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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

越前除雪作業

鏡

（自）福井県福井市大土呂地先　　　　　　　　　　　　　　　　

（至）福井県越前市塚原地先

　１）　発注年月　　　　　令和 2年 9月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　福井河川国道事務所　道路管理課          　　　　　

　３）　工事番号　　　　　7060010024　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　  171日間 　　　　自　　　令和 2年10月12日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年 3月31日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　福井県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　鯖江市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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 9月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2020年 9月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年 7月10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

越前除雪作業 (当　初) 道路維持･修繕
雪寒

雪寒

式         1          3,508,378

　一般除雪工

　

式         1            959,430

　　一般除雪工(昼間)

　　

式         1            454,197

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)

　　　

6×6 10t AT VP V(A)T

G 貸与(所定労働時間

内) 時間         1           17,970            17,970

単-1号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)

　　　

6×6 10t AT VP V(A)T

G 貸与(所定労働時間

外) 時間         1           18,500            18,500

単-2号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)

　　　

6×6 10t AT VP V(A)T

G 貸与

時間         6            7,377            44,262

単-3号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)

　　　

6×6 10t AT VP VATG 

SS 貸与(所定労働時間

内) 時間         1           17,970            17,970

単-4号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)

　　　

6×6 10t AT VP VATG 

SS 貸与(所定労働時間

外) 時間         1           18,500            18,500

単-5号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)

　　　

6×6 10t AT VP VATG 

SS 貸与

時間         6            7,377            44,262

単-6号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)

　　　

散水車 6500L 4×4 ﾜﾝ

ｳｪｲﾌﾟﾗｳ 貸与(所定労

働時間内) 時間         1           15,190            15,190

単-7号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)

　　　

散水車 6500L 4×4 ﾜﾝ

ｳｪｲﾌﾟﾗｳ 貸与(所定労

働時間外) 時間         1           15,720            15,720

単-8号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)

　　　

散水車 6500L 4×4 ﾜﾝ

ｳｪｲﾌﾟﾗｳ 貸与

時間         3            4,599            13,797

単-9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

越前除雪作業 (当　初) 道路維持･修繕
雪寒

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)(待機なし)

　　　

3.1m級 排気ｶﾞｽ対策型

 借上(所定労働時間内

) 時間         1           15,550            15,550

単-10号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)(待機なし)

　　　

3.1m級 排気ｶﾞｽ対策型

 借上(所定労働時間外

) 時間         1           15,910            15,910

単-11号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(待機あり)

　　　

3.1m級 排気ｶﾞｽ対策型

 借上

時間         3            7,082            21,246

単-12号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)(待機なし)

　　　

3.7m級 排気ｶﾞｽ対策型

 借上(所定労働時間内

) 時間         1           18,940            18,940

単-13号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)(待機なし)

　　　

3.7m級 排気ｶﾞｽ対策型

 借上(所定労働時間外

) 時間         1           19,300            19,300

単-14号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(待機あり)

　　　

3.7m級 排気ｶﾞｽ対策型

 借上

時間         5           10,470            52,350

単-15号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)(待機なし)

　　　

4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型

 AB 高速型 貸与(所定

労働時間内) 時間         1           14,270            14,270

単-16号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)(待機なし)

　　　

4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型

 AB 高速型 貸与(所定

労働時間外) 時間         1           14,640            14,640

単-17号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(待機あり)

　　　

4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型

 AB 高速型 貸与

時間         1            5,804             5,804

単-18号

　　　高速圧雪整正機(A)(待機なし)

　　　

4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型

 貸与(所定労働時間内

) 時間         1           14,440            14,440

単-19号

　　　高速圧雪整正機(B)(待機なし)

　　　

4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型

 貸与(所定労働時間外

) 時間         1           14,810            14,810

単-20号

　　　高速圧雪整正機(待機あり)

　　　

4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型

 貸与

時間         1            5,974             5,974

単-21号

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



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

越前除雪作業 (当　初) 道路維持･修繕
雪寒

　　　除雪作業員(A)

　　　

(所定労働時間内)

時間        15            2,163            32,445

単-22号

　　　除雪作業員(B)

　　　

(所定労働時間外)

時間         1            2,347             2,347

単-23号

　　一般除雪工(夜間)

　　

式         1            505,233

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)

　　　

6×6 10t AT VP V(A)T

G 貸与(所定労働時間

内) 時間         1           19,640            19,640

単-24号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)

