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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

奈良国道事務所管内管渠清掃他作業

鏡

奈良県奈良市柏木町他（奈良国道事務所管内）

　１）　発注年月　　　　　令和 2年10月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　奈良国道事務所　管理第二課              　　　　　

　３）　工事番号　　　　　6151010014　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　一式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  138日間 　　　　自　　　令和 2年11月14日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年 3月31日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　奈良県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　生駒市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 2年 9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10月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2020年10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 　　　　　　　        171,026 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年 9月11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

奈良国道事務所管内管渠清掃他作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

道路維持

式         1          5,885,742

　道路清掃工

　

式         1          4,881,742

　　路面清掃工

　　

式         1          3,025,555

　　　路面清掃(機械)（組合せ）（昼間作業）

　　　

路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘ

ﾌﾄ2.5m3)(貸付),散水

車(4×4,6,500L)(貸付

),ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t級)(借

上) ｋｍ       244            5,470         1,334,680

単-1号

　　　路面清掃(機械)（組合せ）（夜間作業）

　　　

路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘ

ﾌﾄ2.5m3)(貸付),散水

車(4×4,6,500L)(貸付

),ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t級)(借

上) ｋｍ       225            7,515         1,690,875

単-2号

　　排水施設清掃工

　　

式         1          1,655,377

　　　側溝清掃(人力)（昼間作業）

　　　

泥土堆積量0.15m3/m以

下の無蓋側溝(内幅20

～70cm、内深さ20～10

0cm)清掃 ｍ        10              414.7           4,147

単-3号

　　　側溝清掃(人力)（夜間作業）

　　　

泥土堆積量0.15m3/m以

下の無蓋側溝(内幅20

～70cm、内深さ20～10

0cm)清掃 ｍ        20              622            12,440

単-4号

　　　側溝清掃作業(機械)(組合せ)（昼間作業

　　　）　

0.125m2未満50%未満､

側溝清掃車(貸付)､排

水管清掃車(貸付)、移

動距離含まず ｍ       100              855.5          85,550

単-5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

奈良国道事務所管内管渠清掃他作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　側溝清掃作業(機械)(組合せ)（夜間作業

　　　）　

0.125m2未満50%未満､

側溝清掃車(貸付)､排

水管清掃車(貸付)、移

動距離含まず ｍ       200            1,222           244,400

単-6号

　　　側溝清掃移動(機械)(組合せ)（昼間作業

　　　）　

側溝清掃車(貸付)､排

水管清掃車(貸付)、移

動 ｋｍ       100              769.6          76,960

単-7号

　　　側溝清掃移動(機械)(組合せ)（夜間作業

　　　）　

側溝清掃車(貸付)､排

水管清掃車(貸付)、移

動 ｋｍ       200            1,100           220,000

単-8号

　　　管渠清掃作業(機械)(組合せ)（昼間作業

　　　）　

 φ200mm～φ400mm未満

50%未満､側溝清掃車(

貸付)､排水管清掃車(

貸付)、移動距離含ま

ず ｍ       100              666.4          66,640

単-9号

　　　管渠清掃作業(機械)(組合せ)（夜間作業

　　　）　

 φ200mm～φ400mm未満

50%未満､側溝清掃車(

貸付)､排水管清掃車(

貸付)、移動距離含ま

ず ｍ       200              955           191,000

単-10号

　　　管渠清掃移動(機械)(組合せ)（昼間作業

　　　）　

側溝清掃車(貸付)､排

水管清掃車(貸付)、移

動 ｋｍ       100              810.7          81,070

単-11号

　　　管渠清掃移動(機械)(組合せ)（夜間作業

　　　）　

側溝清掃車(貸付)､排

水管清掃車(貸付)、移

動 ｋｍ       200            1,161           232,200

単-12号

　　　集水桝清掃作業(組合せ)（昼間作業）

　　　

集水桝25cm未満､側溝

清掃車(貸付)、排水管

清掃車（貸付)、移動

距離含まず 箇所        50            1,177            58,850

単-13号

　　　集水桝清掃作業(組合せ)（夜間作業）

　　　

