
旭川開発建設部　技術管理課
平成31年3月18日

１．適用地区は旭川開発建設部管内である。
２．旭川開発建設部管内現場持ち込み価格である。
３．消費税抜きの価格である。
４．旭川開発建設部仕様に基づくものである。
５．土砂は土場積み込み渡しの価格である。

番号 調査時期 品 名 規 格 単位 単 価 備 考

1 　５月上旬 NEM-R1 超微粒子高炉ｽﾗｸﾞ系 ㎏ 160

2 　５月上旬 NEM-TP 超微粒子高炉ｽﾗｸﾞ系 ㎏ 220

3 　５月下旬 割栗石 【ｿﾞｰﾝ1 中川町】5～15cm m3 5,500 ゾーン内現場持込み価格

4 　５月下旬 路側標識柱 単柱 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｔ 833,000

5 　５月下旬 防護柵取付柱 曲柱 φ76.3×4.2 H3000 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 取付金物含む 基 32,000

6 　５月下旬 ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ 取付材径φ76.3～114.3 梁材取付用 個 6,500

7 　５月下旬 ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ 取付材径φ267.4 梁材取付用 個 7,000

8 　５月下旬 ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ 取付材径φ76.3～216.3 縦柱取付用 個 8,800

9 　５月下旬 ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ 取付材径φ267.4～406.4 縦柱取付用 個 9,500

10 　５月下旬 充填剤 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ kg 270

11 　５月下旬 ｱｸﾘﾙ樹脂繊維接着剤 変性ｱｸﾘﾙ樹脂ﾊﾟﾃ状 kg 4,460

12 　５月下旬 充填材 高弾性ｴﾎﾟｷｼ樹脂伸び400% kg 2,210

13 　５月下旬 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 断面修復用 m3 344,000

14 　５月下旬 表面被覆材 ｴﾌﾓﾙ15 kg 340

15 　６月上旬 ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ(壁固定金具) SUS304 RB φ25㎜ 個 57,600 当麻永山用水地区 すべての工事

16 　６月上旬 高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=50N/㎜2-12-25 高性能AE減水剤 ｾﾒﾝﾄ量 498㎏/m3 m3 24,600 当麻永山用水地区 すべての工事

17 　６月上旬 ﾌﾟﾗｲﾏｰ ｴﾎﾟｷｼ系(断面修復用) ㎏ 3,100

18 　６月上旬 ｺﾝｸﾘｰﾄ断面補修用 ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ㎏ 250

19 　６月上旬 FG粘着剤 kg 237

20 　６月上旬 FG可塑剤 kg 570

21 　６月上旬 堰柱保護鋼鈑(P1堰柱側壁) SUS304 t=6㎜ W=0.754t 基 1,710,000 当麻永山用水地区 すべての工事

22 　６月上旬 堰柱保護鋼鈑(P2堰柱側壁) SUS304 t=6㎜ W=1.238t 基 2,770,000 当麻永山用水地区 すべての工事

23 　６月上旬 導流壁保護鋼鈑 SUS304 t=6㎜ W=0.152t 基 438,000 当麻永山用水地区 すべての工事

24 　６月上旬 取水口保護鋼鈑 SUS304 t=6㎜ W=0.260t 基 864,000 当麻永山用水地区 すべての工事

25 　６月上旬 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1500×1500×1500 T-10 参考重量 W=5400㎏ 本 155,000
当麻永山用水地区 すべての工事,現
場持ち込み（車上渡し）価格

26 　６月上旬 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1500×1500×2000 T-10 参考重量 W=7200㎏ 本 207,000 現場持ち込み（車上渡し）価格

27 　６月上旬 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1500×1500×1575/1005 T-10 参考重量 W=3480㎏ 本 237,000
当麻永山用水地区 すべての工事,現
場持ち込み（車上渡し）価格

28 　６月上旬
超高強度繊維補強 ｺﾝｸﾘｰﾄ埋
設型枠

t=50mm m2 58,000 当麻永山用水地区 すべての工事

29 　６月上旬 ｴﾎﾟｷｼ系接着剤 EX-350 cc 11

30 　６月下旬 視線誘導標 ﾃﾞﾘﾈｰﾀφ100 片面 白色1個 Eﾀｲﾌﾟ 剛性防護柵取付型 基 6,800

31 　６月下旬 視線誘導標 ﾃﾞﾘﾈｰﾀφ100 両面 橙色1個×2 中央帯防護柵支柱取付型 基 7,660

32 　６月下旬 視線誘導標用支柱
φ100橙色縦2個 路肩防護柵付用 ｱﾙﾐ製支柱 φ50X2.0X1350 防
護柵取付金具2個付 基 6,700

33 　６月下旬 視線誘導標用支柱
φ100橙色縦3個 路肩防護柵取付用 ｱﾙﾐ製支柱 φ50X2.0X1550
防護柵取付金具2個付 基 7,000

34 　６月下旬 視線誘導標用支柱
φ100橙色横3個 路肩防護柵取付用 ｱﾙﾐ製支柱 φ50X2.0X1250
防護柵取付金具2個付 基 6,500

35 　６月下旬 距離標1km標
250mmX550mm　ｱﾙﾐ板t=2.0mm　広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ　ﾄﾝﾈﾙ内ｺﾝｸﾘｰﾄ
壁面取付　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM8×50-4本含む 枚 25,000

