
愛知県農林水産部門

（改定分）

　※本表に記載のない設計単価については、設計単価表

　　（令和元年７月１日及び８月１日、９月１日、１０月１日、１１月１日、１２月１日、
　　令和２年１月１日、２月１日、３月１日、４月１日、５月１日改定分）をごらんください。

令 和 ２年 度

設　計　単　価　表

（農地・林務関係）

令和２年６月１日

(　公　表　用　)



地域資材単価

（農地関係）



地域資材単価
地域：愛知県全域

使用電力料金 低圧用業持1年未満 kWh 16.41
使用電力料金 高圧用業持1年未満 kWh 17.37
使用電力料金 低圧用業持1年以上 kWh 13.95
使用電力料金 高圧用業持1年以上 kWh 15.38

単価名称 規格 単位



施設機械資材単価

（農地関係）



施設機械資材単価
地域：愛知県全域

ステンレス鋼板 SUS304N2　厚さ15mm～25mm kg 680.
ステンレス鋼板 SUS304N2　厚さ26mm～40mm kg 廃止
ステンレス鋼板 SUS304　厚さ41mm～60mm kg 550.
ステンレス鋼板 SUS316　厚さ2mm kg 廃止
ステンレス鋼板 SUS316　厚さ3mm～7mm kg 廃止
ステンレス鋼板 SUS316　厚さ8mm～9mm kg 廃止
ステンレス鋼板 SUS316　厚さ10mm～14mm kg 廃止
ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材）　厚さ2mm kg 600.
ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材）　厚さ3mm～7mm kg 600.
ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材）　厚さ8mm～9mm kg 610.
ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材）　厚さ10mm～14mm kg 750.
ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材）　厚さ15mm～25mm kg 760.
ステンレス鋼板 SUS316L（ローカーボン材）　厚さ26mm～40mm kg 770.
ステンレス棒鋼 SUS304N2　径160～200mm kg 廃止
ステンレス棒鋼 SUS304N2　径210～250mm kg 廃止
ステンレス棒鋼 SUS304N2　径260～300mm kg 廃止
ステンレスＨ形鋼 SUS304　ｔ≦30mm　Ｈ＝350～400mm kg 廃止
ステンレスＨ形鋼 SUS304　ｔ≦30mm　Ｈ＝450～600mm kg 廃止
ステンレス溝形鋼 SUS304　300mm×90mm kg 廃止
ねずみ鋳鉄品 3種FC200 kg 568.
ねずみ鋳鉄品 4種FC250 kg 568.
ポンプ羽根車 FC250　ねずみ鋳鉄 kg 786.
ポンプ羽根車 CAC402　青銅鋳物 kg 2,750.
ポンプ羽根車 CAC403　青銅鋳物 kg 2,750.
ポンプ羽根車 SC450　炭素鋼鋳鋼 kg 3,060.
ポンプ主軸 S35C　炭素鋼 kg 168.
ポンプ主軸 SUS304　ステンレス棒鋼 kg 977.
ケーシングねずみ鋳鉄 FC250　軸流　350mm～900mm kg 743.
ケーシングねずみ鋳鉄 FC250　軸流　1000mm～2000mm kg 776.
ケーシングねずみ鋳鉄 FC250　斜流　350mm～900mm kg 765.
ケーシングねずみ鋳鉄 FC250　斜流　1000mm以上 kg 797.
ケーシングねずみ鋳鉄 FC250　両吸込渦巻　350mm～900mm kg 871.
ケーシングねずみ鋳鉄 FC250　両吸込渦巻　1000mm～1200mm kg 967.
黄銅板 C2680P kg 730.
鉛青銅鋳物 3種　CAC603 kg 廃止
ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼 SCS13　ステンレス鋳鋼 kg 4,600.
配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY　Sch10　150～300A kg 585.
配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY　Sch10　550～700A kg 860.
配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY　Sch20　350～500A kg 850.
配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY　Sch40　150～300A kg 645.
ラック電動開閉機　単動 巻上能力　20kN 台 廃止
ラック電動開閉機　単動 巻上能力　30kN 台 廃止
ラック電動開閉機　単動 巻上能力　40kN 台 廃止
ラック電動開閉機　単動 巻上能力　50kN 台 廃止
ラック電動開閉機　単動 巻上能力　75kN 台 廃止
ラック手動開閉機　単動 巻上能力　10kN 台 廃止
ラック手動開閉機　単動 巻上能力　20kN 台 廃止
ラック手動開閉機　単動 巻上能力　30kN 台 廃止
ラック手動開閉機　単動 巻上能力　40kN 台 廃止
ラック手動開閉機　連動 巻上能力　20kN 台 1,508,000.

名称 規格 単位 単価



名称 規格 単位 単価

ラック手動開閉機　連動 巻上能力　30kN 台 1,656,000.
ラック手動開閉機　連動 巻上能力　40kN 台 1,840,000.
ラック継手・吊りピン　SCS13 単動10kN用　連動20kN用 個 廃止
ラック継手・吊りピン　SCS13 単動20kN用　連動30kN－40kN用 個 廃止
ラック継手・吊りピン　SCS13 単動30kN用　連動50kN用 個 廃止
ラック継手・吊りピン　SCS13 単動40kN用　連動75kN－80kN用 個 廃止
ラック継手・吊りピン　SCS13 単動50kN用　連動100kN-115kN用 個 廃止
ラック継手・吊りピン　SCS13 単動75kN用　連動150kN用 個 廃止
ラック電動開閉機搭載型機側操作盤 ダム堰対応型 式 1,350,000.
ラックカバー（取付部以外）　SUS 単動10kN用　連動20kN用 ｍ 廃止
ラックカバー（取付部以外）　SUS 単動20kN用　連動30kN-40kN用 ｍ 廃止
ラックカバー（取付部以外）　SUS 単動30kN用　連動50kN用 ｍ 廃止
ラックカバー（取付部以外）　SUS 単動40kN用　連動75kN-80kN用 ｍ 廃止
ラックカバー（取付部以外）　SUS 単動50kN用　連動100kN-115kN用 ｍ 廃止
ラックカバー（取付部以外）　SUS 単動75kN用　連動150kN用 ｍ 廃止
ラックカバー（取付部）　SUS 単動10kN用　連動20kN用 ｍ 廃止
ラックカバー（取付部）　SUS 単動20kN用　連動30kN-40kN用 ｍ 廃止
ラックカバー（取付部）　SUS 単動30kN用　連動50kN用 ｍ 廃止
ラックカバー（取付部）　SUS 単動40kN用　連動75kN-80kN用 ｍ 廃止
ラックカバー（取付部）　SUS 単動50kN用　連動100kN-115kN用 ｍ 廃止
ラックカバー（取付部）　SUS 単動75kN用　連動150kN用 ｍ 廃止
ラック中間軸受　SUS304 単動10kN用　連動20kN用 個 廃止
ラック中間軸受　SUS304 単動20kN用　連動30kN-40kN用 個 廃止
ラック中間軸受　SUS304 単動30kN用　連動50kN用 個 廃止
ラック中間軸受　SUS304 単動40kN用　連動75kN-80kN用 個 廃止
ラック中間軸受　SUS304 単動50kN用　連動100kN-115kN用 個 廃止
ラック中間軸受　SUS304 単動75kN用　連動150kN用 個 廃止
スピンドル開閉機用シンクロ発信器 （シンクロ電機） 個 廃止
スピンドル開閉機用シンクロ受信器 （単針式表示器付） 個 廃止
ラック開閉機用シンクロ発信器 （シンクロ電機） 個 廃止
水密ゴム　天然ゴム 平形 kg 廃止
水密ゴム　天然ゴム Ｌ形 kg 廃止
水密ゴム　天然ゴム Ｐ形 kg 廃止
水密ゴム　天然ゴム 山形(凸形) kg 廃止
水密ゴム　合成ゴム 平形（クロロプレーン系） kg 廃止
水密ゴム　合成ゴム Ｌ形（クロロプレーン系） kg 廃止
水密ゴム　合成ゴム Ｐ形（クロロプレーン系） kg 廃止
水密ゴム　合成ゴム 山形(凸形)（クロロプレーン系） kg 廃止
高力ボルト・ナット F10T kg 275.
ゴム（防塵・スカート用） 合成ゴム　ｔ＝10mm ㎡ 廃止
ゴム（防塵・スカート用） 合成ゴム　ｔ＝2mm ㎡ 廃止
ケレン材料 （ショット） kg 廃止
ステンレス酸洗い費 （材料のみ） ㎡ 810.
原板ブラスト(製鋼メーカ)２次素地調整含む エッチングプライマー（長曝型） ㎡ 869.
原板ブラスト(製鋼メーカ)２次素地調整含む ジンクリッチプライマー（有機） ㎡ 974.
原板ブラスト(製鋼メーカ)２次素地調整含む ジンクリッチプライマー（無機） ㎡ 975.
ジンクリッチペイント 有機系 kg 廃止
ジンクリッチペイント 無機系 kg 廃止
変性エポキシ樹脂塗料 中･上塗用（淡彩色） kg 1,330.
シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用 kg 廃止
シンナー 長油性フタル酸樹脂塗料用 kg 廃止
液状エポキシ樹脂塗料 kg 廃止



仮設材賃料単価

（農地関係）



仮設材賃料単価
地域：愛知県全域

異形ブロック型枠（鋼製） ３０ｔ未満 ㎡ 廃止
異形ブロック型枠（鋼製） ３０ｔ以上５０ｔ未満 ㎡ 廃止
異形ブロック型枠（鋼製） ５０ｔ以上 ㎡ 廃止

単位名称 規格 単価


