
資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** ゴム混入アスファルト ｔ 改定

滑り止め用(改質Ⅰ型) *** *** 改定
********** 樹脂混入改質アスファルト ｔ 改定

滑り止め用 耐流動(改質Ⅱ型) *** *** 改定
********** 樹脂混入強化改質アスファルト ｔ 改定

耐流動 耐摩耗(改質Ⅲ型) *** *** 改定
********** 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊Ｕ形側溝(25t荷重) 個 改定 参考質量418kg/個

2型300A(300×300×2000mm) *** *** 改定 JIS規格外 消音板含む
********** 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊Ｕ形側溝(25t荷重) 個 改定 参考質量478kg/個

2型300B(300×400×2000mm) *** *** 改定 JIS規格外 消音板含む
********** 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊Ｕ形側溝(25t荷重) 個 改定 参考質量542kg/個

2型400A(400×400×2000mm) *** *** 改定 JIS規格外 消音板含む
********** 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊Ｕ形側溝(25t荷重) 個 改定 参考質量643kg/個

2型400B(400×500×2000mm) *** *** 改定 JIS規格外 消音板含む
********** 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊Ｕ形側溝(25t荷重) 個 改定 参考質量1006kg/個

2型600A(600×600×2000mm) *** *** 改定 JIS規格外 消音板含む
********** 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊Ｕ形側溝(25t荷重) 個 改定 参考質量262kg/個

3型300G(300×300×1000mm)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 *** *** 改定 JIS規格外 消音板含む
********** 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊Ｕ形側溝(25t荷重) 個 改定 参考質量340kg/個

3型400G(400×400×1000mm)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 *** *** 改定 JIS規格外 消音板含む
********** 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 枚 改定 参考質量46kg/枚

2型300用(412×402×95 ×500mm) *** *** 改定 JIS規格外 消音板含む
********** 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 枚 改定 参考質量122kg/枚

2型600用(740×720×140 ×500mm) *** *** 改定 JIS規格外 消音板含む
********** 横断暗渠(25t荷重) 個 改定

300×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度) 17,300 15,700 改定
********** 横断暗渠(25t荷重) 個 改定

400×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度) 27,600 25,100 改定
********** 横断暗渠(25t荷重) 個 改定

500×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度) 37,700 34,300 改定
********** 横断暗渠(25t荷重) 個 改定

600×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度) 48,300 43,900 改定
********** Ｌ型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 個 改定

3500×2000mm 167,000 159,000 改定
********** Ｌ型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 個 改定

4000×2000mm 182,000 173,000 改定
********** Ｌ型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 個 改定

4500×2000mm 256,000 243,000 改定
********** Ｌ型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 個 改定

5000×2000mm 283,000 268,000 改定
********** ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B･C種用 個 改定 参考重量630kg

基礎延長15m以上 800×480×2000mm 29,100 25,300 改定 連結金具含む
********** ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B･C種用 個 改定 参考重量666kg

基礎延長12m以上 900×480×2000mm 30,600 26,800 改定 連結金具含む
********** ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B･C種用 個 改定 参考重量705kg

基礎延長10m以上 1000×480×2000mm 32,100 28,300 改定 連結金具含む
********** ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B･C種用 個 改定 参考重量743kg

基礎延長8m以上 1100×480×2000mm 33,700 29,900 改定 連結金具含む
********** ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B･C種用 個 改定 参考重量781kg

基礎延長7m以上 1200×480×2000mm 35,200 31,400 改定 連結金具含む
********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=13

内幅 300mm内高 300mm 長さ2000mm 21,400 21,200 改定 JIS規格外 縦締作業含ず
********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=13

内幅 600mm内高 600mm 長さ2000mm 76,000 70,800 改定 JIS規格外 縦締作業含ず
********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=13

内幅 600mm内高 900mm 長さ2000mm 91,000 84,600 改定 JIS規格外 縦締作業含ず
********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=13

内幅 700mm内高 700mm 長さ2000mm 86,000 80,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず
********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=13

内幅 800mm内高 800mm 長さ2000mm 96,000 89,200 改定 JIS規格外 縦締作業含ず
********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=13

内幅 900mm内高 600mm 長さ2000mm 91,000 84,600 改定 JIS規格外 縦締作業含ず
********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=13

内幅 900mm内高 900mm 長さ2000mm 106,000 98,400 改定 JIS規格外 縦締作業含ず
********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=13

内幅1000mm内高1000mm 長さ2000mm 121,000 111,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず
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********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=13
内幅1000mm内高1200mm 長さ2000mm 130,000 121,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=13
内幅1000mm内高1500mm 長さ2000mm 145,000 135,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=13
内幅1200mm内高1000mm 長さ2000mm 130,000 121,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=13
内幅1200mm内高1200mm 長さ2000mm 140,000 130,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=13
内幅1500mm内高1000mm 長さ2000mm 170,000 158,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=13
内幅1500mm内高1200mm 長さ2000mm 181,000 168,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=17
内幅1500mm内高1500mm 長さ2000mm 197,000 183,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=17
内幅1800mm内高1200mm 長さ2000mm 205,000 197,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=17
内幅1800mm内高1500mm 長さ2000mm 221,000 214,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=17
内幅1800mm内高1800mm 長さ2000mm 238,000 229,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=17
内幅2000mm内高1200mm 長さ2000mm 246,000 241,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=17
内幅2000mm内高1500mm 長さ2000mm 252,000 246,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=17
内幅2000mm内高2000mm 長さ2000mm 281,000 275,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=17
内幅2300mm内高2000mm 長さ1500mm 252,000 247,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=17
内幅2300mm内高2300mm 長さ1500mm 267,000 261,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=17
内幅2500mm内高1500mm 長さ1500mm 265,000 259,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=23
内幅2500mm内高2000mm 長さ1500mm 292,000 286,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=23
内幅2500mm内高2500mm 長さ1500mm 319,000 312,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=23
内幅2800mm内高2000mm 長さ1000mm 227,000 222,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=23
内幅2800mm内高2500mm 長さ1000mm 247,000 241,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=23
内幅3000mm内高2000mm 長さ1000mm 266,000 260,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=23
内幅3000mm内高2500mm 長さ1000mm 287,000 281,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=23
内幅3000mm内高3000mm 長さ1000mm 309,000 302,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 個 改定 定着鋼棒規格φ=23
内幅3500mm内高2500mm 長さ1000mm 353,000 345,000 改定 JIS規格外 縦締作業含ず

********** ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ定着金具 ｍ 改定
鋼棒1m×4箇所当り 定着鋼棒規格φ=13 3,600 3,300 改定

********** ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ定着金具 ｍ 改定
鋼棒1m×4箇所当り 定着鋼棒規格φ=17 5,100 4,600 改定

********** ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ定着金具 ｍ 改定
鋼棒1m×4箇所当り 定着鋼棒規格φ=23 8,000 7,200 改定

********** ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ定着金具 ｾｯﾄ 改定
ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ･ﾌﾟﾚｰﾄ等 定着鋼棒規格φ=13 660 600 改定

********** ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ定着金具 ｾｯﾄ 改定
ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ･ﾌﾟﾚｰﾄ等 定着鋼棒規格φ=17 900 800 改定

********** ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ定着金具 ｾｯﾄ 改定
ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ･ﾌﾟﾚｰﾄ等 定着鋼棒規格φ=23 1,500 1,300 改定

********** 法枠ブロック 法枠 個 改定 参考質量34.5-46.0kg/個
1種 T=15cm 1,500 1,300 改定

********** 法枠ブロック 法枠 個 改定 参考質量52.9-89.7kg/個
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ T=20cm 1,900 1,750 改定

********** インターロッキングブロック m2 改定
標準形 厚さ 60mm *** *** 改定
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********** インターロッキングブロック m2 改定
標準形 厚さ 80mm *** *** 改定

********** インターロッキングブロック m2 改定
誘導表示形 厚さ 60mm *** *** 改定

********** インターロッキングブロック m2 改定
誘導表示形 厚さ 80mm *** *** 改定

********** 転落防止柵土中建込 4段ﾋﾞｰﾑ型 ｍ 改定 施工規模100m以上
塗装(白色) *** *** 改定

********** エントランスキャップ 個 改定 全損
VE42 *** *** 改定

********** エントランスキャップ 個 改定 全損
VE70 *** *** 改定

********** ケーブル ｍ 改定 損率(電線類)
6KV CV22sq*3C *** *** 改定

********** ケーブル ｍ 改定 損率(電線類)
6KV CV38sq*3C *** *** 改定

********** ケーブル ｍ 改定 損率(電線類)
OW 2.6mm *** *** 改定

********** ケーブル ｍ 改定 損率(電線類)
OW 3.2mm *** *** 改定

********** ケーブル ｍ 改定 損率(電線類)
OW 14sq *** *** 改定

********** ケーブル ｍ 改定 損率(電線類)
OW 22sq *** *** 改定

********** ケーブル ｍ 改定 損率(電線類)
OW 38sq *** *** 改定

********** ケーブル ｍ 改定 損率(電線類)
OW 60sq *** *** 改定

********** ケーブル ｍ 改定 損率(電線類)
OW 100sq *** *** 改定

********** ケーブル ｍ 改定 損率(電線類)
VVR 5.5sq*2C *** *** 改定

********** ケーブル ｍ 改定 損率(電線類)
VVR 5.5sq*3C *** *** 改定

********** ケーブル ｍ 改定 損率(電線類)
VVR 8sq*3C *** *** 改定

********** ケーブル ｍ 改定 損率(電線類)
VVR 14sq*3C *** *** 改定

********** ケーブル ｍ 改定 損率(電線類)
VVR 22sq*3C *** *** 改定

********** ケーブル ｍ 改定 損率(電線類)
VVR 38sq*3C *** *** 改定

********** ケーブル ｍ 改定 損率(電線類)
VVR 60sq*3C *** *** 改定

********** がいし 個 改定 損率(碍子類)
配電線用 玉 100*100 *** *** 改定

********** 高圧ピンがいし 個 改定 損率(碍子類)
普通形 大 *** *** 改定

********** 高圧耐張碍子 個 改定 損率(碍子類)
普通形 *** *** 改定

********** 低圧ピン碍子 個 改定 損率(碍子類)
中 *** *** 改定

********** 屋外用ポリエチレン絶縁電線 ｍ 改定 損率(電線類)
OE 22mm2 *** *** 改定

********** 600Vビニル絶縁電線 ｍ 改定 損率(電線類)
IV 22mm2 *** *** 改定

********** 600Vビニル絶縁電線 ｍ 改定 損率(電線類)
IV 38mm2 *** *** 改定

********** 600Vビニル絶縁電線 ｍ 改定 損率(電線類)
IV 5.5mm2 *** *** 改定

********** 高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 ｍ 改定 損率(電線類)
6.6KV PDC 22mm2 *** *** 改定

********** 含水爆薬 スラリー ゲル状 kg 改定 1工事の取引数量
100g (大口) 1,740 1,460 改定 5t以上20t未満

********** 含水爆薬 スラリー ゲル状 kg 改定 1工事の取引数量
100g (中口) 1,980 1,660 改定 1t以上5t未満
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********** 含水爆薬 スラリー ゲル状 kg 改定 1工事の取引数量
100g (小口) 2,140 1,860 改定 1t未満

