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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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－ⅰ－ 

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。 

 

 

 



－1－ 

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 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 2022.12.10

(07-1)骨（石）材

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

09 単粒度砕石 4号 30～20 ｍ３ 5,800 2022.12.10

10 単粒度砕石 4号 30～20 ｍ３ 5,800 2022.12.10

11 単粒度砕石 4号 30～20 ｍ３ 6,000 2022.12.10

12 単粒度砕石 4号 30～20 ｍ３ 6,100 2022.12.10

14 単粒度砕石 4号 30～20 ｍ３ 5,900 2022.12.10

09 砂細目(洗い) コンクリート用 ｍ３ 5,100 2022.12.10

10 砂細目(洗い) コンクリート用 ｍ３ 5,000 2022.12.10

11 砂細目(洗い) コンクリート用 ｍ３ 5,000 2022.12.10

12 砂細目(洗い) コンクリート用 ｍ３ 5,000 2022.12.10

09 コンクリート用骨材 砕石20-5mm ｍ３ 5,500 2022.12.10

10 コンクリート用骨材 砕石20-5mm ｍ３ 5,500 2022.12.10

11 コンクリート用骨材 砕石20-5mm ｍ３ 5,400 2022.12.10

12 コンクリート用骨材 砕石20-5mm ｍ３ 5,400 2022.12.10

(10)仮設（型枠）材

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 歴青質目地板 厚10mm ｍ２ 1,890 2022.12.10

00 歴青質目地板 厚20mm ｍ２ 3,780 2022.12.10

00 瀝青繊維質目地板 厚10mm ｍ２ 1,210 2022.12.10

00 瀝青繊維質目地板 厚20mm ｍ２ 2,420 2022.12.10

00 ゴム発泡体目地板 厚10mm ｍ２ 1,290 2022.12.10

00 ゴム発泡体目地板 厚20mm ｍ２ 2,580 2022.12.10

00 樹脂発泡体目地板 厚10mm 15倍 ｍ２ 1,050 2022.12.10

00 樹脂発泡体目地板 厚10mm 30倍 ｍ２ 750 2022.12.10

(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 石粉 バラ ｔ 物価資料 2022.12.10



(15)道路鋲・誘導標・カーブミラー・車線分離標(現場着)

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 道路反射鏡(丸型) 1面鏡80cm ステンレス製 ポール付 本 物価資料塗装品４．
０　2022.12.10

00 道路反射鏡(丸型) 1面鏡80cm ステンレス製 ポールなし 本 物価資料塗装品４．
０　2022.12.10

00 道路反射鏡(丸型) 1面鏡100cm ステンレス製 ポール付 本 物価資料塗装品４．
４　2022.12.10

00 道路反射鏡(丸型) 1面鏡100cm ステンレス製ポールなし 本 物価資料塗装品４．
４　2022.12.10

00 道路反射鏡(丸型) 2面鏡80cm ステンレス製 ポール付 本 物価資料塗装品４．
４　2022.12.10

00 道路反射鏡(丸型) 2面鏡80cm ステンレス製 ポールなし 本 物価資料塗装品４．
４　2022.12.10

00 道路反射鏡(丸型) 2面鏡100cm ステンレス製 ポール付 本 物価資料塗装品４．
８　2022.12.10

00 道路反射鏡(丸型) 2面鏡100cm ステンレス製ポールなし 本 物価資料塗装品４．
８　2022.12.10

(30)止水板

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 塩ビ止水板 CC 150×5mm ｍ 物価資料 2022.12.10