集水桝25cm未満､側溝

清掃車(貸付)、排水管

清掃車（貸付)、移動

距離含まず 箇所        50            1,682            84,100

単-14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

奈良国道事務所管内管渠清掃他作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　集水桝清掃移動(組合せ)（昼間作業）

　　　

側溝清掃車(貸付)､排

水管清掃車(貸付)、移

動 ｋｍ       100              772.2          77,220

単-15号

　　　集水桝清掃移動(組合せ)（夜間作業）

　　　

側溝清掃車(貸付)､排

水管清掃車(貸付)、移

動 ｋｍ       200            1,104           220,800

単-16号

　　直接経費

　　

式         1              4,954

　　　通行料金（普通車）

　　　

普通車（天理～郡山）

、ＥＴＣ料金

回         1              245               245

単-17号

　　　通行料金（中型車）

　　　

中型車（天理～郡山）

、ＥＴＣ料金

回         2              263               526

単-18号

　　　通行料金（大型車）

　　　

大型車（天理～郡山）

、ＥＴＣ料金

回         4              309             1,236

単-19号

　　　通行料金（深夜）（普通車）

　　　

普通車（天理～郡山）

、ＥＴＣ料金（深夜割

 引） 回         1              172               172

単-20号

　　　通行料金（深夜）（中型車）

　　　

中型車（天理～郡山）

、ＥＴＣ料金（深夜割

 引） 回         1              181               181

単-21号

　　　通行料金（深夜）（大型車）

　　　

大型車（天理～郡山）

、ＥＴＣ料金（深夜割

 引） 回         1              218               218

単-22号

　　　通行料金（普通車）

　　　

普通車（郡山から大和

まほろば）、ＥＴＣ料

金 回         1              227               227

単-23号

　　　通行料金（中型車）

　　　

中型車（郡山から大和

まほろば）、ＥＴＣ料

金 回         2              245               490

単-24号

　　　通行料金（大型車）

　　　

大型車（郡山から大和

まほろば）、ＥＴＣ料

金 回         4              281             1,124

単-25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

奈良国道事務所管内管渠清掃他作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　通行料金（深夜）（普通車）

　　　

普通車（郡山から大和

まほろば）、ＥＴＣ料

金（深夜割引） 回         1              163               163

単-26号

　　　通行料金（深夜）（中型車）

　　　

中型車（郡山から大和

まほろば）、ＥＴＣ料

金（深夜割引） 回         1              172               172

単-27号

　　　通行料金（深夜）（大型車）

　　　

大型車（郡山から大和

まほろば）、ＥＴＣ料

金（深夜割引） 回         1              200               200

単-28号

　　処分費等

　　

式         1            195,856

　　　処分費

　　　

土砂持ち込み単価(昼

間)運搬費別途

 ｍ３        50            3,420           171,000

単-29号

　　　処分費

　　　

一般廃棄物(奈良市域)

ｋｇ         1               14.54              14

単-30号

　　　処分費

　　　

一般廃棄物(橿原市域)

ｋｇ         1               12.36              12

単-31号

　　　分別作業（昼間）

　　　

普通作業員

時間        10            2,483            24,830

単-32号

　仮設工

　

式         1          1,004,000

　　交通管理工

　　

式         1          1,004,000

　　　交通誘導警備員Ａ（昼間作業）

　　　

交通誘導警備員Ａ

人・日        10           13,700           137,000

単-33号

　　　交通誘導警備員Ａ（夜間作業）

　　　

交通誘導警備員Ａ

人・日        20           20,550           411,000

単-34号

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



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

奈良国道事務所管内管渠清掃他作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　交通誘導警備員Ｂ（昼間作業）

　　　

交通誘導警備員Ｂ

人・日        10           11,400           114,000

単-35号

　　　交通誘導警備員Ｂ（夜間作業）

　　　

交通誘導警備員Ｂ

人・日        20           17,100           342,000

単-36号

直接工事費

式         1          5,885,742

共通仮設費

式         1          2,787,590

　共通仮設費

　

式         1          1,225,590

　　安全費

　　

