
新潟市

土木工事等設計（公表）単価表

令和元年６月３０日以降適用

（令和元年１０月２３日追加訂正資料）

＜注意事項＞
　　本資料は、追加訂正した標準単価「機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）
　　昼間単価の週休２日補正単価」のみを掲載したものである。



２．掲載内容

３．公共工事設計労務単価について

４．その他

新潟市土木工事等設計（公表）単価表について

１．はじめに
　「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）は、新潟市が発
注する公共工事の積算に用いる設計単価のうち、新潟県土木部等が独自に調査したものを新
潟市が協定により使用している単価の一覧表であり、個々の契約における単価を拘束するも
のではありません。
　なお、単価には消費税は含まれておりません。

　（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Ｗ
ｅｂ建設物価含む）」、「月刊積算資料（積算資料電子版を含む）」、「季刊土木コスト情
報」、「季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない単価を掲
載しています。
　単価欄に「物価資料」と記載されているものは、材料単価は物価資料「6月号」の単価であ
り、市場単価及び標準単価は物価資料「冬号」の単価を採用しています。また、両調査会の
物価資料に掲載されている場合は別表のとおりとします。（ただし施工パッケージで用いる
東京単価については、国土交通省　国土技術政策総合研究所ホームページ掲載の「代表材料
規格の基準単価作成方法について」（平成30年度4月適用分）に基づき作成しています。農地
積算で使用する機械損料は「平成29年度土地改良工事積算基準（機械経費）」の供用日当た
り換算値損料値（15欄）に基づいて作成しています。）また、物価資料での掲載名称は別途
付録を参照してください。

　１　公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものである。
　２　本単価は、所定労働時間内８時間当たりの単価である。
　３　時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または
　　作業内容を超えた労働に対する手当等は含まれていない。
　４　本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費（法定福利費の
　　事業主負担額、研修訓練等に要する費用等）及び一般管理費等の諸経費は含まれて
　　いない。（例えば、交通誘導警備員の単価については、警備会社に必要な諸経費は含
　　まれていない。）
　５　法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費
　　等に含まれている。

（１）この単価表の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・
　　販売を禁止します。
（２）単価表は、令和元年６月３０日以降に入札の公告または入札の通知を行う請負
　　工事及び業務委託に適用します。
　　（積算書の単価適用日の表示は、Ｒ０１．０６．２０）
（３）単価表の使用、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。
（４）入札案件に係わる単価については、各発注機関にお問い合わせ下さい。



別表

A
※

B
※

新潟 北陸

新潟 全国

北陸 全国

東京 東京

関東 関東

東京 関東

新潟

北陸

全国

※Aが「建設物価」の場合、Bは「積算資料」

 　Aが「積算資料」の場合、Bは「建設物価」

東京
又は
関東

掲載地区の組み合わせ
採　用　単　価

AとBの平均値

Aの掲載単価
（新潟を含む地区単価を採用）



令和元年6月20日以降適用

本    土 佐    渡

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D13+D13 時間的制約受 6休                箇所      T98006     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D13+D13 時間的制約受 7休                箇所      T98007     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D13+D13 時間的制約受 8休                箇所      T98008     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D13+D13 時間的制約無 6休                箇所      T98116     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D13+D13 時間的制約無 7休                箇所      T98117     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D13+D13 時間的制約無 8休                箇所      T98118     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D16+D16 時間的制約受 6休                箇所      T98016     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D16+D16 時間的制約受 7休                箇所      T98017     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D16+D16 時間的制約受 8休                箇所      T98018     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D16+D16 時間的制約無 6休                箇所      T98126     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D16+D16 時間的制約無 7休                箇所      T98127     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D16+D16 時間的制約無 8休                箇所      T98128     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D19+D19 時間的制約受 6休                箇所      T98026     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D19+D19 時間的制約受 7休                箇所      T98027     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D19+D19 時間的制約受 8休                箇所      T98028     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D19+D19 時間的制約無 6休                箇所      T98136     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D19+D19 時間的制約無 7休                箇所      T98137     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D19+D19 時間的制約無 8休                箇所      T98138     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D22+D22 時間的制約受 6休                箇所      T98036     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D22+D22 時間的制約受 7休                箇所      T98037     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D22+D22 時間的制約受 8休                箇所      T98038     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D22+D22 時間的制約無 6休                箇所      T98146     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D22+D22 時間的制約無 7休                箇所      T98147     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D22+D22 時間的制約無 8休                箇所      T98148     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D25+D25 時間的制約受 6休                箇所      T98046     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D25+D25 時間的制約受 7休                箇所      T98047     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D25+D25 時間的制約受 8休                箇所      T98048     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D25+D25 時間的制約無 6休                箇所      T98156     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D25+D25 時間的制約無 7休                箇所      T98157     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D25+D25 時間的制約無 8休                箇所      T98158     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D29+D29 時間的制約受 6休                箇所      T98056     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D29+D29 時間的制約受 7休                箇所      T98057     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D29+D29 時間的制約受 8休                箇所      T98058     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D29+D29 時間的制約無 6休                箇所      T98166     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D29+D29 時間的制約無 7休                箇所      T98167     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D29+D29 時間的制約無 8休                箇所      T98168     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D32+D32 時間的制約受 6休                箇所      T98066     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D32+D32 時間的制約受 7休                箇所      T98067     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D32+D32 時間的制約受 8休                箇所      T98068     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D32+D32 時間的制約無 6休                箇所      T98176     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D32+D32 時間的制約無 7休                箇所      T98177     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D32+D32 時間的制約無 8休                箇所      T98178     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D35+D35 時間的制約受 6休                箇所      T98076     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D35+D35 時間的制約受 7休                箇所      T98077     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D35+D35 時間的制約受 8休                箇所      T98078     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D35+D35 時間的制約無 6休                箇所      T98186     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D35+D35 時間的制約無 7休                箇所      T98187     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D35+D35 時間的制約無 8休                箇所      T98188     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D38+D38 時間的制約受 6休                箇所      T98086     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D38+D38 時間的制約受 7休                箇所      T98087     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D38+D38 時間的制約受 8休                箇所      T98088     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D38+D38 時間的制約無 6休                箇所      T98196     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D38+D38 時間的制約無 7休                箇所      T98197     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D38+D38 時間的制約無 8休                箇所      T98198     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D41+D41 時間的制約受 6休                箇所      T98096     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D41+D41 時間的制約受 7休                箇所      T98097     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D41+D41 時間的制約受 8休                箇所      T98098     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D41+D41 時間的制約無 6休                箇所      T98206     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D41+D41 時間的制約無 7休                箇所      T98207     
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【標準単価】機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間単価の週休２日補正単価
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令和元年6月20日以降適用

【標準単価】機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間単価の週休２日補正単価

本    土 佐    渡

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D41+D41 時間的制約無 8休                箇所      T98208     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D51+D51 時間的制約受 6休                箇所      T98106     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D51+D51 時間的制約受 7休                箇所      T98107     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D51+D51 時間的制約受 8休                箇所      T98108     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D51+D51 時間的制約無 6休                箇所      T98216     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D51+D51 時間的制約無 7休                箇所      T98217     

機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）          D51+D51 時間的制約無 8休                箇所      T98218     
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