
 

○ 平成２３年度 事業所別単価 一部改正新旧対照表 
（下線部は改正部分） 

 

事 業 所 名：筑後川下流左岸農地防災事業所 

資材コード：02-01-004 

名 称：ブロックマット 

修 正 内 容：適用規格の修正 

現       行 
 

筑後川下流左岸農地防災事業所 

№ 名称 規格 単位 価格 地区名 備  考 

02-01-001 松杭丸太 長 6.0m 末口 15cm 荒皮むき 先研ぎ 本 5,230 柳川 

02-01-002 地盤改良材 石灰系(粒状) ﾌﾚｺﾝ 0~5mm ｱﾝﾀﾞｰ ton 21,000 柳川 
現場車上渡し 

有機質土用 

02-01-003 地盤改良材 石灰系固化材 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ ton 30,000 柳川 
現場車上渡し 

有機質土用 

02-01-004 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ 標準型(厚 100mm 以上)吸い出し防止材付 m2 5,890 柳川 

02-01-005 階段ﾌﾞﾛｯｸ(一般型) m2 9,750 柳川 2.5 個/m2 

02-01-006 階段ﾌﾞﾛｯｸ(魚巣型) m2 9,280 柳川 7.14 個/m2 

02-01-007 呑口ﾌﾞﾛｯｸ 内径 0.28×高さ 0.6×奥行 0.13 個 3,820 柳川 

02-01-008 呑口ﾌﾞﾛｯｸ 内径 0.4×高さ 0.6×奥行 0.20 個 4,460 柳川 

02-01-009 水平水閘 暗渠排水用 vuφ50 本 4,650 柳川 

02-01-010 ﾈｼﾞ式水閘 暗渠排水用蓋 vuφ50 ｸｻﾘ有 個 490 柳川 

02-01-011 ヒメイワダレソウ ポット苗 pot 200 柳川 

 

  

 

 

 

 

 

改   正   後 
 

 筑後川下流左岸農地防災事業所          

№ 名称 規格 単位 価格 地区名 備  考 

02-01-001 松杭丸太 長 6.0m 末口 15cm 荒皮むき 先研ぎ 本  5,230 柳川   

02-01-002 地盤改良材 石灰系(粒状) ﾌﾚｺﾝ 0~5mm ｱﾝﾀﾞｰ ton  21,000 柳川 
現場車上渡し 

有機質土用 

02-01-003 地盤改良材 石灰系固化材 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ ton  30,000 柳川 
現場車上渡し 

有機質土用 

02-01-004 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ 標準型(厚 100mm  )吸い出し防止材付 m2  5,890 柳川   

02-01-005 階段ﾌﾞﾛｯｸ(一般型)   m2  9,750 柳川 2.5 個/m2 

02-01-006 階段ﾌﾞﾛｯｸ(魚巣型)   m2  9,280 柳川 7.14 個/m2 

02-01-007 呑口ﾌﾞﾛｯｸ 内径 0.28×高さ 0.6×奥行 0.13 個  3,820 柳川   

02-01-008 呑口ﾌﾞﾛｯｸ 内径 0.4×高さ 0.6×奥行 0.20 個  4,460 柳川   

02-01-009 水平水閘 暗渠排水用 vuφ50 本  4,650 柳川   

02-01-010 ﾈｼﾞ式水閘 暗渠排水用蓋 vuφ50 ｸｻﾘ有 個  490 柳川   

02-01-011 ヒメイワダレソウ ポット苗 pot  200 柳川   

           
 

 

   



筑後川下流農業水利事務所

№ 名称 規格 単位 価格 地区名 備　　考

01-01-001 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用特殊押輪(全周形) φ900,K形DD用,許容内圧1.0MPa 本 119,000 佐賀

01-01-002 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用特殊押輪(全周形) φ1000,K形DD用,許容内圧1.0MPa 本 140,000 佐賀