式         1          1,225,590

　　　標識車運転（貸付）（昼間作業）路面清

　　　掃工　

LED表示式　追突緩和

装置付（2t積みトラッ

ク相当、発動発電機6k

VA）(貸付) 時間        30            5,641           169,230

単-37号

　　　標識車運転（貸付）（夜間作業）路面清

　　　掃工　

LED表示式　追突緩和

装置付（2t積みトラッ

ク相当、発動発電機6k

VA）(貸付) 時間        30            7,552           226,560

単-38号

　　　標識車運転（貸付）（昼間作業）排水施

　　　設清掃工　

LED表示式　追突緩和

装置付（2t積みトラッ

ク相当、発動発電機6k

VA）(貸付) 時間        40            5,641           225,640

単-39号

　　　標識車運転（貸付）（夜間作業）排水施

　　　設清掃工　

LED表示式　追突緩和

装置付（2t積みトラッ

ク相当、発動発電機6k

VA）(貸付) 時間        80            7,552           604,160

単-40号

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



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

奈良国道事務所管内管渠清掃他作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          1,562,000

純工事費

式         1          8,673,332

　現場管理費

　

式         1          6,085,000

工事原価

式         1         14,758,332

　一般管理費等

　

式         1          2,971,668

工事価格

式         1         17,730,000

消費税相当額

式         1          1,773,000

工事費計

式         1         19,503,000
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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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

単－2号

路面清掃(機械)（組合せ）（夜間作業） 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄ2.5m3)(貸付),散水車(4×4,6

,500L)(貸付),ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t級)(借上) ｋｍ

        1            7,515   

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                        

清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式                      

0.22時間/km 有 持込 5500～6500L                 ｋｍ         1            7,515             7,515   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－1号

路面清掃(機械)（組合せ）（昼間作業） 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄ2.5m3)(貸付),散水車(4×4,6

,500L)(貸付),ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t級)(借上) ｋｍ

        1            5,470   

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                        

清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式                      

0.22時間/km 有 持込 5500～6500L                 ｋｍ         1            5,470             5,470   

               計

          5,470   

               単価

        5,470   円／ｋｍ

               計

          7,515   

               単価

        7,515   円／ｋｍ
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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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

単－4号

側溝清掃(人力)（夜間作業） 泥土堆積量0.15m3/m以下の無蓋側溝(内幅20～70cm、

内深さ20～100cm)清掃 ｍ

        1              622   

側溝清掃（人力清掃工） 無蓋                                            

                                                

                                                ｍ         1              622               622   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－3号

側溝清掃(人力)（昼間作業） 泥土堆積量0.15m3/m以下の無蓋側溝(内幅20～70cm、

内深さ20～100cm)清掃 ｍ

        1              414.7 

側溝清掃（人力清掃工） 無蓋                                            

                                                

                                                ｍ         1              414.7             414.7 

               計

            414.7 

               単価

          414.7 円／ｍ

               計

            622   

               単価

          622   円／ｍ
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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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

単－6号

側溝清掃作業(機械)(組合せ)（夜間作業

）　

0.125m2未満50%未満､側溝清掃車(貸付)､排水管清掃車

(貸付)、移動距離含まず ｍ

        1            1,222   

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          

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,222             1,222   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－5号

側溝清掃作業(機械)(組合せ)（昼間作業

）　

0.125m2未満50%未満､側溝清掃車(貸付)､排水管清掃車

(貸付)、移動距離含まず ｍ

        1              855.5 

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          

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1              855.5             855.5 

               計

            855.5 

               単価

          855.5 円／ｍ

               計

          1,222   

               単価

        1,222   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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

単－8号

側溝清掃移動(機械)(組合せ)（夜間作業

）　

側溝清掃車(貸付)､排水管清掃車(貸付)、移動

ｋｍ

        1            1,100   

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 貸与 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,100             1,100   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－7号

側溝清掃移動(機械)(組合せ)（昼間作業

）　

側溝清掃車(貸付)､排水管清掃車(貸付)、移動

ｋｍ

        1              769.6 

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 貸与 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 

ｋｍ         1              769.6             769.6 

               計

            769.6 

               単価

          769.6 円／ｋｍ

               計

          1,100   

               単価

        1,100   円／ｋｍ

              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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