36 　６月下旬 距離標100m標
180mmX400mm　ｱﾙﾐ板t=2.0mm　広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ　ﾄﾝﾈﾙ内ｺﾝｸﾘｰﾄ
壁面取付　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM8×50-4本含む 枚 14,000

旭川開発建設部部内単価（特別調査により策定した資材単価）

※２０９番～２３７番まで品目追加
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番号 調査時期 品 名 規 格 単位 単 価 備 考

37 　７月上旬 ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ
全面反射式 着脱1本脚(可変式)  台座Φ200㎜ ﾎﾟｰﾙΦ80㎜
H=650㎜ 反射材 H=50㎜ 白-5枚･緑or橙-6枚 本 18,000

38 　７月上旬 ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ
全面反射式 着脱1本脚(可変式)  台座Φ200㎜ ﾎﾟｰﾙΦ80㎜
H=800㎜ 反射材 H=50㎜ 白-7枚･緑or橙-7枚 本 22,800

39 　７月中旬
ひび割れ抑制ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ
36

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 膨張材20kg/m3 ｿﾞｰﾝ3 士別･和寒地区 m3 23,500 ｿﾞｰﾝ3 現着価格

40 　７月下旬 落口工 開発局型 φ600 1:2.0ﾀｲﾌﾟ 参考重量 W=2205kg 個 106,000 現場持ち込み（車上渡し）価格

41 　７月下旬 集水桝 下部桝 2100×2100×1200 参考重量W=4540kg 個 254,000 現場持ち込み（車上渡し）価格

42 　７月下旬 集水桝 下部桝 1600×1600×900 参考重量W=2491kg 個 116,000 現場持ち込み（車上渡し）価格

43 　７月下旬 集水桝 下部桝 2300×2300×1300 参考重量W=5470kg 個 306,000 現場持ち込み（車上渡し）価格

44 　７月下旬 FRP製異形管 十字管 φ500×φ250 VU用 全方離脱防止付 個 266,000

45 　７月下旬 FRP製異形管 十字管 φ400×φ250 VU用 全方離脱防止付 個 210,000

46 　７月下旬 FRP製異形管 十字管 φ300×φ250 VU用 全方離脱防止付 個 170,000

47 　７月下旬 FRP製異形管 十字管 φ250×φ100 VU用 全方離脱防止付 個 91,000

48 　７月下旬 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(鋳鉄製) φ500 離脱防止付 個 418,000 黒樹脂塗装,北野地区　区画整理工事

49 　７月下旬 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(鋳鉄製) φ300 離脱防止付 個 97,800 黒樹脂塗装,北野地区　区画整理工事

50 　７月下旬 ﾀﾞﾑﾄﾝﾈﾙ用含水爆薬 薬径25･30mm 薬量200g 超大口 20t以上 kg 1,010 現場火薬庫渡し

51 　７月下旬 先端ｷｬｯﾌﾟ 個 160

52 　７月下旬 φ25樹脂製ﾎﾞﾙﾄ用ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ L=200mm 個 2,520

53 　７月下旬 注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 25DSVB 個 2,460

54 　７月下旬 ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 104,000

55 　７月下旬 落下防止金具 UN 個 170

56 　７月下旬 φ25樹脂製ﾎﾞﾙﾄ L=4.0m POWERTHREAD 中空ﾀｲﾌﾟ J64-25 本 6,800

57 　８月上旬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Am-2B 幅500mm ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ﾒｯｷ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず ｍ 24,800

58 　８月上旬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Am-MO 着脱式 幅400mm ﾒｯｷ ｍ 20,300

59 　８月上旬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Am-2B 幅400mm ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ﾒｯｷ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず ｍ 24,300

60 　８月上旬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-A-2B(特) 連続基礎部 着脱式 H450 W1400 ﾒｯｷ ｍ 12,700

61 　８月上旬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-A-2B(特) 連続基礎部 H800 W1200 ﾒｯｷ ｍ 10,500

62 　８月上旬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Am-4B 着脱式 幅400mm 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ含まず ｍ 16,300

63 　８月中旬
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵LD種 ﾜｲﾔｰ
ﾛｰﾌﾟ

3×7 G/0 φ18 破断強度160kN以上 溶融亜鉛ﾒｯｷ(付着量
300g/m2以上) ｍ 510 1条当り

64 　８月中旬
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵LD種 中間
支柱

支柱1430mm×φ89.1×4.2 ｽﾘｰﾌﾞφ114.3×4.5×700 溶融亜鉛
ﾒｯｷ(付着量550g/m2以上) 土中建込,ｷｬｯﾌﾟ,ｽﾄﾗｯﾌﾟ,間隔材,ｽﾘｰ
ﾌﾞｶﾊﾞｰ含む