********** 含水爆薬 スラリー ゲル状 kg 改定 1工事の取引数量
200g (超大 口) 1,700 1,430 改定 20t以上100t未満

********** 含水爆薬 スラリー ゲル状 kg 改定 1工事の取引数量
200g (大口) 1,770 1,430 改定 5t以上20t未満

********** 含水爆薬 スラリー ゲル状 kg 改定 1工事の取引数量
200g (中口) 1,990 1,660 改定 1t以上5t未満

********** 含水爆薬 スラリー ゲル状 kg 改定 1工事の取引数量
200g (小口) 2,120 1,840 改定 1t未満

********** 産業用火薬 ＡＮ－ＦＯ kg 改定 1工事の取引数量
ﾊﾞﾗ物 (大口) 696 580 改定 5t以上20t未満

********** 産業用火薬 ＡＮ－ＦＯ kg 改定 1工事の取引数量
ﾊﾞﾗ物 (中口) 720 605 改定 1t以上5t未満

********** 産業用火薬 ＡＮ－ＦＯ kg 改定 1工事の取引数量
ﾊﾞﾗ物 (小口) 765 630 改定 1t未満

********** 電気雷管 ６号瞬発 １段 個 改定 1工事の取引数量
脚線3.0m (大口) 430 345 改定 10000個以上40000個未満

********** 電気雷管 ６号瞬発 １段 個 改定 1工事の取引数量
脚線3.0m (中口) 480 400 改定 2000個以上10000個未満

********** 電気雷管 ６号瞬発 １段 個 改定 1工事の取引数量
脚線3.0m (小口) 505 443 改定 2000個未満

********** 電気雷管 Ｄs段発式 ２～５段 個 改定 1工事の取引数量
脚線3.0m (超大口) 426 361 改定 40000個以上

********** 電気雷管 Ｄs段発式 ２～５段 個 改定 1工事の取引数量
脚線3.0m (大口) 440 361 改定 10000個以上40000個未満

********** 電気雷管 Ｄs段発式 ２～５段 個 改定 1工事の取引数量
脚線3.0m (中口) 500 417 改定 2000個以上10000個未満

********** 電気雷管 Ｄs段発式 ２～５段 個 改定 1工事の取引数量
脚線3.0m (小口) 524 459 改定 2000個未満

********** 電気雷管 Ｄs段発式 ６～１０段 個 改定 1工事の取引数量
脚線 3.0m(超大口) 431 365 改定 40000個以上

********** 電気雷管 Ｄs段発式 ６～１０段 個 改定 1工事の取引数量
脚線 3.0m (大口) 447 365 改定 10000個以上40000個未満

********** 電気雷管 Ｄs段発式 ６～１０段 個 改定 1工事の取引数量
脚線 3.0m (中口) 507 423 改定 2000個以上10000個未満

********** 電気雷管 Ｄs段発式 ６～１０段 個 改定 1工事の取引数量
脚線 3.0m (小口) 531 465 改定 2000個未満

********** 杉角 m3 改定 PC桁側枠工
幅9cm 厚9cm 長3m 1等 (旧2等) 50,000 39,000 改定

********** 杉角 m3 改定 PC桁横組工
幅9cm 厚9cm 長3m 1等 (旧2等) 50,000 39,000 改定

********** 杉角 m3 改定
幅6cm 厚6cm 長3m 1等 (旧2等) 56,000 42,500 改定

********** 杉板 m3 改定
幅21cm 厚1.8cm 長2m 1 等(旧2等) 50,000 39,000 改定

********** 異形棒鋼 ｔ 改定 JIS G 3112
SD295A D10mm *** *** 改定

********** 異形棒鋼 ｔ 改定 JIS G 3112
SD295A D13mm *** *** 改定

********** 異形棒鋼 ｔ 改定 JIS G 3112
SD295A D16mm *** *** 改定

********** 異形棒鋼 ｔ 改定 JIS G 3112
SD345  D10mm *** *** 改定

********** 異形棒鋼 ｔ 改定 JIS G 3112
SD345  D13mm *** *** 改定

********** 異形棒鋼 ｔ 改定 JIS G 3112
SD345  D16～D25mm *** *** 改定

********** 異形棒鋼 ｔ 改定 JIS G 3112
SD345  D29･D32mm *** *** 改定

********** 異形棒鋼 ｔ 改定 JIS G 3112
SD345  D35mm *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SS400 *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM400A 38mm以下 *** *** 改定
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
全地区

単価コード 名称・規格 単位
単価

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM400A 38mmを超え100mm以下 *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM400B 25mm以下 *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM400B 25mmを超え38mm以下 *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM400B 38mmを超え50mm以下 *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM490A 50mm以下 *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM490B 25mm以下 *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM490B 25mmを超え38mm以下 *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM490YA 25mm以下 *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM490YA 25mmを超え38mm以下 *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM490YB 25mm以下 *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM490YB 25mmを超え38mm以下 *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM520B 25mm以下 *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM520B 25mmを超え38mm以下 *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM520C 25mm以下 *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM520C 25mmを超え38mm以下 *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM570Q 6mmを超え20mm以下 *** *** 改定

********** 橋梁用鋼板 ｔ 改定
ﾍﾞｰｽ SM570Q 20mmを超え38mm以下 *** *** 改定

********** スクラップ ｔ 改定 問屋店頭での買入れ価格
特級A(H1) *** *** 改定

********** 普通鋼矢板 ｔ 改定
幅400mm *** *** 改定

********** ガソリン ｌ 改定
ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し) *** *** 改定

********** 軽油 ｌ 改定
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 *** *** 改定

********** 軽油 ｌ 改定 軽油単価(ﾊﾟﾄ給油)から
ﾀﾞﾑ工事における原石山掘削用 *** *** 改定 軽油引取税を除算

********** 軽油 ｌ 改定 軽油引取税含まず
船舶用 *** *** 改定

********** 灯油 ｌ 改定
白灯油 業務用ミニローリー *** *** 改定

********** 酸素 m3 改定
ﾎﾞﾝﾍﾞ *** *** 改定

********** アセチレンガス kg 改定
ﾎﾞﾝﾍﾞ *** *** 改定

********** 型枠用合板 枚 改定
厚12×幅900×長1800mm *** *** 改定

********** 塩ビ止水板 ｍ 改定
JIS K6773 種類=CC 幅200mm 厚5mm *** *** 改定

********** 塩ビ止水板 ｍ 改定
JIS K6773 種類=CC 幅300mm 厚7mm *** *** 改定

********** 金網柵 ｍ 改定
H2000 ｱﾝｸﾞﾙ型 ﾋﾞﾆﾙ被覆 V-GS2 3.2×50mm *** *** 改定

********** 養生マット m2 改定
幅1.0m×長30m×厚さ12mm － *** 改定

********** 高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 日 改定
標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業高さ 8～10m *** *** 改定

********** 不整地運搬車賃料 日 改定
ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付き 積載重量1.7t積1t吊 *** *** 改定
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
全地区

単価コード 名称・規格 単位
単価

********** 定着装置(シングルストランド工法) 組 改定 1T17.8 40T型
後付用斜角用割増70°超 90°未満 6,230 5,650 改定

********** 定着装置(シングルストランド工法) 組 改定 1T19.3 50T型
後付用斜角用割増70°超 90°未満 6,880 6,250 改定

********** 定着装置(シングルストランド工法) 組 改定 1T21.8 60T型
後付用斜角用割増70°超 90°未満 9,160 8,320 改定

********** 定着装置(シングルストランド工法) 組 改定 1T17.8 40T型
後付用斜角用割増70°以 下 7,710 7,000 改定

********** 定着装置(シングルストランド工法) 組 改定 1T19.3 50T型
後付用斜角用割増70°以 下 8,370 7,600 改定

********** 定着装置(シングルストランド工法) 組 改定 1T21.8 60T型
後付用斜角用割増70°以 下 11,300 10,200 改定

********** 定着装置(シングルストランド工法) 組 改定 1T17.8 40T型
埋込用斜角用割増70°超 90°未満 8,740 7,950 改定

********** 定着装置(シングルストランド工法) 組 改定 1T19.3 50T型
埋込用斜角用割増70°超 90°未満 9,410 8,550 改定

********** 定着装置(シングルストランド工法) 組 改定 1T21.8 60T型
埋込用斜角用割増70°超 90°未満 11,600 10,500 改定

********** 定着装置(シングルストランド工法) 組 改定 1T17.8 40T型
埋込用斜角用割増70°以 下 11,500 10,400 改定

********** 定着装置(シングルストランド工法) 組 改定 1T19.3 50T型
埋込用斜角用割増70°以 下 12,200 11,000 改定

********** 定着装置(シングルストランド工法) 組 改定 1T21.8 60T型
埋込用斜角用割増70°以 下 15,000 13,600 改定

********** 排水装置 継手 個 改定
VP50 *** *** 改定

********** 排水装置 継手 個 改定
VP150 *** *** 改定

********** 排水装置 継手 個 改定
VP200 *** *** 改定

********** 排水装置 排水キャップ 個 改定
VP40用 *** *** 改定

********** 橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 ｍ 改定 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式
横桟 ﾋﾞｰﾑ4本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき *** *** 改定 高欄兼用C(SP)

********** 橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 ｍ 改定 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式
横桟 ﾋﾞｰﾑ4本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m 塗装 *** *** 改定 高欄兼用C(SP)

********** 橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 ｍ 改定 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式
縦桟 ﾋﾞｰﾑ3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき *** *** 改定 高欄兼用C(SP)

********** 橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 ｍ 改定 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式
縦桟 ﾋﾞｰﾑ3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m 塗装 *** *** 改定 高欄兼用C(SP)

********** 橋梁用防護柵(ﾀﾞｸﾞﾀｲﾙ鋳鉄製) 形状丸 ｍ 改定 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式
横桟 ﾋﾞｰﾑ4本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき *** *** 改定 高欄兼用C(SP)

********** 橋梁用防護柵(ﾀﾞｸﾞﾀｲﾙ鋳鉄製) 形状丸 ｍ 改定 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式
横桟 ﾋﾞｰﾑ4本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m 塗装 *** *** 改定 高欄兼用C(SP)

********** 橋梁用防護柵(ﾀﾞｸﾞﾀｲﾙ鋳鉄製) 形状丸 ｍ 改定 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式
縦桟 ﾋﾞｰﾑ3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき *** *** 改定 高欄兼用C(SP)

********** 橋梁用防護柵(ﾀﾞｸﾞﾀｲﾙ鋳鉄製) 形状丸 ｍ 改定 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式
縦桟 ﾋﾞｰﾑ3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m 塗装 *** *** 改定 高欄兼用C(SP)

********** アンカー筋 ｍ 改定 L=5.5m
D22*600 溶融亜鉛ﾒｯｷ 付着量1.82kg/本 1,900 1,520 改定

********** スパイラル筋 ｍ 改定 L=5.5m
D10 1,050 1,010 改定
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定
********** 割栗石(港湾用) 5～15㎝ m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 4,000 3,800 改定
********** 捨石(港湾用) 5～100kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 4,000 3,800 改定
********** 捨石(港湾用) 200kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,000 4,800 改定
********** 捨石(港湾用) 300kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,000 4,800 改定
********** 捨石(港湾用) 500kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,000 4,800 改定
********** 捨石(港湾用) 1000kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,000 4,800 改定
********** 捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 4,500 4,000 改定
********** 割詰石  m3 改定

15cm内外 4,000 3,700 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
01:杵築

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

曲げ4.5-2.5-40 － 18,900 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

曲げ4.5-2.5-40 － 18,800 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定
********** 割栗石(港湾用) 5～15㎝ m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 4,000 3,900 改定
********** 捨石(港湾用) 5～100kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 4,000 3,800 改定
********** 捨石(港湾用) 1000kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 4,900 4,700 改定
********** 捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 4,500 4,000 改定
********** クラッシャーラン m3 改定

C-30 3,500 3,200 改定
********** クラッシャーラン m3 改定

C-40 3,400 3,100 改定
********** 粒度調整砕石 m3 改定

M-30 3,500 3,200 改定
********** 粒度調整砕石 m3 改定

M-40 3,400 3,100 改定
********** 割栗石  m3 改定

5～15cm 3,600 3,300 改定
********** 割栗石  m3 改定

15～20cm 3,900 3,600 改定
********** 割詰石  m3 改定

15cm内外 4,000 3,700 改定
********** 単粒度砕石  m3 改定

13～5mm 3,900 3,600 改定
********** 単粒度砕石  m3 改定

5～2.5mm 3,900 3,600 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
02:豊後高田

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定
********** 砕石 m3 改定

5～40mm 3,200 2,900 改定
********** 割詰石  m3 改定

15cm内外 4,000 3,800 改定

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付

摘要単価コード 名称・規格 単位

03:宇佐
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-8-25(20) 17,400 14,400 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-5-40 16,900 13,900 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-8-40 17,100 14,100 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-12-40 17,300 14,300 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-15-40  C=270以上 17,800 14,800 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-8-25(20) 17,800 14,800 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-5-40 17,300 14,300 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-8-40 17,500 14,500 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-12-40 17,700 14,700 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

24-8-25(20) 18,500 15,500 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

24-8-40 18,100 15,100 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

27-8-25(20) 18,800 15,800 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

30-8-25(20) 19,300 16,300 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

40-8-25(20) 20,600 17,600 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

21-8-25(20) 19,300 15,800 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

24-8-25(20) 20,000 16,500 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

30-8-25(20) 21,400 17,900 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

36-8-25(20) 22,600 19,100 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

40-8-25(20) 23,400 19,900 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

曲げ4.5-2.5-40 － 16,600 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

曲げ4.5-6.5-40 20,000 17,000 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-8-25(20) 17,300 14,300 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-5-40 16,800 13,800 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-8-40 17,000 14,000 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-12-40 17,200 14,200 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-15-40  C=270以上 17,700 14,700 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-8-25(20) 17,700 14,700 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-5-40 17,200 14,200 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-8-40 17,400 14,400 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-12-40 17,600 14,600 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

