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Ａ地区 Ｃ地区 Ｄ地区

納入プラント等 現場

運搬費計上対象距離

地区境

遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更及び地域外からの労働者確保に要する
間接費の設計変更の積算方法に関する試行要領の運用 

第２条関係 
１ 別表１～10の「単価適用地域」における「工事現場の所在する地域の調達地域」からの資
材の調達は、第３項の「設計変更対象項目」としないものとする。

２ 第６項の協議にあっては次の事項を書面により確認し、設計書に添付するものとする。 
（１）地区内から資材を調達することが困難であること（資材会社が供給困難である旨を
示した文書、ＦＡＸ又は電子メール記録等） 

（２）資材の搬入計画（納入予定プラントまたは仮設材運搬基地、地区境（「建設工事積算
基準第 15 編単価」の島根県資材ブロック割で定義する新地区の境界。以下同じ。）と
現場までの距離、設計書上の対象数量）

３ 設計変更する場合の積算方法は次のとおりとする。
なお、運搬費計上対象距離の考え方を下図に示す。

（１）共通事項 
 運搬費の積算方法は、運転時間で計上することを標準とする。 
 運搬台数の算出は、別添「試行要領に基づく積算計上方法について.pdf」による。 
 地区内と地区外両方から資材を調達するなど、資材の調達先が混在する場合は、地
区外から調達する資材の数量を伝票、集計表等で確認し、その数量から運搬台数を算
出するものとする。なお、この場合の資材単価の決定方法は、別添「調達資材単価決
定根拠.xlsx」による。 
 運転時間の算出は、「運搬台数×往復運搬距離÷30km/h」とし、整数止め（小数点
第１位四捨五入）により時間単位で計上する。ただし、四捨五入の結果、運転時間が
0時間となる場合は1時間として計上する。 
 なお、資材の運搬については、施工単価コードを新設する予定である（仮設材運搬
除く）。施工単価コードを設定するまでは、既存の施工単価コード、特殊施工単価（V
コード）により対応する。 

（２）砕石・割栗石・アスファルトの場合
ア 対象資材の単価を、納入プラントが所在する地区における単価に変更する。
イ 納入プラントが所在する地区の地区境から現場までの運搬費（ダンプトラック運
搬）を直接工事費に計上する。 

ウ 運搬費の積算方法は、「Ｓ９０５３ ダンプトラック運転（機－７）」により運転時
間で計上することを標準とする。 
ダンプトラックの規格は現場条件等により決定する。  
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（３）間知ブロック等の場合 
ア 対象資材の単価を、納入工場が所在する地区における単価に変更する。
イ 対象資材を納入する製造工場が所在する地区の地区境から現場までの運搬費（ト
ラック（クレーン装置付）運搬）を直接工事費に計上する。 

ウ 運搬費は、運転時間を計上することとし、次を標準とする。 

１）トラックの規格は次表よる。 
機械名 規 格 （参考）１台当り積載量(m2)
トラック クレーン装置付 ２t積 2t吊 5.7  (2t÷0.35t/m2) 間知ブロックの場合
〃 クレーン装置付 ４t積 2.9t吊 11.4  (4t÷0.35t/m2) 間知ブロックの場合
〃 クレーン装置付 ８t積 2.9t吊 22.8  (8t÷0.35t/m2) 間知ブロックの場合

（注）１．規格は、運搬する量、現場条件等により選定する。
２．張ブロック、連節ブロック、大型ブロック(KP,SP,プレキャスト基礎ブロ
ック)の運搬は、使用する製品の重量から等により適切に判断する。

２）①規格が２t積、４t積の場合は「Ｓ９０５６ クレーン付トラック運転（機－１）」
により計上する。 
②８ｔ積トラック運転1時間当りの単価表は次のとおりとする。 

名 称 単位 数量 摘 要
運転手（特殊） 人 0.17
軽油 Ｌ 建設機械等損料算定表17欄
トラック（クレーン装置付）損料 ｈ 1 建設機械等損料算定表13欄
諸雑費 式 1 [ #91 ]

（注） 摘要欄[  ] 書きは諸雑費コード番号である。 

（４）生コンクリートの場合 
ア 対象資材の単価を、納入プラントが所在する地区における単価に変更する。
イ 納入プラントが所在する地区の地区境から現場までの運搬費（アジテータトラッ
ク運搬）を直接工事費に計上する。 

ウ アジテータトラック運搬の歩掛は次を標準とする。 

１）アジテータトラックの規格は次表による。 

機械名 規格 
（混合容量）

運転1時間当り
換算損料（円）
（15欄）

運転1時間当り
燃料消費量（Ｌ）
（17欄）

（参考） 
１台当り運搬量

ａ ｂ

アジテータ 
トラック 

0.8 ～ 0.9m3

建設機械等損料算定表による

0.9m3以下

1.6 ～ 1.7m3 0.9m3を超え 
1.7m3以下

3.0 ～ 3.2m3 1.7m3を超え 
3.2m3以下

4.4m3 3.2m3 超え 
4.4m3以下

（注） １．規格は、１回当たり運搬量、現場条件等により選定する。
 ２．１回当たり運搬量は打設計画等により適切に判断する。 
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２）アジテータトラック1時間当りの単価表は次表による。 
名 称 単位 数量 摘 要

運転手（一般） 人 0.20
軽油 Ｌ 建設機械等損料算定表17欄
アジテータトラック損料 ｈ 1 建設機械等損料算定表13欄
諸雑費 式 1 [ #91 ]

（注） 摘要欄[  ] 書きは諸雑費コード番号である。 

（５）仮設材の場合 
 「S1000007仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）運搬」によることを
標準とする。 
仮設材運搬基地から現場までの運搬費を変更する。なお、仮設材は敷鉄板のみ対象
とする。 

４ 第７項の協議において提出を受けた書類は、すべて設計書に添付するものとする。 

第３条関係 
１ 建設工事積算基準（島根県農林水産部・土木部）に規定する工種区分以外を使用する工事
は、第２項の「対象工事」としないものとする。また、建設工事積算基準（島根県農林水産
部・土木部）のうち次に掲げるものについても、第２項の「対象工事」としないものとする。 
第 Ⅸ 編 機械設備 機械設備工事
第１０編 下水道 下水道用設計標準歩掛表第２巻ポンプ場・処理場施設（機械

設備）編、（電気設備）編、（建築・建築設備）編を適用する
工事

第１３編 農業農村整備 干拓工事、施設機械
第１４編 森林整備 森林整備B

２ 第３項の「実績変更対象間接費」の具体的な内容は次のとおりである。
費 目 率分に含まれる主な項目

営繕費 借上費 ・建物を建築する代わりに貸ビル、マンション、民家等
を長期借上げした場合に要した費用

宿泊費 ・労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費
用

労働者送迎費 ・労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送
（水上輸送を含む）をするために要した費用（運転手
賃金、車両損料、燃料費等含む）

労務管理費 募集・解散費 ・労働者の赴任手当、帰省旅費及び解散手当
賃金以外の食事、通
勤等に要する費用 

・労働者の早出、残業時の食事費（事業主負担分）、食事
補助費 
・支給した交通費 
労働者の住宅から、会社または現場までの交通機関等
の実費費用に応じて支給される手当 
遠隔地の工事等で、労働者個人が立替払いした旅費の
支弁に当たる手当



