
令和03年01月30日 農林単価 改定一覧

コード 名称 規格 単位 情報 内容
********** スクラップ                              ヘビーＨ１                              kg 改定 単価改定
********** スクラップ                              鋼ダライ粉Ａ                            kg 改定 単価改定
********** スクラップ                              銑ダライ粉Ａ                            kg 改定 単価改定
********** スクラップ                              ステンレス新断                          kg 改定 単価改定
********** スクラップ                              銅くず（並）                            kg 改定 単価改定
********** スクラップ                              黄銅くず 鋳物(並)                       kg 改定 単価改定
********** スクラップ                              青銅くず 鋳物(並)                       kg 改定 単価改定
********** スクラップ                              アルミくず、機械鋳物                    kg 改定 単価改定
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令和03年01月30日  農林(地区) 改定一覧

■佐賀地区
コード 名称 規格 単位 情報 内容

********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    27N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    30N/mm2 15cm 40mm                       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   27N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   30N/mm2 15cm 40mm                       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 12cm 25(20)mm                   m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   27N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 舗装用生コンクリート                    曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm                 m3 改定 単価改定
********** 舗装用生コンクリート                    曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm                 m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(早強)                    40N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(早強)                    30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
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令和03年01月30日  農林(地区) 改定一覧

■三瀬地区
コード 名称 規格 単位 情報 内容

********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)       m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,600
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,600
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,600
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価：¥13,100 → ¥14,100
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価：¥13,100 → ¥14,100
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価：¥13,100 → ¥14,100
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価：¥13,100 → ¥14,100
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価：¥13,100 → ¥14,100
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価：¥13,100 → ¥14,100
********** 生コンクリート(普通)                    27N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥13,400 → ¥14,400
********** 生コンクリート(普通)                    30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥13,900 → ¥14,900
********** 生コンクリート(普通)                    30N/mm2 15cm 40mm                       m3 改定 単価：¥14,700 → ¥15,700
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)       m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,600
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,600
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,600
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価：¥13,100 → ¥14,100
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価：¥13,100 → ¥14,100
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価：¥13,100 → ¥14,100
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価：¥13,100 → ¥14,100
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価：¥13,100 → ¥14,100
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価：¥13,100 → ¥14,100
********** 生コンクリート(高炉B)                   27N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥13,400 → ¥14,400
********** 生コンクリート(高炉B)                   30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥13,900 → ¥14,900
********** 生コンクリート(高炉B)                   30N/mm2 15cm 40mm                       m3 改定 単価：¥14,700 → ¥15,700
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥12,200 → ¥13,200
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価：¥12,200 → ¥13,200
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価：¥12,200 → ¥13,200
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,600
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,600
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥12,200 → ¥13,200
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価：¥12,200 → ¥13,200
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価：¥12,200 → ¥13,200
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,600
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,600
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 12cm 25(20)mm                   m3 改定 単価：¥12,300 → ¥13,300
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,600
********** 生コンクリート(高炉B)                   27N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価：¥13,400 → ¥14,400
********** 舗装用生コンクリート                    曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm                 m3 改定 単価：¥15,100 → ¥16,100
********** 舗装用生コンクリート                    曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm                 m3 改定 単価：¥15,500 → ¥16,500
********** 生コンクリート(早強)                    40N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥16,900 → ¥17,900
********** 生コンクリート(早強)                    30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥15,700 → ¥16,700
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令和03年01月30日  農林(地区) 改定一覧

■唐津地区
コード 名称 規格 単位 情報 内容

********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    27N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    30N/mm2 15cm 40mm                       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   27N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   30N/mm2 15cm 40mm                       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 12cm 25(20)mm                   m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   27N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 舗装用生コンクリート                    曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm                 m3 改定 単価改定
********** 舗装用生コンクリート                    曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm                 m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(早強)                    40N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(早強)                    30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
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令和03年01月30日  農林(地区) 改定一覧

■伊万里地区
コード 名称 規格 単位 情報 内容

********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    27N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    30N/mm2 15cm 40mm                       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   27N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   30N/mm2 15cm 40mm                       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 12cm 25(20)mm                   m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   27N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 舗装用生コンクリート                    曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm                 m3 改定 単価改定
********** 舗装用生コンクリート                    曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm                 m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(早強)                    40N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(早強)                    30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
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令和03年01月30日  農林(地区) 改定一覧

■武雄地区
コード 名称 規格 単位 情報 内容

********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    27N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    30N/mm2 15cm 40mm                       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   27N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   30N/mm2 15cm 40mm                       m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 12cm 25(20)mm                   m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(高炉B)                   27N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価改定
********** 舗装用生コンクリート                    曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm                 m3 改定 単価改定
********** 舗装用生コンクリート                    曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm                 m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(早強)                    40N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
********** 生コンクリート(早強)                    30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価改定
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令和03年01月30日  農林(地区) 改定一覧

■鹿島地区
コード 名称 規格 単位 情報 内容

********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)       m3 改定 単価：¥12,100 → ¥13,000
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価：¥12,100 → ¥13,000
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価：¥12,100 → ¥13,000
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,500
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,500
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,500
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,500
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,500
********** 生コンクリート(普通)                    24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,500
********** 生コンクリート(普通)                    27N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥12,900 → ¥13,800
********** 生コンクリート(普通)                    30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥13,400 → ¥14,300
********** 生コンクリート(普通)                    30N/mm2 15cm 40mm                       m3 改定 単価：¥14,200 → ¥15,100
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)       m3 改定 単価：¥12,100 → ¥13,000
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価：¥12,100 → ¥13,000
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)           m3 改定 単価：¥12,100 → ¥13,000
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,500
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,500
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,500
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)       m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,500
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,500
********** 生コンクリート(高炉B)                   24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)           m3 改定 単価：¥12,600 → ¥13,500
********** 生コンクリート(高炉B)                   27N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥12,900 → ¥13,800
********** 生コンクリート(高炉B)                   30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥13,400 → ¥14,300
********** 生コンクリート(高炉B)                   30N/mm2 15cm 40mm                       m3 改定 単価：¥14,200 → ¥15,100
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥11,700 → ¥12,600
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価：¥11,700 → ¥12,600
********** 生コンクリート(普通)                    18N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価：¥11,700 → ¥12,600
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥12,100 → ¥13,000
********** 生コンクリート(普通)                    21N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価：¥12,100 → ¥13,000
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥11,700 → ¥12,600
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価：¥11,700 → ¥12,600
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価：¥11,700 → ¥12,600
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥12,100 → ¥13,000
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 8cm 40mm                        m3 改定 単価：¥12,100 → ¥13,000
********** 生コンクリート(高炉B)                   18N/mm2 12cm 25(20)mm                   m3 改定 単価：¥11,800 → ¥12,700
********** 生コンクリート(高炉B)                   21N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価：¥12,100 → ¥13,000
********** 生コンクリート(高炉B)                   27N/mm2 5cm 40mm                        m3 改定 単価：¥12,900 → ¥13,800
********** 舗装用生コンクリート                    曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm                 m3 改定 単価：¥14,600 → ¥15,500
********** 舗装用生コンクリート                    曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm                 m3 改定 単価：¥15,000 → ¥15,900
********** 生コンクリート(早強)                    40N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥16,400 → ¥16,800
********** 生コンクリート(早強)                    30N/mm2 8cm 25(20)mm                    m3 改定 単価：¥15,200 → ¥15,600
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