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本書について 

 

本図書は滋賀県農政水産部が工事費の設計積算に用いる労務・材料単価等について基礎資料

としているものである。 

 

第１編 労務単価 

 

第２編 地域資材単価（１） 

 

第３編 地域資材単価（２） 

【地域資材単価の取り扱い】 

 原則として、メーカーまたは流通業者が継続的取引関係にある建設工事業者、資材加工業者

等の大口需要者との間で取引されている、大口需要者渡し価格である。 

 特に記載がない限り、大型車進入可能地点までの現場持込価格（運賃、荷卸込み）である。 

 

第４編 地区資材単価 

【地区資材単価の取り扱い】 

 原則として、メーカーまたは流通業者が継続的取引関係にある建設工事業者、資材加工業者

等の大口需要者との間で取引されている、大口需要者渡し価格である。 

 特に記載がない限り、大型車進入可能地点までの現場持込価格（運賃、荷卸込み）である。 

 地区資材区分は、別表の「地区区分一覧」のとおりである。 

 生コンクリートの規格は、設計基準強度、スランプ、粗骨材最大寸法の順で示しており、こ

のうち粗骨材最大寸法２５(mm)のものについては２０(mm)も含んでいる。 

 山土は、盛土等に使用する「ズリ」と呼ばれるものである。また、「地山土量」単価である

ため、使用にあたっては土量換算係数により土量の補正を行うものとする。 

 

第５編 市場単価・土木工事標準単価 

【市場単価・土木工事標準単価の取り扱い】 

 材料費等を含んでいない単価については、別途計上が必要である。 

詳細については、「土木施工単価（一財経済調査会」または「土木コスト情報（(一財)建

設物価調査会）」を参照すること。 

 市場単価および土木工事標準単価の適用条件等については、「土木施工単価（一財経済調査

会」または「土木コスト情報（(一財)建設物価調査会）」を参照すること。 

 

第６編 機械器具賃料        

 

第７編 施設機械資材単価 



 

第８編 仮設資材賃料  

 

その他 

・物価資料掲載価格から単価を策定しているものは、出典元に示すとおりである。 

 ・【（一財）建設物価調査会、および（一財）経済調査会から発行されている物価資料をもと

に単価を策定しているものについて】 

両誌の掲載価格から単価を策定している場合の価格は平均値（単価の有効数字の桁は、物

価資料掲載単価の有効数字の大きい方の桁。ただし、有効数字３桁未満の場合は、有効数字

３桁（４桁以下切捨））としている。また、土木工事標単価の価格および施設機械材料単価

のうち鋼材の価格は、有効数字４桁（５桁以下切捨）としている。 

 

【 地 区 区 分 一 覧 】 

地 区 名 市 町 名 

大 津 大津市（和邇川以南）    

大 津（和邇川以北） 大津市（和邇川以北）    

南 部 草津市 守山市 栗東市 野洲市    

甲 賀 湖南市 甲賀市      

東近江 近江八幡市 竜王町 日野町 東近江市（旧湖東町、愛東町以外） 

湖 東 彦根市 多賀町 甲良町 豊郷町 愛荘町 東近江市（旧湖東町、愛東町） 

湖 北 長浜市（旧長浜市、旧湖北町、旧びわ町、旧虎姫町、旧浅井町） 米原市 

湖 北（木之本） 長浜市（旧木之本町、旧高月町、旧余呉町、旧西浅井町）  

高 島 高島市       

 







地域資材単価P

コード 名称 規格 補足 単位
202211

決定単価

P34023 酸素ガス ボンベ 　 m3 357.00 積算資料 2022年11月号 262 項 建設物価 2022年11月号 791 項

P34024 アセチレンガス ボンベ 　 kg 1,770.00 積算資料 2022年11月号 262 項 建設物価 2022年11月号 791 項

出典元
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地区資材単価J

コード 名称 規格 補足 地区 単位
202211

決定単価

J02054 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25mm　　(W/C=60%以下） 湖北 m3 20,600 積算資料 2022年11月号 158 項 web建設物価 2022年11月号

J02054 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25mm　　(W/C=60%以下） 湖北 (木之本) m3 20,600 積算資料 2022年11月号 158 項 web建設物価 2022年11月号

J02060 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下） 湖北 m3 20,300 積算資料 2022年11月号 158 項 web建設物価 2022年11月号

J02060 生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下） 湖北 (木之本) m3 20,300 積算資料 2022年11月号 158 項 web建設物価 2022年11月号

J02065 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25mm　　(W/C=55%以下） 大津 m3 22,900

J02065 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25mm　　(W/C=55%以下） 大津 (和邇川) m3 22,900

J02065 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25mm　　(W/C=55%以下） 南部 m3 22,900

J02065 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25mm　　(W/C=55%以下） 甲賀 m3 22,900

J02065 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25mm　　(W/C=55%以下） 湖北 m3 21,100

J02065 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25mm　　(W/C=55%以下） 湖北 (木之本) m3 21,100

J02065 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　25mm　　(W/C=55%以下） 高島 m3 22,900

J02067 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25mm　　(W/C=55%以下） 大津 m3 22,900

J02067 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25mm　　(W/C=55%以下） 大津 (和邇川) m3 22,900

J02067 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25mm　　(W/C=55%以下） 南部 m3 22,900

J02067 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25mm　　(W/C=55%以下） 甲賀 m3 22,900

J02067 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25mm　　(W/C=55%以下） 湖北 m3 21,400

J02067 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25mm　　(W/C=55%以下） 湖北 (木之本) m3 21,400

J02067 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　25mm　　(W/C=55%以下） 高島 m3 22,900

J02071 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下） 大津 (和邇川) m3 22,900

J02071 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下） 甲賀 m3 22,900

J02071 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下） 湖北 m3 20,800

J02071 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下） 湖北 (木之本) m3 20,800

J02071 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下） 高島 m3 22,900

J02073 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下） 大津 (和邇川) m3 22,900

J02073 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下） 甲賀 m3 22,900

J02073 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下） 湖北 m3 21,100

J02073 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下） 湖北 (木之本) m3 21,100

J02073 生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下） 高島 m3 22,900

J02075 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25mm　　(W/C=55%以下） 湖北 m3 21,100 積算資料 2022年11月号 158 項 web建設物価 2022年11月号

J02075 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　25mm　　(W/C=55%以下） 湖北 (木之本) m3 21,100 積算資料 2022年11月号 158 項 web建設物価 2022年11月号

J02077 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25mm　　(W/C=55%以下） 湖北 m3 21,400 積算資料 2022年11月号 158 項 web建設物価 2022年11月号

J02077 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　25mm　　(W/C=55%以下） 湖北 (木之本) m3 21,400 積算資料 2022年11月号 158 項 web建設物価 2022年11月号

J02081 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下） 湖北 m3 20,800 積算資料 2022年11月号 158 項 web建設物価 2022年11月号

J02081 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下） 湖北 (木之本) m3 20,800 積算資料 2022年11月号 158 項 web建設物価 2022年11月号

J02083 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下） 湖北 m3 21,100 積算資料 2022年11月号 158 項 web建設物価 2022年11月号

J02083 生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下） 湖北 (木之本) m3 21,100 積算資料 2022年11月号 158 項 web建設物価 2022年11月号

出典元
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