運用－4 

３ 設計変更する場合の積算方法は次のとおりとする。 
（１） 実績変更対象間接費の算出は、別添「実績変更対象間接費（積上げ）算出表

_0401○○.xlsx」による。 
（２） 積算計上方法は、別添「試行要領に基づく積算計上方法について.pdf」による。 

４ 第７項の協議において提出を受けた書類は、すべて設計書に添付するものとする。 



４ 第４項の「予定価格の算出の基礎とした設計額における実績変更対象間接費の割合」は、

　　次のとおりとする。

公共土木事業

費目

工種区分

河川工事 9.19 ％ 1.29 ％

河川・道路構造物工事 17.81 ％ 2.23 ％

海岸工事（旧建設省） 13.61 ％ 1.77 ％

道路改良工事 12.82 ％ 1.59 ％

鋼橋架設工事 28.64 ％ 3.21 ％

ＰＣ橋工事 18.84 ％ 2.10 ％

舗装工事 11.25 ％ 1.31 ％

砂防・地すべり等工事 11.84 ％ 1.43 ％

公園工事 10.64 ％ 1.14 ％

電線共同溝工事 11.76 ％ 1.39 ％

情報ボックス工事 16.60 ％ 2.18 ％

橋梁保全工事 22.04 ％ 1.82 ％

道路維持工事 14.93 ％ 1.18 ％

河川維持工事 10.64 ％ 1.12 ％

（１） 19.98 ％ 1.14 ％

（２） 15.66 ％ 1.84 ％

トンネル工事 15.69 ％ 2.07 ％

（１） 15.80 ％ 1.61 ％

（２） 9.45 ％ 1.26 ％

（３） 6.70 ％ 1.33 ％

（４） 18.33 ％ 2.08 ％

コンクリートダム工事 12.67 ％ 2.43 ％

フィルダム工事 7.27 ％ 1.01 ％

共通仮設費（率分）に占める実績
変更対象間接費（労働者送迎費、
宿泊費、借上費）の割合

現場管理費に占める実績変更対象
間接費（募集及び解散に要する費
用、賃金以外の食事、通勤等に要
する費用）の割合

共同溝等工事

下水道工事
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農業農村整備事業

費目

工種区分

ほ場整備工事 6.07 ％ 1.38 ％

農用地造成工事 4.49 ％ 2.04 ％

舗装工事 11.25 ％ 1.31 ％

道路改良工事 12.82 ％ 1.58 ％

水路トンネル工事 8.70 ％ 1.99 ％

水路工事 8.19 ％ 1.44 ％

排水路工事 9.37 ％ 2.04 ％

河川工事 9.19 ％ 1.28 ％

管水路工事 8.27 ％ 1.65 ％

管更生工事 18.33 ％ 2.08 ％

畑かん施設工事 7.35 ％ 0.84 ％

干拓工事 － －

海岸工事 12.63 ％ 1.21 ％

コンクリート補修工事 6.98 ％ 2.55 ％

ため池工事 4.10 ％ 0.93 ％

（１） 11.53 ％ 1.79 ％

（２） 9.40 ％ 2.62 ％

フィルダム工事 8.93 ％ 2.96 ％

コンクリートダム工事 12.67 ％ 2.43 ％

河川・道路構造物工事 17.81 ％ 2.23 ％

ＰＣ橋工事 18.84 ％ 2.10 ％

鋼橋架設工事 28.64 ％ 3.21 ％

公園工事 10.64 ％ 1.14 ％

トンネル工事 15.69 ％ 2.07 ％

橋梁保全工事 22.04 ％ 1.82 ％

共通仮設費（率分）に占める実績
変更対象間接費（労働者送迎費、
宿泊費、借上費）の割合

現場管理費に占める実績変更対象
間接費（募集及び解散に要する費
用、賃金以外の食事、通勤等に要
する費用）の割合

その他土木工事
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森林整備事業

費目

工種区分

河川工事 9.19 ％ 1.28 ％

河川・道路構造物工事 17.81 ％ 2.21 ％

治山・地すべり等工事 11.84 ％ 1.42 ％

海岸工事 13.61 ％ 1.75 ％

Ａ 10.64 ％ 1.13 ％

Ｂ － －

道路工事 12.82 ％ 1.58 ％

鋼橋架設工事 28.64 ％ 3.19 ％

ＰＣ橋工事 18.84 ％ 2.08 ％

橋梁保全工事 22.04 ％ 1.82 ％

舗装工事 11.25 ％ 1.31 ％

トンネル工事 15.69 ％ 2.06 ％

道路維持工事 14.93 ％ 1.16 ％

公園工事 10.64 ％ 1.13 ％

港湾・漁港漁場整備事業

費目

工種区分

港湾構造物工事 15.24 ％ 2.03 ％

港湾浚渫工事 12.91 ％ 2.32 ％

海岸工事（旧運輸省） 13.61 ％ 1.77 ％

共通仮設費（率分）に占める実績
変更対象間接費（労働者送迎費、
宿泊費、借上費）の割合

現場管理費に占める実績変更対象
間接費（募集及び解散に要する費
用、賃金以外の食事、通勤等に要
する費用）の割合
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森林整備

共通仮設費（率分）に占める実績
変更対象間接費（労働者送迎費、
宿泊費、借上費）の割合

現場管理費に占める実績変更対象
間接費（募集及び解散に要する費
用、賃金以外の食事、通勤等に要
する費用）の割合



資材名： 生コンクリート

旧地区名 新地区名 地域１ 地域２ 地域３

松江県土整備事務 松江１ 松江Ａ 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 松江Ａ 松江Ｂ 松江Ｄ