24-8-25(20) 18,400 15,400 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

24-8-40 18,000 15,000 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

27-8-25(20) 18,700 15,700 改定

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付

摘要単価コード 名称・規格 単位

04:中津
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付

摘要単価コード 名称・規格 単位

04:中津
単価

********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定
30-8-25(20) 19,200 16,200 改定

********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定
40-8-25(20) 20,500 17,500 改定

********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定
曲げ4.5-2.5-40 － 16,500 改定

********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定
曲げ4.5-6.5-40 19,900 16,900 改定

********** 連節ブロック m2 改定
控22cm 7,000 6,640 改定

********** 砂 m3 改定
粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用 *** *** 改定

********** 砂 m3 改定
細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用 *** *** 改定

********** 粒度調整砕石 m3 改定
M-30 *** *** 改定

********** 粒度調整砕石 m3 改定
M-40 *** *** 改定

********** 砕石 m3 改定
5～40mm 3,050 2,900 改定

********** 割詰石  m3 改定
15cm内外 4,200 3,700 改定

********** 単粒度砕石  m3 改定
13～5mm *** *** 改定

********** 単粒度砕石  m3 改定
5～2.5mm *** *** 改定
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-8-25(20) 17,900 14,900 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-5-40 17,400 14,400 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-8-40 17,600 14,600 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-12-40 17,800 14,800 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-15-40  C=270以上 18,300 15,300 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-8-25(20) 18,300 15,300 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-5-40 17,800 14,800 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-8-40 18,000 15,000 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-12-40 18,200 15,200 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

24-8-25(20) 19,000 16,000 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

24-8-40 18,600 15,600 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

27-8-25(20) 19,300 16,300 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

30-8-25(20) 19,800 16,800 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

40-8-25(20) 21,100 18,100 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

21-8-25(20) 19,800 16,800 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

24-8-25(20) 20,500 17,500 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

30-8-25(20) 21,900 18,900 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

36-8-25(20) 23,100 20,100 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

40-8-25(20) 23,900 20,900 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

曲げ4.5-2.5-40 － 17,100 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

曲げ4.5-6.5-40 20,500 17,500 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-8-25(20) 17,800 14,800 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-5-40 17,300 14,300 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-8-40 17,500 14,500 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-12-40 17,700 14,700 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-15-40  C=270以上 18,200 15,200 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-8-25(20) 18,200 15,200 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-5-40 17,700 14,700 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-8-40 17,900 14,900 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-12-40 18,100 15,100 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

24-8-25(20) 18,900 15,900 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

24-8-40 18,500 15,500 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

27-8-25(20) 19,200 16,200 改定

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付

摘要単価コード 名称・規格 単位

05:山国
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付

摘要単価コード 名称・規格 単位

05:山国
単価

********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定
30-8-25(20) 19,700 16,700 改定

********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定
40-8-25(20) 21,000 18,000 改定

********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定
曲げ4.5-2.5-40 － 17,000 改定

********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定
曲げ4.5-6.5-40 20,400 17,400 改定

********** 連節ブロック m2 改定
控22cm 7,000 6,640 改定
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付

摘要単価コード 名称・規格 単位

06:日田
単価

14 / 40 



資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定
********** 割栗石(港湾用) 5～15㎝ m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 4,500 4,400 改定
********** 捨石(港湾用) 5～100kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 4,500 4,400 改定
********** 捨石(港湾用) 200kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,500 5,400 改定
********** 捨石(港湾用) 300kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,500 5,400 改定
********** 捨石(港湾用) 500kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,500 5,400 改定
********** 捨石(港湾用) 1000kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,500 5,400 改定
********** 捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 4,500 4,400 改定

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付

摘要単価コード 名称・規格 単位

07:別府東部
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
08:別府西部

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
09:由布(1)

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
10:由布(2)

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-8-25(20) 18,200 17,500 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-5-40 17,700 17,000 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-8-40 17,700 17,000 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-12-40 17,900 17,200 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-15-40  C=270以上 19,100 18,400 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-8-25(20) 18,700 18,000 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-5-40 18,100 17,400 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-8-40 18,100 17,400 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-12-40 18,300 17,600 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

24-8-25(20) 19,200 18,500 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

24-8-40 18,600 17,900 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

27-8-25(20) 19,600 18,900 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

30-8-25(20) 20,100 19,400 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

40-8-25(20) 22,400 21,700 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

21-8-25(20) 20,700 20,000 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

24-8-25(20) 21,200 20,500 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

30-8-25(20) 22,100 21,400 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

36-8-25(20) 23,600 22,900 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

40-8-25(20) 24,400 23,700 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

曲げ4.5-6.5-40 20,900 20,200 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-8-25(20) 18,000 17,300 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-5-40 17,500 16,800 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-8-40 17,500 16,800 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-12-40 17,700 17,000 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-15-40  C=270以上 18,900 18,200 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-8-25(20) 18,500 17,800 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-5-40 17,900 17,200 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-8-40 17,900 17,200 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-12-40 18,100 17,400 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

24-8-25(20) 19,000 18,300 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

24-8-40 18,400 17,700 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

27-8-25(20) 19,400 18,700 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

30-8-25(20) 19,900 19,200 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
11:玖珠

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
11:玖珠

単価コード 名称・規格 単位
単価

********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定
40-8-25(20) 22,200 21,500 改定

********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定
曲げ4.5-6.5-40 20,700 20,000 改定

********** 密粒度アスコン(20) ｔ 改定
13,900 13,400 改定

********** 密粒度アスコン(13) ｔ 改定
13,900 13,400 改定

********** 粗粒度アスコン(20) ｔ 改定
13,600 13,100 改定

********** 細粒度アスコン(13) ｔ 改定
14,300 13,800 改定

********** 開粒度アスコン(13) ｔ 改定
13,400 12,900 改定

********** 再生粗粒度アスコン(20) ｔ 改定
ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6% 12,900 12,400 改定

********** 再生密粒度アスコン(20･13) ｔ 改定
ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7% 13,200 12,700 改定

********** 再生細粒度アスコン(13) ｔ 改定
ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8% 13,600 13,100 改定

********** 密粒度ギャップアスコン(13) ｔ 改定
改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格 14,900 14,400 改定

********** 密粒度ギャップアスコン(13) ｔ 改定
改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格 15,400 14,900 改定

********** 密粒度アスコン(20) ｔ 改定
改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 15,800 15,300 改定

********** 瀝青安定処理(40) ｔ 改定
ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6% 13,200 12,700 改定

********** 再生瀝青安定処理(40) ｔ 改定
ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6% 12,600 12,100 改定

********** 連節ブロック m2 改定
控22cm 7,000 6,640 改定

********** 鉄鋼スラグ カタマＳＰ m3 改定
2,500 2,350 改定
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 密粒度アスコン(20) ｔ 改定

13,900 13,800 改定
********** 密粒度アスコン(13) ｔ 改定

13,900 13,800 改定
********** 粗粒度アスコン(20) ｔ 改定

13,600 13,500 改定
********** 細粒度アスコン(13) ｔ 改定

14,300 14,200 改定
********** 開粒度アスコン(13) ｔ 改定

13,400 13,600 改定
********** 再生粗粒度アスコン(20) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6% 12,900 12,400 改定
********** 再生密粒度アスコン(20･13) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7% 13,200 12,600 改定
********** 再生細粒度アスコン(13) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8% 13,600 12,700 改定
********** 密粒度ギャップアスコン(13) ｔ 改定

改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格 14,900 14,500 改定
********** 密粒度ギャップアスコン(13) ｔ 改定

改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格 15,400 15,000 改定
********** 密粒度アスコン(20) ｔ 改定

改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 15,800 15,500 改定
********** 瀝青安定処理(40) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6% 13,200 12,700 改定
********** 再生瀝青安定処理(40) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6% 12,600 11,800 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
12:津江

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-8-25(20) 20,200 19,500 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-5-40 19,700 19,000 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-8-40 19,700 19,000 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-12-40 19,900 19,200 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-15-40  C=270以上 21,100 20,400 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-8-25(20) 20,700 20,000 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-5-40 20,100 19,400 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-8-40 20,100 19,400 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-12-40 20,300 19,600 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

24-8-25(20) 21,200 20,500 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

24-8-40 20,600 19,900 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

27-8-25(20) 21,600 20,900 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

30-8-25(20) 22,100 21,400 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

40-8-25(20) 24,400 23,700 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

21-8-25(20) 22,700 22,000 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

24-8-25(20) 23,200 22,500 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

30-8-25(20) 24,100 23,400 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

36-8-25(20) 25,600 24,900 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

40-8-25(20) 26,400 25,700 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

曲げ4.5-6.5-40 22,900 22,200 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-8-25(20) 20,000 19,300 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-5-40 19,500 18,800 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-8-40 19,500 18,800 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-12-40 19,700 19,000 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-15-40  C=270以上 20,900 20,200 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-8-25(20) 20,500 19,800 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-5-40 19,900 19,200 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-8-40 19,900 19,200 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-12-40 20,100 19,400 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

24-8-25(20) 21,000 20,300 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

24-8-40 20,400 19,700 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

27-8-25(20) 21,400 20,700 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

30-8-25(20) 21,900 21,200 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
13:九重

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
13:九重

単価コード 名称・規格 単位
単価

********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定
40-8-25(20) 24,200 23,500 改定

********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定
曲げ4.5-6.5-40 22,700 22,000 改定

********** 再生粗粒度アスコン(20) ｔ 改定
ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6% 13,200 12,800 改定

********** 再生密粒度アスコン(20･13) ｔ 改定
ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7% 13,500 13,100 改定

********** 再生細粒度アスコン(13) ｔ 改定
ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8% 13,900 13,200 改定

********** 密粒度ギャップアスコン(13) ｔ 改定
改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格 15,200 15,000 改定

********** 密粒度ギャップアスコン(13) ｔ 改定
改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格 15,700 15,500 改定

********** 瀝青安定処理(40) ｔ 改定
ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6% 13,500 13,300 改定

********** 再生瀝青安定処理(40) ｔ 改定
ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6% 12,900 12,400 改定

********** 連節ブロック m2 改定
控22cm 7,000 6,640 改定

23 / 40 



資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 排水性アスコン(13) ｔ 改定

ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度 *** *** 改定
********** 積ブロック m2 改定

谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2) *** *** 改定
********** 割栗石(港湾用) 5～15㎝ m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 4,500 4,400 改定
********** 捨石(港湾用) 5～100kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 4,500 4,400 改定
********** 捨石(港湾用) 200kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,500 5,400 改定
********** 捨石(港湾用) 300kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,500 5,400 改定
********** 捨石(港湾用) 500kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,500 5,400 改定
********** 捨石(港湾用) 1000kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,500 5,400 改定
********** 捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 4,500 4,400 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
14:大分(1)

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 再生粗粒度アスコン(20) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6% 12,000 11,400 改定
********** 再生密粒度アスコン(20･13) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7% 12,300 11,700 改定
********** 再生細粒度アスコン(13) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8% 12,700 11,900 改定
********** 密粒度ギャップアスコン(13) ｔ 改定

改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格 14,000 13,600 改定
********** 密粒度ギャップアスコン(13) ｔ 改定

改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格 14,500 14,100 改定
********** 密粒度アスコン(20) ｔ 改定

改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 14,900 14,700 改定
********** 瀝青安定処理(40) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6% 12,300 12,000 改定
********** 再生瀝青安定処理(40) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6% 11,700 11,100 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定
********** 割栗石(港湾用) 5～15㎝ m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 4,500 4,400 改定
********** 捨石(港湾用) 5～100kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 4,500 4,400 改定
********** 捨石(港湾用) 200kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,500 5,400 改定
********** 捨石(港湾用) 300kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,500 5,400 改定
********** 捨石(港湾用) 500kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,500 5,400 改定
********** 捨石(港湾用) 1000kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,500 5,400 改定
********** 捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 4,500 4,400 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
15:大分(2)

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 密粒度アスコン(20) ｔ 改定

12,500 12,400 改定
********** 密粒度アスコン(13) ｔ 改定

12,500 12,400 改定
********** 粗粒度アスコン(20) ｔ 改定

12,200 12,100 改定
********** 細粒度アスコン(13) ｔ 改定

12,900 12,800 改定
********** 開粒度アスコン(13) ｔ 改定

12,000 11,900 改定
********** 再生粗粒度アスコン(20) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6% 11,500 11,300 改定
********** 再生密粒度アスコン(20･13) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7% 11,800 11,600 改定
********** 再生細粒度アスコン(13) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8% 12,200 12,000 改定
********** 密粒度ギャップアスコン(13) ｔ 改定