00 塩ビ止水板 CC 200×5mm ｍ 物価資料 2022.12.10

00 塩ビ止水板 CC 230×6mm ｍ 物価資料 2022.12.10

00 塩ビ止水板 CC 300×7mm ｍ 物価資料 2022.12.10

00 塩ビ止水板 CF 150×5mm ｍ 物価資料 2022.12.10

00 塩ビ止水板 CF 200×5mm ｍ 物価資料 2022.12.10

00 塩ビ止水板 CF 200×6mm ｍ 物価資料 2022.12.10

00 塩ビ止水板 CF 230×9mm ｍ 物価資料 2022.12.10

00 塩ビ止水板 CF 300×7mm ｍ 物価資料 2022.12.10

00 塩ビ止水板 CF 300×9mm ｍ 物価資料 2022.12.10

00 塩ビ止水板 FC 200×5mm ｍ 物価資料 2022.12.10

00 塩ビ止水板 FF 150×5mm ｍ 物価資料 2022.12.10

00 塩ビ止水板 FF 150×9mm ｍ 物価資料 2022.12.10

00 塩ビ止水板 FF 200×5mm ｍ 物価資料 2022.12.10

00 塩ビ止水板 FF 200×6mm ｍ 物価資料 2022.12.10

00 塩ビ止水板 S･R 300×7mm ｍ 物価資料 2022.12.10

00 塩ビ止水板 UC 300×7mm ｍ 物価資料 2022.12.10

00 塩ビ止水板 UC 300×9mm ｍ 物価資料 2022.12.10

(36)その他材料

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 ディスクサンドペーパー 径150mm #16 枚 物価資料 2022.12.10

00 ディスクサンドペーパー 径150mm #30 枚 物価資料 2022.12.10

00 スクラップ 鉄クズ ヘビー H1 ｔ 物価資料 2022.12.10



(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 D19　メッキ(小口) ｍ 物価資料 2022.12.10

00 異形棒鋼ロックボルト SD345 D22　メッキ(小口) ｍ 物価資料 2022.12.10

00 異形棒鋼ロックボルト SD345 D25　メッキ(小口) ｍ 物価資料 2022.12.10



民間残土受入地

登録 受入地 事業者

年月日 場所
面積
(m2)

容量

(m
3
)

受入価格

(円/ｍ
3
)

土質条件 所在地

【鳥取県土整備事務所管内】

H27.3.5
鳥取市有富字外輪谷中一４
９５外９３筆

198,712 3,388,559 1,100

土砂
（コーン指数
300kN/m2以
上）

中央建設株式会社
鳥取市河原町渡一木243

R2.6.29
鳥取市長谷字猿ケ瀬７７３
－１外３筆

78,901 1,330,774 1,100

土砂
（コーン指数
300kN/m2以
上）

株式会社大谷組
鳥取市八坂21番地1

R1.12.9
鳥取市用瀬町安蔵1198-1
外14筆

9,974 72,288 1,600

土砂
(コーン指数
500kN/m2以
上)

株式会社 Natural material
鳥取県鳥取市河原町長瀬２
８

R3.4.19
鳥取市福部町湯山字中船
戸564番地32外7筆

3,314 5,800 1,200

土砂（コーン
指数
300kN/m2以
上）

株式会社アズマロジ
鳥取市福部町海士499-2

予約受付終了

R4.4.28
 鳥取市福部町栗谷字浅草
 381-4外7筆

9,870 25,407 1,100

 土砂（コーン
 指数
 300kN/m2以
 上）

 株式会社 リグラス
 八頭郡八頭町宮谷200番地
2

R4.11.16
登録抹消

R4.9.22
鳥取市三津大字大浜ノ二
1139番1外5筆

4,132 2,516 1,200

土砂（コーン
指数
300kN/m2以
上）

有限会社相互商事
鳥取市湖山町北3丁目468
番地

【西部総合事務所米子県土整備局管内】

H22.7.30

西伯郡伯耆町畑池字射矢
尻２６２８－１、二部字清水
﨏４９２－１、福島字袴谷東
平３０１－３

136,293 1,797,631 1,350

土砂
（コーン指数
300kN/m2以
上）

美保テクノス株式会社
米子市昭和町２５番地

R3.2.26
米子市尾高2583、2584、
2585-1

128,132 1,382,000 1,330

土砂
（ｺｰﾝ指数
300KN/m2以
上)

有限会社　小倉興産
大山町御来屋156番地3

R3.8.17
西伯郡大山町加茂字ヨゴロ
4310-2外9筆

41,271 257,974 1,350

土砂
(ｺｰﾝ指数
300ｋN/㎡以
上)

株式会社　赤松産業
大山町高橋1406

土質改良プラント残土受入地
登録 受入地 事業者

年月日 場所
受入価格

(円/ｍ
3
)

土質条件 所在地

【鳥取県土整備事務所管内】

－ 鳥取市長谷774 1,100

土砂
（コーン指数
300kN/m2以
上）

株式会社 田中組
岩美郡岩美町白地24番地3

・ほぐし土量単価
・コーン指数
300kN/m2未満に
ついては要見積

備　考

備　考日当り受入容量

(ｍ
3
/日)

－