松江１ 松江Ｂ 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 松江Ａ 松江Ｂ 松江Ｄ

松江１ 松江Ｃ 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 松江Ａ 松江Ｂ 松江Ｄ

松江１ 松江Ｄ 旧宍道町、旧玉湯町 松江Ａ 松江Ｂ 松江Ｄ

松江２ 松江Ｅ 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） 松江Ａ 松江Ｂ 松江Ｄ

松江２ 松江Ｆ 旧美保関町（大字片江、森山） 松江Ａ 松江Ｂ 松江Ｄ

松江２ 松江Ｇ 旧美保関町（大字七類、福浦） 松江Ａ 松江Ｂ 松江Ｄ

松江２ 松江Ｈ 旧美保関町（大字諸喰、美保関、雲津） 松江Ａ 松江Ｂ 松江Ｄ

広瀬土木事業所 広瀬１ 安来Ａ 旧安来市 安来Ａ

広瀬１ 安来Ｂ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） 安来Ａ

広瀬１ 安来Ｃ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） 安来Ａ

広瀬２ 安来Ｄ 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） 安来Ａ

広瀬２ 安来Ｅ 旧広瀬町（上山佐、布部） 安来Ａ

広瀬２ 安来Ｆ 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） 安来Ａ

雲南県土整備事務所 雲南１ 雲南Ａ 雲南市（掛合町、吉田町を除く） 雲南Ａ

雲南２ 雲南Ｂ 旧掛合町 雲南Ａ 雲南Ｄ

雲南２ 雲南Ｃ 旧吉田村 雲南Ａ 雲南Ｄ

雲南３ 雲南Ｄ 飯南町 雲南Ａ 雲南Ｄ

仁多土木事業所 仁多 仁多Ａ 旧仁多町 仁多Ａ

仁多 仁多Ｂ 旧横田町 仁多Ａ

出雲県土整備事務所 出雲１ 出雲Ａ 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 出雲Ａ

出雲１ 出雲Ｂ 旧湖陵町、旧多伎町 出雲Ａ

出雲２ 出雲Ｃ 出雲市（平田市） 出雲Ａ

出雲３ 出雲Ｄ 出雲市（佐田町） 出雲Ａ

大田事業所 大田 大田Ａ 旧大田市 大田Ａ

大田 大田Ｂ 旧温泉津町 大田Ａ

大田 大田Ｃ 旧仁摩町 大田Ａ

県央県土整備事務所 県央１ 県央Ａ 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） 県央Ａ

県央１ 県央Ｂ 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） 県央Ａ

県央２ 県央Ｃ 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） 県央Ａ

浜田県土整備事務所 浜田１ 浜田Ａ 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 浜田Ａ 浜田Ｂ

浜田１ 浜田Ｂ 旧江津市（渡津町、松川町以東） 浜田Ａ 浜田Ｂ

浜田２ 浜田Ｃ 旧金城町（大字上来原、久佐以北） 浜田Ｃ

浜田２ 浜田Ｄ 旧金城町（大字小国以南） 浜田Ｃ

浜田２ 浜田Ｅ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） 浜田Ａ

浜田２ 浜田Ｆ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） 浜田Ａ

浜田３ 浜田Ｇ 江津市（桜江町） 浜田Ｂ 浜田Ｇ

浜田２ 浜田Ｈ 旧旭町 浜田Ｃ

益田県土整備事務所 益田１ 益田Ａ 益田市（美都町、匹見町を除く） 益田Ａ

益田２ 益田Ｂ 益田市（美都町） 益田Ａ

益田３ 益田Ｃ 益田市（匹見町） -

津和野土木事業所 津和野１ 津和野Ａ 旧津和野町 津和野A

津和野１ 津和野Ｂ 旧日原町 津和野A

津和野２ 津和野Ｃ 吉賀町（旧柿木村） 津和野A 津和野Ｄ

津和野３ 津和野Ｄ 吉賀町（旧六日市町） 津和野Ｄ

隠岐支庁県土整備局 隠岐１ 隠岐Ａ 旧西郷町 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｂ 旧布施村 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｃ 旧都万村 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｄ 旧五箇村 隠岐Ａ

隠岐２ 隠岐Ｅ 西ノ島町 隠岐Ｅ

隠岐２ 隠岐Ｆ 海士町 隠岐Ｆ

隠岐３ 隠岐Ｇ 知夫村 -

（別　表　1）

事務所名
単価適用地域

単価適用地域（詳細）
工事現場の所在する地域の調達地域

運用－8



資材名： アスファルト合材（再生材含む）

旧地区名 新地区名 地域１ 地域２ 地域３ 地域４ 地域５

松江県土整備事務 松江１ 松江Ａ 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 松江Ｃ 松江Ｄ 出雲Ａ

松江１ 松江Ｂ 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 松江Ｃ 松江Ｄ 出雲Ａ

松江１ 松江Ｃ 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 松江Ｃ 松江Ｄ 出雲Ａ

松江１ 松江Ｄ 旧宍道町、旧玉湯町 松江Ｃ 松江Ｄ 出雲Ａ

松江２ 松江Ｅ 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） 松江Ｃ 出雲Ａ

松江２ 松江Ｆ 旧美保関町（大字片江、森山） 松江Ｃ 出雲Ａ

松江２ 松江Ｇ 旧美保関町（大字七類、福浦） 松江Ｃ 出雲Ａ

松江２ 松江Ｈ 旧美保関町（大字諸喰、美保関、雲津） 松江Ｃ 出雲Ａ

広瀬土木事業所 広瀬１ 安来Ａ 旧安来市 松江Ｃ 出雲Ａ

広瀬１ 安来Ｂ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） 松江Ｃ 出雲Ａ

広瀬１ 安来Ｃ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） 松江Ｃ 出雲Ａ

広瀬２ 安来Ｄ 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） 松江Ｃ 出雲Ａ

広瀬２ 安来Ｅ 旧広瀬町（上山佐、布部） 松江Ｃ 出雲Ａ

広瀬２ 安来Ｆ 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） 松江Ｃ 出雲Ａ

雲南県土整備事務所 雲南１ 雲南Ａ 雲南市（掛合町、吉田町を除く） 松江Ｃ 松江Ｄ 仁多Ｂ 出雲Ａ

雲南２ 雲南Ｂ 旧掛合町 松江Ｃ 松江Ｄ 仁多Ｂ 出雲Ａ 大田Ａ

雲南２ 雲南Ｃ 旧吉田村 松江Ｃ 松江Ｄ 仁多Ｂ 出雲Ａ 大田Ａ

雲南３ 雲南Ｄ 飯南町 松江Ｃ 松江Ｄ 仁多Ｂ 出雲Ａ 大田Ａ

仁多土木事業所 仁多 仁多Ａ 旧仁多町 松江Ｃ 松江Ｄ 仁多Ｂ 出雲Ａ

仁多 仁多Ｂ 旧横田町 松江Ｃ 松江Ｄ 仁多Ｂ 出雲Ａ

出雲県土整備事務所 出雲１ 出雲Ａ 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 出雲Ａ 出雲Ｂ 松江Ｄ 大田Ａ

出雲１ 出雲Ｂ 旧湖陵町、旧多伎町 出雲Ａ 出雲Ｂ 松江Ｄ 大田Ａ

出雲２ 出雲Ｃ 出雲市（平田市） 出雲Ａ 出雲Ｂ 松江Ｄ

出雲３ 出雲Ｄ 出雲市（佐田町） 出雲Ａ 出雲Ｂ 松江Ｄ 大田Ａ

大田事業所 大田 大田Ａ 旧大田市 大田Ａ 出雲Ａ 県央Ａ

大田 大田Ｂ 旧温泉津町 大田Ａ 出雲Ａ 県央Ａ

大田 大田Ｃ 旧仁摩町 大田Ａ 出雲Ａ 県央Ａ

県央県土整備事務所 県央１ 県央Ａ 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） 県央Ａ 大田Ａ

県央１ 県央Ｂ 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） 県央Ａ 大田Ａ

県央２ 県央Ｃ 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） 県央Ａ 大田Ａ

浜田県土整備事務所 浜田１ 浜田Ａ 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 浜田Ａ 大田Ａ

浜田１ 浜田Ｂ 旧江津市（渡津町、松川町以東） 浜田Ａ 大田Ａ

浜田２ 浜田Ｃ 旧金城町（大字上来原、久佐以北） 浜田Ａ

浜田２ 浜田Ｄ 旧金城町（大字小国以南） 浜田Ａ

浜田２ 浜田Ｅ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） 浜田Ａ

浜田２ 浜田Ｆ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） 浜田Ａ

浜田３ 浜田Ｇ 江津市（桜江町） 浜田Ａ 大田Ａ

浜田２ 浜田Ｈ 旧旭町 浜田Ａ

益田県土整備事務所 益田１ 益田Ａ 益田市（美都町、匹見町を除く） 益田Ａ 浜田Ａ

益田２ 益田Ｂ 益田市（美都町） 益田Ａ 浜田Ａ

益田３ 益田Ｃ 益田市（匹見町） 益田Ａ 浜田Ａ

津和野土木事業所 津和野１ 津和野Ａ 旧津和野町 益田Ａ 浜田Ａ

津和野１ 津和野Ｂ 旧日原町 益田Ａ 浜田Ａ

津和野２ 津和野Ｃ 吉賀町（旧柿木村） 益田Ａ 浜田Ａ

津和野３ 津和野Ｄ 吉賀町（旧六日市町） 益田Ａ 浜田Ａ

隠岐支庁県土整備局 隠岐１ 隠岐Ａ 旧西郷町 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｂ 旧布施村 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｃ 旧都万村 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｄ 旧五箇村 隠岐Ａ

隠岐２ 隠岐Ｅ 西ノ島町 隠岐Ｅ

隠岐２ 隠岐Ｆ 海士町 隠岐Ｆ

隠岐３ 隠岐Ｇ 知夫村 -

運用－9

（別　表　2）

事務所名
単価適用地域

単価適用地域（詳細）
工事現場の所在する地域の調達地域



資材名： コンクリート用砂,砕石,路盤置換用砂

旧地区名 新地区名 地域１ 地域２ 地域３ 地域４ 地域５

松江県土整備事務 松江１ 松江Ａ 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 松江Ｃ 安来Ｄ 安来Ｅ 仁多Ｂ