改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格 13,500 13,200 改定
********** 密粒度ギャップアスコン(13) ｔ 改定

改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格 14,000 13,700 改定
********** 密粒度アスコン(20) ｔ 改定

改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 14,400 14,300 改定
********** 瀝青安定処理(40) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6% 11,800 11,700 改定
********** 再生瀝青安定処理(40) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6% 11,200 10,900 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
16:大分(3)

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-8-25(20) 17,100 15,100 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-5-40 16,700 14,700 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-8-40 17,000 15,000 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-12-40 17,200 15,200 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

18-15-40  C=270以上 17,700 15,700 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-8-25(20) 17,400 15,400 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-5-40 17,200 15,200 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-8-40 17,300 15,300 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

21-12-40 17,500 15,500 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

24-8-25(20) 17,800 15,800 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

24-8-40 17,700 15,700 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

27-8-25(20) 18,400 16,400 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

30-8-25(20) 18,700 16,700 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

40-8-25(20) 20,100 18,100 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

21-8-25(20) 18,500 16,400 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

24-8-25(20) 18,900 16,900 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

30-8-25(20) 19,800 17,900 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

36-8-25(20) 20,700 18,900 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定

40-8-25(20) 21,200 19,500 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

曲げ4.5-6.5-40 19,500 17,500 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-8-25(20) 17,000 15,000 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-5-40 16,600 14,600 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-8-40 16,900 14,900 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-12-40 17,100 15,100 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

18-15-40  C=270以上 17,600 15,600 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-8-25(20) 17,300 15,300 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-5-40 17,100 15,100 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-8-40 17,200 15,200 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

21-12-40 17,400 15,400 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

24-8-25(20) 17,700 15,700 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

24-8-40 17,600 15,600 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

27-8-25(20) 18,300 16,300 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

30-8-25(20) 18,600 16,600 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
17:臼杵

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
17:臼杵

単価コード 名称・規格 単位
単価

********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定
40-8-25(20) 20,000 18,000 改定

********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定
曲げ4.5-6.5-40 19,400 17,400 改定

********** 連節ブロック m2 改定
控22cm 7,000 6,640 改定
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
18:津久見

単価コード 名称・規格 単位
単価

29 / 40 



資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
19:上浦

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
20:佐伯

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
21:大野(1)

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
22:大野(2)

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 密粒度アスコン(20) ｔ 改定

14,100 13,900 改定
********** 密粒度アスコン(13) ｔ 改定

14,100 13,900 改定
********** 粗粒度アスコン(20) ｔ 改定

13,800 13,600 改定
********** 細粒度アスコン(13) ｔ 改定

14,500 14,200 改定
********** 開粒度アスコン(13) ｔ 改定

13,600 13,200 改定
********** 再生粗粒度アスコン(20) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6% 12,900 12,300 改定
********** 再生密粒度アスコン(20･13) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7% 13,200 12,600 改定
********** 再生細粒度アスコン(13) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8% 13,600 12,600 改定
********** 密粒度ギャップアスコン(13) ｔ 改定

改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格 15,100 14,500 改定
********** 密粒度ギャップアスコン(13) ｔ 改定

改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格 15,600 15,000 改定
********** 密粒度アスコン(20) ｔ 改定

改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 16,000 15,600 改定
********** 瀝青安定処理(40) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6% 13,400 12,800 改定
********** 再生瀝青安定処理(40) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6% 12,700 11,700 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
23:宇目

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定

曲げ4.5-2.5-40 － 18,400 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定

曲げ4.5-2.5-40 － 18,300 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
24:竹田

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 連節ブロック m2 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

控22cm 7,000 6,640 改定
********** 割栗石(港湾用) 5～15㎝ m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

現場(海上)投入(渡し) 4,600 4,200 改定
********** 捨石(港湾用) 5～100kg m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

現場(海上)投入(渡し) 4,500 4,200 改定
********** 捨石(港湾用) 200kg m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

現場(海上)投入(渡し) 5,500 5,200 改定
********** 捨石(港湾用) 300kg m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

現場(海上)投入(渡し) 5,500 5,200 改定
********** 捨石(港湾用) 500kg m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

現場(海上)投入(渡し) 5,500 5,200 改定
********** 捨石(港湾用) 1000kg m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

現場(海上)投入(渡し) 5,500 5,200 改定
********** 捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

現場(海上)投入(渡し) 4,500 4,200 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
25:姫島

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

18-8-25(20) 20,900 20,800 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

18-5-40 20,600 20,500 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

18-8-40 20,700 20,600 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

18-12-40 20,900 20,800 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

18-15-40  C=270以上 21,700 21,600 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

21-8-25(20) 21,300 21,200 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

21-5-40 21,100 21,000 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

21-8-40 21,300 21,200 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

21-12-40 21,500 21,400 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

24-8-25(20) 21,800 21,700 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

24-8-40 21,700 21,600 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

27-8-25(20) 22,300 22,200 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

30-8-25(20) 22,800 22,700 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

40-8-25(20) 24,400 24,300 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

21-8-25(20) 23,100 23,000 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

24-8-25(20) 23,600 23,500 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

30-8-25(20) 24,800 24,700 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

36-8-25(20) 26,100 26,000 改定
********** 生コンクリート 早強セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

40-8-25(20) 26,800 26,700 改定
********** 生コンクリート 普通セメント m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

曲げ4.5-6.5-40 23,800 23,700 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

18-8-25(20) 20,800 20,700 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

18-5-40 20,500 20,400 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

18-8-40 20,600 20,500 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

18-12-40 20,800 20,700 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

18-15-40  C=270以上 21,600 21,500 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

21-8-25(20) 21,200 21,100 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

21-5-40 21,000 20,900 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

21-8-40 21,200 21,100 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

21-12-40 21,400 21,300 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

24-8-25(20) 21,700 21,600 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

24-8-40 21,600 21,500 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

27-8-25(20) 22,200 22,100 改定
********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む

30-8-25(20) 22,700 22,600 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
26:大入島

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
26:大入島

単価コード 名称・規格 単位
単価

********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
40-8-25(20) 24,300 24,200 改定

********** 生コンクリート 高炉セメントＢ種 m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
曲げ4.5-6.5-40 23,700 23,600 改定

********** 密粒度アスコン(20) ｔ 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
14,700 14,600 改定

********** 密粒度アスコン(13) ｔ 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
14,700 14,600 改定

********** 粗粒度アスコン(20) ｔ 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
14,400 14,300 改定

********** 細粒度アスコン(13) ｔ 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
15,100 14,900 改定

********** 開粒度アスコン(13) ｔ 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
14,200 13,900 改定

********** 再生粗粒度アスコン(20) ｔ 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6% 13,700 12,900 改定

********** 再生密粒度アスコン(20･13) ｔ 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7% 14,000 13,200 改定

********** 再生細粒度アスコン(13) ｔ 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8% 14,400 13,300 改定

********** 密粒度ギャップアスコン(13) ｔ 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格 15,700 15,100 改定

********** 密粒度ギャップアスコン(13) ｔ 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格 16,200 15,600 改定

********** 密粒度アスコン(20) ｔ 改定
改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 16,600 16,200 改定

********** 瀝青安定処理(40) ｔ 改定
ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6% 14,100 13,400 改定

********** 再生瀝青安定処理(40) ｔ 改定
ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6% 13,400 12,300 改定

********** 連節ブロック m2 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
控22cm 7,000 6,640 改定

********** 割栗石(港湾用) 5～15㎝ m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
現場(海上)投入(渡し) 5,400 4,900 改定

********** 捨石(港湾用) 5～100kg m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
現場(海上)投入(渡し) 5,200 4,900 改定

********** 捨石(港湾用) 200kg m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
現場(海上)投入(渡し) 6,200 5,900 改定

********** 捨石(港湾用) 300kg m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
現場(海上)投入(渡し) 6,200 5,900 改定

********** 捨石(港湾用) 500kg m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
現場(海上)投入(渡し) 6,300 6,000 改定

********** 捨石(港湾用) 1000kg m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
現場(海上)投入(渡し) 6,300 6,000 改定

********** 捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) m3 改定 ﾌｪﾘｰ運賃含む
現場(海上)投入(渡し) 5,200 4,900 改定
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定
********** クラッシャーラン m3 改定

C-30 3,500 3,200 改定
********** クラッシャーラン m3 改定

C-40 3,400 3,100 改定
********** 粒度調整砕石 m3 改定

M-30 3,400 3,300 改定
********** 砕石 m3 改定

5～20mm 3,600 3,400 改定
********** 砕石 m3 改定

5～40mm 3,600 3,400 改定
********** 割栗石  m3 改定

5～15cm 3,500 3,300 改定
********** 割詰石  m3 改定

15cm内外 3,900 3,700 改定
********** 単粒度砕石  m3 改定

13～5mm 3,800 3,600 改定
********** 単粒度砕石  m3 改定

5～2.5mm 3,800 3,600 改定
********** 再生クラッシャーラン m3 改定

RC-40 3,050 2,800 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
27:大田

単価コード 名称・規格 単位
単価
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資材等単価

新単価 旧単価 改定
********** 密粒度アスコン(20) ｔ 改定

13,800 13,700 改定
********** 密粒度アスコン(13) ｔ 改定

13,800 13,700 改定
********** 粗粒度アスコン(20) ｔ 改定

13,500 13,400 改定
********** 細粒度アスコン(13) ｔ 改定

14,100 14,000 改定
********** 開粒度アスコン(13) ｔ 改定

13,200 13,000 改定
********** 再生粗粒度アスコン(20) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6% 12,700 12,100 改定
********** 再生密粒度アスコン(20･13) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7% 13,000 12,400 改定
********** 再生細粒度アスコン(13) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8% 13,400 12,500 改定
********** 密粒度ギャップアスコン(13) ｔ 改定

改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格 14,700 14,300 改定
********** 密粒度ギャップアスコン(13) ｔ 改定

改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格 15,200 14,800 改定
********** 密粒度アスコン(20) ｔ 改定

改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 15,600 15,400 改定
********** 瀝青安定処理(40) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6% 13,100 12,600 改定
********** 再生瀝青安定処理(40) ｔ 改定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6% 12,400 11,600 改定
********** 連節ブロック m2 改定

控22cm 7,000 6,640 改定
********** 割栗石(港湾用) 5～15㎝ m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,000 4,900 改定
********** 捨石(港湾用) 5～100kg m3 改定

現場(海上)投入(渡し) 5,200 4,900 改定

摘要

新単価：令和02年10月01日付
旧単価：令和02年09月01日付
28:蒲江

単価コード 名称・規格 単位
単価
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（１）コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスティック
（円／ｔ）

廃プラ

鉄筋 無筋 塊 切削 破砕、選別、油化

1,800 1,000 1,300 500
(0) (0) (0) (0)

1,500 1,300 1,300 1,300

(0) (0) (0) (0)

1,500 1,300 1,300 1,300

(0) (0) (0) (0)

2,500 1,500 1,500 1,500

(0) (0) (0) (0)

2,500 2,000

(0) (0)

2,500 1,500 1,500 1,500

(0) (1) (0) (0)

2,000 1,500 1,300 1,300

(0) (0) (0) (0)

2,000 1,500 1,500 800

(0) (0) (0) (0)

1,880 1,250 1,880 1,880 45,000

(0) (0) (0) (0) (0)

1,200 1,000 35,000

(0) (0) (0)

1,000 1,000 1,000 1,000

(0) (0) (0) (0)

1,800 1,200 1,000 1,000

(0) (0) (0) (0)

2,300 1,500 1,300 1,000

(0) (0) (0) (0)

40,000 6,000

(0) (0)

10,000 10,000 10,000 10,000 51,000

(0) (0) (0) (0) (0)

1,800 1,500 1,500 1,500

(0) (0) (0) (0)

4,000 3,000 1,500 1,500

(0) (0) (0) (0)

45,000

(0)

1,900 1,700 1,700 1,600 50,000

(0) (0) (0) (0) (0)

40,000

(0)

1,500 1,200 1,000 1,000

(0) (0) (0) (0)

5,000 2,000 2,000 2,000 50,000

(0) (0) (0) (0) (0)

1,500 1,000

(0) (0)