本 22,500

65 　８月中旬
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵LD種 中間
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ

M25またはW1,端末金具含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ(付着量350g/m2以上)
※1箇所当たり5段 箇所 66,500

66 　８月中旬

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵LD種 端末
支柱･中間端末支柱(鋼管杭
式)

支柱1430mm×φ89.1×4.2 鋼管杭2600mm×φ165.2×5.0 溶融
亜鉛ﾒｯｷ(付着量550g/m2以上) 端末支柱用間隔材,B.N.SW,索端
金具,ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ,ｼﾞｮｰﾎﾞﾙﾄ,端末金具,ｽﾄﾗｯﾌﾟ,ｷｬｯﾌﾟ,ｽﾘｰﾌﾞ含む

箇所 377,000 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ含まず

67 　８月下旬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Am-MO 着脱式 幅500mm ﾒｯｷ ｍ 20,400

68 　８月下旬 ｺﾝｸﾘｰﾄ桝(ほ場用) 下部桝 内寸1800×1800㎜ h=500㎜ 5,630kg/個 t=250 個 337,000 現場持ち込み（車上渡し）価格

69 　９月中旬 U字ﾌﾘｭｰﾑ B=2300×H800 L=1573(1778/1368) 参考重量W=2720kg 個 125,000
北野地区 区画整理工事,現場持ち込
み（車上渡し）価格

70 　９月中旬 U字ﾌﾘｭｰﾑ B=2300×H=800 L=1579(1373/1785) 参考重量W=2730kg 個 125,000
北野地区 区画整理工事,現場持ち込
み（車上渡し）価格

71 　９月中旬 U字ﾌﾘｭｰﾑ B=2300×H800 L=1338(1647/1129) 参考重量W=2400kg 個 110,000
北野地区 区画整理工事,現場持ち込
み（車上渡し）価格

72 　９月中旬 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B2300×H1300×L1000 参考重量W=4450kg T-25 個 228,000
北野地区 区画整理工事,現場持ち込
み（車上渡し）価格

73 　９月中旬 U字ﾌﾘｭｰﾑ 起点ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ部分
B1=2440/2300､B2=1900/2260､L=2000､H=1070/970 参考重量
W=4130kg 個 348,000

北野地区 区画整理工事,現場持ち込
み（車上渡し）価格

74 　９月中旬 U字ﾌﾘｭｰﾑ 終点ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ部分
B1=2300/2340､B2=2260/1800､L=2000､H=970/1070 参考重量
W=4090kg 個 345,000

北野地区 区画整理工事,現場持ち込
み（車上渡し）価格

75 　９月中旬 給水栓桝 B900×L800×H800 1槽式 角落とし溝含む 参考重量W=610kg 個 38,700 北野地区 区画整理工事
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76 　９月中旬 給水栓桝 B800×L1300×H800 2槽式 角落とし溝含む 参考重量W=870kg 個 54,000 北野地区 区画整理工事

77 　９月中旬 ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B 設計基準強度σbk=4.5N/㎜2 ｽﾗﾝﾌﾟ2.5㎝ 粗骨材最大寸
法20mm C-7 m3 17,300 6ｿﾞｰﾝ現着価格

78 　９月下旬 標識板 1300×1900 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 枚 298,000 取付金具含まず

79 　９月下旬 標識板 1400×1100 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 枚 186,000 取付金具含まず

80 　９月下旬 ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ H=800mm 着脱式1本脚 本 18,000 台座φ200mm

81 　９月下旬 ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ H=1200mm 着脱式1本脚 本 28,000 台座φ200mm

82 　９月下旬 ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ H=650mm 着脱式1本脚 本 14,700 台座φ200mm