松江１ 松江Ｂ 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 松江Ｃ 安来Ｄ 安来Ｅ 仁多Ｂ

松江１ 松江Ｃ 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 松江Ｃ 安来Ｄ 安来Ｅ 仁多Ｂ

松江１ 松江Ｄ 旧宍道町、旧玉湯町 松江Ｃ 安来Ｄ 安来Ｅ 仁多Ｂ

松江２ 松江Ｅ 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） 松江Ｃ 安来Ｄ 安来Ｅ 仁多Ｂ

松江２ 松江Ｆ 旧美保関町（大字片江、森山） 松江Ｃ 安来Ｄ 安来Ｅ 仁多Ｂ

松江２ 松江Ｇ 旧美保関町（大字七類、福浦） 松江Ｃ 安来Ｄ 安来Ｅ 仁多Ｂ

松江２ 松江Ｈ 旧美保関町（大字諸喰、美保関、雲津） 松江Ｃ 安来Ｄ 安来Ｅ 仁多Ｂ

広瀬土木事業所 広瀬１ 安来Ａ 旧安来市 松江Ｃ 安来Ｂ 安来Ｄ 安来Ｅ 仁多Ｂ

広瀬１ 安来Ｂ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） 安来Ｂ 安来Ｄ 安来Ｅ 仁多Ｂ

広瀬１ 安来Ｃ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） 安来Ｂ 安来Ｄ 安来Ｅ 仁多Ｂ

広瀬２ 安来Ｄ 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） 安来Ｂ 安来Ｄ 安来Ｅ 仁多Ｂ

広瀬２ 安来Ｅ 旧広瀬町（上山佐、布部） 安来Ｂ 安来Ｄ 安来Ｅ 仁多Ｂ

広瀬２ 安来Ｆ 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） 安来Ｂ 安来Ｄ 安来Ｅ 仁多Ｂ

雲南県土整備事務所 雲南１ 雲南Ａ 雲南市（掛合町、吉田町を除く） 仁多Ｂ

雲南２ 雲南Ｂ 旧掛合町 仁多Ｂ

雲南２ 雲南Ｃ 旧吉田村 仁多Ｂ

雲南３ 雲南Ｄ 飯南町 仁多Ｂ

仁多土木事業所 仁多 仁多Ａ 旧仁多町 仁多Ｂ

仁多 仁多Ｂ 旧横田町 仁多Ｂ

出雲県土整備事務所 出雲１ 出雲Ａ 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 松江Ｃ 仁多Ｂ

出雲１ 出雲Ｂ 旧湖陵町、旧多伎町 仁多Ｂ 大田Ａ

出雲２ 出雲Ｃ 出雲市（平田市） 仁多Ｂ 大田Ａ

出雲３ 出雲Ｄ 出雲市（佐田町） 仁多Ｂ

大田事業所 大田 大田Ａ 旧大田市 大田Ａ 仁多Ｂ

大田 大田Ｂ 旧温泉津町 大田Ａ 仁多Ｂ 浜田Ｂ

大田 大田Ｃ 旧仁摩町 大田Ａ 仁多Ｂ

県央県土整備事務所 県央１ 県央Ａ 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） 県央Ａ 大田Ａ 浜田Ｈ

県央１ 県央Ｂ 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） 県央Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

県央２ 県央Ｃ 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） 県央Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田県土整備事務所 浜田１ 浜田Ａ 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田１ 浜田Ｂ 旧江津市（渡津町、松川町以東） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田２ 浜田Ｃ 旧金城町（大字上来原、久佐以北） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田２ 浜田Ｄ 旧金城町（大字小国以南） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田２ 浜田Ｅ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田２ 浜田Ｆ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田３ 浜田Ｇ 江津市（桜江町） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田２ 浜田Ｈ 旧旭町 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

益田県土整備事務所 益田１ 益田Ａ 益田市（美都町、匹見町を除く） 益田Ａ 益田Ｃ

益田２ 益田Ｂ 益田市（美都町） 益田Ａ 益田Ｃ 浜田Ａ

益田３ 益田Ｃ 益田市（匹見町） 益田Ａ 益田Ｃ

津和野土木事業所 津和野１ 津和野Ａ 旧津和野町 益田Ａ 益田Ｃ

津和野１ 津和野Ｂ 旧日原町 益田Ａ 益田Ｃ

津和野２ 津和野Ｃ 吉賀町（旧柿木村） 益田Ａ 益田Ｃ

津和野３ 津和野Ｄ 吉賀町（旧六日市町） 益田Ａ 益田Ｃ

隠岐支庁県土整備局 隠岐１ 隠岐Ａ 旧西郷町 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｂ 旧布施村 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｃ 旧都万村 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｄ 旧五箇村 隠岐Ａ

隠岐２ 隠岐Ｅ 西ノ島町 隠岐Ａ

隠岐２ 隠岐Ｆ 海士町 隠岐Ａ

隠岐３ 隠岐Ｇ 知夫村 隠岐Ａ

（別　表　3）

事務所名
単価適用地域

単価適用地域（詳細）
工事現場の所在する地域の調達地域

運用－10



資材名： 砕石（M-30,M-40,C-30,C-40)

旧地区名 新地区名 地域１ 地域２ 地域３ 地域４

松江県土整備事務 松江１ 松江Ａ 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 松江Ａ 松江Ｃ

松江１ 松江Ｂ 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 松江Ａ 松江Ｃ

松江１ 松江Ｃ 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 松江Ａ 松江Ｃ

松江１ 松江Ｄ 旧宍道町、旧玉湯町 松江Ａ 松江Ｃ

松江２ 松江Ｅ 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） 松江Ａ 松江Ｃ

松江２ 松江Ｆ 旧美保関町（大字片江、森山） 松江Ａ 松江Ｃ

松江２ 松江Ｇ 旧美保関町（大字七類、福浦） 松江Ａ 松江Ｃ

松江２ 松江Ｈ 旧美保関町（大字諸喰、美保関、雲津） 松江Ａ 松江Ｃ

広瀬土木事業所 広瀬１ 安来Ａ 旧安来市 安来Ｂ 松江Ａ 松江Ｃ

広瀬１ 安来Ｂ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） 安来Ｂ 松江Ａ

広瀬１ 安来Ｃ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） 安来Ｂ 松江Ａ

広瀬２ 安来Ｄ 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） 安来Ｂ 松江Ａ

広瀬２ 安来Ｅ 旧広瀬町（上山佐、布部） 安来Ｂ 松江Ａ

広瀬２ 安来Ｆ 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） 安来Ｂ 松江Ａ

雲南県土整備事務所 雲南１ 雲南Ａ 雲南市（掛合町、吉田町を除く） 松江Ｃ 出雲Ａ 仁多Ｂ

雲南２ 雲南Ｂ 旧掛合町 松江Ｃ 出雲Ａ 出雲Ｄ 仁多Ｂ

雲南２ 雲南Ｃ 旧吉田村 松江Ｃ 出雲Ａ 出雲Ｄ 仁多Ｂ

雲南３ 雲南Ｄ 飯南町 松江Ｃ 出雲Ａ 出雲Ｄ 仁多Ｂ

仁多土木事業所 仁多 仁多Ａ 旧仁多町 仁多Ｂ

仁多 仁多Ｂ 旧横田町 仁多Ｂ

出雲県土整備事務所 出雲１ 出雲Ａ 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 出雲Ａ 出雲Ｄ

出雲１ 出雲Ｂ 旧湖陵町、旧多伎町 出雲Ａ 出雲Ｄ

出雲２ 出雲Ｃ 出雲市（平田市） 出雲Ａ

出雲３ 出雲Ｄ 出雲市（佐田町） 出雲Ａ 出雲Ｄ

大田事業所 大田 大田Ａ 旧大田市 大田Ａ

大田 大田Ｂ 旧温泉津町 大田Ａ

大田 大田Ｃ 旧仁摩町 大田Ａ

県央県土整備事務所 県央１ 県央Ａ 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） 県央Ａ 浜田Ｇ 浜田Ｈ