-

大分 (株)コイデ 大分市大字三芳1487-1 097-541-2226 大分市大字小野鶴字平原下616-1,2 ○

-

大分 蒼生産業(株)　[久土中間処理場] 大分市大字久土字芦原2119番地 097-528-9393 大分市大字久土字芦原2118番地1 ○

- - -

- - - -

大分 大林道路(株)　[大分ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所] 大分市大字片島字米良山1980番15 097-574-8522 大分市大字片島字米良山1980番15

大分 フジケイ(株) 大分市三佐6丁目2番14号 097-521-6188 大分市三佐6丁目2番14号 ○

○ ◎

大分市三佐字大新田1354番地の8 097-524-1214 大分市三佐字大新田1354番地の8

- - - -大分 (株)豊産業　[宮河内工場] 大分市大字丹川字椎原1954番地11 097-528-1283 大分市大字丹川字椎原1954番地8 ○

-

大分 詫磨環境(株)

-

-

大分 鹿島道路(株) 大分市豊海2丁目5番 097-532-0006 大分市豊海2丁目5番 ○ ◎ -

大分 (株)共同運輸 国東市国東町鶴川1623番地1 0978-72-4649 大分市豊海1丁目1994番200 ○

○ ○

大分 大分エコセンター(株)

国東 宮迫建設(株) 国東市武蔵町糸原2535番地

大分 (株)松田興業 大分市生石4-1-46 097-537-7555

○

0977-72-2050 速見郡日出町大字真那井28-2 ○

大分 (株)NIPPO　[大分合材工場] 大分市大字竹中大六1146番地 097-597-2203 大分市大字竹中大六1146番地 ○

◎

大分 前田道路(株)　[大分合材工場] 大分市中戸次字中津留上4822 097-597-2385 大分市中戸次字中津留上4822

別府 (株)クリーン・アップ 別府市大字鶴見3314番地の1 0977-72-0768 速見郡日出町大字南畑字尾形3785番

大分 (株)大総 大分市片島2995番地の5 097-568-5220 大分市大字広内字論ヶ迫213番地 ○

別府 (株)佐野土木建設 日出町大字藤原2637番地の1

別府 (株)日出エコセンター 日出町大字大神3750番地28 0977-28-0001 速見郡日出町大字大神3750番地28 ○

0978-22-2712 豊後高田市大字草地3301番地1 ○

-

◎ -

別府 蒼生産業(株)　[別府ﾘｻｲｸﾙ中間処理場] 大分市大字久土字芦原2119番地 0977-84-7728 別府市大字野田フイガ城902-1 ○

別府 (有)渡辺土木 別府市大字野田834番地の3 0977-67-8273 別府市大字平道字小畑廻15番地 ○

国東 朝日興産(株)　[国東施設] 国東市国東町横手6764 0978-72-3121 国東市国東町横手字雲通8351番地 ○

地 区 処理業者名 住所 電話番号 処分施設所在地
ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ
設置有無

大分 (株)豊産業　[久土工場] 大分市大字久土2269-1 大分市大字久土2269-1 ○

0978-68-1998 国東市武蔵町糸原2501番地 ○

高田 (株)双子 豊後高田市大字高田1088-1

ｱｽﾌｧﾙﾄ
処理

コンクリート塊 アスファルト

-

- - -

○

-

-

-

○

○ -

大分 (株)環境整備産業 大分市大字下郡3260番地の10 097-569-0854 大分市大字三佐1324-1

- -

◎

大分市大字片島米良8組 ○

-

大分市大字片島字堤ヶ谷2316番地 ○

大分市大字金池町4丁目3-3 097-536-2775

-

-

○ ◎

（１）コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスティック
（円／ｔ）

廃プラ

鉄筋 無筋 塊 切削 破砕、選別、油化

1,800 1,000 1,300 500
(0) (0) (0) (0)

1,500 1,300 1,300 1,300

(0) (0) (0) (0)

1,500 1,300 1,300 1,300

(0) (0) (0) (0)

2,500 1,500 1,500 1,500

(0) (0) (0) (0)

2,500 1,500 1,500 1,500

(0) (1) (0) (0)

2,000 1,500 1,300 1,300

(0) (0) (0) (0)

2,000 1,500 1,500 900 70,000

(0) (0) (0) (0) (0)

1,500 1,500 2,250 2,250 45,000

(0) (0) (0) (0) (0)

1,200 1,000 35,000

(0) (0) (0)

1,000 1,000 1,000 1,000

(0) (0) (0) (0)

1,800 1,200 1,000 1,000

(0) (0) (0) (0)

2,300 1,500 1,300 1,000

(0) (0) (0) (0)

40,000 6,000 6,000 35,000

(0) (0) (0) (0)

10,000 10,000 10,000 10,000 51,000

(0) (0) (0) (0) (0)

1,600 1,300 1,300 1,300

(0) (0) (0) (0)

4,000 3,000 1,500 1,500

(0) (0) (0) (0)

60,000

(0)

1,900 1,700 1,700 1,600 50,000

(0) (0) (0) (0) (0)

40,000

(0)

1,500 1,200 1,000 1,000

(0) (0) (0) (0)

5,000 2,000 2,000 2,000 50,000

(0) (0) (0) (0) (0)

1,500 1,000

(0) (0)

1,000円/m3

(0)

大分 詫磨環境(株)

-

-

大分 (株)共同運輸 国東市国東町鶴川1623番地1

大分市大字金池町4丁目3-3 097-536-2775

-

-

○ ◎

- -

-

- -

◎

大分市大字片島米良8組 ○

-

大分市大字片島字堤ヶ谷2316番地 ○

○ ○

- -

- - - -○

○ ◎

○ ◎

ｱｽﾌｧﾙﾄ
処理

コンクリート塊 アスファルト

-

○

-

-

-

○

○

地 区 処理業者名 住所 電話番号 処分施設所在地
ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ
設置有無

- -

大分 (株)豊産業　[久土工場] 大分市大字久土2269-1 大分市大字久土2269-1 ○

097-549-7207 大分市大字国分1285 ○

0978-68-1998 国東市武蔵町糸原2551番地　外 ○

高田 (株)双子 豊後高田市大字高田1088-1 0978-22-2712 豊後高田市大字草地3301番地1 ○

-

◎ -

別府 蒼生産業(株)　[別府ﾘｻｲｸﾙ中間処理場] 大分市大字久土字芦原2119番地 0977-84-7728 別府市大字野田フイガ城902-1 ○

別府 (有)渡辺土木 別府市大字野田834番地の3 0977-67-8273 別府市大字平道字小畑廻15番地 ○

国東 朝日興産(株)　[国東施設] 国東市国東町横手6764 0978-72-3121 国東市国東町横手字雲通8351番地 ○

大分 (株)大総 大分市片島2995番地の5 097-568-5220 大分市大字広内字論ヶ迫213番地 ○

別府 (株)佐野土木建設 日出町大字藤原2637番地の1

別府 (株)日出エコセンター 日出町大字大神3750番地28 0977-28-0001 速見郡日出町大字大神3750番地28 ○

国東 宮迫建設(株) 国東市武蔵町糸原2535番地

大分 (株)松田興業 大分市生石4-1-46 097-537-7555

○ ○

0977-72-2050 速見郡日出町大字真那井28-2 ○

大分 (株)NIPPO　[大分合材工場] 大分市大字竹中大六1146番地 097-597-2203 大分市大字竹中大六1146番地 ○

◎

大分 前田道路(株)　[大分合材工場] 大分市中戸次字中津留上4822 097-597-2385 大分市中戸次字中津留上4822

○

- -大分 (株)豊産業　[宮河内工場] 大分市大字丹川字椎原1954番地11 097-528-1283 大分市大字丹川字椎原1954番地8 ○

大分 フジケイ(株) 大分市三佐6丁目2番14号 097-521-6188 大分市三佐6丁目2番14号

大分 大分エコセンター(株)

大分

大分市三佐字大新田1354番地の8 097-524-1214 大分市三佐字大新田1354番地の8

(株)環境整備産業 大分市大字下郡3260番地の10 097-569-0854 大分市大字三佐1324-1

大分 鹿島道路(株) 大分市豊海2丁目5番 097-532-0006 大分市豊海2丁目5番

0978-72-4649 大分市豊海1丁目1994番200

-

大分 蒼生産業(株)　[久土中間処理場] 大分市大字久土字芦原2119番地 097-528-9393 大分市大字久土字芦原2118番地1 ○

- - -

大分 大林道路(株)　[大分ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所] 大分市大字片島字米良山1980番15 097-574-8522 大分市大字片島字米良山1980番15

大分 (株)コイデ 大分市大字三芳1487-1 097-541-2226 大分市大字小野鶴字平原下616-1,2 ○

大分 行大建設（株） 大分市大字国分1285

改正前

改正後



（１）コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスティック
（円／ｔ）

廃プラ

鉄筋 無筋 塊 切削 破砕、選別、油化
地 区 処理業者名 住所 電話番号 処分施設所在地

ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ
設置有無

ｱｽﾌｧﾙﾄ
処理

コンクリート塊 アスファルト

1,000円/m3

(0)

1,500 1,000 1,000 1,000 40,000

(0) (0) (0) (0) (0)

1,900 1,700 1,700 1,600

(0) (0) (0) (0)

2,000 1,700 1,700 1,200

(0) (0) (0) (0)

4,500 4,000 4,000 4,000 40,000

(0) (0) (0) (0) (0)

1,800 1,300 1,300 1,000

(0) (0) (0) (0)

2,000 1,500 1,400 1,000 36,000

(0) (0) (0) (0) (1000)

2,000 1,500 1,500 1,000

(0) (0) (0) (0)

1,500 1,200 1,200 1,200

(0) (0) (0) (0)

1,600 1,200 1,300 1,100

(0) (0) (0) (0)

1,200 1,000 1,000 1,000

(0) (0) (0) (0)

1,500 1,200

(0) (0)

1,500 1,000 1,000 1,000

(0) (0) (0) (0)

1,800 1,500 1,500 1,500

(0) (0) (0) (0)

1,800 1,500 1,500 1,000

(0) (0) (0) (0)

2,000 1,500 1,700 1,300

(0) (0) (0) (0)

2,500 1,500 2,000 1,500

(0) (0) (0) (0)

2,000 1,500 1,700 1,300

(0) (0) (0) (0)

1,500 1,000 1,000 1,000

(0) (0) (0) (0)

1,500 1,000 1,000 1,000

(0) (0) (0) (0)

1,500 1,000 1,000 1,000 9,000円/m3

(0) (0) (0) (0) (0)

1,300 1,300

(0) (0)

▲

- -日田 豊中建設(株)　[日田合材工場] 日田市大字高瀬8058-1 0973-23-4582 日田市大字高瀬8058番地1 ○ ◎ -

-

日田 (有)西部開発 日田市大字東有田2819-3 0973-24-1388 日田市大字東有田2926-1,2936-2 ○

日田 (株)光岡砿業 日田市大字友田3725番地 0973-22-6145 日田市大字川下字境谷767-12 ○

日田 日田産廃(有) 日田市大字北豆田1284-1 0973-23-5643 日田市天瀬町合田字花香241-1 ○ ◎ -

玖珠 (有)広成産業 玖珠郡九重町大字松木1515番地 0973-76-3016 玖珠郡九重町大字野上字三ツ群 ○

玖珠 小倉建設（株） 玖珠郡九重町大字町田512番地の1 0973-78-8709 玖珠郡九重町大字田野字下野673-229 ○ ◎ -

玖珠 (有)吉武建設　[玖珠ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ] 玖珠郡九重町大字松木4264-1 0973-76-3280 玖珠郡九重町大字後野上650の2 ○ ○ -