83 １０月上旬 石綿係数法 検体 8,000 調査、分析、測定費

84 １０月中旬 VBOX 300×400 L=2000(T-10) 参考重量W=1090kg 個 34,200

85 １０月中旬 VBOX 500×500 L=2000(T-10) 参考重量W=1730kg 個 59,200

86 １０月中旬 ﾚﾊﾞｰ式分水用V型ﾄﾗﾌ 300×400 L=1000 参考重量W=245kg/本体金具共 個 38,100

87 １０月中旬 ﾚﾊﾞｰ式分水用V型ﾄﾗﾌ 400×400 L=1000 参考重量W=260kg/本体金具共 個 41,100

88 １０月中旬 ﾚﾊﾞｰ式分水用V型ﾄﾗﾌ 500×500 L=1000 参考重量W=332kg/本体金具共 個 46,900

89 １０月中旬 集水桝 Ⅰ型B桝 下部桝 H=0.80m 参考重量W=1300kg 個 53,300

90 １０月中旬 集水桝 Ⅰ型B桝 下部桝 H=0.90m 参考重量W=1433kg 個 58,900

91 １０月中旬 集水桝 Ⅰ型B桝 下部桝 H=1.00m 参考重量W=1585kg 個 64,400

92 １０月中旬 集水桝 Ⅰ型B桝 下部桝 H=1.10m 参考重量W=1728kg 個 69,900

93 １０月中旬 集水桝 1900×1900×1600 下部桝 t=200mm 参考重量W=6300kg 個 296,000 現場持ち込み（車上渡し）価格

94 １０月中旬 集水桝 2300×2300×1600 下部桝 t=250mm 参考重量W=9820kg 個 461,000 現場持ち込み（車上渡し）価格

95 １０月中旬 落口桝 900型 n:1.5 参考重量W=2986kg 個 130,000 現場持ち込み（車上渡し）価格

96 １０月中旬 特殊桝 1300×1300×1750(内1000×1000×1600) 参考重量W=2680kg 個 153,000 現場持ち込み（車上渡し）価格

97 １０月下旬 歩車兼用車両用防護柵 GR-A2-2E-PY-F-3 亜鉛めっき ｍ 26,600

98 １０月下旬 分水ｹﾞｰﾄ SUS製 φ300 H=0.70 個 288,000 ﾉﾝｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式

99 １０月下旬 分水ｹﾞｰﾄ SUS製 V600 H=2.40 個 1,180,000 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式

100 １１月中旬 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｹﾞｰﾄ 400型 H=2.25 ｽﾃﾝﾚｽ製 基 620,000 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式

101 １１月下旬 自発光式ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ 発光部φ300 LED球180個 850×400 24時間点滅 基 310,000

102 １１月下旬 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 TL-10 I型A桝用 名称ﾌﾟﾚｰﾄ付き 組 95,000 北野地区 区画整理工事

103 １１月下旬 U字ﾌﾘｭｰﾑ B=2300×H=800×L=875.5(990/761) 参考重量W=1510kg 個 69,400 北野地区 区画整理工事

104 １１月下旬 U字ﾌﾘｭｰﾑ B=2300×H=800×L=822.5(715/930) 参考重量W=1420kg 個 65,300 北野地区 区画整理工事

105 １１月下旬 分水槽堰止板 塩ﾋﾞ製 710×340×t8 取手(1箇所)付 枚 8,020 北野地区 区画整理工事

106 １１月下旬 分水槽堰止板 塩ﾋﾞ製 640×200×t8 取手(2箇所)付 枚 6,310 北野地区 区画整理工事

107 １１月下旬 分水槽堰止板 塩ﾋﾞ製 640×100×t8 取手(2箇所)付 枚 5,510 北野地区 区画整理工事

108 １１月下旬 水田落口工 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 H700 一般型 φ150 蓋板･水位調整板含む 個 27,900 北野地区 区画整理工事

109 １１月下旬 ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ400型 H=1800 SUS304 基 600,000 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式,北野地区 区画整理工事

110 １１月下旬 水田用給水栓 ﾌﾛｰﾊﾞﾙﾌﾞ φ75 個 56,000 北野地区 区画整理工事

111 １２月上旬
太陽電池式自発光型視線誘
導標 ﾃﾞﾙﾀﾎﾟｰﾙ

太陽電池 6V LED9個 累計光度 126,000mcd 基 138,000

112 １２月中旬 PC鋼より線 SCｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ SC-U2 φ15.2mm ㎏ 487

113 １２月中旬 ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ K6-3LLG 個 6,350

114 １２月中旬 ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟ AC160 個 4,950
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115 １２月中旬 角度調整台座 KKD-A 調整角度0°～20° 組 7,390

116 １２月中旬 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 260×260×16 φ145 □ 枚 4,950

117 １２月中旬 耐雪型転落防止柵
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式､H=1100､P=2000､積雪ﾗﾝｸ2､勾配0%､亜鉛ﾒｯｷ塗装
(白)､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず ｍ 18,000

118 １２月中旬 団粒剤 NCﾎﾞﾝﾄﾞ-A ㎏ 2,000 荷姿:18kg缶入り

119 １２月中旬 接合剤 NCﾎﾞﾝﾄﾞ-B ㎏ 1,000 荷姿:18kg缶入り

120 １２月中旬 分水ｹﾞｰﾄ SUS製 V300×400 H=1.30 個 765,000 ﾉﾝｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式

121 １２月中旬 分水ｹﾞｰﾄ SUS製 V600 H=1.50 個 1,080,000 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式

122 １２月中旬 ﾄﾝﾈﾙ清掃ﾌﾞﾗｼ φ800 幅1,250㎜ 巻替 ﾋﾟｯﾁ巻 個 182,000

123 １２月下旬 集水桝 1900×1900×1500 下部桝 t=150mm 参考重量W=4700kg 個 263,000
大雪東川第一地区 区画整理工事,現
場持ち込み（車上渡し）価格

