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土木工事実施設計単価表の使用にあたっての注意事項 

 

 

 

１ この設計単価表は、鳥取県が発注する土木工事に係る設計単価を収録したものである。 

 

 

２  当単価表に掲載された単価の適用に当たっては、留意事項を参照すること。 

 

 

３ 情報共有システム利用料は、平成２７年度鳥取県県土整備部土木工事標準積算基準書の改定に 

伴い、廃止しました。（平成２７年８月２０日以降調達公告適用） 
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０１ 鳥取県単価ブロック割 

 

鳥取県単価ブロック割一覧表 

 

地区名 ブロック番号 市  町  村  名 

 ００ 全 県 

鳥 取 

０１ 岩美町、鳥取市国府町（成器、大茅） 

０２ 
鳥取市（旧鳥取市）、鳥取市国府町（宇倍野）、鳥取市福部町、

鳥取市気高町、鳥取市鹿野町、鳥取市青谷町 

八 頭 

０３ 八頭町（旧八東町）、若桜町 

０４ 
八頭町（旧郡家町）、鳥取市河原町、八頭町（旧船岡町）、鳥取

市用瀬町、智頭町 

０５ 鳥取市佐治町 

倉 吉 

０６ 
倉吉市（旧倉吉市）、湯梨浜町（旧泊村、旧東郷町、旧羽合町）、

北栄町（旧北条町、旧大栄町） 

０７ 三朝町、倉吉市関金町 

０８ 琴浦町（旧東伯町、旧赤碕町） 

米 子 

０９ 大山町（旧中山町、旧名和町、旧大山町） 

１０ 
米子市（旧米子市）、境港市、日吉津村、米子市淀江町、伯耆

町（旧岸本町）、南部町（旧会見町、旧西伯町） 

日 野 
１１ 伯耆町（溝口町）、江府町、日野町 

１２ 日南町 

 １３ 鹿野町 ※ 生コンクリートに限り適用 

 
１４ 

境港市及び米子市（富益町、大崎以北） ※ 山土、砕石（新

材）に適用 

 １５ 青谷町 ※ 生コンクリートに限り適用 

 １６ 若桜町 ※ 生コンクリートに限り適用 

 １７ 岩美町 ※ 生コンクリートに限り適用 

 １８ 智頭町 ※ 生コンクリートに限り適用 

平成２３年１２月１日   

 

 

 

 

 

 
 

 



02 一般資材

(10)瀝青材・添加材

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 ストレートアスファルト 針入度６０～８０（ローリー） ｔ 物価資料 H300501

(39)その他材料

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 スクラップ 鉄くず　ヘビー　H1 ｔ 物価資料 H300501
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04 土木工事市場単価

(14)コンクリートブロック積工

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 ブロック積工 １５０ｋｇ／個未満 ｍ２ *

--1-



(20)橋梁塗装工

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 橋梁塗装工　新橋　素地調整 動力工具処理 ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　素地調整 ブラスト処理 ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　準備・補修 ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料,130g/m2 ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　下塗り 超厚膜形エポキシ樹脂塗料,500g/m2×2回 ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　下塗り 有機ジンクリッチペイント,300g/m2×2回 ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　下塗り 変性エポキシ樹脂塗料,200g/m2×2層 ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　下塗り 鉛・クロムフリーさび止めペイン
ト,140g/m2×3層

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　下塗り 変性エポキシ樹脂塗料（内面
用）,200g/m2

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　赤系,120g/m2 ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　淡彩,120g/m2 ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　濃彩,120g/m2 ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　中塗り ふっ素樹脂塗料用　淡彩,140g/m2 ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　中塗り ふっ素樹脂塗料用　濃彩,140g/m2 ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　赤系,110g/m2 ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　淡彩,110g/m2 ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　濃彩,110g/m2 ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　上塗り ふっ素樹脂塗料　淡彩,120g/m2 ｍ２ *

00 橋梁塗装工　新橋　上塗り ふっ素樹脂塗料　濃彩,120g/m2 ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　清掃・水洗い ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　素地調整 １種ケレン ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　素地調整 ２種ケレン ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　素地調整 ３種ケレンＡ ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　素地調整 ３種ケレンＢ ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　素地調整 ３種ケレンＣ ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　素地調整 ４種ケレン ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料　はけ・
ローラー,200g/m2

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料　はけ・
ローラー,200g/m2×2層

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料　スプ
レー,240g/m2×2層

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　下塗り 鉛・クロムフリーさび止めペイント　は
け・ローラー,140g/m2×2層

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　下塗り 有機ジンクリッチペイント　はけ・ロー
ラー[1],240g/m2

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　下塗り 有機ジンクリッチペイント　はけ・ロー
ラー[2],300g/m2×2回

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　下塗り 有機ジンクリッチペイント　スプ
レー,600g/m2

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　下塗り 無溶剤系変性エポキシ樹脂　はけ・ロー
ラー,300g/m2×2層

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ロー
ラー　赤系,120g/m2

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ロー
ラー　淡彩,120g/m2

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ロー
ラー　濃彩,120g/m2

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ・ロー
ラー　淡彩,140g/m2

ｍ２ *
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00 橋梁塗装工　塗替　中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　スプレー　淡
彩,170g/m2

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ・ロー
ラー　濃彩,140g/m2

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　スプレー　濃
彩,170g/m2

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ロー
ラー　赤系,110g/m2

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ロー
ラー　淡彩,110g/m2

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ロー
ラー　濃彩,110g/m2

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ・ロー
ラー　淡彩,120g/m2

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　スプレー　淡
彩,140g/m2

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ・ロー
ラー　濃彩,120g/m2

ｍ２ *

00 橋梁塗装工　塗替　上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　スプレー　濃
彩,140g/m2

ｍ２ *

(26)構造物とりこわし工

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 ｍ３ *

00 構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工 ｍ３ *

00 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 ｍ３ *

00 構造物とりこわし工 鉄筋構造物　人力施工 ｍ３ *
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