-

◎ -

竹田 (有)久住産業 竹田市久住町大字栢木574-7 0974-77-2901 竹田市久住町大字栢木2232番18 ○

竹田 (有)竹田産業廃棄物環境 竹田市大字枝1893番地 0974-63-0170 竹田市大字枝1893番地 ○

-

-

豊後
大野

朝日興産(株)　[豊後大野施設] 大分市大字上戸次505番地 097-595-0500 豊後大野市犬飼町久原1710 ○ -

豊後
大野

(有)宮成工務店 豊後大野市犬飼町田原2984番地2 0974-37-2216 豊後大野市千歳町長峰1673番地1 ○ - -

-

豊後
大野

(有)ちとせ 豊後大野市千歳町大字柴山1746番地22 0974-37-2165 豊後大野市千歳町柴山字丸小野1762 ○ ○ -

- - - -

豊後
大野

(株)友岡組 豊後大野市大野町大原1172-2 0974-34-2323 豊後大野市大野町北園1995

豊後
大野

(株)大分クリーンサービス 臼杵市大字江無田150-3 0972-62-9928 豊後大野市大字宮迫532番1

○ ◎

◎ -

豊後
大野

(株)赤嶺産業 豊後大野市三重町大字小坂3761番地 0974-22-4913 豊後大野市三重町大字小坂3761番地 ○ -

佐伯 豊中建設(株)　[佐伯合材工場] 佐伯市西浜10897番73 0972-28-7477 佐伯市西浜10897番73 ○

-

佐伯 エコセンター力南(株) 佐伯市弥生大字井崎247番地 0972-46-0448 佐伯市弥生大字井崎247番地 ○

佐伯 弥生石材(株) 佐伯市中村北町7-21 0972-23-8022 佐伯市弥生大字尺間2154-2 ○ ◎

佐伯 (有)アサヒ産業 佐伯市西浜10897-66 0972-24-1153 佐伯市西浜10897-66 ○

-

佐伯 異業種エコタウン事業協同組合 佐伯市直川大字仁田原1429番地 0972-58-2558 佐伯市直川大字仁田原1429 ○ -

臼杵 (株)豊産業　[建設廃材ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ] 臼杵市大字末広2632番地2 0972-63-7542 臼杵市大字久木小野字川平1853番地 ○ ◎

臼杵 九州美環産業(株) 臼杵市大字武山2227番地 0972-65-2400 臼杵市大字武山2227番地 ○

大分 行大建設（株） 大分県大分市大字国分1285 - -097-549-7207 大分県大分市大字国分1285 ○ - -

（１）コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスティック
（円／ｔ）

廃プラ

鉄筋 無筋 塊 切削 破砕、選別、油化

ｱｽﾌｧﾙﾄ
処理

コンクリート塊 アスファルト
地 区 処理業者名 住所 電話番号 処分施設所在地

ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ
設置有無

2,000 1,500

(0) (0)

1,500 1,000 1,000 1,000 40,000

(0) (0) (0) (0) (0)

1,900 1,700 1,700 1,600

(0) (0) (0) (0)

2,000 1,700 1,700 1,200

(0) (0) (0) (0)

4,500 4,000 4,000 4,000 40,000

(0) (0) (0) (0) (0)

1,800 1,300 1,300 1,000

(0) (0) (0) (0)

2,000 1,500 1,400 1,000 36,000

(0) (0) (0) (0) (1000)

2,000 1,500 1,500 1,000

(0) (0) (0) (0)

1,500 1,200 1,200 1,200

(0) (0) (0) (0)

1,600 1,200 1,300 1,100

(0) (0) (0) (0)

1,200 1,000 1,000 1,000

(0) (0) (0) (0)

1,500 1,200

(0) (0)

1,500 1,000 1,000 1,000

(0) (0) (0) (0)

1,800 1,500 1,500 1,500

(0) (0) (0) (0)

1,800 1,500 1,500 1,000

(0) (0) (0) (0)

2,000 1,500 1,700 1,300

(0) (0) (0) (0)

2,500 1,500 2,000 1,500

(0) (0) (0) (0)

2,000 1,500 1,700 1,300

(0) (0) (0) (0)

1,500 1,000 1,000 1,000

(0) (0) (0) (0)

1,500 1,000 1,000 1,000

(0) (0) (0) (0)

1,500 1,000 1,000 1,000 9,000円/m3

(0) (0) (0) (0) (0)

1,300 1,300

(0) (0)

臼杵 (株)豊産業　[建設廃材ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ] 臼杵市大字末広2632番地2 0972-63-7542 臼杵市大字久木小野字川平1853番地 ○ ◎

臼杵 九州美環産業(株) 臼杵市大字武山2227番地 0972-65-2400 臼杵市大字武山2227番地 ○

-

佐伯 異業種エコタウン事業協同組合 佐伯市直川大字仁田原1429番地 0972-58-2558 佐伯市直川大字仁田原1429 ○ -

-

佐伯 エコセンター力南(株) 佐伯市弥生大字井崎247番地 0972-46-0448 佐伯市弥生大字井崎247番地 ○

佐伯 弥生石材(株) 佐伯市中村北町7-21 0972-23-8022 佐伯市弥生大字尺間2154-2 ○ ◎

佐伯 (有)アサヒ産業 佐伯市西浜10897-66 0972-24-1153 佐伯市西浜10897-66 ○

◎ -佐伯 豊中建設(株)　[佐伯合材工場] 佐伯市西浜10897番73 0972-28-7477 佐伯市西浜10897番73 ○

豊後
大野

(株)友岡組 豊後大野市大野町大原1172-2 0974-34-2323 豊後大野市大野町北園1995 ○ ◎ -

-
豊後
大野

大分環境(株) 豊後大野市三重町大字小坂3761番地 0974-22-3334 豊後大野市三重町大字小坂3767番地2 ○

豊後
大野

(有)ちとせ 豊後大野市千歳町大字柴山1746番地22 0974-37-2165 豊後大野市千歳町柴山字丸小野1762 ○ ○ -

-

豊後
大野

朝日興産(株)　[豊後大野施設] 大分市大字上戸次505番地 097-595-0500 豊後大野市犬飼町久原1710 ○ -

豊後
大野

(有)宮成工務店 豊後大野市犬飼町田原2984番地2 0974-37-2216 豊後大野市千歳町長峰1673番地1 ○ - -

◎ -

竹田 (有)久住産業 竹田市久住町大字栢木574-7 0974-77-2901 竹田市久住町大字栢木2232番18 ○

竹田 (有)竹田産業廃棄物環境 竹田市大字枝1893番地 0974-63-0170 竹田市大字枝1893番地 ○

-

玖珠 (有)吉武建設　[玖珠ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ] 玖珠郡九重町大字松木4264-1 0973-76-3280 玖珠郡九重町大字後野上650の2 ○ ○ -

-

日田 日田産廃(有) 日田市大字北豆田1284-1 0973-23-5643 日田市天瀬町合田字花香241-1 ○ ◎ -

玖珠 (有)広成産業 玖珠郡九重町大字松木1515番地 0973-76-3016 玖珠郡九重町大字野上字三ツ群 ○

玖珠 小倉建設（株） 玖珠郡九重町大字町田512番地の1 0973-78-8709 玖珠郡九重町大字田野字下野673-229 ○ ◎ -

-

日田 (有)西部開発 日田市大字東有田2819-3 0973-24-1388 日田市大字東有田2926-1,2936-2 ○

日田 (株)光岡砿業 日田市大字友田3725番地 0973-22-6145 日田市大字川下字境谷767-12 ○

- -

日田 (有)タカシマ運送 日田市大字石井289番地の6 0973-23-1525 日田市大字川下コノエ432 ○ -

日田 豊中建設(株)　[日田合材工場] 日田市大字高瀬8058-1 0973-23-4582 日田市大字高瀬8058番地1 ○ ◎ -

▲ ▲▲ ▲

-大分 (株)富士重機クレーン 大分市大字千歳字尾崎2151番地 097-551-6333 大分市大字片島2448-5 ○ - -

改正前

改正後



（１）コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスティック
（円／ｔ）

廃プラ

鉄筋 無筋 塊 切削 破砕、選別、油化
地 区 処理業者名 住所 電話番号 処分施設所在地

ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ
設置有無

ｱｽﾌｧﾙﾄ
処理

コンクリート塊 アスファルト

1,500 1,000 1,000 1,000

(0) (0) (0) (0)

1,400 1,000 1,000 1,000

(0) (0) (0) (0)

2,400 2,000 2,000 1,800

(0) (0) (0) (0)

60,000

(0)

2,400 2,000 2,000 1,800

(0) (0) (0) (0)

2,400 2,000 2,000 1,800

(0) (0) (0) (0)

2,400 2,000 2,000 1,800

(0) (0) (0) (0)

80,000

(0)

50,000 50,000 70,000

(0) (0) (0)

6,250 4,700 4,700 4,700 11,000

(0) (0) (0) (0) (0)

2,000 2,000 1,600 1,600

(0) (0) (0) (0)

1,500 1,500 1,500 1,000

(0) (0) (0) (0)

◎ -

その他 (有)宮埜開発 福岡県築上郡大平大字上唐原2037番地の2 0979-25-3287 福岡県築上郡上毛町大字上唐原2037番地の2 ○ -

その他 松山建設(株)　[豊前合材工場] 福岡県豊前市大字八屋322-59 0979-83-3270 福岡県豊前市大字八屋322-59 ○

- -

その他 (株)環境施設 福岡県福岡市西区小戸3丁目50番20号 092-926-6168 福岡県筑紫野市大字山家2060番地7 ○

宇佐 共栄九州(株) 宇佐市大字西大堀840番地の1 0978-38-4151 宇佐市大字西大堀840番地の1 ○

○ - - - -宇佐 (有)辻田建機 宇佐市大字四日市2873番地の8 0978-33-1100 宇佐市大字下拝田字和尚836番地

-

宇佐 九州アスコン(株) 宇佐市大字清水30番地 0978-32-6789 宇佐市大字清水字薦ヶ草1-1-外 ○ ◎ -

宇佐 宇佐開発(株) 宇佐市大字山本1990 0978-32-3755 宇佐市大字山本1987-34 ○

宇佐 (株)イーアール 宇佐市大字下拝田1752番地の1 0978-33-2924 宇佐市大字下拝田1752番地の1 ○ ○ -

○ - - - -中津 平山産業(株) 中津市三光下秣字大源寺平310番地の1 0979-43-5570 中津市三光下秣字大源寺平310番地の1 ○

中津 大成ロテック（株）［中津合材工場］ 中津市大字植野21-1 0979-32-6080 中津市大字植野21-1 ○ ◎ -

-日田 (株)三花興業 日田市大字花月1643番地3 0973-27-7303 日田市大字花月字大平谷1680-5 ○

日田 (有)タカシマ運送 日田市大字石井289番地の6 0973-23-1525 日田市大字川下コノエ432 ○ -

（１）コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスティック
（円／ｔ）

廃プラ

鉄筋 無筋 塊 切削 破砕、選別、油化

ｱｽﾌｧﾙﾄ
処理

コンクリート塊 アスファルト
地 区 処理業者名 住所 電話番号 処分施設所在地

ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ
設置有無

1,400 1,000 1,000 1,000

(0) (0) (0) (0)

2,400 2,000 2,000 1,800

(0) (0) (0) (0)

60,000

(0)

1,700 1,200 1,400 1,000

(0) (0) (0) (0)

2,400 2,000 2,000 1,800

(0) (0) (0) (0)

2,400 2,000 2,000 1,800

(0) (0) (0) (0)

2,400 2,000 2,000 1,800

(0) (0) (0) (0)

70,000

(0)

6,250 4,700 4,700 4,700 10,000

(0) (0) (0) (0) (0)

2,000 2,000 1,600 1,600

(0) (0) (0) (0)

1,600 1,500 1,500 1,000

(0) (0) (0) (0)

中津 大成ロテック（株）［中津合材工場］ 中津市大字植野21-1 0979-32-6080 中津市大字植野21-1 ○ ◎ -

-日田 (株)三花興業 日田市大字花月1643番地3 0973-27-7303 日田市大字花月字大平谷1680-5 ○

宇佐 (株)イーアール 宇佐市大字下拝田1752番地の1 0978-33-2924 宇佐市大字下拝田1752番地の1 ○ ○ -

○ - - - -中津 平山産業(株) 中津市三光下秣字大源寺平310番地の1 0979-43-5570 中津市三光下秣字大源寺平310番地の1 ○

宇佐 九州アスコン(株) 宇佐市大字清水30番地 0978-32-6789 宇佐市大字清水字薦ヶ草1-1-外 ○ ◎ -

宇佐 宇佐開発(株) 宇佐市大字山本1990 0978-32-3755 宇佐市大字山本1987-34 ○

- -

その他 (株)環境施設 福岡県福岡市西区小戸3丁目50番20号 092-926-6168 福岡県筑紫野市大字山家2060番地7 ○

宇佐 共栄九州(株) 宇佐市大字西大堀840番地の1 0978-38-4151 宇佐市大字西大堀840番地の1 ○

-

その他 (有)宮埜開発 福岡県築上郡大平大字上唐原2037番地の2 0979-25-3287 福岡県築上郡上毛町大字上唐原2037番地の2 ○ -

その他 松山建設(株)　[豊前合材工場] 福岡県豊前市大字八屋322-59 0979-83-3270 福岡県豊前市大字八屋322-59 ○ ◎

▲

▲ ▲

中津 (株)大洋 大分県中津市本耶馬渓町折元86番地の1 0979-52-2541 中津市本耶馬渓町折元525-7 ○ ○ -

○ - - - -宇佐 (有)辻田建機 宇佐市大字四日市2873番地の8 0978-33-1100 宇佐市大字下拝田字和尚836番地

-

改正前

改正後



（２）木くず・竹
（円／ｔ）

竹

破砕 堆肥化 熱源化 焼却 破砕 堆肥化 熱源化 焼却

16,000 18,000 21,000

(0) (0) 0

15,000 17,000 15,000

(0) (0) (0)

