
地区別単価



福島県内



地域コード 地　　　　　　　　　　　　域　　　　　　　　　　　　名

福島A 福島市（福島市栗子方部を除く)

福島B 福島市（万歳楽山～三ツ森山～東栗子～高湯*1～県道本宮・土湯温泉線を結ぶ以北西）

福島C 伊達市、国見町、桑折町

福島C２ 福島市（旧飯野村）、川俣町

福島C３ 福島市(旧松川町及び旧信夫村）、二本松市

福島D 郡山市（Ｅ以外）、須賀川市、本宮市、鏡石町、三春町、大玉村、天栄村（Ｅ以外）

福島E 郡山市（湖南）、天栄村（湯本）、

福島Ｆ 田村市（旧都路村を除く）、小野町

福島Ｇ 石川郡

福島Ｈ 白河市、西白河郡

福島Ｉ 棚倉町、塙町（Ｊ以外）

福島Ｊ 矢祭町、鮫川村、塙町（旧笹原村）

福島Ｋ 喜多方市、西会津町（Ｋ２以外）

福島Ｋ２ 西会津町（奥川地区、新郷地区）

福島Ｋ３ 北塩原村、磐梯町、猪苗代町

福島Ｌ 会津若松市、会津坂下町、湯川村、会津美里町

福島Ｍ 柳津町、三島町

福島Ｎ 金山町

福島Ｏ 昭和村

福島Ｐ 南会津町（旧田島町）、下郷町

福島Ｑ 檜枝岐村

福島Ｒ 只見町、南会津町（旧伊南村、旧舘岩村、旧南郷村）

福島Ｓ 相馬市（Ｔ以外）、南相馬市、新地町

福島Ｓ２ 楢葉町、広野町

福島Ｓ３ 浪江町（Ｔ２以外）、双葉町、大熊町、富岡町

福島Ｔ 相馬市（玉野）、飯館村

福島Ｔ２ 浪江町（津島）、葛尾村、川内村、田村市（旧都路村）

福島Ｕ いわき市（Ｖ以外）

福島Ｖ いわき市（旧田人村、遠野町、三和村、川前村、小川町の一部）

備考 Ｂ地区(福島市高湯)・・・・・磐梯吾妻有料道路高湯ゲート

V地区（いわき市小川町の一部)・・・・・高崎(夏井川第三発電所)～横川(前川橋)～菖蒲平～番屋橋を結ぶ以北

福　　島　　県　　地　　区　　別　　区　　分















栃木県内



地区名 地　　　　　　　　　　　　域　　　　　　　　　　　　名

　備考
　１．　鹿沼、日光②、③における運搬距離１０ｋｍを越える場合は、５ｋｍ毎にｍ3当たり５００円を加算する。
　２．　日光①における運搬距離１５ｋｍを越える場合は、５ｋｍ毎にｍ3当たり５００円を加算する。
　　　　矢板、大田原、烏山地区における運搬距離１０ｋｍを越える場合は、５ｋｍ毎にｍ3当たり３００円を加算する。
　　　　なお、距離は切り上げとする。

　３．　積算対象の生コンプラントは、原則として工事現場に最も近い既設のものを対象とする。

栃　　木　　県　　地　　区　　別　　区　　分

宇都宮

鹿　沼

日光①

宇都宮市、上三川町

鹿沼市

日光市(旧今市市）

大田原

烏　山

安足①

安足②

日光②

真　岡

栃　木

矢　板

日光③

大田原市、那須塩原市、那須町

那須烏山市、那珂川町

佐野市

足利市

日光市(旧栗山村、旧藤原町)

真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町

栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町

矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町

日光市（旧日光市、旧足尾町）











群馬県内



前橋 前橋市の２地区以外の地区

高崎 高崎市の５地区以外の地区

藤岡 藤岡市上日野以外の地区

伊勢崎 伊勢崎市、玉村町

２　赤城山 前橋
前橋市の(主)大胡･赤城線の大雨･冬期通行止ゲート以北の地区、旧富士見村大字赤城山字箕輪及びそれ以北の地
区

３　中部中間 渋川 渋川市の４地区以外の地区、榛東村の４地区以外の地区、吉岡町

高崎 高崎市倉渕町、箕郷町大字松之沢・中野地区、榛名湖町・榛名山町地区

安中 安中市

富岡市、甘楽町の大字秋畑以外の地区

下仁田町大字下仁田、白山、吉崎、馬山地区

藤岡 藤岡市上日野地区、神流町、上野村

富岡 南牧村、下仁田町の５地区以外の地区、甘楽町大字秋畑地区

７　吾妻中間 中之条
中之条町の８地区以外の地区、東吾妻町の８地区以外の地区、長野原町の８地区以外の地区、嬬恋村の８地区以外
の地区、高山村

８　吾妻山間 中之条

中之条町の奥四万湖以北、上沢渡の大岩ゲート以北、中之条町旧六合村の入山・太子地区・日影の湯久保、赤岩の
高間、鍛治屋敷、中室、暮坂、東吾妻町の榛名湖・水仙橋から以南、須賀尾の万騎林道入口、須賀尾の飯米場から以
南、長野原町の北軽井沢、応桑地区、大津の別荘地、洞口、長井、横壁の深沢橋から以南、草津町、嬬恋村の田代・
大笹・干俣・大前・西窪・鎌原・門貝地区、今井の今井・石津・仙の入、三原の岩井堂以北
（概ね標高800mより上を基準とする。）