124 １２月下旬 集水桝 2100×2100×1900 下部桝 t=150mm 参考重量W=6500kg 個 364,000
大雪東川第一地区 区画整理工事,現
場持ち込み（車上渡し）価格

125 １２月下旬 落口桝 600型 n:1.5 参考重量W=2590kg 個 113,000
大雪東川第一地区 区画整理工事,現
場持ち込み（車上渡し）価格

126 １２月下旬 落口桝 600型 n:2.0 参考重量W=2205kg 個 106,000
大雪東川第一地区 区画整理工事,現
場持ち込み（車上渡し）価格

127 １２月下旬 鋼製異形管 φ300×150 3FT字管 本 414,000 大雪東川第一地区 区画整理工事

128 １２月下旬 鋼製異形管 φ400×150 3FT字管 本 446,000 大雪東川第一地区 区画整理工事

129 １２月下旬 分水ｹﾞｰﾄ φ300型 H=1950 SUS304製 基 900,000 大雪東川第一地区 区画整理工事

130 １２月下旬 分水ｹﾞｰﾄ φ350型 H=2450 SUS304製 基 980,000 大雪東川第一地区 区画整理工事

131 １２月下旬 分水ｹﾞｰﾄ φ450型 H=1800 SUS304製 基 900,000 大雪東川第一地区 区画整理工事

132 １２月下旬 ｽｸﾘｰﾝ B1000×H1000 P=50 ｽﾃﾝﾚｽ製 基 360,000 大雪東川第一地区 区画整理工事

133 １２月下旬 集水桝 1800×1800 下部桝 H=1150 個 198,000
北野地区 区画整理工事,現場持ち込
み（車上渡し）価格

134 １２月下旬 集水桝 1800×1800 下部桝 H=1500 個 244,000
北野地区 区画整理工事,現場持ち込
み（車上渡し）価格

135 １２月下旬 集水桝 1800×1800 下部桝 H=2000 個 311,000
北野地区 区画整理工事,現場持ち込
み（車上渡し）価格

136 １２月下旬 自発光式ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ RA-20S-2B-24H 270×700 φ200 LED84球(黄) 基 270,000

137 １２月下旬 落口工 φ1000 1:2ﾀｲﾌﾟ 参考重量W=3901kg 個 203,000
旭川農業事務所管内に限る,旭川農業
事務所管内 区画整理工事,現場持ち
込み（車上渡し）価格

138 １２月下旬 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｹﾞｰﾄ φ450 H=2200 基 705,000
SUS製,旭川農業事務所管内 区画整理
工事

139 １２月下旬 ｱﾙｷﾒﾃﾞｽ式分水門 φ150 H=800 基 136,000
SS製,旭川農業事務所管内 区画整理
工事

140 １２月下旬 分水ｹﾞｰﾄ φ300型 H=1500 SUS304 基 498,000
ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式,旭川農業事務所管内 区画
整理工事

141 １２月下旬 分水ｹﾞｰﾄ φ400型 H=1800 SUS304 基 600,000
ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式,旭川農業事務所管内 区画
整理工事

142 １２月下旬 分水ｹﾞｰﾄ φ600型 H=2300 SUS304 基 910,000
ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式,旭川農業事務所管内 区画
整理工事

143 １２月下旬 分水ｹﾞｰﾄ φ600型 H=2500 SUS304 基 982,000
ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式,旭川農業事務所管内 区画
整理工事

144 　１月上旬 Vﾄﾗﾌ型2面ｽｸﾘｰﾝ 1900(内1500)桝用 V700×L=1500 基 622,000 北野地区 区画整理工事

145 　１月上旬 横型ﾌｫｰｸｽｸﾘｰﾝ 1300(内800)桝用 H=1900 W=1265×H800 作業台含む 基 2,310,000 北野地区 区画整理工事

146 　１月上旬 横型ﾌｫｰｸｽｸﾘｰﾝ 1300(内800)桝用 H=1600 W=1265×H800 作業台含む 基 2,370,000 北野地区 区画整理工事

147 　１月上旬 横型ﾌｫｰｸｽｸﾘｰﾝ 1300(内800)桝用 H=2000 W=1265×H800 作業台含む 基 2,280,000 北野地区 区画整理工事

148 　１月上旬 横型ｽｸﾘｰﾝ 1800(内1500)桝用 V500×L=1500 作業台､ﾌﾞﾗｼﾊﾝﾄﾞﾙ含む 基 2,130,000 北野地区 区画整理工事

149 　１月上旬 横型ｽｸﾘｰﾝ 1800(内1500)桝用 V400×L=1500 作業台､ﾌﾞﾗｼﾊﾝﾄﾞﾙ含む 基 1,910,000 北野地区 区画整理工事