県央１ 県央Ｂ 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） 県央Ａ 浜田Ｇ

県央２ 県央Ｃ 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） 県央Ａ 浜田Ｇ

浜田県土整備事務所 浜田１ 浜田Ａ 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田１ 浜田Ｂ 旧江津市（渡津町、松川町以東） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田２ 浜田Ｃ 旧金城町（大字上来原、久佐以北） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田２ 浜田Ｄ 旧金城町（大字小国以南） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田２ 浜田Ｅ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田２ 浜田Ｆ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田３ 浜田Ｇ 江津市（桜江町） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｇ

浜田２ 浜田Ｈ 旧旭町 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

益田県土整備事務所 益田１ 益田Ａ 益田市（美都町、匹見町を除く） 益田Ａ 益田Ｃ

益田２ 益田Ｂ 益田市（美都町） 益田Ａ 益田Ｃ 浜田Ａ

益田３ 益田Ｃ 益田市（匹見町） 益田Ａ 益田Ｃ

津和野土木事業所 津和野１ 津和野Ａ 旧津和野町 益田Ａ 益田Ｃ

津和野１ 津和野Ｂ 旧日原町 益田Ａ 益田Ｃ

津和野２ 津和野Ｃ 吉賀町（旧柿木村） 益田Ａ 益田Ｃ

津和野３ 津和野Ｄ 吉賀町（旧六日市町） 益田Ａ 益田Ｃ

隠岐支庁県土整備局 隠岐１ 隠岐Ａ 旧西郷町 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｂ 旧布施村 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｃ 旧都万村 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｄ 旧五箇村 隠岐Ａ

隠岐２ 隠岐Ｅ 西ノ島町 隠岐Ａ

隠岐２ 隠岐Ｆ 海士町 隠岐Ａ

隠岐３ 隠岐Ｇ 知夫村 隠岐Ａ

運用－11

（別　表　4）

事務所名
単価適用地域

単価適用地域（詳細）
工事現場の所在する地域の調達地域



資材名： 割ぐり石(150～50mm,200～150mm)

旧地区名 新地区名 地域１ 地域２ 地域３ 地域４

松江県土整備事務 松江１ 松江Ａ 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 松江Ａ 松江Ｃ

松江１ 松江Ｂ 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 松江Ａ 松江Ｃ

松江１ 松江Ｃ 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 松江Ａ 松江Ｃ

松江１ 松江Ｄ 旧宍道町、旧玉湯町 松江Ａ 松江Ｃ

松江２ 松江Ｅ 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） 松江Ａ 松江Ｃ

松江２ 松江Ｆ 旧美保関町（大字片江、森山） 松江Ａ 松江Ｃ

松江２ 松江Ｇ 旧美保関町（大字七類、福浦） 松江Ａ 松江Ｃ

松江２ 松江Ｈ 旧美保関町（大字諸喰、美保関、雲津） 松江Ａ 松江Ｃ

広瀬土木事業所 広瀬１ 安来Ａ 旧安来市 安来Ｂ 松江Ａ 松江Ｃ

広瀬１ 安来Ｂ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） 安来Ｂ 松江Ａ

広瀬１ 安来Ｃ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） 安来Ｂ 松江Ａ

広瀬２ 安来Ｄ 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） 安来Ｂ 松江Ａ

広瀬２ 安来Ｅ 旧広瀬町（上山佐、布部） 安来Ｂ 松江Ａ

広瀬２ 安来Ｆ 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） 安来Ｂ 松江Ａ

雲南県土整備事務所 雲南１ 雲南Ａ 雲南市（掛合町、吉田町を除く） 松江Ｃ 仁多Ｂ 出雲Ａ

雲南２ 雲南Ｂ 旧掛合町 松江Ｃ 仁多Ｂ 出雲Ａ 出雲Ｄ

雲南２ 雲南Ｃ 旧吉田村 松江Ｃ 仁多Ｂ 出雲Ａ 出雲Ｄ

雲南３ 雲南Ｄ 飯南町 松江Ｃ 仁多Ｂ 出雲Ａ 出雲Ｄ

仁多土木事業所 仁多 仁多Ａ 旧仁多町 仁多Ｂ

仁多 仁多Ｂ 旧横田町 仁多Ｂ

出雲県土整備事務所 出雲１ 出雲Ａ 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 出雲Ａ 出雲Ｄ

出雲１ 出雲Ｂ 旧湖陵町、旧多伎町 出雲Ａ 出雲Ｄ

出雲２ 出雲Ｃ 出雲市（平田市） 出雲Ａ

出雲３ 出雲Ｄ 出雲市（佐田町） 出雲Ａ 出雲Ｄ

大田事業所 大田 大田Ａ 旧大田市 大田Ａ

大田 大田Ｂ 旧温泉津町 大田Ａ

大田 大田Ｃ 旧仁摩町 大田Ａ

県央県土整備事務所 県央１ 県央Ａ 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） 県央Ａ 浜田Ｇ 浜田Ｈ

県央１ 県央Ｂ 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） 県央Ａ 浜田Ｇ

県央２ 県央Ｃ 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） 県央Ａ 浜田Ｇ

浜田県土整備事務所 浜田１ 浜田Ａ 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田１ 浜田Ｂ 旧江津市（渡津町、松川町以東） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田２ 浜田Ｃ 旧金城町（大字上来原、久佐以北） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田２ 浜田Ｄ 旧金城町（大字小国以南） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田２ 浜田Ｅ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田２ 浜田Ｆ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田３ 浜田Ｇ 江津市（桜江町） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｇ

浜田２ 浜田Ｈ 旧旭町 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

益田県土整備事務所 益田１ 益田Ａ 益田市（美都町、匹見町を除く） 益田Ａ 益田Ｃ

益田２ 益田Ｂ 益田市（美都町） 益田Ａ 益田Ｃ 浜田Ａ

益田３ 益田Ｃ 益田市（匹見町） 益田Ａ 益田Ｃ

津和野土木事業所 津和野１ 津和野Ａ 旧津和野町 益田Ａ 益田Ｃ

津和野１ 津和野Ｂ 旧日原町 益田Ａ 益田Ｃ

津和野２ 津和野Ｃ 吉賀町（旧柿木村） 益田Ａ 益田Ｃ

津和野３ 津和野Ｄ 吉賀町（旧六日市町） 益田Ａ 益田Ｃ

隠岐支庁県土整備局 隠岐１ 隠岐Ａ 旧西郷町 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｂ 旧布施村 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｃ 旧都万村 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｄ 旧五箇村 隠岐Ａ

隠岐２ 隠岐Ｅ 西ノ島町 隠岐Ａ

隠岐２ 隠岐Ｆ 海士町 隠岐Ａ

隠岐３ 隠岐Ｇ 知夫村 隠岐Ａ

（別　表　5）

事務所名
単価適用地域

単価適用地域（詳細）
工事現場の所在する地域の調達地域

運用－12



資材名： 再生クラッシャラン(30～0mm,40~0mm)