単－10号

管渠清掃作業(機械)(組合せ)（夜間作業

）　

 φ200mm～φ400mm未満50%未満､側溝清掃車(貸付)､排

水管清掃車(貸付)、移動距離含まず ｍ

        1              955   

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          

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1              955               955   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－9号

管渠清掃作業(機械)(組合せ)（昼間作業

）　

 φ200mm～φ400mm未満50%未満､側溝清掃車(貸付)､排

水管清掃車(貸付)、移動距離含まず ｍ

        1              666.4 

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          

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1              666.4             666.4 

               計

            666.4 

               単価

          666.4 円／ｍ

               計

            955   

               単価

          955   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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

単－12号

管渠清掃移動(機械)(組合せ)（夜間作業

）　

側溝清掃車(貸付)､排水管清掃車(貸付)、移動

ｋｍ

        1            1,161   

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 貸与 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,161             1,161   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－11号

管渠清掃移動(機械)(組合せ)（昼間作業

）　

側溝清掃車(貸付)､排水管清掃車(貸付)、移動

ｋｍ

        1              810.7 

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 貸与 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 

ｋｍ         1              810.7             810.7 

               計

            810.7 

               単価

          810.7 円／ｋｍ

               計

          1,161   

               単価

        1,161   円／ｋｍ

              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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

単－14号

集水桝清掃作業(組合せ)（夜間作業） 集水桝25cm未満､側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車（

貸付)、移動距離含まず 箇所

        1            1,682   

集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）　清掃作業 25cm未満                                        

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

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   個         1            1,682             1,682   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－13号

集水桝清掃作業(組合せ)（昼間作業） 集水桝25cm未満､側溝清掃車(貸付)、排水管清掃車（

貸付)、移動距離含まず 箇所

        1            1,177   

集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）　清掃作業 25cm未満                                        

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

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   個         1            1,177             1,177   

               計

          1,177   

               単価

        1,177   円／箇所

               計

          1,682   

               単価

        1,682   円／箇所

              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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

単－16号

集水桝清掃移動(組合せ)（夜間作業） 側溝清掃車(貸付)､排水管清掃車(貸付)、移動

ｋｍ

        1            1,104   

集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）　移動 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,104             1,104   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－15号

集水桝清掃移動(組合せ)（昼間作業） 側溝清掃車(貸付)､排水管清掃車(貸付)、移動

ｋｍ

        1              772.2 

集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）　移動 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 

ｋｍ         1              772.2             772.2 

               計

            772.2 

               単価

          772.2 円／ｋｍ

               計

          1,104   

               単価

        1,104   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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－18号

通行料金（中型車） 中型車（天理～郡山）、ＥＴＣ料金

回

        1              263   

通行料金 中型車（天理、郡山）、ＥＴＣ料金

回         1              263               263   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－17号

通行料金（普通車） 普通車（天理～郡山）、ＥＴＣ料金

回

        1              245   

通行料金 普通車（天理、郡山）、ＥＴＣ料金

回         1              245               245   

               計

            245   

               単価

          245   円／回

               計

            263   

               単価

          263   円／回

              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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－20号

通行料金（深夜）（普通車） 普通車（天理～郡山）、ＥＴＣ料金（深夜割引）

回

        1              172   

通行料金 普通車（天理、郡山）、ＥＴＣ料金（深夜割引）

回         1              172               172   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－19号

通行料金（大型車） 大型車（天理～郡山）、ＥＴＣ料金

回

        1              309   

通行料金 大型車（天理、郡山）、ＥＴＣ料金

回         1              309               309   

               計

            309   

               単価

          309   円／回

               計

            172   

               単価

          172   円／回

              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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－22号

通行料金（深夜）（大型車） 大型車（天理～郡山）、ＥＴＣ料金（深夜割引）

回

        1              218   

通行料金 大型車（天理、郡山）、ＥＴＣ料金（深夜割引）

回         1              218               218   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－21号