150 　１月上旬 ｽｸﾘｰﾝ I型A桝用 L=1750 W=600 基 566,000 北野地区 区画整理工事

151 　１月上旬 前可動ｽｸﾘｰﾝ B1000×H1150 P50 (SUS) 操作足場含む 基 792,000 北野地区 区画整理工事

152 　１月上旬 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｹﾞｰﾄ φ600 H=2600 (SUS) 基 983,000 北野地区 区画整理工事

153 　１月上旬 U字ﾌﾘｭｰﾑ 起点ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ
V1900×900/U2300×800×L2000 参考重量W=4270kg 嵩上げ加工
含む 個 406,000

北野地区 区画整理工事,現場持ち込
み（車上渡し）価格

154 　１月上旬 U字ﾌﾘｭｰﾑ 終点ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ
V1800×900/U2300×800×L2000 参考重量W=4230kg 嵩上げ加工
含む 個 402,000

北野地区 区画整理工事,現場持ち込
み（車上渡し）価格
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155 　１月上旬 集水桝 下部桝 1300×1300×1450 参考重量W=2722kg 個 129,000
北野地区 区画整理工事,現場持ち込
み（車上渡し）価格

156 　１月上旬 集水桝 下部桝 1900×1900×1400 参考重量W=5654kg 個 265,000
北野地区 区画整理工事,現場持ち込
み（車上渡し）価格

157 　１月上旬 集水桝 下部桝 1900×1900×1500 参考重量W=5980kg 個 280,000
北野地区 区画整理工事,現場持ち込
み（車上渡し）価格

158 　１月上旬 集水桝 下部桝 2500×2500×1000 参考重量W=7800kg 個 366,000
北野地区 区画整理工事,現場持ち込
み（車上渡し）価格

159 　１月上旬 特殊押輪 全周型 ALW形 K型受口用 φ600 離脱防止付き 個 59,600
接合材(T頭BN･K形ｺﾞﾑ輪)込み,愛別地
区 区画整理工事

160 　１月上旬 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ひび割れ抑制ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=50N/mm2 高炉B種 m3 27,500 ｿﾞｰﾝ6現着価格

161 　１月上旬 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ひび割れ抑制ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=50N/mm2 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ m3 27,500 ｿﾞｰﾝ6現着価格

162 　１月上旬 ﾊﾟｲﾛｯﾄｷｬｯﾌﾟ PC6-3H 個 690

163 　１月上旬 ｽﾍﾟｰｻｰ SP6-3H 個 340

164 　１月上旬 結束ﾊﾞﾝﾄﾞ CB 本 87

165 　１月上旬 くさび K6-W φ15.2mm用 組 700

166 　１月上旬 ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ HC6-3LL 個 1,910

167 　１月上旬 ｱﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ UC6-2 個 2,610

168 　１月上旬 ｱﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ UC6-3 個 2,690

169 　１月上旬 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 280×280×16 φ145 □ 枚 5,480

170 　１月上旬 押さえﾌﾟﾚｰﾄ 200×200×19 φ56 □ 枚 3,820

171 　１月上旬 押さえﾌﾟﾚｰﾄ 200×200×22 φ56 □ 枚 4,430

172 　１月上旬 ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ内防錆材 ｷｭｰﾀﾞｽHC ㎏ 870

173 　１月上旬 防水防食弾性ｼｰﾙ材 ﾉﾝｺﾛｰｼﾞｮﾝ ㎏ 1,130

174 　１月上旬 分水ｹﾞｰﾄ φ250 H=800 SUS 基 374,000
ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式,旭川農業事務所管内 区画
整理工事

175 　１月中旬 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ加工品 JIS 6×24 0/0 9mm A種L=500 ｱﾙﾐﾛｯｸ加工品 本 1,170

176 　１月中旬
ｼｬｯｸﾙ連結式 斜め小口止ﾌﾞ
ﾛｯｸ

300×54/100 L=990 連結用内部鉄筋(D13)含む ｍ 3,000

177 　１月中旬 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ (鋳鉄製) φ350 離脱防止付 個 239,000 黒合成樹脂塗装

178 　１月中旬 鋼製異形管 2FT字管 φ400×φ400 W=98.86kg 本 479,000 愛別地区 区画整理工事

179 　１月中旬 集水桝 Ⅰ型A桝 下部桝 H=0.60m 参考重量 W=610kg 個 24,800 愛別地区 区画整理工事

180 　１月中旬 集水桝 Ⅰ型B桝 下部桝 H=0.70m 参考重量 W=1,158kg 個 46,700 愛別地区 区画整理工事

181 　１月中旬 集水桝 2000×2000 下部桝 H=1.2 参考重量 W=4,340kg 個 237,000
愛別地区 区画整理工事,現場持ち込
み（車上渡し）価格