旧地区名 新地区名 地域１ 地域２ 地域３ 地域４

松江県土整備事務 松江１ 松江Ａ 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 松江Ａ 松江Ｃ

松江１ 松江Ｂ 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 松江Ａ 松江Ｃ

松江１ 松江Ｃ 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 松江Ａ 松江Ｃ

松江１ 松江Ｄ 旧宍道町、旧玉湯町 松江Ａ 松江Ｃ

松江２ 松江Ｅ 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） 松江Ａ 松江Ｃ

松江２ 松江Ｆ 旧美保関町（大字片江、森山） 松江Ａ 松江Ｃ

松江２ 松江Ｇ 旧美保関町（大字七類、福浦） 松江Ａ 松江Ｃ

松江２ 松江Ｈ 旧美保関町（大字諸喰、美保関、雲津） 松江Ａ 松江Ｃ

広瀬土木事業所 広瀬１ 安来Ａ 旧安来市 安来Ｂ 松江Ａ 松江Ｃ

広瀬１ 安来Ｂ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） 安来Ｂ 松江Ａ

広瀬１ 安来Ｃ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） 安来Ｂ 松江Ａ

広瀬２ 安来Ｄ 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） 安来Ｂ 松江Ａ

広瀬２ 安来Ｅ 旧広瀬町（上山佐、布部） 安来Ｂ 松江Ａ

広瀬２ 安来Ｆ 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） 安来Ｂ 松江Ａ

雲南県土整備事務所 雲南１ 雲南Ａ 雲南市（掛合町、吉田町を除く） 雲南Ａ 仁多Ｂ 出雲Ａ

雲南２ 雲南Ｂ 旧掛合町 雲南Ａ 仁多Ｂ 出雲Ａ 出雲Ｄ

雲南２ 雲南Ｃ 旧吉田村 雲南Ａ 仁多Ｂ 出雲Ａ 出雲Ｄ

雲南３ 雲南Ｄ 飯南町 雲南Ａ 仁多Ｂ 出雲Ａ 出雲Ｄ

仁多土木事業所 仁多 仁多Ａ 旧仁多町 仁多Ｂ 雲南Ａ

仁多 仁多Ｂ 旧横田町 仁多Ｂ 雲南Ａ

出雲県土整備事務所 出雲１ 出雲Ａ 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 出雲Ａ 出雲Ｄ

出雲１ 出雲Ｂ 旧湖陵町、旧多伎町 出雲Ａ 出雲Ｄ

出雲２ 出雲Ｃ 出雲市（平田市） 出雲Ａ

出雲３ 出雲Ｄ 出雲市（佐田町） 出雲Ａ 出雲Ｄ

大田事業所 大田 大田Ａ 旧大田市 大田Ａ

大田 大田Ｂ 旧温泉津町 大田Ａ

大田 大田Ｃ 旧仁摩町 大田Ａ

県央県土整備事務所 県央１ 県央Ａ 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） 県央Ａ 浜田Ｇ 浜田Ｈ

県央１ 県央Ｂ 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） 県央Ａ 浜田Ｇ

県央２ 県央Ｃ 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） 県央Ａ 浜田Ｇ

浜田県土整備事務所 浜田１ 浜田Ａ 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 浜田Ａ 浜田Ｂ

浜田１ 浜田Ｂ 旧江津市（渡津町、松川町以東） 浜田Ａ 浜田Ｂ

浜田２ 浜田Ｃ 旧金城町（大字上来原、久佐以北） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田２ 浜田Ｄ 旧金城町（大字小国以南） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田２ 浜田Ｅ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田２ 浜田Ｆ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

浜田３ 浜田Ｇ 江津市（桜江町） 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｇ

浜田２ 浜田Ｈ 旧旭町 浜田Ａ 浜田Ｂ 浜田Ｈ

益田県土整備事務所 益田１ 益田Ａ 益田市（美都町、匹見町を除く） 益田Ａ 益田Ｃ 浜田Ａ

益田２ 益田Ｂ 益田市（美都町） 益田Ａ 益田Ｃ 浜田Ａ

益田３ 益田Ｃ 益田市（匹見町） 益田Ａ 益田Ｃ

津和野土木事業所 津和野１ 津和野Ａ 旧津和野町 津和野Ａ 津和野Ｃ 益田Ａ 益田Ｃ

津和野１ 津和野Ｂ 旧日原町 津和野Ａ 津和野Ｃ 益田Ａ 益田Ｃ

津和野２ 津和野Ｃ 吉賀町（旧柿木村） 津和野Ａ 津和野Ｃ 益田Ａ 益田Ｃ

津和野３ 津和野Ｄ 吉賀町（旧六日市町） 津和野Ａ 津和野Ｃ 益田Ａ 益田Ｃ

隠岐支庁県土整備局 隠岐１ 隠岐Ａ 旧西郷町 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｂ 旧布施村 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｃ 旧都万村 隠岐Ａ