通行料金（深夜）（中型車） 中型車（天理～郡山）、ＥＴＣ料金（深夜割引）

回

        1              181   

通行料金 中型車（天理、郡山）、ＥＴＣ料金（深夜割引）

回         1              181               181   

               計

            181   

               単価

          181   円／回

               計

            218   

               単価

          218   円／回

              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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－24号

通行料金（中型車） 中型車（郡山から大和まほろば）、ＥＴＣ料金

回

        1              245   

通行料金 中型車（郡山、大和まほろば）、ＥＴＣ料金

回         1              245               245   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－23号

通行料金（普通車） 普通車（郡山から大和まほろば）、ＥＴＣ料金

回

        1              227   

通行料金 普通車（郡山、大和まほろば）、ＥＴＣ料金

回         1              227               227   

               計

            227   

               単価

          227   円／回

               計

            245   

               単価

          245   円／回

              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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－26号

通行料金（深夜）（普通車） 普通車（郡山から大和まほろば）、ＥＴＣ料金（深夜

割引） 回

        1              163   

通行料金

深夜割引

普通車（郡山、大和まほろば）、ＥＴＣ料金

回         1              163               163   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－25号

通行料金（大型車） 大型車（郡山から大和まほろば）、ＥＴＣ料金

回

        1              281   

通行料金 大型車（郡山、大和まほろば）、ＥＴＣ料金

回         1              281               281   

               計

            281   

               単価

          281   円／回

               計

            163   

               単価

          163   円／回

              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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－28号

通行料金（深夜）（大型車） 大型車（郡山から大和まほろば）、ＥＴＣ料金（深夜

割引） 回

        1              200   

通行料金

深夜割引

大型車（郡山、大和まほろば）、ＥＴＣ料金

回         1              200               200   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－27号

通行料金（深夜）（中型車） 中型車（郡山から大和まほろば）、ＥＴＣ料金（深夜

割引） 回

        1              172   

通行料金

深夜割引

中型車（郡山、大和まほろば）、ＥＴＣ料金

回         1              172               172   

               計

            172   

               単価

          172   円／回

               計

            200   

               単価

          200   円／回

              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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－30号

処分費 一般廃棄物(奈良市域)

ｋｇ

    1,000               14.54

処分費（ｔ）

ｔ         1           14,540            14,540   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－29号

処分費 土砂持ち込み単価(昼間)運搬費別途

 ｍ３

        1            3,420   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,420             3,420   

               計

          3,420   

               単価

        3,420   円／ｍ３

               計

         14,540   

               単価

           14.54 円／ｋｇ

              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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－32号

分別作業（昼間） 普通作業員

時間

        1            2,483   

普通作業員  

人         0.13        19,100             2,483   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－31号

処分費 一般廃棄物(橿原市域)

ｋｇ

    1,000               12.36

処分費（ｔ）

ｔ         1           12,360            12,360   

               計

         12,360   

               単価

           12.36 円／ｋｇ

               計

          2,483   

               単価

        2,483   円／時間

              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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

単－34号

交通誘導警備員Ａ（夜間作業） 交通誘導警備員Ａ

人・日

        1           20,550   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           20,550            20,550   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－33号

交通誘導警備員Ａ（昼間作業） 交通誘導警備員Ａ

人・日

        1           13,700   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           13,700            13,700   

               計

         13,700   

               単価

       13,700   円／人・日

               計

         20,550   

               単価

       20,550   円／人・日

              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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

単－36号

交通誘導警備員Ｂ（夜間作業） 交通誘導警備員Ｂ

人・日

        1           17,100   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           17,100            17,100   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－35号

交通誘導警備員Ｂ（昼間作業） 交通誘導警備員Ｂ

人・日

        1           11,400   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           11,400            11,400   

               計

         11,400   

               単価

       11,400   円／人・日

               計

         17,100   

               単価

       17,100   円／人・日

              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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

単－38号

標識車運転（貸付）（夜間作業）路面清

掃工　

LED表示式　追突緩和装置付（2t積みトラック相当、

発動発電機6kVA）(貸付) 時間

        1            7,552   

標識車（貸付）ＬＥＤ表示式　追突緩和装置付 発動発電機６ｋＶＡ付

時間         1            7,552             7,552   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－37号