182 　１月中旬 人孔鉄蓋 φ900 基 302,000 大雪東川第一地区 区画整理工事

183 　１月中旬 ｿｰﾗｰ矢羽根用ﾊﾞｯﾃﾘｰ 6V8Ah 組 32,500

184 　１月下旬 集水桝 1900×1900 下部桝 H=130cm W=4200kg/個 個 235,000 現場持ち込み（車上渡し）価格

185 　１月下旬 集水桝 1800×1800 下部桝 H=100cm W=3190kg/個 個 178,000 現場持ち込み（車上渡し）価格

186 　１月下旬 ｴｱｰﾍﾞﾝﾄﾞ SGP 80A 鋼製合ﾌﾗﾝｼﾞ 300×80A含む 個 127,000 北野地区 区画整理工事

187 　１月下旬 ﾉﾝｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｹﾞｰﾄ φ300 H=1.6m 基 573,000 SUS製

188 　１月下旬 ﾉﾝｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｹﾞｰﾄ φ150 H=1.6m 基 550,000 SUS製

189 　１月下旬 ﾉﾝｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｹﾞｰﾄ φ400×H900用 基 194,000 SS製(一部SUS製)

190 　２月上旬 濁水処理設備上屋ﾘｰｽ料
軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様),梁間4間,桁行8間,吹抜2階建
て,ﾊﾟﾈﾙ7段

棟･
月

65,000

工期内ﾘｰｽ期間想定28ヶ月(今回工期
を入れて供用期間:8年以上9年未満),
レンタル業者置場渡し、置場戻し価
格

191 　２月上旬 濁水処理設備上屋ﾘｰｽ料
軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様),梁間4間,桁行8間,吹抜2階建
て,ﾊﾟﾈﾙ7段

棟･
月

65,000

工期内ﾘｰｽ期間想定28ヶ月(今回工期
を入れて供用期間:9年以上10年未
満),レンタル業者置場渡し、置場戻
し価格

192 　２月上旬 濁水処理設備上屋ﾘｰｽ料
軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様),梁間4間,桁行8間,吹抜2階建
て,ﾊﾟﾈﾙ7段

棟･
月

65,000
供用期間:10年以上 工期内ﾘｰｽ期間想
定28ヶ月,レンタル業者置場渡し、置
場戻し価格
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193 　２月中旬 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 1～10検体(諸経費含む) 固相抽出-GC-MS法 検体 23,000 調査、分析、測定費

194 　２月中旬
LAS(直鎖ｱﾙｷﾝﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸
及びその塩)

1～10検体(諸経費含む) 固相抽出-LC-MS-MS法 検体 30,000 調査、分析、測定費

195 　２月中旬 太陽電池式 LEDﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ
700×270･発光体φ200×2灯･高輝度LED180個[片側90個
(504,000mcd×2]黄色発光･上下交互点滅･太陽電池出力20W･ﾊﾞｯ
ﾃﾘｰ12V(6V×2個)容量8Ah

基 270,000 支柱･標識含まず

196 　２月下旬 ﾀﾞﾑﾄﾝﾈﾙ用含水爆薬 薬径25･30mm 薬量200g 超大口 20t以上 ㎏ 1,010 現場火薬庫渡し

197 　２月下旬 AGF鋼管(先頭) φ114.3mm L=3,570mm 本 23,800

198 　２月下旬 AGF鋼管(中間) φ114.3mm L=3,120mm 本 25,500

199 　２月下旬 AGF鋼管(端末) φ114.3mm L=3,050mm 本 19,500

200 　２月下旬 ｲﾝｻｰﾄ管 AGF工法用 φ80 L=12.0m 本 37,600

201 　２月下旬 ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ AGF工法用 個 9,600

202 　２月下旬 先端ｷｬｯﾌﾟ 先端ｺｰﾝ 個 160

203 　２月下旬 φ25樹脂製ﾎﾞﾙﾄ用ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ L=200mm 個 2,520

204 　２月下旬 注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 25DSVB 個 2,460

205 　２月下旬 φ25樹脂製ﾎﾞﾙﾄ L=4.0m POWERTHREAD 中空ﾀｲﾌﾟ J64-25 本 6,800

206 　２月下旬 ｲﾝｻｰﾄ管 φ80 L=6.0m 本 20,000

207 　２月下旬 ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 104,000

208 　２月下旬 落下防止金具 UN 個 170

209 　２月下旬 水田用給水栓 φ100 ﾌﾛｰﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾌﾟﾗｸﾞ付) 個 70,200

210 　２月下旬 水田用給水栓 φ100 分水栓(飛散防止型) 分岐型 個 49,700

211 　２月下旬 水田落口工
ｺﾝｸﾘｰﾄ製 H740 一般型φ150 埋込式受口ｿｹｯﾄ付 水位調整板含
む 参考重量W=48㎏ 個 16,150

大雪東川第一地区他4地区 区画整理
工事

212 　２月下旬 分水槽 B640×L840×H620 角落し溝含む 参考重量W=330㎏ 個 25,000
大雪東川第一地区他4地区 区画整理
工事

213 　２月下旬 分水槽 B640×L640×H620 角落し溝含む 参考重量W=280㎏ 個 20,000
大雪東川第一地区他4地区 区画整理
工事

214 　２月下旬 分水槽蓋
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ 表面処理:亜鉛ﾒｯｷ 760×560 開口部187×180 暗
渠ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ付きﾀｲﾌﾟ 個 22,000