隠岐１ 隠岐Ｄ 旧五箇村 隠岐Ａ

隠岐２ 隠岐Ｅ 西ノ島町 隠岐Ａ

隠岐２ 隠岐Ｆ 海士町 隠岐Ａ 隠岐Ｆ

隠岐３ 隠岐Ｇ 知夫村 -

運用－13

（別　表　6）

事務所名
単価適用地域

単価適用地域（詳細）
工事現場の所在する地域の調達地域



資材名： 間知ブロック

旧地区名 新地区名 地域１ 地域２

松江県土整備事務 松江１ 松江Ａ 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 安来Ａ

松江１ 松江Ｂ 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 安来Ａ

松江１ 松江Ｃ 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 安来Ａ

松江１ 松江Ｄ 旧宍道町、旧玉湯町 安来Ａ

松江２ 松江Ｅ 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） 安来Ａ

松江２ 松江Ｆ 旧美保関町（大字片江、森山） 安来Ａ

松江２ 松江Ｇ 旧美保関町（大字七類、福浦） 安来Ａ

松江２ 松江Ｈ 旧美保関町（大字諸喰、美保関、雲津） 安来Ａ

広瀬土木事業所 広瀬１ 安来Ａ 旧安来市 安来Ａ

広瀬１ 安来Ｂ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） 安来Ａ

広瀬１ 安来Ｃ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） 安来Ａ

広瀬２ 安来Ｄ 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） 安来Ａ

広瀬２ 安来Ｅ 旧広瀬町（上山佐、布部） 安来Ａ

広瀬２ 安来Ｆ 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） 安来Ａ

雲南県土整備事務所 雲南１ 雲南Ａ 雲南市（掛合町、吉田町を除く） 安来Ａ 出雲Ａ

雲南２ 雲南Ｂ 旧掛合町 安来Ａ 出雲Ａ

雲南２ 雲南Ｃ 旧吉田村 安来Ａ 出雲Ａ

雲南３ 雲南Ｄ 飯南町 安来Ａ 出雲Ａ

仁多土木事業所 仁多 仁多Ａ 旧仁多町 安来Ａ 出雲Ａ

仁多 仁多Ｂ 旧横田町 安来Ａ 出雲Ａ

出雲県土整備事務所 出雲１ 出雲Ａ 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 出雲Ａ

出雲１ 出雲Ｂ 旧湖陵町、旧多伎町 出雲Ａ 大田Ａ

出雲２ 出雲Ｃ 出雲市（平田市） 出雲Ａ

出雲３ 出雲Ｄ 出雲市（佐田町） 出雲Ａ

大田事業所 大田 大田Ａ 旧大田市 大田Ａ 県央Ｃ

大田 大田Ｂ 旧温泉津町 大田Ａ 県央Ｃ

大田 大田Ｃ 旧仁摩町 大田Ａ 県央Ｃ

県央県土整備事務所 県央１ 県央Ａ 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） 大田Ａ 県央Ｃ

県央１ 県央Ｂ 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） 大田Ａ 県央Ｃ

県央２ 県央Ｃ 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） 大田Ａ 県央Ｃ

浜田県土整備事務所 浜田１ 浜田Ａ 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 大田Ａ

浜田１ 浜田Ｂ 旧江津市（渡津町、松川町以東） 大田Ａ

浜田２ 浜田Ｃ 旧金城町（大字上来原、久佐以北） 大田Ａ

浜田２ 浜田Ｄ 旧金城町（大字小国以南） 大田Ａ

浜田２ 浜田Ｅ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） 大田Ａ

浜田２ 浜田Ｆ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） 大田Ａ

浜田３ 浜田Ｇ 江津市（桜江町） 大田Ａ

浜田２ 浜田Ｈ 旧旭町 大田Ａ

益田県土整備事務所 益田１ 益田Ａ 益田市（美都町、匹見町を除く） 益田Ａ

益田２ 益田Ｂ 益田市（美都町） 益田Ａ

益田３ 益田Ｃ 益田市（匹見町） 益田Ａ

津和野土木事業所 津和野１ 津和野Ａ 旧津和野町 益田Ａ

津和野１ 津和野Ｂ 旧日原町 益田Ａ

津和野２ 津和野Ｃ 吉賀町（旧柿木村） 益田Ａ

津和野３ 津和野Ｄ 吉賀町（旧六日市町） 益田Ａ

隠岐支庁県土整備局 隠岐１ 隠岐Ａ 旧西郷町 安来Ａ 出雲Ａ

隠岐１ 隠岐Ｂ 旧布施村 安来Ａ 出雲Ａ

隠岐１ 隠岐Ｃ 旧都万村 安来Ａ 出雲Ａ

隠岐１ 隠岐Ｄ 旧五箇村 安来Ａ 出雲Ａ

隠岐２ 隠岐Ｅ 西ノ島町 安来Ａ 出雲Ａ

隠岐２ 隠岐Ｆ 海士町 安来Ａ 出雲Ａ

隠岐３ 隠岐Ｇ 知夫村 安来Ａ 出雲Ａ

（別　表　7）

事務所名
単価適用地域

単価適用地域（詳細）
工事現場の所在する地域の調達地域
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資材名： 張ブロック

旧地区名 新地区名 地域１ 地域２ 地域３

松江県土整備事務 松江１ 松江Ａ 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 出雲Ａ 出雲Ｂ

松江１ 松江Ｂ 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 出雲Ａ 出雲Ｂ

松江１ 松江Ｃ 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 出雲Ａ 出雲Ｂ

松江１ 松江Ｄ 旧宍道町、旧玉湯町 出雲Ａ 出雲Ｂ

松江２ 松江Ｅ 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） 出雲Ａ

松江２ 松江Ｆ 旧美保関町（大字片江、森山） 出雲Ａ

松江２ 松江Ｇ 旧美保関町（大字七類、福浦） 出雲Ａ

松江２ 松江Ｈ 旧美保関町（大字諸喰、美保関、雲津） 出雲Ａ

広瀬土木事業所 広瀬１ 安来Ａ 旧安来市 出雲Ａ

広瀬１ 安来Ｂ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） 出雲Ａ

広瀬１ 安来Ｃ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） 出雲Ａ

広瀬２ 安来Ｄ 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） 出雲Ａ

広瀬２ 安来Ｅ 旧広瀬町（上山佐、布部） 出雲Ａ

広瀬２ 安来Ｆ 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） 出雲Ａ

雲南県土整備事務所 雲南１ 雲南Ａ 雲南市（掛合町、吉田町を除く） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

雲南２ 雲南Ｂ 旧掛合町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

雲南２ 雲南Ｃ 旧吉田村 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

雲南３ 雲南Ｄ 飯南町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

仁多土木事業所 仁多 仁多Ａ 旧仁多町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

仁多 仁多Ｂ 旧横田町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

出雲県土整備事務所 出雲１ 出雲Ａ 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

出雲１ 出雲Ｂ 旧湖陵町、旧多伎町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

出雲２ 出雲Ｃ 出雲市（平田市） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

出雲３ 出雲Ｄ 出雲市（佐田町） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

大田事業所 大田 大田Ａ 旧大田市 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

大田 大田Ｂ 旧温泉津町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

大田 大田Ｃ 旧仁摩町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

県央県土整備事務所 県央１ 県央Ａ 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

県央１ 県央Ｂ 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

県央２ 県央Ｃ 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

浜田県土整備事務所 浜田１ 浜田Ａ 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

浜田１ 浜田Ｂ 旧江津市（渡津町、松川町以東） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

浜田２ 浜田Ｃ 旧金城町（大字上来原、久佐以北） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

浜田２ 浜田Ｄ 旧金城町（大字小国以南） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

浜田２ 浜田Ｅ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

浜田２ 浜田Ｆ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

浜田３ 浜田Ｇ 江津市（桜江町） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

浜田２ 浜田Ｈ 旧旭町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

益田県土整備事務所 益田１ 益田Ａ 益田市（美都町、匹見町を除く） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

益田２ 益田Ｂ 益田市（美都町） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

益田３ 益田Ｃ 益田市（匹見町） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

津和野土木事業所 津和野１ 津和野Ａ 旧津和野町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

津和野１ 津和野Ｂ 旧日原町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

津和野２ 津和野Ｃ 吉賀町（旧柿木村） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

津和野３ 津和野Ｄ 吉賀町（旧六日市町） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

隠岐支庁県土整備局 隠岐１ 隠岐Ａ 旧西郷町 出雲Ａ

隠岐１ 隠岐Ｂ 旧布施村 出雲Ａ

隠岐１ 隠岐Ｃ 旧都万村 出雲Ａ

隠岐１ 隠岐Ｄ 旧五箇村 出雲Ａ

隠岐２ 隠岐Ｅ 西ノ島町 出雲Ａ

隠岐２ 隠岐Ｆ 海士町 出雲Ａ

隠岐３ 隠岐Ｇ 知夫村 出雲Ａ
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事務所名
単価適用地域

単価適用地域（詳細）
工事現場の所在する地域の調達地域



資材名： 連節ブロック

旧地区名 新地区名 地域１ 地域２ 地域３

松江県土整備事務 松江１ 松江Ａ 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 出雲Ａ 出雲Ｂ

松江１ 松江Ｂ 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 出雲Ａ 出雲Ｂ

松江１ 松江Ｃ 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 出雲Ａ 出雲Ｂ

松江１ 松江Ｄ 旧宍道町、旧玉湯町 出雲Ａ 出雲Ｂ

松江２ 松江Ｅ 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） 出雲Ａ

松江２ 松江Ｆ 旧美保関町（大字片江、森山） 出雲Ａ

松江２ 松江Ｇ 旧美保関町（大字七類、福浦） 出雲Ａ

松江２ 松江Ｈ 旧美保関町（大字諸喰、美保関、雲津） 出雲Ａ

広瀬土木事業所 広瀬１ 安来Ａ 旧安来市 出雲Ａ

広瀬１ 安来Ｂ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） 出雲Ａ

広瀬１ 安来Ｃ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） 出雲Ａ

広瀬２ 安来Ｄ 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） 出雲Ａ

広瀬２ 安来Ｅ 旧広瀬町（上山佐、布部） 出雲Ａ

広瀬２ 安来Ｆ 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） 出雲Ａ

雲南県土整備事務所 雲南１ 雲南Ａ 雲南市（掛合町、吉田町を除く） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

