
令和２年４月１日（令和２年４月２７日） 

 
 

国道２６号他道路清掃作業 

【工事設計書（公表資料）】 
 

大阪国道事務所 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 

ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、 

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。 

------------------------------------------------------------------------------------------- 



工事地名

３．予算科目

２．工事内容

工事名

4)  事業名：3)  目の細分：2)  目：1)  予算科目：

１．工事名

国道２６号他道路清掃作業

鏡

自）大阪府大阪市浪速区大国1丁目　　　　　　　　　　　　　　

至）大阪府泉南郡岬町孝子他

　１）　発注年月　　　　　令和 2年 3月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　大阪国道事務所　施設管理課　　　　　　　　　　　　

　３）　工事番号　　　　　4275010002　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４）　契約区分　　　　　単年度（繰越を含む）の分任官　　　　　　　　　　　

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　道路維持工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  365日間 　　　　自　　　令和 2年 4月 1日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年 3月31日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　大阪府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　大阪市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道２６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 2年 1月　　　　　　　　　　　　　　　

１３）　機械損料一括補正　　　　　 0　　　　労務費一括割増　　　　  0％ 　　

１４）　単価適用年月　　　　　　　2020年 3月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2020年 3月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　      2,800,000 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年 1月21日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２６号他道路清掃作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

道路維持

式         1         34,156,377

　道路清掃工

　

式         1         33,663,277

　　路面清掃工

　　

(南大阪管内)

式         1          4,641,448

　　　路面清掃(機械)

　　　

km       278            7,753         2,155,334

単-1号

　　　路面清掃(機械)

　　　

夜間

km       254.1          9,784         2,486,114

単-2号

　　排水施設清掃工

　　

(南大阪管内)

式         1          6,065,630

　　　側溝清掃(機械)

　　　

側溝断面積0.125㎡未

満 堆積率50%未満

m        10            1,201            12,010

単-3号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

側溝断面積0.125㎡未

満 堆積率50%以上

m         5            1,643             8,215

単-4号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

側溝断面積0.125㎡以

上0.5m2未満 堆積率50

%未満 m         5            1,829             9,145

単-5号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

側溝断面積0.125㎡以

上0.5m2未満 堆積率50

%以上 m         5            2,679            13,395

単-6号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

夜間 側溝断面積0.125

㎡以上0.5m2未満 堆積

率50%以上 m         5            3,492            17,460

単-7号

　　　管渠清掃

　　　

 管径φ200mm以上φ400

mm未満 堆積率50%未満

m     5,500              922.1       5,071,550

単-8号

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２６号他道路清掃作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　管渠清掃

　　　

 夜間 管径φ200mm以上

 φ400mm未満 堆積率50

%未満 m         5            1,208             6,040

単-9号

　　　管渠清掃

　　　

 管径φ200mm以上φ400

mm未満 堆積率50%以上

m       500            1,380           690,000

単-10号

　　　管渠清掃

　　　

 夜間 管径φ200mm以上

 φ400mm未満 堆積率50

%以上 m         5            1,809             9,045

単-11号

　　　管渠清掃

　　　

 管径φ400mm以上φ800

mm未満 堆積率50%未満

m       100            1,671           167,100

単-12号

　　　管渠清掃

　　　

 夜間 管径φ400mm以上

 φ800mm未満 堆積率50

%未満 m         5            2,190            10,950

単-13号

　　　管渠清掃

　　　

 管径φ400mm以上φ800

mm未満 堆積率50%以上

m         5            2,192            10,960

単-14号

　　　管渠清掃

　　　

 夜間 管径φ400mm以上

 φ800mm未満 堆積率50

%以上 m         5            2,873            14,365

単-15号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

組合せ移動

km         5            1,080             5,400

単-16号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

夜間 組合せ移動

km         5            1,408             7,040

単-17号

　　　管渠清掃

　　　

組合せ移動

km         5            1,121             5,605

単-18号

　　　管渠清掃

　　　

夜間 組合せ移動

km         5            1,470             7,350

単-19号

　　雑作業工

　　