　　　

6×6 10t AT VP V(A)T

G 貸与(所定労働時間

外) 時間         1           18,500            18,500

単-25号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)

　　　

6×6 10t AT VP V(A)T

G 貸与

時間         5            7,377            36,885

単-26号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)

　　　

6×6 10t AT VP VATG 

SS 貸与(所定労働時間

内) 時間         1           19,640            19,640

単-27号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)

　　　

6×6 10t AT VP VATG 

SS 貸与(所定労働時間

外) 時間         1           18,500            18,500

単-28号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)

　　　

6×6 10t AT VP VATG 

SS 貸与

時間         5            7,377            36,885

単-29号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)

　　　

散水車 6500L 4×4 ﾜﾝ

ｳｪｲﾌﾟﾗｳ 貸与(所定労

働時間内) 時間         1           16,860            16,860

単-30号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)

　　　

散水車 6500L 4×4 ﾜﾝ

ｳｪｲﾌﾟﾗｳ 貸与(所定労

働時間外) 時間         1           15,720            15,720

単-31号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり)

　　　

散水車 6500L 4×4 ﾜﾝ

ｳｪｲﾌﾟﾗｳ 貸与

時間         8            4,599            36,792

単-32号

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



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

越前除雪作業 (当　初) 道路維持･修繕
雪寒

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)(待機なし)

　　　

3.1m級 排気ｶﾞｽ対策型

 借上(所定労働時間内

) 時間         1           16,870            16,870

単-33号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)(待機なし)

　　　

3.1m級 排気ｶﾞｽ対策型

 借上(所定労働時間外

) 時間         1           15,910            15,910

単-34号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(待機あり)

　　　

3.1m級 排気ｶﾞｽ対策型

 借上

時間         2            7,082            14,164

単-35号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)(待機なし)

　　　

3.7m級 排気ｶﾞｽ対策型

 借上(所定労働時間内

) 時間         1           20,260            20,260

単-36号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)(待機なし)

　　　

3.7m級 排気ｶﾞｽ対策型

 借上(所定労働時間外

) 時間         1           19,300            19,300

単-37号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(待機あり)

　　　

3.7m級 排気ｶﾞｽ対策型

 借上

時間         3           10,470            31,410

単-38号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)(待機なし)

　　　

4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型

 AB 高速型 貸与(所定

労働時間内) 時間         1           15,590            15,590

単-39号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)(待機なし)

　　　

4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型

 AB 高速型 貸与(所定

労働時間外) 時間         1           14,640            14,640

単-40号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(待機あり)

　　　

4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型

 AB 高速型 貸与

時間         3            5,804            17,412

単-41号

　　　高速圧雪整正機(C)(待機なし)

　　　

4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型

 貸与(所定労働時間内

) 時間         1           15,760            15,760

単-42号

　　　高速圧雪整正機(D)(待機なし)

　　　

4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型

 貸与(所定労働時間外

) 時間         1           14,810            14,810

単-43号

　　　高速圧雪整正機(待機あり)

　　　

4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型

 貸与

時間         2            5,974            11,948

単-44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

越前除雪作業 (当　初) 道路維持･修繕
雪寒

　　　除雪作業員(C)

　　　

(所定労働時間内)

時間        30            2,513            75,390

単-45号

　　　除雪作業員(D)

　　　

(所定労働時間外)

時間         1            2,347             2,347

単-46号

　歩道除雪工

　

式         1            246,103

　　歩道除雪工(昼間)

　　

式         1            104,695

　　　小型除雪車(A)(待機なし)

　　　

1.0m簡易操作型(40PS)

 貸与(所定労働時間内

) 時間         1            6,817             6,817

単-47号

　　　小型除雪車(B)(待機なし)

　　　

1.0m簡易操作型(40PS)

 貸与(所定労働時間外

) 時間         1            7,043             7,043

単-48号

　　　小型除雪車(A)(待機なし)

　　　

1.0m級 40PS 貸与(所

定労働時間内)

時間         4            6,817            27,268

単-49号

　　　小型除雪車(B)(待機なし)

　　　

1.0m級 40PS 貸与(所

定労働時間外)

時間         1            7,043             7,043

単-50号

　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ(A)(待機なし)

　　　

平積0.2m3 借上 （所

定労働時間内）

時間         1            5,668             5,668

単-51号

　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ(B)(待機なし)

　　　