雲南２ 雲南Ｂ 旧掛合町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

雲南２ 雲南Ｃ 旧吉田村 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

雲南３ 雲南Ｄ 飯南町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

仁多土木事業所 仁多 仁多Ａ 旧仁多町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

仁多 仁多Ｂ 旧横田町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

出雲県土整備事務所 出雲１ 出雲Ａ 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

出雲１ 出雲Ｂ 旧湖陵町、旧多伎町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

出雲２ 出雲Ｃ 出雲市（平田市） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

出雲３ 出雲Ｄ 出雲市（佐田町） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

大田事業所 大田 大田Ａ 旧大田市 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

大田 大田Ｂ 旧温泉津町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

大田 大田Ｃ 旧仁摩町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

県央県土整備事務所 県央１ 県央Ａ 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

県央１ 県央Ｂ 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

県央２ 県央Ｃ 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

浜田県土整備事務所 浜田１ 浜田Ａ 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

浜田１ 浜田Ｂ 旧江津市（渡津町、松川町以東） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

浜田２ 浜田Ｃ 旧金城町（大字上来原、久佐以北） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

浜田２ 浜田Ｄ 旧金城町（大字小国以南） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

浜田２ 浜田Ｅ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

浜田２ 浜田Ｆ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

浜田３ 浜田Ｇ 江津市（桜江町） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

浜田２ 浜田Ｈ 旧旭町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

益田県土整備事務所 益田１ 益田Ａ 益田市（美都町、匹見町を除く） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

益田２ 益田Ｂ 益田市（美都町） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

益田３ 益田Ｃ 益田市（匹見町） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

津和野土木事業所 津和野１ 津和野Ａ 旧津和野町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

津和野１ 津和野Ｂ 旧日原町 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

津和野２ 津和野Ｃ 吉賀町（旧柿木村） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

津和野３ 津和野Ｄ 吉賀町（旧六日市町） 出雲Ａ 出雲Ｂ 出雲Ｃ

隠岐支庁県土整備局 隠岐１ 隠岐Ａ 旧西郷町 出雲Ａ

隠岐１ 隠岐Ｂ 旧布施村 出雲Ａ

隠岐１ 隠岐Ｃ 旧都万村 出雲Ａ

隠岐１ 隠岐Ｄ 旧五箇村 出雲Ａ

隠岐２ 隠岐Ｅ 西ノ島町 出雲Ａ

隠岐２ 隠岐Ｆ 海士町 出雲Ａ

隠岐３ 隠岐Ｇ 知夫村 出雲Ａ

（別　表　9）

事務所名
単価適用地域

単価適用地域（詳細）
工事現場の所在する地域の調達地域

運用－16



資材名： 大型ブロック(KP,SP,プレキャスト基礎ブロック)

旧地区名 新地区名 地域１ 地域２

松江県土整備事務 松江１ 松江Ａ 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 出雲Ａ 益田Ａ

松江１ 松江Ｂ 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 出雲Ａ 益田Ａ

松江１ 松江Ｃ 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 出雲Ａ 益田Ａ

松江１ 松江Ｄ 旧宍道町、旧玉湯町 出雲Ａ 益田Ａ

松江２ 松江Ｅ 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） 出雲Ａ 益田Ａ

松江２ 松江Ｆ 旧美保関町（大字片江、森山） 出雲Ａ 益田Ａ

松江２ 松江Ｇ 旧美保関町（大字七類、福浦） 出雲Ａ 益田Ａ

松江２ 松江Ｈ 旧美保関町（大字諸喰、美保関、雲津） 出雲Ａ 益田Ａ

広瀬土木事業所 広瀬１ 安来Ａ 旧安来市 出雲Ａ 益田Ａ

広瀬１ 安来Ｂ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） 出雲Ａ 益田Ａ

広瀬１ 安来Ｃ 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） 出雲Ａ 益田Ａ

広瀬２ 安来Ｄ 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） 出雲Ａ 益田Ａ

広瀬２ 安来Ｅ 旧広瀬町（上山佐、布部） 出雲Ａ 益田Ａ

広瀬２ 安来Ｆ 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） 出雲Ａ 益田Ａ

雲南県土整備事務所 雲南１ 雲南Ａ 雲南市（掛合町、吉田町を除く） 出雲Ａ 益田Ａ

雲南２ 雲南Ｂ 旧掛合町 出雲Ａ 益田Ａ

雲南２ 雲南Ｃ 旧吉田村 出雲Ａ 益田Ａ

雲南３ 雲南Ｄ 飯南町 出雲Ａ 益田Ａ

仁多土木事業所 仁多 仁多Ａ 旧仁多町 出雲Ａ 益田Ａ

仁多 仁多Ｂ 旧横田町 出雲Ａ 益田Ａ

出雲県土整備事務所 出雲１ 出雲Ａ 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 出雲Ａ 益田Ａ

出雲１ 出雲Ｂ 旧湖陵町、旧多伎町 出雲Ａ 益田Ａ

出雲２ 出雲Ｃ 出雲市（平田市） 出雲Ａ 益田Ａ

出雲３ 出雲Ｄ 出雲市（佐田町） 出雲Ａ 益田Ａ

大田事業所 大田 大田Ａ 旧大田市 出雲Ａ 益田Ａ

大田 大田Ｂ 旧温泉津町 出雲Ａ 益田Ａ

大田 大田Ｃ 旧仁摩町 出雲Ａ 益田Ａ

県央県土整備事務所 県央１ 県央Ａ 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） 出雲Ａ 益田Ａ

県央１ 県央Ｂ 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） 出雲Ａ 益田Ａ

県央２ 県央Ｃ 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） 出雲Ａ 益田Ａ

浜田県土整備事務所 浜田１ 浜田Ａ 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 出雲Ａ 益田Ａ

浜田１ 浜田Ｂ 旧江津市（渡津町、松川町以東） 出雲Ａ 益田Ａ

浜田２ 浜田Ｃ 旧金城町（大字上来原、久佐以北） 出雲Ａ 益田Ａ

浜田２ 浜田Ｄ 旧金城町（大字小国以南） 出雲Ａ 益田Ａ

浜田２ 浜田Ｅ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） 出雲Ａ 益田Ａ

浜田２ 浜田Ｆ 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） 出雲Ａ 益田Ａ

浜田３ 浜田Ｇ 江津市（桜江町） 出雲Ａ 益田Ａ

浜田２ 浜田Ｈ 旧旭町 出雲Ａ 益田Ａ

益田県土整備事務所 益田１ 益田Ａ 益田市（美都町、匹見町を除く） 出雲Ａ 益田Ａ

益田２ 益田Ｂ 益田市（美都町） 出雲Ａ 益田Ａ

益田３ 益田Ｃ 益田市（匹見町） 出雲Ａ 益田Ａ

津和野土木事業所 津和野１ 津和野Ａ 旧津和野町 出雲Ａ 益田Ａ

津和野１ 津和野Ｂ 旧日原町 出雲Ａ 益田Ａ

津和野２ 津和野Ｃ 吉賀町（旧柿木村） 出雲Ａ 益田Ａ

津和野３ 津和野Ｄ 吉賀町（旧六日市町） 出雲Ａ 益田Ａ

隠岐支庁県土整備局 隠岐１ 隠岐Ａ 旧西郷町 出雲Ａ 益田Ａ

隠岐１ 隠岐Ｂ 旧布施村 出雲Ａ 益田Ａ

隠岐１ 隠岐Ｃ 旧都万村 出雲Ａ 益田Ａ

隠岐１ 隠岐Ｄ 旧五箇村 出雲Ａ 益田Ａ

隠岐２ 隠岐Ｅ 西ノ島町 出雲Ａ 益田Ａ

隠岐２ 隠岐Ｆ 海士町 出雲Ａ 益田Ａ

隠岐３ 隠岐Ｇ 知夫村 出雲Ａ 益田Ａ
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事務所名
単価適用地域

単価適用地域（詳細）
工事現場の所在する地域の調達地域