標識車運転（貸付）（昼間作業）路面清

掃工　

LED表示式　追突緩和装置付（2t積みトラック相当、

発動発電機6kVA）(貸付) 時間

        1            5,641   

標識車（貸付）ＬＥＤ表示式　追突緩和装置付 発動発電機６ｋＶＡ付

時間         1            5,641             5,641   

               計

          5,641   

               単価

        5,641   円／時間

               計

          7,552   

               単価

        7,552   円／時間

              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

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

単－40号

標識車運転（貸付）（夜間作業）排水施

設清掃工　

LED表示式　追突緩和装置付（2t積みトラック相当、

発動発電機6kVA）(貸付) 時間

        1            7,552   

標識車（貸付）ＬＥＤ表示式　追突緩和装置付 発動発電機６ｋＶＡ付

時間         1            7,552             7,552   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

単－39号

標識車運転（貸付）（昼間作業）排水施

設清掃工　

LED表示式　追突緩和装置付（2t積みトラック相当、

発動発電機6kVA）(貸付) 時間

        1            5,641   

標識車（貸付）ＬＥＤ表示式　追突緩和装置付 発動発電機６ｋＶＡ付

時間         1            5,641             5,641   

               計

          5,641   

               単価

        5,641   円／時間

               計

          7,552   

               単価

        7,552   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



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） 2020.10

2020.10

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                        

清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式                      

0.22時間/km 有 持込 5500～6500L                 

ｋｍ

      100            5,470   

土木一般世話役  

人         2.588        23,700            61,335   

普通作業員  

人         3.882        19,100            74,146   

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 貸与 

時間        22            8,483           186,626   

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間        22            4,368            96,096   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級

時間        22            5,271           115,962   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1             12,835   

               計

        547,000   

               単価

        5,470   円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



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） 2020.10

2020.10

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                        

清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式                      

0.22時間/km 有 持込 5500～6500L                 

ｋｍ

      100            7,515   

土木一般世話役  

人         2.588        35,550            92,003   

普通作業員  

人         3.882        28,650           111,219   

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 貸与 

時間        22           11,280           248,160   

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間        22            6,006           132,132   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級

時間        22            6,818           149,996   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1             17,990   

               計

        751,500   

               単価

        7,515   円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



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） 2020.10

2020.10

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          

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

ｍ

      100              855.5 

土木一般世話役  

人         0.498        23,700            11,802   

普通作業員  

人         2.046        19,100            39,078   

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 貸与 標準

 

時間         3.706         4,261            15,791   

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         4,822            17,870   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,009   

               計

         85,550   

               単価

          855.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



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） 2020.10

2020.10

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          

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

ｍ

      100            1,222   

土木一般世話役  

人         0.498        35,550            17,703   

普通作業員  

人         2.046        28,650            58,617   

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 貸与 標準

 

時間         3.706         5,626            20,849   

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         6,369            23,603   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,428   

               計

        122,200   

               単価

        1,222   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



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） 2020.10

2020.10

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 貸与 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 ｋｍ

      100              769.6 

土木一般世話役  

人         0.448        23,700            10,617   

普通作業員  

人         1.841        19,100            35,163   

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 貸与 標準

 

時間         3.333         4,261            14,201   

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         4,822            16,071   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1                908   

               計

         76,960   

               単価

          769.6 円／ｋｍ

              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） 2020.10

2020.10

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 貸与 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 ｋｍ

      100            1,100   

土木一般世話役  

人         0.448        35,550            15,926   

普通作業員  

人         1.841        28,650            52,744   

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 貸与 標準

 

時間         3.333         5,626            18,751   

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         6,369            21,227   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,352   

               計

        110,000   

               単価

        1,100   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） 2020.10

2020.10

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          

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

ｍ

      100              666.4 

土木一般世話役  

人         0.409        23,700             9,693   

普通作業員  

人         1.636        19,100            31,247   

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 貸与 標準

 

時間         2.74         4,261            11,675   

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         4,822            13,212   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1                813   

               計

         66,640   

               単価

          666.4 円／ｍ

              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） 2020.10

2020.10

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          

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

ｍ

      100              955   

土木一般世話役  

人         0.409        35,550            14,539   

普通作業員  

人         1.636        28,650            46,871   

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 貸与 標準

 