９　利根沼田中間 沼田
沼田市の１０地区以外の地区、みなかみ町の１０地区以外の地区、川場村の１０地区以外の地区、昭和村、片品村の
１０地区以外の地区

桐生 桐生市黒保根町、みどり市東町

太田 太田市

桐生 桐生市の１０・1２地区以外の地区、みどり市笠懸町、大間々町大間々、桐原地区

館林 館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

桐生市梅田町、菱町、川内町及び新里町の国道３５３号線以北の地区

みどり市の１０・１１地区以外の地区

１１　東部平野

１２　東部中間

地　　　　　　　　　　　　域　　　　　　　　　　　　名地区名 土木事務所名

１０　利根沼田・
　　　東部山間

桐生

４　中部山間 渋川
渋川市伊香保町、渋川市北橘町赤城山、渋川市赤城町栄・南赤城山・深山・北赤城山
榛東村上野原、榛東村広馬場（相馬原演習場西側）

６　西部山間

沼田

５　西部中間
富岡

群　　馬　　県　　地　　区　　別　　区　　分

１　県央平野

沼田市の須合橋（上発知・材木町線）以北及び利根町小松、根利、柿平、日影南郷、日向南郷の地区、川場村の朝倉
橋（平川・沼田線）および堀切橋（冨士山・横塚線）以北の地区、みなかみ町の旧水上町全域及び旧新治村大字入須
川、西峰須川、東峰須川、須川、相俣、猿ヶ京温泉、吹路、永井地区、
片品村大字戸倉と東小川の特別保護地域の地区











新潟県内



地区名 地　　　　　　　　　　　　域　　　　　　　　　　　　名
名称

村　上１ 村上市北部

村　上２ 村上市北東部

村　上３ 村上市旧朝日村中西部

村　上４ 村上市旧朝日村中東部、北東部

村　上５ 村上市西部

村　上６ 村上市東部（旧朝日村南部）、関川村北東部

村　上７ 村上市最東部、南部（※１　生コン・合材は村上５を適用可）

新発田11 胎内市北部

新発田12 新発田市北部(旧紫雲寺町、旧加治川村を含む)

新発田13 新発田市西部

新発田14 胎内市中部

新発田15 新発田市東部、胎内市南部

新発田16 新発田市中部

新発田17 阿賀野市

新　津21 五泉市

津　川25 阿賀町(北東部、南部を除く)

津　川26 阿賀町北東部、南部

三　条37 三条市南東部

三　条38 三条市(南東部を除く旧下田村)

長　岡43 長岡市栃尾北部

長　岡44 長岡市栃尾西部

長　岡47 長岡市栃尾東部、南部

魚　沼56 魚沼市中北部

魚　沼57 魚沼市中南部、北西部

魚　沼58 魚沼市北東部

魚　沼59 魚沼市東部

魚　沼60 魚沼市南東部

十日町64 十日町市(南部、西部を除く)、津南町北部

十日町65 十日町市南部、津南町南部

十日町66 十日町市西部(旧松代町、旧松之山町)

南魚沼68 南魚沼市(東部を除く)

南魚沼69 湯沢町北部

新　　潟　　県　　地　　区　　別　　区　　分



南魚沼71 湯沢町西部、南魚沼市東部、湯沢町東部

上　越79 上越市北東部（吉川区周辺）、上越市南西部（板倉区西部）、妙高市南東部

上　越80 上越市中東部（大島区南部、安塚区南部、浦川原区南西部、牧区）

上　越81 上越市北東部、上越市南東部、妙高市東部、妙高市南東部

上　越84 上越市中部、妙高市北部、妙高市中部

糸魚川89 糸魚川市北部

糸魚川90 糸魚川市東部、糸魚川市南部

糸魚川91 糸魚川市南東部

佐　渡94 佐渡市（北部、南東部を除く）

地獄谷 南地獄谷源泉地区

笹ヶ峰 笹ヶ峰地区

燕温泉 燕温泉地区

大田切 大田切地区

焼　山 焼山地区（焼山川・火打山川の国有林内）

長　栂 長栂地区(小滝川の国有林)

１．詳細は、別途配布の単価ブロック割図を参照のこと。



























茨城県内



地区名 地　　　　　　　　　　　　域　　　　　　　　　　　　名

名称

水戸B

水戸Ａ

茨　　城　　県　　地　　区　　別　　区　　分

太田

大宮Ａ

笠間市、城里町

水戸市、茨城町、小美玉市

常陸大宮市、那珂市、東海村

常陸太田市

筑西Ａ

土浦B

高萩

大子町

日立市、高萩市、北茨城市

石岡市、土浦市、つくば市、かすみがうら市

つくばみらい市

土浦Ａ

大子

筑西Ｂ 結城市、筑西市

桜川市







埼玉県内



地区名 埼玉県 地　　　　　　　　　　　　域　　　　　　　　　　　　名

名称 地域区分

県南 さいたま、朝霞、北本、川越、飯能(毛呂山町)、東松山(都幾川村)、越谷、杉戸県土整備事務所管内

県北 本庄、熊谷､行田県土整備事務所管内

埼　　玉　　県　　地　　区　　別　　区　　分

秩父県土整備事務所管内(秩父市(旧秩父市・吉田町・荒川村・大滝村)、横瀬町、小鹿野町、皆野町、長瀞町)秩父秩父







千葉県内



地区名 地　　　　　　　　　　　　域　　　　　　　　　　　　名
名称

千　　葉　　県　　地　　区　　別　　区　　分

君津市、富津市、木更津市、袖ヶ浦市君　津

いすみ市(旧夷隅町、旧大原町、旧岬町)、大多喜町、勝浦市、御宿町

安　房 鴨川市(旧鴨川市、旧天津小湊町)、鋸南市、南房総市、館山市

夷　隅







東京都内







神奈川県内



地区名 地　　　　　　　　　　　　域　　　　　　　　　　　　名

名称

神　　奈　　川　　県　　地　　区　　別　　区　　分

平　塚 平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町

箱根町、真鶴町、湯河原町

松　田 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町

箱　根

相模原市城山町、相模原市津久井町、相模原市相模湖町、相模原市藤野町津久井







山梨県内



地区名 生コン 生コン 石材 合材 地　　　　　　　域　　　　　　　名
名称 地域区分 割増額 地域区分 地域区分

3053 北沢橋、前白根　(野呂川)白　根 特殊地区 3009

1151

広河原 国中1 2500 3009 3053 広河原まで　(野呂川)

湯　沢 国中４ 1000 1103

※ 1001 1051 甲府甲　府 国中1

備考：甲府地区の生コン割増額については、施工地によって異なる。

山　　梨　　県　　地　　区　　別　　区　　分

1000 3006 3052 南部南　部 国中３







静岡県内



地区名 地　　　　　　　　　　　　域　　　　　　　　　　　　名

名称

静岡１ 下田市、河津町、南伊豆町

静岡２ 松崎町、西伊豆町(旧西伊豆町、旧賀茂村)

静岡３ 伊東市、東伊豆町

静岡４ 熱海市

静岡５ 伊豆市東部(旧修善寺町、旧中伊豆町、旧天城湯ヶ島町)

静岡７ 沼津市北部(旧沼津市)、裾野市(標高1500m未満)、三島市、長泉町、清水町

静岡９ 御殿場市(標高1500m未満)

静岡10 小山町(標高1500m未満)

静岡11 裾野市(標高1500m以上)、御殿場市(標高1500m以上)、小山町(標高1500m以上)

静岡12 富士市(標高1500m未満)、富士宮市(標高1500m未満)

静岡13 富士市(標高1500m以上)、富士宮市(標高1500m以上)

静岡16 静岡市清水区、駿河区、葵区南部(中部、中西部、北部以外)

静岡17 静岡市葵区中部(旧梅ケ島村、旧大河内村、旧玉川村)

静岡18 静岡市葵区北部(旧井川村)

静岡21 島田市(旧島田市､旧金谷町)

静岡22 川根町、川根本町南部(旧中川根町)

静岡23 川根本町北部(旧本川根町)

静岡25 掛川市(旧掛川市、旧大東町、旧大須賀町)、御前崎市西部(旧浜岡町)、菊川市(旧小笠町、旧菊川町)

静岡27 森町

静岡29 浜松市(旧春野町)

静岡30 浜松市(旧水窪町、旧佐久間町、旧龍山村)

静岡32 浜松市(旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町)

大　平 大平地区(特殊地区)(ｺﾝｸﾘｰﾄ以外は静岡16と同じ)

上千枚 上千枚地区(特殊地区)

杉川奥 春野(川根)杉川林道本沢橋より奥の地区(特殊地区)

静　　岡　　県　　地　　区　　別　　区　　分
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