01-01-003 鉄筋用ﾀｰﾐﾅﾙ φ19,L=140 本 8,800 佐賀

01-01-004 鉄筋用ﾀｰﾐﾅﾙ φ19,L=150 本 8,800 佐賀

01-01-005 鉄筋用ﾀｰﾐﾅﾙ φ19,L=200 本 8,800 佐賀

01-01-006 鉄筋用ﾀｰﾐﾅﾙ φ19,L=300 本 9,600 佐賀

01-01-007 導通試験費 5箇所以内 報告書作成費含まず 日 79,300 佐賀 諸経費含まず

01-01-008 導通試験費 報告書作成費 式 57,800 佐賀 諸経費含まず

01-01-009 ﾏﾝﾎｰﾙ親子蓋 φ900×φ600,受枠付,簡易防水型,T-25 組 283,000 佐賀 公道用

01-01-010 ﾏﾝﾎｰﾙ親子蓋 φ900×φ600,受枠付,簡易防水型,T-14 組 276,000 佐賀 公道用

01-01-011 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600,受枠付,簡易防水型,T-25 組 32,600 佐賀 建築設備用

01-01-012 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600,受枠付,簡易防水型,T-14 組 24,000 佐賀 建築設備用

01-01-013 ｺﾝｸﾘｰﾄ用地境界杭 農林水産省規格 13×13×900 本 2,040 佐賀

01-02-001 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用特殊押輪(全周形) φ900,K形DD用,許容内圧1.0MPa 本 119,000 武雄

01-02-002 鉄筋用ﾀｰﾐﾅﾙ φ19,L=140 本 8,800 武雄

01-02-003 鉄筋用ﾀｰﾐﾅﾙ φ19,L=150 本 8,800 武雄

01-02-004 鉄筋用ﾀｰﾐﾅﾙ φ19,L=200 本 8,800 武雄

01-02-005 鉄筋用ﾀｰﾐﾅﾙ φ19,L=230 本 9,600 武雄

01-02-006 導通試験費 5箇所以内 報告書作成費含まず 日 79,300 武雄 諸経費含まず

01-02-007 導通試験費 報告書作成費 式 57,800 武雄 諸経費含まず

01-02-008 ﾏﾝﾎｰﾙ親子蓋 φ900×φ600,受枠付,簡易防水型,T-25 組 283,000 武雄 公道用

01-02-009 ﾏﾝﾎｰﾙ親子蓋 φ900×φ600,受枠付,簡易防水型,T-14 組 276,000 武雄 公道用

01-02-010 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600,受枠付,簡易防水型,T-25 組 32,600 武雄 建築設備用

01-02-011 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600,受枠付,簡易防水型,T-14 組 24,000 武雄 建築設備用

01-02-012 ｺﾝｸﾘｰﾄ用地境界杭 農林水産省規格 13×13×900 本 2,040 武雄

筑後川下流左岸農地防災事業所

№ 名称 規格 単位 価格 地区名 備　　考

02-01-001 松杭丸太 長6.0m 末口15cm 荒皮むき 先研ぎ 本 5,230 柳川

02-01-002 地盤改良材 石灰系(粒状) ﾌﾚｺﾝ 0~5mmｱﾝﾀﾞｰ ton 21,000 柳川
現場車上渡し
有機質土用

02-01-003 地盤改良材 石灰系固化材 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ ton 30,000 柳川
現場車上渡し
有機質土用

02-01-004 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ 標準型(厚100mm)吸い出し防止材付 m2 5,890 柳川

02-01-005 階段ﾌﾞﾛｯｸ(一般型) m2 9,750 柳川 2.5個/m2

02-01-006 階段ﾌﾞﾛｯｸ(魚巣型) m2 9,280 柳川 7.14個/m2

02-01-007 呑口ﾌﾞﾛｯｸ 内径0.28×高さ0.6×奥行0.13 個 3,820 柳川

02-01-008 呑口ﾌﾞﾛｯｸ 内径0.4×高さ0.6×奥行0.20 個 4,460 柳川

02-01-009 水平水閘 暗渠排水用 vuφ50 本 4,650 柳川

02-01-010 ﾈｼﾞ式水閘 暗渠排水用蓋 vuφ50 ｸｻﾘ有 個 490 柳川

02-01-011 ヒメイワダレソウ ポット苗 pot 200 柳川

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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