時間         2.74         5,626            15,415   

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         6,369            17,451   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,224   

               計

         95,500   

               単価

          955   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） 2020.10

2020.10

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 貸与 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 ｋｍ

      100              810.7 

土木一般世話役  

人         0.498        23,700            11,802   

普通作業員  

人         1.99        19,100            38,009   

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 貸与 標準

 

時間         3.333         4,261            14,201   

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         4,822            16,071   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1                987   

               計

         81,070   

               単価

          810.7 円／ｋｍ

              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） 2020.10

2020.10

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 貸与 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 ｋｍ

      100            1,161   

土木一般世話役  

人         0.498        35,550            17,703   

普通作業員  

人         1.99        28,650            57,013   

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 貸与 標準

 

時間         3.333         5,626            18,751   

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         6,369            21,227   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,406   

               計

        116,100   

               単価

        1,161   円／ｋｍ

              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） 2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作

業）　清掃作業

25cm未満                                        

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

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

個

      100            1,177   

土木一般世話役  

人         0.607        23,700            14,385   

普通作業員  

人         2.957        19,100            56,478   

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 貸与 標準

 

時間         5.08         4,261            21,645   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         5.08         4,822            24,495   

諸雑費（率＋まるめ）

         1%

式         1                697   

               計

        117,700   

               単価

        1,177   円／個

              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） 2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作

業）　清掃作業

25cm未満                                        

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

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

個

      100            1,682   

土木一般世話役  

人         0.607        35,550            21,578   

普通作業員  

人         2.957        28,650            84,718   

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 貸与 標準

 

時間         5.08         5,626            28,580   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         5.08         6,369            32,354   

諸雑費（率＋まるめ）

         1%

式         1                970   

               計

        168,200   

               単価

        1,682   円／個

              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） 2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作

業）　移動

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 ｋｍ

      100              772.2 

土木一般世話役  

人         0.398        23,700             9,432   

普通作業員  

人         1.94        19,100            37,054   

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 貸与 標準

 

時間         3.333         4,261            14,201   

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         4,822            16,071   

諸雑費（率＋まるめ）

         1%

式         1                462   

               計

         77,220   

               単価

          772.2 円／ｋｍ

              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） 2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作

業）　移動

高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 ｋｍ

      100            1,104   

土木一般世話役  

人         0.398        35,550            14,148   

普通作業員  

人         1.94        28,650            55,581   

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 貸与 標準

 

時間         3.333         5,626            18,751   

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         6,369            21,227   

諸雑費（率＋まるめ）

         1%

式         1                693   

               計

        110,400   

               単価

        1,104   円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



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）

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

処分費（ｔ）

ｔ

      100           14,540   

処分費 一般廃棄物【奈良市】

ｔ       100           14,545         1,454,500   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,420   

処分費 土砂(昼間受け入れ) 

 ｍ３       100            3,420           342,000   

               計

        342,000   

               単価

        3,420   円／ｍ３

               計

      1,454,500   

               単価

       14,540   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



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）

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           13,700   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           13,700            13,700   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

処分費（ｔ）

ｔ

      100           12,360   

処分費 一般廃棄物【橿原市】

ｔ       100           12,363         1,236,300   

               計

      1,236,300   

               単価

       12,360   円／ｔ

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         13,700   

               単価

       13,700   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



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）

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           11,400   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           11,400            11,400   

2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           20,550   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           20,550            20,550   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         20,550   

               単価

       20,550   円／人日

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         11,400   

               単価

       11,400   円／人日

              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） 2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           17,100   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           17,100            17,100   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         17,100   

               単価

       17,100   円／人日

              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） 2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

標識車（貸付）ＬＥＤ表示式　追突

緩和装置付

発動発電機６ｋＶＡ付

時間

        8            5,641   

標識車（貸付）ＬＥＤ表示式　追突緩和装置付 発動発電機６ｋＶＡ付

時間         8            5,553            44,424   

軽油  １．２号

Ｌ         6.6            106               699   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         45,130   