(南大阪管内)

式         1          1,740,000
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２６号他道路清掃作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　塵埃処分

　　　

混合廃棄物(A)

t        30           38,000         1,140,000

単-20号

　　　塵埃処分

　　　

混合廃棄物(B)

t        20           30,000           600,000

単-21号

　　路面清掃工

　　

(西大阪管内)

式         1          7,381,049

　　　路面清掃(機械)

　　　

夜間

km       754.4          9,784         7,381,049

単-22号

　　排水施設清掃工

　　

(西大阪管内)

式         1          2,800,150

　　　側溝清掃(機械)

　　　

側溝断面積0.125㎡未

満 堆積率50%未満

m        40            1,201            48,040

単-23号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

夜間 側溝断面積0.125

㎡未満 堆積率50%未満

m        30            1,566            46,980

単-24号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

夜間 側溝断面積0.125

㎡未満 堆積率50%以上

m        30            2,142            64,260

単-25号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

夜間 側溝断面積0.125

㎡以上0.5m2未満 堆積

率50%未満 m        30            2,383            71,490

単-26号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

側溝断面積0.125㎡以

上0.5m2未満 堆積率50

%以上 m         5            2,679            13,395

単-27号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

夜間 側溝断面積0.125

㎡以上0.5m2未満 堆積

率50%以上 m         5            3,492            17,460

単-28号

　　　管渠清掃

　　　

 管径φ200mm以上φ400

mm未満 堆積率50%未満

m       500              922.1         461,050

単-29号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２６号他道路清掃作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　管渠清掃

　　　

 夜間 管径φ200mm以上

 φ400mm未満 堆積率50

%未満 m         5            1,208             6,040

単-30号

　　　管渠清掃

　　　

 管径φ200mm以上φ400

mm未満 堆積率50%以上

m       100            1,380           138,000

単-31号

　　　管渠清掃

　　　

 夜間 管径φ200mm以上

 φ400mm未満 堆積率50

%以上 m         5            1,809             9,045

単-32号

　　　管渠清掃

　　　

 管径φ400mm以上φ800

mm未満 堆積率50%未満

m        20            1,671            33,420

単-33号

　　　管渠清掃

　　　

 夜間 管径φ400mm以上

 φ800mm未満 堆積率50

%未満 m         5            2,190            10,950

単-34号

　　　管渠清掃

　　　

 管径φ400mm以上φ800

mm未満 堆積率50%以上

m         5            2,192            10,960

単-35号

　　　管渠清掃

　　　

 夜間 管径φ400mm以上

 φ800mm未満 堆積率50

%以上 m         5            2,873            14,365

単-36号

　　　管渠清掃

　　　

夜間 ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ 管

 経φ150mm以上200mm未

満 堆積率50%未満 m       300            3,686         1,105,800

単-37号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

組合せ移動

km         5            1,080             5,400

単-38号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

夜間 組合せ移動

km         5            1,408             7,040

単-39号

　　　管渠清掃

　　　

組合せ移動

km         5            1,121             5,605

単-40号

　　　管渠清掃

　　　

夜間 組合せ移動

km         5            1,470             7,350

単-41号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２６号他道路清掃作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　集水桝清掃(機械)

　　　

堆積土量 0.3m3未満 

桝の内寸法□50cm～80

cm 桝深さ100cm以上 箇所         5           64,800           324,000

単-42号

　　　集水桝清掃(機械)

　　　

堆積土量 0.3m3以上 

桝の内寸法□50cm～80

cm 桝深さ100cm以上 箇所         5           79,900           399,500

単-43号

　　橋梁清掃工

　　

(西大阪管内)

式         1          9,975,000

　　　排水管清掃

　　　

m     3,000            3,325         9,975,000

単-44号

　　雑作業工

　　

(西大阪管内)

式         1          1,060,000

　　　塵埃処分

　　　

混合廃棄物(A)

t        20           38,000           760,000

単-45号

　　　塵埃処分

　　　

混合廃棄物(B)

t        10           30,000           300,000

単-46号

　仮設工

　