20,800 25,800

(800) (800)

15,000 22,000 15,000

(0) (0) (0)

15,000 20,000 15,000

(0) (0) (0)

12,500 18,750 25,000

(0) (0) (0)

35,000 35,000 35,000

(0) (0) (0)

11,500 17,000 17,000

(0) (0) (0)

26,000 26,000 26,000

(0) (0) (0)

12,000 15,000 14,000

(0) (0) (0)

15,000 20,000 25,000

(0) (0) (0)

15,000 22,000 15,000

(0) (0) (0)

20,000 -

(0)

15,000 27,000 15,000

(0) (0) (0)

15,000 27,000 15,000

(0) (0) (0)

30,000 50,000

(0) (0)

20,000 25,000 30,000

(0) (0) (0)

26,000 30,000 30,000

(0) (0) (0)

5,000

(0)

30,000 30,000 30,000

(0) (0) (0)

17,000 20,000 17,000

(0) (0) (0)

20,000 20,000 20,000

(0) (0) (0)

25,000 30,000 25,000

(0) (0) (0)

15,000 18,000 20,000

(0) (0) (0)

10,000

(0)

15,000 60,800 20,000 60,800 20,000

(0) (800) (0) (800) (0)

- - - - -

豊後
大野

(株)赤嶺産業 豊後大野市三重町大字小坂3761番地 0974-22-4913 豊後大野市三重町大字小坂3761番地 ○ - - - -

豊後
大野

(有)ちとせ 豊後大野市千歳町大字柴山1746番地22 0974-37-2165 豊後大野市千歳町柴山字丸小野1762 ○ - - -

- - -

佐伯 (有)一宮林業 佐伯市大字上岡52番地1 0972-25-0170 佐伯市大字上岡40番 -○ - - - - -

佐伯 エコセンター力南(株) 佐伯市弥生大字井崎247番地 0972-46-0448 佐伯市弥生大字井崎247番地 ○ - - -

佐伯 異業種エコタウン事業協同組合 佐伯市直川大字仁田原1429番地 0972-58-2558 佐伯市直川大字仁田原1429 -

佐伯 (有)アサヒ産業 佐伯市西浜10897-66 0972-24-1153 佐伯市西浜10897-66 ○ - - -

○ - - - - -

- - -

-

臼杵 (株)大分クリーンサービス 臼杵市大字江無田150-3 0972-62-9928 臼杵市大字大泊85番8 ○ -

○ - - - - -

- - - - -

- - -

臼杵 太平洋セメント(株) 津久見市合ノ元町2番1号 0972-82-3115 津久見市合ノ元町2番1号 - -

臼杵 (株)豊産業　[建設廃材ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ] 臼杵市大字末広2632番地2 0972-63-7542 臼杵市大字久木小野字川平1853番地 ○ - - -

大分 蒼生産業(株) 大分市大字久土字芦原2119 097-528-9393 大分市大字久土字芦原2118番地1 ○

- - -臼杵 九州美環産業(株) 臼杵市大字武山2227番地 0972-65-2400 臼杵市大字武山2227番地 ○ - - -

大分市三佐6丁目2番14号 ○ - -

大分エコセンター(株) 大分市大字鶴崎1786-1 097-524-1214 大分市三佐字大新田1354番地の8

-- - - - - -

- - -大分 (株)豊産業　[宮河内工場] 大分市大字丹川字椎原1954番地11 097-528-1283 大分市大字丹川字椎原1954番地8 ○

-- - - - - -

-

- - - - - -

- - -

- - - -- -

大分 中山リサイクル産業(株)　[大分工場] 大分市大字日吉原1番33 097-592-5888 大分市大字日吉原1番33 ○

大分 トーヨー木材工業(株) 大分市大字久土字花影184番地の64 097-593-2703 大分市屋山字西ノ平54番 ○

- - - - - -大分 大分県森林組合連合会 大分市大字古国府字内山1337-20 097-545-3500 大分市大字太田663-1 ○

-○ - - - - -

- - - - -○ -

大分 (株)環境整備産業 大分市大字下郡3260番地の1 097-569-0854 大分市大字三佐1324-1

大分 大分エージェンシー(株) 大分市法勝台1丁目1番13号 097-558-9096 大分市大字福宗1798番2

- - - - - -大分 (株)松田興業 大分市生石4-1-46 097-537-7555 大分市大字片島字堤ヶ谷2316番地 ○

- - - - - -

- - - -- -

- - - - - -

大分 (株)大総 大分市片島2995番地の5 097-568-5220 大分市大字広内字論ヶ迫213番地 ○

別府 中山リサイクル産業(株)　[ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ杵築] 杵築市山香町大字久木野尾2002-26 0977-28-1888 杵築市山香町久木野尾2002-26 ○

別府 (株)日出エコセンター 日出町大字大神3750番地28 0977-28-0001 速見郡日出町大字大神3750番地28 ○

- - - - - -別府 (有)渡辺土木 別府市大字野田834番地の3 0977-67-8273 別府市大字平道字小畑廻15番地 ○

- - - -

- - - -

-

国東 宮迫建設(株) 国東市武蔵町糸原2535番地 0978-68-1998 国東市武蔵町糸原2501番地 ○

木くず（枝・葉） 木くず（根）

高田 (株)双子 豊後高田市大字高田1088-1 0978-22-2712 豊後高田市大字草地3301番地1 ○ - -

地 区 処理業者名 住所 電話番号 処分施設所在地
ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ
設置有無

- -

○

- - -大分 フジケイ(株) 大分市三佐6丁目2番14号 097-521-6188

- - -大分 (株)豊産業　[久土工場] 大分市大字久土2269-1 大分市大字久土2269-1 ○ - - -

大分

- - -

（２）木くず・竹
（円／ｔ）

竹

破砕 堆肥化 熱源化 焼却 破砕 堆肥化 熱源化 焼却

16,000 18,000 21,000

(0) (0) 0

15,000 17,000 15,000

(0) (0) (0)

20,800 25,800

(800) (800)

15,000 22,000 15,000

(0) (0) (0)

15,000 20,000 15,000

(0) (0) (0)

12,500 18,750 25,000

(0) (0) (0)

35,000 35,000 35,000

(0) (0) (0)

11,500 17,000 17,000

(0) (0) (0)

26,000 26,000 26,000

(0) (0) (0)

12,000 15,000 14,000

(0) (0) (0)

15,000 20,000 25,000

(0) (0) (0)

15,000 22,000 15,000

(0) (0) (0)

20,000 20,000

(0) (0)

15,000 20,000 16,000

(0) (0) (0)

15,000 27,000 15,000

(0) (0) (0)

30,000 50,000

(0) (0)

21,000 26,000 31,000

(0) (0) (0)

26,000 30,000 30,000

(0) (0) (0)

5,000

(0)

30,000 30,000 30,000

(0) (0) (0)

17,000 20,000 17,000

(0) (0) (0)

20,000 20,000 20,000

(0) (0) (0)

25,000 30,000 25,000

(0) (0) (0)

15,000 18,000 20,000

(0) (0) (0)

10,000

(0)

15,000 60,800 20,000 60,800 20,000

(0) (800) (0) (800) (0)
-

豊後
大野

大分環境(株) 豊後大野市三重町大字小坂3761番地 0974-22-3334 豊後大野市三重町大字小坂3767番地2 ○ - - -

大分 (株)豊産業　[久土工場] 大分市大字久土2269-1 大分市大字久土2269-1 ○ - - -

国東 宮迫建設(株) 国東市武蔵町糸原2535番地 0978-68-1998 国東市武蔵町糸原2551番地　外 ○

木くず（枝・葉） 木くず（根）

高田 (株)双子 豊後高田市大字高田1088-1 0978-22-2712 豊後高田市大字草地3301番地1 ○ - -

地 区 処理業者名 住所 電話番号 処分施設所在地
ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ
設置有無

- - - - - -

- - - -

-- - - - - -別府 (有)渡辺土木 別府市大字野田834番地の3 0977-67-8273 別府市大字平道字小畑廻15番地 ○

大分 (株)大総 大分市片島2995番地の5 097-568-5220 大分市大字広内字論ヶ迫213番地 ○

別府 中山リサイクル産業(株)　[ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ杵築] 杵築市山香町大字久木野尾2002-26 0977-28-1888 杵築市山香町久木野尾2002-26 ○

別府 (株)日出エコセンター 日出町大字大神3750番地28 0977-28-0001 速見郡日出町大字大神3750番地28 ○

- - - - - -

- - - -- -

- - - - - -

- - - - - -大分 (株)松田興業 大分市生石4-1-46 097-537-7555 大分市大字片島字堤ヶ谷2316番地 ○

大分 (株)環境整備産業 大分市大字下郡3260番地の1 097-569-0854 大分市大字三佐1324-1

大分 大分エージェンシー(株) 大分市法勝台1丁目1番13号 097-558-9096 大分市大字福宗1798番2

-○ - - - - -

- - - - -○ -

- - - - - -大分 大分県森林組合連合会 大分市大字古国府字内山1337-20 097-545-3500 大分市大字太田663-1 ○

- - - -- -

大分 中山リサイクル産業(株)　[大分工場] 大分市大字日吉原1番33 097-592-5888 大分市大字日吉原1番33 ○

大分 トーヨー木材工業(株) 大分市大字久土字花影184番地の64 097-593-2703 大分市屋山字西ノ平54番 ○

- - - - - -

-- - - - - -

-

○

- - - - - -

大分

- - -

大分市三佐6丁目2番14号 ○ - -

大分エコセンター(株) 大分市大字鶴崎1786-1 097-524-1214 大分市三佐字大新田1354番地の8

大分 (株)豊産業　[宮河内工場] 大分市大字丹川字椎原1954番地11 097-528-1283 大分市大字丹川字椎原1954番地8 ○

大分 フジケイ(株) 大分市三佐6丁目2番14号 097-521-6188

-- - - - - -

- - -

- - -

大分 蒼生産業(株) 大分市大字久土字芦原2119 097-528-9393 大分市大字久土字芦原2118番地1 ○

- - -臼杵 九州美環産業(株) 臼杵市大字武山2227番地 0972-65-2400 臼杵市大字武山2227番地 ○ - - -

- - -

臼杵 太平洋セメント(株) 津久見市合ノ元町2番1号 0972-82-3115 津久見市合ノ元町2番1号 - -

臼杵 (株)豊産業　[建設廃材ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ] 臼杵市大字末広2632番地2 0972-63-7542 臼杵市大字久木小野字川平1853番地 ○ - - -

-

臼杵 (株)大分クリーンサービス 臼杵市大字江無田150-3 0972-62-9928 臼杵市大字大泊85番8 ○ -

○ - - - - -

- - - - -

佐伯 異業種エコタウン事業協同組合 佐伯市直川大字仁田原1429番地 0972-58-2558 佐伯市直川大字仁田原1429 -

佐伯 (有)アサヒ産業 佐伯市西浜10897-66 0972-24-1153 佐伯市西浜10897-66 ○ - - -

○ - - - - -

- - -

- - -

佐伯 (有)一宮林業 佐伯市大字上岡52番地1 0972-25-0170 佐伯市大字上岡40番 -○ - - - - -

佐伯 エコセンター力南(株) 佐伯市弥生大字井崎247番地 0972-46-0448 佐伯市弥生大字井崎247番地 ○ - - -

- - - - -
豊後
大野

(有)ちとせ 豊後大野市千歳町大字柴山1746番地22 0974-37-2165 豊後大野市千歳町柴山字丸小野1762 ○ - - -

改正前

改正後



（２）木くず・竹
（円／ｔ）

竹

破砕 堆肥化 熱源化 焼却 破砕 堆肥化 熱源化 焼却

木くず（枝・葉） 木くず（根）
地 区 処理業者名 住所 電話番号 処分施設所在地

ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ
設置有無

18,000 23,000 -

(0) (0) (0)

18,000 20,000

(0) (0)

14,000 16,000 16,000

(0) (0) (0)

10,000 14,000 12,000

(0) (0) (0)