大雪東川第一地区他4地区 区画整理
工事

215 　２月下旬 分水槽蓋
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ 表面処理:亜鉛ﾒｯｷ 560×560 開口部187×280 暗
渠ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ無しﾀｲﾌﾟ 個 21,000

大雪東川第一地区他4地区 区画整理
工事

216 　２月下旬 分水槽蓋
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ 表面処理:亜鉛ﾒｯｷ 760×560 開口部250×280 暗
渠ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ付きﾀｲﾌﾟ 個 23,000

大雪東川第一地区他4地区 区画整理
工事

217 　２月下旬 分水槽蓋
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ 表面処理:亜鉛ﾒｯｷ 560×560 開口部250×280 暗
渠ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ無しﾀｲﾌﾟ 個 22,000

大雪東川第一地区他4地区 区画整理
工事

218 　２月下旬 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 Ⅰ型A桝用 TL-10 名称ﾌﾟﾚｰﾄ付 組 52,700
大雪東川第一地区他4地区 区画整理
工事

219 　２月下旬 表面含浸材 高分子系浸透防水材 ㎏ 5,400 ｱｲｿﾞｰﾙEX（㈱ｱｲｿﾞｰﾙﾃｸﾆｶ）

220 　３月上旬 堰柱保護鋼板(P1堰柱側壁) SUS304 t=6mm W=0.754t 基 1,710,000 当麻永山用水地区 すべての工事

221 　３月上旬 ﾌﾟﾗｲﾏｰ ｴﾎﾟｷｼ系(断面修復用) kg 3,100

222 　３月上旬 ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復用 ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ kg 300

223 　３月上旬
ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ補修工 注入
材

有機系(ｱｸﾘﾙ樹脂) kg 3,210

224 　３月上旬 TG粘着剤 kg 251 FG粘着剤→TG粘着剤へ変更

225 　３月上旬 FG可塑剤 kg 665

226 　３月上旬 ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ(壁固定金具) SUS304 RBφ25㎜ 個 57,600 当麻永山用水地区 すべての工事

227 　３月上旬 RCﾌﾙｰﾑ水路(F-1型) U3000×1600×1995 8160㎏/個 個 327,000
当麻永山用水地区 すべての工事,現
場持ち込み（車上渡し）価格

228 　３月上旬 RCﾌﾙｰﾑ水路(F-2型) U2600×1400×1995 6300㎏/個 個 253,000
当麻永山用水地区 すべての工事,現
場持ち込み（車上渡し）価格

229 　３月上旬 RCﾌﾙｰﾑ水路(F-5型) U3300×1800×1995 8050㎏/個 個 322,000
当麻永山用水地区 すべての工事,現
場持ち込み（車上渡し）価格

230 　３月上旬 水路用目地材 ｺﾞﾑ製 b=140用 取り外し可能ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙｰﾑ水路用 m 4,460

231 　３月上旬 鋳鉄製防護ふた ます径300㎜､T-14､台座含む 個 28,000

232 　３月上旬 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製 小型ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ径300､本管径200 個 26,600
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233 　３月上旬 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製 小型ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ径300､本管径150 個 26,000

234 　３月上旬 濁水処理設備上屋ﾘｰｽ料
軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様),梁間4間,桁行8間,吹抜2階建
て,ﾊﾟﾈﾙ7段

棟･
月

72,000
工期内ﾘｰｽ期間28ヶ月(今回工期を入
れて供用期間:4年以上5年未満),レン
タル業者置場渡し、置場戻し価格

235 　３月上旬 濁水処理設備上屋ﾘｰｽ料
軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様),梁間4間,桁行8間,吹抜2階建
て,ﾊﾟﾈﾙ7段

棟･
月

65,000
工期内ﾘｰｽ期間28ヶ月(今回工期を入
れて供用期間:5年以上6年未満),レン
タル業者置場渡し、置場戻し価格

236 　３月上旬 濁水処理設備上屋ﾘｰｽ料
軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様),梁間4間,桁行8間,吹抜2階建
て,ﾊﾟﾈﾙ7段

棟･
月

65,000
工期内ﾘｰｽ期間28ヶ月(今回工期を入
れて供用期間:6年以上7年未満),レン
タル業者置場渡し、置場戻し価格

237 　３月上旬 濁水処理設備上屋ﾘｰｽ料
軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様),梁間4間,桁行8間,吹抜2階建
て,ﾊﾟﾈﾙ7段

棟･
月

65,000
工期内ﾘｰｽ期間28ヶ月(今回工期を入
れて供用期間:7年以上8年未満),レン
タル業者置場渡し、置場戻し価格
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