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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「建設物価（Web 建設物価）」（（一財）建

設物価調査会発行）８月号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。 

 

 

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

(01)鋼材

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３ ｔ 物価資料 H300801

00 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６ ｔ 物価資料 H300801

00 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１９ ｔ 物価資料 H300801

00 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２２ ｔ 物価資料 H300801

00 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２５ ｔ 物価資料 H300801

00 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２９ ｔ 物価資料 H300801

00 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３２ ｔ 物価資料 H300801

00 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３５ ｔ 物価資料 H300801

00 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３８ ｔ 物価資料 H300801

00 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ５１ ｔ 物価資料 H300801

(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 H300801

(28)法面緑化材

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 種子 バーミューダグラス　（コモン） ｋｇ 物価資料 H300801

00 種子 イタチハギ ｋｇ * H300801
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