10,000
17,000（杉、檜）

25,000（雑木） 25,000

(0) (0) (0)

12,000 15,000 15,000

(0) (0) (0)

13,000 18,000 21,000

(0) (0) (0)

13,000 19,000

(0) (0)

15,500 20,000 25,000

(0) (0) (0)

30,000 35,000 25,000

(0) (0) (0)

40,000

(0)

15,000 25,000 15,000

(0) (0) (0)

12,000 15,000 15,000

(0) (0) (0)

10,000 23,000 13,000

(0) (0) (0)

18,000 20,000 20,000

(0) (0) (0)

- - -

その他 河津造園(株) 熊本県熊本市長嶺東3丁目4番40号 096-289-6444 熊本県上益城郡益城町小谷1323-5 -○ - - - - -

その他 (株)磯部　[苅田ﾘｻｲｸﾙ工場] 福岡県北九州市戸畑区銀座2丁目3-3 093-871-4866 福岡県京都郡苅田町鳥越町2-6 ○ - - -

-

その他 (株)環境施設 福岡県福岡市西区小戸三丁目50番20号 092-926-6168 福岡県筑紫野市大字山家2060番地7 - - -

○ - - - - -その他 ホクザイ運輸(株) 福岡県北九州市小倉北区西港町72-30 093-561-3400 福岡県北九州市小倉北区西港町72-32 他

- - -

- - - - -

- - -

- - --

宇佐 (有)辻田建機 宇佐市大字四日市2873番地の8 0978-33-1100 宇佐市大字下拝田字和尚836番地 ○ -

日田 (有)西部開発 日田市大字東有田2819-3 0973-24-1388 日田市大字東有田2926-1,2936-2 ○ -

中津 平山産業(株) 中津市三光下秣字大源寺平310番地の1 0979-43-5570 中津市三光下秣字大源寺平310番地の1 ○ - - -

- - - - - -

-

日田 日本フォレスト(株) 日田市諸留町2813-22 0973-26-0750 日田市大字東有田2813番地22 ○ - -

- - - - - -

- - - -

▲

玖珠郡九重町大字右田3765番地 ○

- - - -

日田 (株)日田十条 日田市大字石井777 0973-22-3791 日田市大字石井777 ○ -

竹田 (有)久住産業 竹田市久住町大字栢木574-7 0974-77-2901 竹田市久住町大字栢木2232番18 ○

-

日田 日田産廃(有) 日田市大字北豆田1284-1 0973-23-5643 日田市天瀬町合田字花香241-1 ○ - -

- - - - -玖珠 (有)九重建設機械 玖珠郡九重町大字右田1731-7 0973-76-2029

-

- - -

- - - - - -

- - - -

- - - - -

豊後
大野

(有)宮成工務店 豊後大野市犬飼町田原2984番地2 0974-37-2216 豊後大野市千歳町長峰1673番地1

-

竹田 (株)重松組 竹田市荻町恵良原769-1 0974-68-2095 竹田市大字挟田字上ヶ尾1638番地 ○

-

豊後
大野

(株)九建クラフト 竹田市大字竹田1970-1 0974-62-4047 豊後大野市清川町雨堤1477-1 ○ - - -

○ -

-宇佐 共栄九州（株） 宇佐市大字西大堀840番地の1 0978-38-4151 宇佐市大字西大堀840番地の1 ○ - - -

（２）木くず・竹
（円／ｔ）

竹

破砕 堆肥化 熱源化 焼却 破砕 堆肥化 熱源化 焼却

木くず（枝・葉） 木くず（根）
地 区 処理業者名 住所 電話番号 処分施設所在地

ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ
設置有無

18,000 23,000 20,000

(0) (0) (0)

18,000 20,000

(0) (0)

14,000 16,000 16,000

(0) (0) (0)

10,000 14,000 12,000

(0) (0) (0)

10,000
25,000（杉、檜）

27,000（雑木） 25,000

(0) (0) (0)

12,000 15,000 15,000

(0) (0) (0)

13,000 18,000 21,000

(0) (0) (0)

13,000 19,000

(0) (0)

15,500 20,000 25,000

(0) (0) (0)

15,000 25,000 15,000

(0) (0) (0)

7,000 15,000 7,000

(0) (0) (0)

10,000 23,000 13,000

(0) (0) (0)

13,000 17,000 17,000

(0) (0) (0)

-宇佐 共栄九州（株） 宇佐市大字西大堀840番地の1 0978-38-4151 宇佐市大字西大堀840番地の1 ○ - - -

豊後
大野

(有)宮成工務店 豊後大野市犬飼町田原2984番地2 0974-37-2216 豊後大野市千歳町長峰1673番地1

-

竹田 (株)重松組 竹田市荻町恵良原769-1 0974-68-2095 竹田市大字挟田字上ヶ尾1638番地 ○

-

豊後
大野

(株)九建クラフト 竹田市大字竹田1970-1 0974-62-4047 豊後大野市清川町雨堤1477-1 ○ - - -

○ - - - - -

- - - - - -

- - -

- - - - - -竹田 (有)久住産業 竹田市久住町大字栢木574-7 0974-77-2901 竹田市久住町大字栢木2232番18 ○

-

日田 日田産廃(有) 日田市大字北豆田1284-1 0973-23-5643 日田市天瀬町合田字花香241-1 ○ - -

- - - - -玖珠 (有)九重建設機械 玖珠郡九重町大字右田1731-7 0973-76-2029 玖珠郡九重町大字右田3765番地 ○

- - - -

日田 (株)日田十条 日田市大字石井777 0973-22-3791 日田市大字石井777 ○ - -

日田 日本フォレスト(株) 日田市諸留町2813-22 0973-26-0750 日田市大字東有田2813番地22 ○ - -

- - - - - -

- - - -

▲

-

中津 平山産業(株) 中津市三光下秣字大源寺平310番地の1 0979-43-5570 中津市三光下秣字大源寺平310番地の1 ○ - - -

- - - - - -

宇佐 (有)辻田建機 宇佐市大字四日市2873番地の8 0978-33-1100 宇佐市大字下拝田字和尚836番地 ○ -

日田 (有)西部開発 日田市大字東有田2819-3 0973-24-1388 日田市大字東有田2926-1,2936-2 ○

- -

- - -

- - --

○ - - - - -その他 ホクザイ運輸(株) 福岡県北九州市小倉北区西港町72-30 093-561-3400 福岡県北九州市小倉北区西港町72-32 他

その他 (株)環境施設 福岡県福岡市西区小戸三丁目50番20号 092-926-6168 福岡県筑紫野市大字山家2060番地7 - - -

その他 (株)磯部　[苅田ﾘｻｲｸﾙ工場] 福岡県北九州市戸畑区銀座2丁目3-3 093-871-4866 福岡県京都郡苅田町鳥越町2-6 ○ - - -

その他 河津造園(株) 熊本県熊本市長嶺東3丁目4番40号 096-289-6444 熊本県上益城郡益城町小谷1323-5 -○ - - - - -

▲▲▲

▲

- - -

-

- - -

- - -

改正前

改正後



建設副産物最終処分場の受入料金
（円／ｔ）

安定型 管理型 廃プラ

別府 (株)日出エコセンター 日出町大字大神3750番地28 0977-28-0001 速見郡日出町大字大神3750番地28 ○ 30,000～ - 5,000～

大分 (株)大総 大分市片島2995番地の5 097-568-5220 大分市大字広内字佐土ケ内203番1外 ○ 10,000 - -

大分 (株)松田興業 大分市生石4-1-46 097-537-7555 大分市大字片島字堤ヶ谷2316番地 ○ 6,000～ - -

大分 (有)奈良開発 大分市大字片島1980番地の4 097-552-0906 大分市大字片島1980番地の4 ○ 2,500～ - 35,000

臼杵 九州美環産業(株) 臼杵市大字武山2227番地 0972-65-2400 臼杵市大字武山2227番地 ○ 15,000円/m3 - 15,000円/m3

佐伯 異業種エコタウン事業協同組合 佐伯市直川大字仁田原1429番地 0972-58-2558 佐伯市直川大字仁田原1426番地 ○ 3,000～※   33,000円/m3※ 27,000※

豊後
大野

(有)ちとせ 豊後大野市千歳町大字柴山1746番地22 0974-37-2165 豊後大野市千歳柴山字笹野 ○ 3,500～ - 41,000

竹田 (有)竹田産業廃棄物環境 竹田市大字枝1893番地 0974-63-0170 竹田市大字枝1893番地 ○ 4,500～ - 25,000～※

日田 日田産廃(有) 日田市大字北豆田1284-1 0973-23-5643 日田市天瀬町合田字花香241-1 ○ 4,650～ - 41,000

日田 (有)西部開発 日田市大字東有田字横枕2819-3 0973-24-1388 日田市大字東有田2819-3 ○ 5,500～ - 9,000円/m3※

※産業廃棄物税は別途加算

最終処分
地区 処理業者名 住所 電話番号 処分施設所在地

ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ
設置有無

建設副産物最終処分場の受入料金
（円／ｔ）

安定型 管理型 廃プラ

別府 (株)日出エコセンター 日出町大字大神3750番地28 0977-28-0001 速見郡日出町大字大神3750番地28 ○ - - 120,000

大分 (株)大総 大分市片島2995番地の5 097-568-5220 大分市大字広内字佐土ケ内203番1外 ○ 12,500 - -

大分 (株)松田興業 大分市生石4-1-46 097-537-7555 大分市大字片島字堤ヶ谷2316番地 ○ 6,000～ - -

大分 (有)奈良開発 大分市大字片島1980番地の4 097-552-0906 大分市大字片島1980番地の4 ○ 2,500～ - 35,000

大分 (株)富士重機クレーン 大分市大字千歳字尾崎2151番地 097-551-6333 大分市大字片島2448-5 ○ 4,000～ - 31,000～

臼杵 九州美環産業(株) 臼杵市大字武山2227番地 0972-65-2400 臼杵市大字武山2227番地 ○ 15,000円/m3 - 15,000円/m3

佐伯 異業種エコタウン事業協同組合 佐伯市直川大字仁田原1429番地 0972-58-2558 佐伯市直川大字仁田原1426番地 ○ 3,000～※   33,000円/m3～※ 27,000※

豊後
大野

(有)ちとせ 豊後大野市千歳町大字柴山1746番地22 0974-37-2165 豊後大野市千歳柴山字笹野 ○ ▲ - ▲

竹田 (有)竹田産業廃棄物環境 竹田市大字枝1893番地 0974-63-0170 竹田市大字枝1893番地 ○ 4,500～ - 25,000～※

日田 日田産廃(有) 日田市大字北豆田1284-1 0973-23-5643 日田市天瀬町合田字花香241-1 ○ 4,640～ - 41,000

日田 (有)西部開発 日田市大字東有田字横枕2819-3 0973-24-1388 日田市大字東有田2819-3 ○ 5,500～ - 9,000円/m3※

※産業廃棄物税（1,000円/t）は別途加算

最終処分
地区 処理業者名 住所 電話番号 処分施設所在地

ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ
設置有無

改正前

改正後



①　Ｈ＝１．０ｍ以下 （１０ｍ当り）

名　　称　・　規　　格　な　ど 数　量 単　位 備　　　考

土木一般世話役

0.22 人

ブロック工

0.22 人

普通作業員

0.67 人

バックホウ運転

　山積0.8m3（ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊） 0.22 日

諸雑費率 労務費、機械運転経費

16 ％

バックホウ運転 （１日当り）

名　　称　・　規　　格　な　ど 数　量 単　位 備　　　考

運転手（特殊）

1.00 人

燃料費（軽油）

76.00 Ｌ

バックホウ賃料

　山積0.8m3（ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊） 1.45 供用日

②　Ｈ＝１．０ｍ超え （１０ｍ当り）

名　　称　・　規　　格　な　ど 数　量 単　位 備　　　考

土木一般世話役

0.26 人

ブロック工

0.26 人

普通作業員

0.79 人

ラフテレーンクレーン賃料

　油圧伸縮ジブ型25ｔ吊 0.26 日

諸雑費率 労務費、機械運転経費

18 ％

※適用条件

　１．敷モルタル、間詰コンクリート、結合金具取付及び現場内小運搬（10ｍ程度）の作業を含むものとする。

　２．基礎砕石、均しコンクリート、床堀り、埋戻し、ガードレール設置、結合コンクリート型枠設置・撤去及び

　　　結合コンクリート打設は標準歩掛を適用して、別途積上げるものとする。

　プレガード（Ｌ＝２．０ｍ）設置工　歩掛表　
今回追加
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