式         1            493,100

　　交通管理工

　　

式         1            493,100

　　　交通誘導警備員(A)

　　　

人日        30           13,200           396,000

単-47号

　　　交通誘導警備員(B)

　　　

人日         2           11,500            23,000

単-48号

　　　交通誘導警備員(A)

　　　

夜間

人日         2           19,800            39,600

単-49号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２６号他道路清掃作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　交通誘導警備員(B)

　　　

夜間

人日         2           17,250            34,500

単-50号

直接工事費

式         1         34,156,377

共通仮設費

式         1          5,770,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          5,770,000

純工事費

式         1         39,926,377

　現場管理費

　

式         1         16,965,000

工事原価

式         1         56,891,377

　一般管理費等

　

式         1          9,388,623

工事価格

式         1         66,280,000

消費税相当額

式         1          6,628,000

工事費計

式         1         72,908,000
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歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－2号

路面清掃(機械) 夜間

km

        1            9,784   

路面清掃（機械清掃工） ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級                        

清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式                      

0.202時間/km 有 持込                            ｋｍ         1            9,784             9,784   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－1号

路面清掃(機械)

km

        1            7,753   

路面清掃（機械清掃工） ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級                        

清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式                      

0.202時間/km 有 持込                            ｋｍ         1            7,753             7,753   

               計

          7,753   

               単価

        7,753   円／km

               計

          9,784   

               単価

        9,784   円／km

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－4号

側溝清掃(機械) 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%以上

m

        1            1,643   

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2未満 堆積率50%以上                       

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,643             1,643   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－3号

側溝清掃(機械) 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%未満

m

        1            1,201   

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2未満 堆積率50%未満                       

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,201             1,201   

               計

          1,201   

               単価

        1,201   円／m

               計

          1,643   

               単価

        1,643   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－6号

側溝清掃(機械) 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%以上

m

        1            2,679   

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上                    

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,679             2,679   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－5号

側溝清掃(機械) 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%未満

m

        1            1,829   

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満                    

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,829             1,829   

               計

          1,829   

               単価

        1,829   円／m

               計

          2,679   

               単価

        2,679   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－8号

管渠清掃  管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満

m

        1              922.1 

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1              922.1             922.1 

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－7号

側溝清掃(機械) 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%以

上 m

        1            3,492   

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上                    

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            3,492             3,492   

               計

          3,492   

               単価

        3,492   円／m

               計

            922.1 

               単価

          922.1 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－10号

管渠清掃  管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上

m

        1            1,380   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,380             1,380   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－9号

管渠清掃  夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満

m

        1            1,208   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,208             1,208   

               計

          1,208   

               単価

        1,208   円／m

               計

          1,380   

               単価

        1,380   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－12号

管渠清掃  管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満

m

        1            1,671   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,671             1,671   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－11号

管渠清掃  夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上

m

        1            1,809   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,809             1,809   

               計

          1,809   

               単価

        1,809   円／m

               計

          1,671   

               単価

        1,671   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－14号

管渠清掃  管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上

m

        1            2,192   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,192             2,192   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－13号

管渠清掃  夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満

m

        1            2,190   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,190             2,190   

               計

          2,190   

               単価

        2,190   円／m

               計

          2,192   

               単価

        2,192   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－16号

側溝清掃(機械) 組合せ移動

km

        1            1,080   

側溝清掃（機械組合せ）　移動 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,080             1,080   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－15号

管渠清掃  夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上

m

        1            2,873   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,873             2,873   

               計

          2,873   

               単価

        2,873   円／m

               計

          1,080   

               単価

        1,080   円／km

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－18号

管渠清掃 組合せ移動

km

        1            1,121   

管渠清掃（機械清掃工）　移動 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,121             1,121   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－17号

側溝清掃(機械) 夜間 組合せ移動

km

        1            1,408   

側溝清掃（機械組合せ）　移動 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,408             1,408   

               計

          1,408   

               単価

        1,408   円／km

               計

          1,121   

               単価

        1,121   円／km

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－20号

塵埃処分 混合廃棄物(A)

t

        1           38,000   

処分費（ｔ）

ｔ         1           38,000            38,000   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－19号

管渠清掃 夜間 組合せ移動

km

        1            1,470   

管渠清掃（機械清掃工）　移動 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,470             1,470   

               計

          1,470   

               単価

        1,470   円／km

               計

         38,000   

               単価

       38,000   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－22号

路面清掃(機械) 夜間

km

        1            9,784   

路面清掃（機械清掃工） ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級                        

清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式                      

0.202時間/km 有 持込                            ｋｍ         1            9,784             9,784   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－21号

塵埃処分 混合廃棄物(B)

t

        1           30,000   

処分費（ｔ）

ｔ         1           30,000            30,000   

               計

         30,000   

               単価

       30,000   円／t

               計

          9,784   

               単価

        9,784   円／km

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－24号

側溝清掃(機械) 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%未満

m

        1            1,566   

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2未満 堆積率50%未満                       

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,566             1,566   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－23号

側溝清掃(機械) 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%未満

m

        1            1,201   

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2未満 堆積率50%未満                       

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,201             1,201   

               計

          1,201   

               単価

        1,201   円／m

               計

          1,566   

               単価

        1,566   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－26号

側溝清掃(機械) 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%未

満 m

        1            2,383   

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満                    

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,383             2,383   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－25号

側溝清掃(機械) 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%以上

m

        1            2,142   

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2未満 堆積率50%以上                       

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,142             2,142   

               計

          2,142   

               単価

        2,142   円／m

               計

          2,383   

               単価

        2,383   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－28号

側溝清掃(機械) 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%以

上 m

        1            3,492   

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上                    

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            3,492             3,492   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－27号

側溝清掃(機械) 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%以上

m

        1            2,679   

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上                    

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,679             2,679   

               計

          2,679   

               単価

        2,679   円／m

               計

          3,492   

               単価

        3,492   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－30号

管渠清掃  夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満

m

        1            1,208   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,208             1,208   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－29号

管渠清掃  管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満

m

        1              922.1 

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1              922.1             922.1 

               計

            922.1 

               単価

          922.1 円／m

               計

          1,208   

               単価

        1,208   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－32号

管渠清掃  夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上

m

        1            1,809   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,809             1,809   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－31号

管渠清掃  管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上

m

        1            1,380   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,380             1,380   

               計

          1,380   

               単価

        1,380   円／m

               計

          1,809   

               単価

        1,809   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－34号

管渠清掃  夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満

m

        1            2,190   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,190             2,190   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－33号

管渠清掃  管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満

m

        1            1,671   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,671             1,671   

               計

          1,671   

               単価

        1,671   円／m

               計

          2,190   

               単価

        2,190   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－36号

管渠清掃  夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上

m

        1            2,873   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,873             2,873   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－35号

管渠清掃  管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上

m

        1            2,192   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,192             2,192   

               計

          2,192   

               単価

        2,192   円／m

               計

          2,873   

               単価

        2,873   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－38号

側溝清掃(機械) 組合せ移動

km

        1            1,080   

側溝清掃（機械組合せ）　移動 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,080             1,080   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－37号

管渠清掃  夜間 ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ 管経φ150mm以上200mm未満 堆積

率50%未満 m

        1            3,686   

管渠清掃  ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ 管径Φ150mm以上200mm未満 堆積率50%

m         1            3,686             3,686   

               計

          3,686   

               単価

        3,686   円／m

               計

          1,080   

               単価

        1,080   円／km

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－40号

管渠清掃 組合せ移動

km

        1            1,121   

管渠清掃（機械清掃工）　移動 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,121             1,121   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－39号

側溝清掃(機械) 夜間 組合せ移動

km

        1            1,408   

側溝清掃（機械組合せ）　移動 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,408             1,408   

               計

          1,408   

               単価

        1,408   円／km

               計

          1,121   

               単価

        1,121   円／km

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－42号

集水桝清掃(機械) 堆積土量 0.3m3未満 桝の内寸法□50cm～80cm 桝深さ

100cm以上 箇所

        1           64,800   

集水桝清掃（機械 組合せ作業） 堆積土量 0.3m3未満 □50cm～80c 桝深さ100cm以上

箇所         1           64,800            64,800   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－41号

管渠清掃 夜間 組合せ移動

km

        1            1,470   

管渠清掃（機械清掃工）　移動 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,470             1,470   

               計

          1,470   

               単価

        1,470   円／km

               計

         64,800   

               単価

       64,800   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－44号

排水管清掃

m

        1            3,325   

橋梁排水管清掃工 排水清掃車 側溝清掃車 持込

ｍ         1            3,325             3,325   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－43号

集水桝清掃(機械) 堆積土量 0.3m3以上 桝の内寸法□50cm～80cm 桝深さ

100cm以上 箇所

        1           79,900   

集水桝清掃（機械 組合せ作業） 堆積土量 0.3m3以上 □50cm～80c 桝深さ100cm以上

箇所         1           79,900            79,900   

               計

         79,900   

               単価

       79,900   円／箇所

               計

          3,325   

               単価

        3,325   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－46号

塵埃処分 混合廃棄物(B)

t

        1           30,000   

処分費（ｔ）

ｔ         1           30,000            30,000   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－45号

塵埃処分 混合廃棄物(A)

t

        1           38,000   

処分費（ｔ）

ｔ         1           38,000            38,000   

               計

         38,000   

               単価

       38,000   円／t

               計

         30,000   

               単価

       30,000   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－48号

交通誘導警備員(B)

人日

        1           11,500   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           11,500            11,500   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

単－47号

交通誘導警備員(A)

人日

        1           13,200   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           13,200            13,200   

               計

         13,200   

               単価

       13,200   円／人日

               計

         11,500   

               単価

       11,500   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－50号

交通誘導警備員(B) 夜間

人日

        1           17,250   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           17,250            17,250   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

単－49号

交通誘導警備員(A) 夜間

人日

        1           19,800   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           19,800            19,800   

               計

         19,800   

               単価

       19,800   円／人日

               計

         17,250   

               単価

       17,250   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

路面清掃（機械清掃工） ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級                        

清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式                      

0.202時間/km 有 持込                            

ｋｍ

      100            7,753   

土木一般世話役  

人         2.376        23,500            55,836   

普通作業員  

人         3.565        19,000            67,735   

路面清掃車運転 ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込 

時間        20.2         16,170           326,634   

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間        20.2          6,562           132,552   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級

時間        20.2          5,299           107,039   

諸雑費（率＋まるめ）

        19%

式         1             85,504   

               計

        775,300   

               単価

        7,753   円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

路面清掃（機械清掃工） ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級                        

清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式                      

0.202時間/km 有 持込                            

ｋｍ

      100            9,784   

土木一般世話役  

人         2.376        35,250            83,754   

普通作業員  

人         3.565        28,500           101,602   

路面清掃車運転 ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込 

時間        20.2         18,930           382,386   

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間        20.2          8,173           165,094   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級

時間        20.2          6,820           137,764   

諸雑費（率＋まるめ）

        19%

式         1            107,800   

               計

        978,400   

               単価

        9,784   円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2未満 堆積率50%未満                       

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   

ｍ

      100            1,201   

土木一般世話役  

人         0.498        23,500            11,703   

普通作業員  

人         2.046        19,000            38,874   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         3.706         8,875            32,890   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         3.706         9,631            35,692   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1                941   

               計

        120,100   

               単価

        1,201   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2未満 堆積率50%以上                       

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   

ｍ

      100            1,643   

土木一般世話役  

人         0.681        23,500            16,003   

普通作業員  

人         2.799        19,000            53,181   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         5.068         8,875            44,978   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         5.068         9,631            48,809   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,329   

               計

        164,300   

               単価

        1,643   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満                    

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   

ｍ

      100            1,829   

土木一般世話役  

人         0.758        23,500            17,813   

普通作業員  

人         3.115        19,000            59,185   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         5.64         8,875            50,055   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         5.64         9,631            54,318   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,529   

               計

        182,900   

               単価

        1,829   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上                    

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   

ｍ

      100            2,679   

土木一般世話役  

人         1.11        23,500            26,085   

普通作業員  

人         4.563        19,000            86,697   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         8.263         8,875            73,334   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         8.263         9,631            79,580   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              2,204   

               計

        267,900   

               単価

        2,679   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上                    

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   

ｍ

      100            3,492   

土木一般世話役  

人         1.11        35,250            39,127   

普通作業員  

人         4.563        28,500           130,045   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         8.263        10,220            84,447   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         8.263        11,160            92,215   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              3,366   

               計

        349,200   

               単価

        3,492   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   

ｍ

      100              922.1 

土木一般世話役  

人         0.409        23,500             9,611   

普通作業員  

人         1.636        19,000            31,084   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         2.74         8,875            24,317   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         2.74         9,631            26,388   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1                810   

               計

         92,210   

               単価

          922.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   

ｍ

      100            1,208   

土木一般世話役  

人         0.409        35,250            14,417   

普通作業員  

人         1.636        28,500            46,626   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         2.74        10,220            28,002   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         2.74        11,160            30,578   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,177   

               計

        120,800   

               単価

        1,208   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   

ｍ

      100            1,380   

土木一般世話役  

人         0.612        23,500            14,382   

普通作業員  

人         2.45        19,000            46,550   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         4.104         8,875            36,423   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         4.104         9,631            39,525   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,120   

               計

        138,000   

               単価

        1,380   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   

ｍ

      100            1,809   

土木一般世話役  

人         0.612        35,250            21,573   

普通作業員  

人         2.45        28,500            69,825   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         4.104        10,220            41,942   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         4.104        11,160            45,800   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,760   

               計

        180,900   

               単価

        1,809   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   

ｍ

      100            1,671   

土木一般世話役  

人         0.741        23,500            17,413   

普通作業員  

人         2.965        19,000            56,335   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         4.967         8,875            44,082   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         4.967         9,631            47,837   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,433   

               計

        167,100   

               単価

        1,671   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 37 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   

ｍ

      100            2,190   

土木一般世話役  

人         0.741        35,250            26,120   

普通作業員  

人         2.965        28,500            84,502   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         4.967        10,220            50,762   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         4.967        11,160            55,431   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              2,185   

               計

        219,000   

               単価

        2,190   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   

ｍ

      100            2,192   

土木一般世話役  

人         0.972        23,500            22,842   

普通作業員  

人         3.89        19,000            73,910   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         6.516         8,875            57,829   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         6.516         9,631            62,755   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,864   

               計

        219,200   

               単価

        2,192   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上                  

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   

ｍ

      100            2,873   

土木一般世話役  

人         0.972        35,250            34,263   

普通作業員  

人         3.89        28,500           110,865   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         6.516        10,220            66,593   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         6.516        11,160            72,718   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              2,861   

               計

        287,300   

               単価

        2,873   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

側溝清掃（機械組合せ）　移動 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 ｋｍ

      100            1,080   

土木一般世話役  

人         0.448        23,500            10,528   

普通作業員  

人         1.841        19,000            34,979   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         3.333         8,875            29,580   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         3.333         9,631            32,100   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1                813   

               計

        108,000   

               単価

        1,080   円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

側溝清掃（機械組合せ）　移動 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 ｋｍ

      100            1,408   

土木一般世話役  

人         0.448        35,250            15,792   

普通作業員  

人         1.841        28,500            52,468   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         3.333        10,220            34,063   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         3.333        11,160            37,196   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,281   

               計

        140,800   

               単価

        1,408   円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 42 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

管渠清掃（機械清掃工）　移動 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 ｋｍ

      100            1,121   

土木一般世話役  

人         0.498        23,500            11,703   

普通作業員  

人         1.99        19,000            37,810   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         3.333         8,875            29,580   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         3.333         9,631            32,100   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1                907   

               計

        112,100   

               単価

        1,121   円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 43 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

管渠清掃（機械清掃工）　移動 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 ｋｍ

      100            1,470   

土木一般世話役  

人         0.498        35,250            17,554   

普通作業員  

人         1.99        28,500            56,715   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         3.333        10,220            34,063   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         3.333        11,160            37,196   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,472   

               計

        147,000   

               単価

        1,470   円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

処分費（ｔ）

ｔ

      100           30,000   

処分費 塵埃処分 混合廃棄物(B) 岩産業

ｔ       100           30,000         3,000,000   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

処分費（ｔ）

ｔ

      100           38,000   

処分費 塵埃処分 混合廃棄物(A) 大東衛生

ｔ       100           38,000         3,800,000   

               計

      3,800,000   

               単価

       38,000   円／ｔ

               計

      3,000,000   

               単価

       30,000   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 45 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2未満 堆積率50%未満                       

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   

ｍ

      100            1,566   

土木一般世話役  

人         0.498        35,250            17,554   

普通作業員  

人         2.046        28,500            58,311   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         3.706        10,220            37,875   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         3.706        11,160            41,358   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,502   

               計

        156,600   

               単価

        1,566   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 46 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2未満 堆積率50%以上                       

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   

ｍ

      100            2,142   

土木一般世話役  

人         0.681        35,250            24,005   

普通作業員  

人         2.799        28,500            79,771   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         5.068        10,220            51,794   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         5.068        11,160            56,558   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              2,072   

               計

        214,200   

               単価

        2,142   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満                    

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3          

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   

ｍ

      100            2,383   

土木一般世話役  

人         0.758        35,250            26,719   

普通作業員  

人         3.115        28,500            88,777   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         5.64        10,220            57,640   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         5.64        11,160            62,942   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              2,222   

               計

        238,300   

               単価

        2,383   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

管渠清掃  ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ 管径Φ150mm以上200mm未満 堆積率50%

m

      100            3,686   

土木一般世話役  

人         1           35,250            35,250   

普通作業員  

人         6           28,500           171,000   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間         7           10,220            71,540   

側溝清掃車運転 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込                   

標準                                            

                                                時間         7           10,620            74,340   

諸雑費（率＋まるめ）

       8%

式         1             16,470   

               計

        368,600   

               単価

        3,686   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

集水桝清掃（機械 組合せ作業） 堆積土量 0.3m3未満 □50cm～80c 桝深さ100cm以上

箇所

       10           64,800   

土木一般世話役  

人         2.32        23,500            54,520   

普通作業員  

人        11.31        19,000           214,890   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間        19.44         8,875           172,530   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間        19.44         9,631           187,226   

諸雑費（率＋まるめ）

       7%

式         1             18,834   

               計

        648,000   

               単価

       64,800   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

集水桝清掃（機械 組合せ作業） 堆積土量 0.3m3以上 □50cm～80c 桝深さ100cm以上

箇所

       10           79,900   

土木一般世話役  

人         2.83        23,500            66,505   

普通作業員  

人        13.78        19,000           261,820   

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 

時間        23.66         8,875           209,982   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間        23.66         9,631           227,869   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1             32,824   

               計

        799,000   

               単価

       79,900   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

橋梁排水管清掃工 排水清掃車 側溝清掃車 持込

ｍ

      100            3,325   

土木一般世話役  

人         1.2         23,500            28,200   

普通作業員  

人         6           19,000           114,000   

排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式） タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ

時間        10            9,233            92,330   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         9            9,631            86,679   

諸雑費（率＋まるめ）

       8%

式         1             11,291   

               計

        332,500   

               単価

        3,325   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           11,500   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           11,500            11,500   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           13,200   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           13,200            13,200   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         13,200   

               単価

       13,200   円／人日

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         11,500   

               単価

       11,500   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           17,250   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           17,250            17,250   

2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           19,800   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           19,800            19,800   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         19,800   

               単価

       19,800   円／人日

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         17,250   

               単価

       17,250   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 54 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

路面清掃車運転 ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込 

時間

        1           16,170   

運転手（一般）  

人         0.15        17,900             2,685   

助手  

人         0.15        19,000             2,850   

軽油  １．２号

Ｌ        13              119             1,547   

路面清掃車［ブラシ・四輪式］ ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３

時間         1            9,080             9,080   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         16,170   

               単価

       16,170   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間

        1            6,562   

運転手（一般）  

人         0.18        17,900             3,222   

軽油  １．２号

Ｌ         5.8            119               690   

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間         1            2,650             2,650   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,562   

               単価

        6,562   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

ダンプトラック［オンロード・ディ

ーゼル］

４ｔ積級

時間

        1            5,299   

運転手（一般）  

人         0.17        17,900             3,043   

軽油  １．２号

Ｌ         5.8            119               690   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級

時間         1            1,510             1,510   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ

時間         1               56                56   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,299   

               単価

        5,299   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

路面清掃車運転 ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込 

時間

        1           18,930   

運転手（一般）  

人         0.15        26,850             4,027   

助手  

人         0.15        28,500             4,275   

軽油  １．２号

Ｌ        13              119             1,547   

路面清掃車［ブラシ・四輪式］ ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３

時間         1            9,080             9,080   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         18,930   

               単価

       18,930   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間

        1            8,173   

運転手（一般）  

人         0.18        26,850             4,833   

軽油  １．２号

Ｌ         5.8            119               690   

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間         1            2,650             2,650   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,173   

               単価

        8,173   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 59 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

ダンプトラック［オンロード・ディ

ーゼル］

４ｔ積級

時間

        1            6,820   

運転手（一般）  

人         0.17        26,850             4,564   

軽油  １．２号

Ｌ         5.8            119               690   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級

時間         1            1,510             1,510   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ

時間         1               56                56   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,820   

               単価

        6,820   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 60 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 時間

        1            8,875   

運転手（一般）  

人         0.15        17,900             2,685   

軽油  １．２号

Ｌ         7.9            119               940   

排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式） タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ

時間         1            5,250             5,250   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,875   

               単価

        8,875   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 61 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間

        1            9,631   

運転手（一般）  

人         0.17        17,900             3,043   

軽油  １．２号

Ｌ         9.4            119             1,118   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         1            5,470             5,470   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,631   

               単価

        9,631   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 62 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 時間

        1           10,220   

運転手（一般）  

人         0.15        26,850             4,027   

軽油  １．２号

Ｌ         7.9            119               940   

排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式） タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ

時間         1            5,250             5,250   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         10,220   

               単価

       10,220   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間

        1           11,160   

運転手（一般）  

人         0.17        26,850             4,564   

軽油  １．２号

Ｌ         9.4            119             1,118   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         1            5,470             5,470   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         11,160   

               単価

       11,160   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 64 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 時間

        1           10,220   

運転手（一般）  

人         0.15        26,850             4,027   

軽油  １．２号

Ｌ         7.9            119               940   

排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式） タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ

時間         1            5,250             5,250   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         10,220   

               単価

       10,220   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 65 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-50

側溝清掃車運転 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込                   

標準                                            

                                                

時間

        1           10,620   

運転手（一般）  

人         0.15        26,850             4,027   

軽油  １．２号

Ｌ         9.4            119             1,118   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         1            5,470             5,470   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         10,620   

               単価

       10,620   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 66 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準

 時間

        1            8,875   

運転手（一般）  

人         0.15        17,900             2,685   

軽油  １．２号

Ｌ         7.9            119               940   

排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式） タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ

時間         1            5,250             5,250   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,875   

               単価

        8,875   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間

        1            9,631   

運転手（一般）  

人         0.17        17,900             3,043   

軽油  １．２号

Ｌ         9.4            119             1,118   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         1            5,470             5,470   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,631   

               単価

        9,631   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 68 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020. 3

2020. 3

1.000-00-00-2-0

排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジ

ェット式）

タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ

時間

        1            9,233   

運転手（一般）  

人         0.17        17,900             3,043   

軽油  １．２号

Ｌ         7.9            119               940   

排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジェット式） タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ

時間         1            5,250             5,250   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,233   

               単価

        9,233   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 69 -