               単価

        5,641   円／時間

              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） 2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

標識車（貸付）ＬＥＤ表示式　追突

緩和装置付

発動発電機６ｋＶＡ付

時間

        8            7,552   

標識車（貸付）ＬＥＤ表示式　追突緩和装置付 発動発電機６ｋＶＡ付

時間         8            7,464            59,712   

軽油  １．２号

Ｌ         6.6            106               699   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         60,420   

               単価

        7,552   円／時間

              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（２） 2020.10

2020.10

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 貸与 

時間

        1            8,483   

運転手（一般）  

人         0.15        18,200             2,730   

助手  

人         0.15        19,100             2,865   

軽油  １．２号

Ｌ        13              106             1,378   

路面清掃車［ブラシ・四輪式］ ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３

時間         1            1,510             1,510   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,483   

               単価

        8,483   円／時間

              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（２） 2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間

        1            4,368   

運転手（一般）  

人         0.18        18,200             3,276   

軽油  １．２号

Ｌ         5.8            106               614   

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間         1              478               478   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,368   

               単価

        4,368   円／時間

              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（２） 2020.10

2020.10

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            5,271   

運転手（一般）  

人         0.17        18,200             3,094   

軽油  １．２号

Ｌ         5.8            106               614   

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               53                53   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,271   

               単価

        5,271   円／時間

              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（２） 2020.10

2020.10

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 貸与 

時間

        1           11,280   

運転手（一般）  

人         0.15        27,300             4,095   

助手  

人         0.15        28,650             4,297   

軽油  １．２号

Ｌ        13              106             1,378   

路面清掃車［ブラシ・四輪式］ ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３

時間         1            1,510             1,510   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         11,280   

               単価

       11,280   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



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） 2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間

        1            6,006   

運転手（一般）  

人         0.18        27,300             4,914   

軽油  １．２号

Ｌ         5.8            106               614   

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間         1              478               478   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,006   

               単価

        6,006   円／時間

              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（２） 2020.10

2020.10

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            6,818   

運転手（一般）  

人         0.17        27,300             4,641   

軽油  １．２号

Ｌ         5.8            106               614   

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               53                53   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,818   

               単価

        6,818   円／時間

              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（２） 2020.10

2020.10

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 貸与 標準

 時間

        1            4,261   

運転手（一般）  

人         0.15        18,200             2,730   

軽油  １．２号

Ｌ         7.9            106               837   

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              694               694   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,261   

               単価

        4,261   円／時間

              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（２） 2020.10

2020.10

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            4,822   

運転手（一般）  

人         0.17        18,200             3,094   

軽油  １．２号

Ｌ         9.4            106               996   

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              732               732   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,822   

               単価

        4,822   円／時間

              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（２） 2020.10

2020.10

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 貸与 標準

 時間

        1            5,626   

運転手（一般）  

人         0.15        27,300             4,095   

軽油  １．２号

Ｌ         7.9            106               837   

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              694               694   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,626   

               単価

        5,626   円／時間

              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（２） 2020.10

2020.10

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            6,369   

運転手（一般）  

人         0.17        27,300             4,641   

軽油  １．２号

Ｌ         9.4            106               996   

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              732               732   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,369   

               単価

        6,369   円／時間

              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（２） 2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-0

標識車（貸付）ＬＥＤ表示式　追突

緩和装置付

発動発電機６ｋＶＡ付

時間

        1            5,553   

運転手（一般）  

人         0.21        18,200             3,822   

軽油  １．２号

Ｌ         7.6            106               805   

標識車（貸付） ＬＥＤ表示式　追突緩和装置付

時間         1              926               926   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,553   

               単価

        5,553   円／時間

              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（２） 2020.10

2020.10

1.000-00-00-2-50

標識車（貸付）ＬＥＤ表示式　追突

緩和装置付

発動発電機６ｋＶＡ付

時間

        1            7,464   

運転手（一般）  

人         0.21        27,300             5,733   

軽油  １．２号

Ｌ         7.6            106               805   

標識車（貸付） ＬＥＤ表示式　追突緩和装置付

時間         1              926               926   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,464   

               単価

        7,464   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -


