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設 計 単 価 表 に つ い て  
 

 

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

 

 

２．この単価欄に「物価資料」と記載されているものは土木工事実施設計単価の改定基準に則り改

定された時点の「建設物価（Web 建設物価）（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」、「土木コ

スト情報（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」を引用しているものである。 

 

 

３．設計資材単価は、この単価表のほか、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会発行）「積算資

料」（一般財団法人経済調査会発行）及び見積り等によっている。 

 

 

４．市場単価は、「土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」に記載されているもの

である。  

 

 

５．記載されている単価は、特段の明記がある場合を除いて現場持ち込み価格である。 

 

 

６．記載されている単価については、市場価格の変動により変更されることがある。 

 

 

７．この設計単価表の内容に関する問い合わせには応じない。 
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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。 
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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

(02)鋼材（エキストラ）

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 溝形鋼(大形) (販売) 無規格 300 ｔ 物価資料 2022/7/10

00 溝形鋼(大形) (販売) 無規格 380 ｔ 物価資料 2022/7/10

00 I形鋼(大形) (販売) 無規格 200 ｔ 物価資料 2022/7/10

00 I形鋼(大形) (販売) 無規格 250～450 ｔ 物価資料 2022/7/10

00 鋼板(厚板) (販売) 無規格 12≦t≦25 ｔ 物価資料 2022/7/10

00 H形鋼支保工 附属品及び加工費 継手板(頂板)･底板 ｔ 物価資料 2022/7/10

(10)仮設（型枠）材

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 防水シート(NATM) 0.8mm+3.0mm ｍ２ 物価資料 2022/7/10

(12)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 2022/7/10

00 ゴム入アスファルト (ローリー) ｔ 物価資料 2022/7/10

(27)法面緑化材

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 高度化成 15-15-15 (20kg入) ｋｇ 物価資料 2022/07/10

00 硫安 窒素21% (20kg入) ｋｇ 物価資料 2022/07/10

00 油かす 20kg/袋 袋 物価資料 2022/07/10
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(28)落石防護材・ラス

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 パイプターンバックル 25φ(メッキ) 個 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 金網 Z-GS3 3.2×50mm ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 金網 Z-GS3 2.6×50mm ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 金網 Z-GS3 5.0×50mm ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 金網 Z-GS4 5.0×50mm ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 金網 Z-GS4 4.0×50mm ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 金網 Z-GS4 3.2×50mm ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 金網 Z-GS7 5.0×50mm ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 金網 Z-GS7 4.0×50mm ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 金網 Z-GS7 3.2×50mm ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 金網 C-GS3 3.2×50mm ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 金網 C-GS3 4.0×50mm ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 羽根付アンカー径25×1500mm 本 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 岩盤用アンカー径22×1000mm 本 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 岩盤用アンカー 径28×1000mm 本 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 岩盤用アンカー 径32×1000mm 本 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 クロスクリップ 径12mm用 個 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 巻付グリップ 径12mm用 端末用 本 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 巻付グリップ 径16mm用 端末用 本 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 巻付グリップ 径18mm用 端末用 本 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 三方クリップ 径16～径18mm用 個 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 結合コイル 3.2×50×300mm 個 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 ロープ 径14mm ｍ 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 ロープ 径16mm ｍ 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網部材 ロープ 径18mm ｍ 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網　ポケット支柱(ヒンジ式) 土中用 メッキ品 H2.0m 組 物価資料 2022/7/10

00 落石防止網　ポケット支柱(ヒンジ式) 岩部用 メッキ品 H2.0m 組 物価資料 550g/m以下　2022/7/10

(32)ボーリング材料

（イ）アンカー工・集排水ボーリング用(ロータリーパーカッション:二重管削孔用)

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 ガス管(SGP) 黒ねじ無し管 32A ｍ 物価資料 2022/7/10

00 ガス管(SGP) 黒ねじ無し管 40A ｍ 物価資料 2022/7/10

00 ガス管(SGP) 黒ねじ無し管 50A ｍ 物価資料 2022/7/10

00 ガス管(SGP) 黒ねじ無し管 65A ｍ 物価資料 2022/7/10

00 ガス管(SGP) 黒ねじ無し管 80A ｍ 物価資料 2022/7/10
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(36)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 鉄クズ ヘビー H1 ｔ 物価資料 2022/7/10

00 スクラップ ステレンス 新切 18cr ｋｇ 物価資料 2022/7/10

(37)鉄筋挿入工

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 異形棒鋼ロックボルト SD345 D22　メッキ(小口) ｍ 物価資料 2022/7/10
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04 土木工事市場単価

(08)防護柵設置工（落石防止網）

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 落石防護網設置工　金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3､4種 径2.6mm ｍ２ 物価資料ワイヤグリップは、別途
計上

00 落石防護網設置工　金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3､4種 径3.2mm ｍ２ 物価資料ワイヤグリップは、別途
計上

00 落石防護網設置工　金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3､4種 径4.0mm ｍ２ 物価資料ワイヤグリップは、別途
計上

00 落石防護網設置工　金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3､4種 径5.0mm ｍ２ 物価資料ワイヤグリップは、別途
計上

00 落石防護網設置工　アンカー設置　岩盤
用

径22×長1000mm 箇所 物価資料 2022/7/10

00 落石防護網設置工　アンカー設置　岩盤
用

径25×長1000mm 箇所 物価資料 2022/7/10

00 落石防護網設置工　アンカー設置　岩盤
用

径29×長1000mm 箇所 物価資料 2022/7/10

00 落石防護網設置工　アンカー設置　岩盤
用

径32×長1000mm 箇所 物価資料 2022/7/10

00 落石防護網設置工　アンカー設置　土中
用

羽根付 径25×長1500mm 箇所 物価資料 2022/7/10

00 落石防護網設置工　アンカー設置　土中
用

プレート羽根付 1500mm 箇所 物価資料 2022/7/10

00 落石防護網設置工　アンカー設置　土中
用

プレート羽根付 2000mm 箇所 物価資料 2022/7/10

00 落石防護網設置工　アンカー設置　土中
用

溝型鋼羽根付 1500mm 箇所 物価資料 2022/7/10

00 落石防護網設置工　アンカー設置　土中
用

溝型鋼羽根付 2000mm 箇所 物価資料 2022/7/10

00 落石防護網設置工　ポケット式支柱 アンカー固定式 支柱高2.0m　H-100×100 箇所 物価資料 2022/7/10

00 落石防護網設置工　ポケット式支柱 アンカー固定式 支柱高2.5m　H-100×100 箇所 物価資料 2022/7/10

00 落石防護網設置工　ポケット式支柱 アンカー固定式 支柱高3.0m　H-100×100 箇所 物価資料 2022/7/10

00 落石防護網設置工　ポケット式支柱 アンカー固定式 支柱高3.5m　H-100×100 箇所 物価資料 2022/7/10

00 落石防護網設置工　ポケット式支柱 アンカー固定式 支柱高4.0m　H-100×100 箇所 物価資料 2022/7/10

(09)道路標識設置工

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 道路標識設置工　加算額 アンカーボルト材料 ｋｇ 物価資料 2022/7/10

(17)橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 埋設型伸縮継手工　加算額 床版箱抜型  本体材料費 特殊合材費 ｍ３ 物価資料 2022/07/10

(22)コンクリート表面処理工

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 コンクリート表面処理工(WJ工) コンクリート表面処理 ｍ２ 物価資料 2022/07/10
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05 土木工事標準単価

(1)区画線工

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_20cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_20cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_20cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_30cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_30cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_30cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_45cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_45cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_45cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_15cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_15cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_15cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_20cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_20cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_20cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_30cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_30cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_30cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_45cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_45cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_45cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_15cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_15cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_15cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_20cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_20cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_20cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_30cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_30cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_30cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_45cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_45cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_45cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10
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00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印･記号･文字_15cm換算 時間的制約な
し

ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印･記号･文字_15cm換算 時間的制約受
ける

ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印･記号･文字_15cm換算 時間的制約著
しく受ける

ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_20cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_20cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_20cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_30cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_30cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_30cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_45cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_45cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_45cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_15cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_15cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_15cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_20cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_20cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_20cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_30cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_30cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_30cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_45cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_45cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_45cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_15cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_15cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_15cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_20cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_20cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_20cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_30cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_30cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_30cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_45cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_45cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_45cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印･記号･文字_15cm換算 時間的制約な
し

ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印･記号･文字_15cm換算 時間的制約受
ける

ｍ 物価資料 2022/07/10
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00 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印･記号･文字_15cm換算 時間的制約著
しく受ける

ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

実線_15cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

実線_15cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

実線_15cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

破線_15cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

破線_15cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

破線_15cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

破線_30cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

破線_30cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

破線_30cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

実線_15cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

実線_15cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

実線_15cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

破線_15cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

破線_15cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

破線_15cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

破線_30cm 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

破線_30cm 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_
豪雪

破線_30cm 時間的制約著しく受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_区画線消去【手間のみ】_豪雪 削リ取リ式_15cm換算 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_区画線消去【手間のみ】_豪雪 削リ取リ式_15cm換算 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 昼間_区画線消去【手間のみ】_豪雪 削リ取リ式_15cm換算 時間的制約著しく
受ける

ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_区画線消去【手間のみ】_豪雪 削リ取リ式_15cm換算 時間的制約なし ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_区画線消去【手間のみ】_豪雪 削リ取リ式_15cm換算 時間的制約受ける ｍ 物価資料 2022/07/10

00 夜間_区画線消去【手間のみ】_豪雪 削リ取リ式_15cm換算 時間的制約著しく
受ける

ｍ 物価資料 2022/07/10
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(2)橋梁塗装工

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 素地調整_ブラスト処理 時間的制約なし ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 素地調整_ブラスト処理 時間的制約受け
る

ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 素地調整_ブラスト処理 時間的制約著し
く受ける

ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 素地調整_研削材及ビケレン回収･積込 時
間的制約なし

ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 素地調整_研削材及ビケレン回収･積込 時
間的制約受ける

ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 素地調整_研削材及ビケレン回収･積込 時
間的制約著しく受ける

ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_塗替塗装【材工共】 素地調整_1種ケレン 時間的制約なし ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_塗替塗装【材工共】 素地調整_1種ケレン 時間的制約受ける ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_塗替塗装【材工共】 素地調整_1種ケレン 時間的制約著しく受
ける

ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_塗替塗装【材工共】 素地調整_研削材及ビケレン回収･積込 時
間的制約なし

ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_塗替塗装【材工共】 素地調整_研削材及ビケレン回収･積込 時
間的制約受ける

ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_塗替塗装【材工共】 素地調整_研削材及ビケレン回収･積込  
時間的制約著しく受ける

ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 素地調整_ブラスト処理 時間的制約なし ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 素地調整_ブラスト処理 時間的制約受け
る

ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 素地調整_ブラスト処理 時間的制約著し
く受ける

ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 素地調整_研削材及ビケレン回収･積込 時
間的制約なし

ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 素地調整_研削材及ビケレン回収･積込 時
間的制約受ける

ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 素地調整_研削材及ビケレン回収･積込 時
間的制約著しく受ける

ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_塗替塗装【材工共】 素地調整_1種ケレン 時間的制約なし ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_塗替塗装【材工共】 素地調整_1種ケレン 時間的制約受ける ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_塗替塗装【材工共】 素地調整_1種ケレン 時間的制約著しく受
ける

ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_塗替塗装【材工共】 素地調整_研削材及ビケレン回収･積込 時
間的制約なし

ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_塗替塗装【材工共】 素地調整_研削材及ビケレン回収･積込 時
間的制約受ける

ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_塗替塗装【材工共】 素地調整_研削材及ビケレン回収･積込  
時間的制約著しく受ける

ｍ２ 物価資料 2022/7/10
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(3)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 昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工_ 時間的制約なし ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工_ 時間的制約受ける ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工_ 時間的制約著しく受ける ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工_ 時間的制約なし ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工_ 時間的制約受ける ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工_ 時間的制約著しく受ける ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工_ 時間的制約なし ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工_ 時間的制約受ける ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工_ 時間的制約著しく受ける ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 人力施工_ 時間的制約なし ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 人力施工_ 時間的制約受ける ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 人力施工_ 時間的制約著しく受ける ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工_ 時間的制約なし ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工_ 時間的制約受ける ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工_ 時間的制約著しく受ける ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工_ 時間的制約なし ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工_ 時間的制約受ける ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工_ 時間的制約著しく受ける ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工_ 時間的制約なし ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工_ 時間的制約受ける ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工_ 時間的制約著しく受ける ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 人力施工_ 時間的制約なし ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 人力施工_ 時間的制約受ける ｍ３ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 人力施工_ 時間的制約著しく受ける ｍ３ 物価資料 2022/7/10

(4)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 昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約なし ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約受ける ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約著しく受ける ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約なし ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約受ける ｍ２ 物価資料 2022/7/10

00 夜間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約著しく受ける ｍ２ 物価資料 2022/7/10
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12 リサイクル製品

(2)コンクリート二次製品

02)歩車道境界ブロック・Ｌ形･土羽台・路肩ブロックほか

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 歩車道境界ブロック 片面 A 150/170×200×600 個 物価資料参考重量45㎏　鳥取県認
定グリーン商品　　　

00 歩車道境界ブロック 片面 B 180/205×250×600 個 物価資料参考重量67㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 歩車道境界ブロック 片面 C 180/210×300×600 個 物価資料参考重量82㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 歩車道境界ブロック 片面 D 180/215×350×600 個 物価資料参考重量99㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 歩車道境界ブロック 両面 A 150/190×200×600 個 物価資料参考重量47㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 歩車道境界ブロック 両面 B 180/230×250×600 個 物価資料参考重量71㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 歩車道境界ブロック 両面 C 180/240×300×600 個 物価資料参考重量88㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 歩車道境界ブロック 両面 D 180/250×350×600 個 物価資料参考重量104㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 歩車道境界ブロックロング片面 B 180/205×250×2000 個 物価資料参考重量222㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 歩車道境界ブロックロング片面 C 180/210×300×2000 個 物価資料参考重量271㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 歩車道境界ブロックロング両面 B 180/230×250×2000 個 物価資料参考重量235㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 歩車道境界ブロックロング両面 C 180/240×300×2000 個 物価資料参考重量291㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートL形 250A 350×155×600 個 物価資料参考重量46㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートL形 250B 450×155×600 個 物価資料参考重量57㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートL形 300 500×155×600 個 物価資料参考重量64㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートL形 350 550×155×600 個 物価資料参考重量72㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 地先境界ブロックA 120×120×600 個 物価資料参考重量21㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 地先境界ブロックB 150×120×600 個 物価資料参考重量26㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 地先境界ブロックC 150×150×600 個 物価資料参考重量32㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

03)鉄筋コンクリートＵ形 本体･蓋

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 鉄筋コンクリートU形 150 H150×B150×L600 個 物価資料参考重量25㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形 180 180× 180× 600 個 物価資料参考重量34㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形 240 240× 240× 600 個 物価資料参考重量56㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形 300A 300× 240× 600 個 物価資料参考重量71㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形 300B 300× 300× 600 個 物価資料参考重量80㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形 300C 300× 360× 600 個 物価資料参考重量93㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形 360A 360× 300× 600 個 物価資料参考重量91㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形 360B 360× 360× 600 個 物価資料参考重量101㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形 450 450× 450× 600 個 物価資料参考重量136㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形 600 600× 600× 600 個 物価資料参考重量210㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形 240 ソケット付 240× 240× 600 個 物価資料参考重量66㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形 300B ソケット付 300× 300× 600 個 物価資料参考重量91㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形 240 ソケット付・
滑止付

240× 240× 600 個 物価資料参考重量68㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形 300B ソケット
付・滑止付

300× 300× 600 個 物価資料参考重量96㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形蓋 1種 150 210×35×600 枚 物価資料参考重量10㎏　鳥取県認
定グリーン商品　
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00 鉄筋コンクリートU形蓋 1種 180 250×40×600 枚 物価資料参考重量14㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形蓋 1種 240 330×45×600 枚 物価資料参考重量21㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形蓋 1種 300 400×60×600 枚 物価資料参考重量33㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 鉄筋コンクリートU形蓋 1種 360 460×65×600 枚 物価資料参考重量42㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形蓋 1種 450 560×70×600 枚 物価資料参考重量55㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形蓋 1種 600 740×75×600 枚 物価資料参考重量78㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形蓋 2種 150 210×90×600 枚 物価資料参考重量26㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形蓋 2種 180 250×90×600 枚 物価資料参考重量31㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形蓋 2種 240 330×100×600 枚 物価資料参考重量45㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形蓋 2種 300 400×100×600 枚 物価資料参考重量55㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形蓋 2種 360 460×100×600 枚 物価資料参考重量64㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形蓋 2種 450 560×120×600 枚 物価資料参考重量93㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 鉄筋コンクリートU形蓋 2種 600 740×150×600 枚 物価資料参考重量156㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

05)道路用鉄筋コンクリート側溝 本体･蓋

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 250 250× 250× 2000 個 物価資料参考重量290㎏　鳥取県認
定グリーン商品　

00 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300× 300× 2000 個 物価資料参考重量348㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300× 400× 2000 個 物価資料参考重量420㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300C 300× 500× 2000 個 物価資料参考重量497㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400A 400× 400× 2000 個 物価資料参考重量457㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400B 400× 500× 2000 個 物価資料参考重量536㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500A 500× 500× 2000 個 物価資料参考重量706㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500B 500× 600× 2000 個 物価資料参考重量855㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250 250× 250× 2000 個 物価資料参考重量335㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300× 300× 2000 個 物価資料参考重量421㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B 300× 400× 2000 個 物価資料参考重量477㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300C 300× 500× 2000 個 物価資料参考重量590㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400× 400× 2000 個 物価資料参考重量522㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400B 400× 500× 2000 個 物価資料参考重量640㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A 500× 500× 2000 個 物価資料参考重量706㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B 500× 600× 2000 個 物価資料参考重量855㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1種 250 362×90×500 枚 物価資料参考重量28㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1種 300 412×95×500 枚 物価資料参考重量32㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1種 400 512×110×500 枚 物価資料参考重量46㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1種 500 622×125×500 枚 物価資料参考重量63㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 3種 250 362×90×500 枚 物価資料参考重量36㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 3種 300 412×95×500 枚 物価資料参考重量44㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 3種 400 512×110×500 枚 物価資料参考重量64㎏　鳥取県認
定グリーン商品

00 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 3種 500 622×125×500 枚 物価資料参考重量89㎏　鳥取県認
定グリーン商品

-9-