平積0.2m3 借上 （所

定労働時間外）

時間         1            5,738             5,738

単-52号

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)

　　　

2t積 普通 借上(所定

労働時間内)

時間         1            4,925             4,925

単-53号

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)

　　　

2t積 普通 借上(所定

労働時間外)

時間         1            5,108             5,108

単-54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

越前除雪作業 (当　初) 道路維持･修繕
雪寒

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)

　　　

4t積 普通 借上(所定

労働時間内)

時間         1            5,718             5,718

単-55号

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)

　　　

4t積 普通 借上(所定

労働時間外)

時間         1            5,901             5,901

単-56号

　　　車載用ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)

　　　

4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付

 借上(所定労働時間内

) 時間         1            6,196             6,196

単-57号

　　　車載用ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)

　　　

4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付

 借上(所定労働時間外

) 時間         1            6,271             6,271

単-58号

　　　除雪作業員(A)

　　　

所定労働時間内

時間         4            2,163             8,652

単-59号

　　　除雪作業員(B)

　　　

所定労働時間外

時間         1            2,347             2,347

単-60号

　　歩道除雪工(夜間)

　　

式         1            141,408

　　　小型除雪車(C)(待機なし)

　　　

1.0m簡易操作型(40PS)

 貸与(所定労働時間内

) 時間         1            7,690             7,690

単-61号

　　　小型除雪車(D)(待機なし)

　　　

1.0m簡易操作型(40PS)

 貸与(所定労働時間外

) 時間         1            7,043             7,043

単-62号

　　　小型除雪車(C)(待機なし)

　　　

1.0m級 40PS 貸与(所

定労働時間内)

時間         8            7,690            61,520

単-63号

　　　小型除雪車(D)(待機なし)

　　　

1.0m級 40PS 貸与(所

定労働時間外)

時間         1            7,043             7,043

単-64号

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)

　　　

2t積 普通 借上(所定

労働時間内)

時間         1            5,440             5,440

単-65号

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



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

越前除雪作業 (当　初) 道路維持･修繕
雪寒

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)

　　　

2t積 普通 借上(所定

労働時間外)

時間         1            5,108             5,108

単-66号

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)

　　　

4t積 普通 借上(所定

労働時間内)

時間         1            6,233             6,233

単-67号

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)

　　　

4t積 普通 借上(所定

労働時間外)

時間         1            5,901             5,901

単-68号

　　　車載用ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)

　　　

4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付

 借上(所定労働時間内

) 時間         1            6,708             6,708

単-69号

　　　車載用ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)

　　　

4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付

 借上(所定労働時間外

) 時間         1            6,271             6,271

単-70号

　　　除雪作業員(C)

　　　

所定労働時間内

時間         8            2,513            20,104

単-71号

　　　除雪作業員(D)

　　　

所定労働時間外

時間         1            2,347             2,347

単-72号

　運搬除雪工

　

式         1            178,089

　　運搬除雪工(昼間)

　　

式         1             87,110

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)

　　　

10t積 普通 積上(所定

労働時間内)

時間         1            9,581             9,581

単-73号

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)

　　　

10t積 普通 積上(所定

労働時間外)

時間         1            9,764             9,764

単-74号

　　　ﾛｰﾀﾘ除雪車(A)(待機なし)

　　　

2.2m級 220kw 300PS 

貸与(所定労働時間内)

時間         1           16,780            16,780

単-75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

越前除雪作業 (当　初) 道路維持･修繕
雪寒

　　　ﾛｰﾀﾘ除雪車(B)(待機なし)

　　　

2.2m級 220kw 300PS 

貸与(所定労働時間外)

時間         1           16,880            16,880

単-76号

　　　小型除雪車(A)(待機なし)

　　　

1.5m級 130PS 貸与(所

定労働時間内)

時間         1            9,732             9,732

単-77号

　　　小型除雪車(B)(待機なし)

　　　

1.5m級 130PS 貸与(所

定労働時間外)

時間         1            9,825             9,825

単-78号

　　　ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ(A)(待機なし)

　　　

1.2m3級 ﾎｲｰﾙ 借上(所

定労働時間内)

時間         1            4,975             4,975

単-79号

　　　ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ(B)(待機なし)

　　　

1.2m3級 ﾎｲｰﾙ 借上(所

定労働時間外)

時間         1            5,063             5,063

単-80号

　　　除雪作業員(A)

　　　

所定労働時間内

時間         1            2,163             2,163

単-81号

　　　除雪作業員(B)

　　　

所定労働時間外

時間         1            2,347             2,347

単-82号

　　運搬除雪工(夜間)

　　

式         1             90,979

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)

　　　

10t積 普通 積上(所定

労働時間内)

時間         1           10,100            10,100

単-83号

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)

　　　

10t積 普通 積上(所定

労働時間外)

時間         1            9,764             9,764

単-84号

　　　ﾛｰﾀﾘ除雪車(C)(待機なし)

　　　

2.2m級 220kw 300PS 

貸与(所定労働時間内)

時間         1           18,290            18,290

単-85号

　　　ﾛｰﾀﾘ除雪車(D)(待機なし)

　　　

2.2m級 220kw 300PS 

貸与(所定労働時間外)

時間         1           16,880            16,880

単-86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

越前除雪作業 (当　初) 道路維持･修繕
雪寒

　　　小型除雪車(C)(待機なし)

　　　

1.5m級 130PS 貸与(所

定労働時間内)

時間         1           10,620            10,620

単-87号

　　　小型除雪車(D)(待機なし)

　　　

1.5m級 130PS 貸与(所

定労働時間外)

時間         1            9,825             9,825

単-88号

　　　ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ(C)(待機なし)

　　　

1.2m3級 ﾎｲｰﾙ 借上(所

定労働時間内)

時間         1            5,577             5,577

単-89号

　　　ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ(D)(待機なし)

　　　

1.2m3級 ﾎｲｰﾙ 借上(所

定労働時間外)

時間         1            5,063             5,063

単-90号

　　　除雪作業員(C)

　　　

所定労働時間内

時間         1            2,513             2,513

単-91号

　　　除雪作業員(D)

　　　

所定労働時間外

時間         1            2,347             2,347

単-92号

　凍結防止工

　

式         1            365,472

　　凍結防止剤

　　

式         1                  0

　　　凍結防止剤

　　　

塩化ｶﾙｼｳﾑ 25kg入り(

支給品)

t         0.1              0                 0

単-93号

　　　凍結防止剤

　　　

塩化ｶﾙｼｳﾑ 500kg入り(

支給品)

t         1                0                 0

単-94号

　　　凍結防止剤

　　　

塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り(

支給品)

t         1                0                 0

単-95号

　　　凍結防止剤

　　　

塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り

(支給品)

t       138                0                 0

単-96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

越前除雪作業 (当　初) 道路維持･修繕
雪寒

　　凍結防止剤散布(昼間)

　　

式         1            115,372

　　　凍結防止剤散布車(A)(待機なし)

　　　

乾式 4t級 3.5m3 4×4

 貸与(所定労働時間内

) 時間         1           12,380            12,380

単-97号

　　　凍結防止剤散布車(B)(待機なし)

　　　

乾式 4t級 3.5m3 4×4

 貸与(所定労働時間外

) 時間         1           13,010            13,010

単-98号

　　　凍結防止剤散布車(待機あり)

　　　

乾式 4t級 3.5m3 4×4

 貸与

時間        10            3,244            32,440

単-99号

　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ(A)(待機なし)

　　　

平積0.2m3 ｸﾚｰﾝ付 1.7

t吊 借上(所定労働時

間内) 時間         1            6,508             6,508

単-100号

　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ(B)(待機なし)

　　　

平積0.2m3 ｸﾚｰﾝ付 1.7

t吊 借上(所定労働時

間外) 時間         1            6,578             6,578

単-101号

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)

　　　

2t積 普通 借上(所定

労働時間内)

時間         1            4,925             4,925

単-102号

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)

　　　

2t積 普通 借上(所定

労働時間外)

時間         1            5,108             5,108

単-103号

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)

　　　

8t積 普通 借上(所定

労働時間内)

時間         1            7,852             7,852

単-104号

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)

　　　

8t積 普通 借上(所定

労働時間外)

時間         1            8,035             8,035

単-105号

　　　車載用ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし)

　　　

4t積 2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置

付 (散布用) 借上(所

定労働時間内) 時間         1            9,052             9,052

単-106号

　　　車載用ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし)

　　　

4t積 2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置

付 (散布用) 借上(所

定労働時間内) 時間         1            9,484             9,484

単-107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

越前除雪作業 (当　初) 道路維持･修繕
雪寒

　　凍結防止剤散布(夜間)

　　

式         1            249,102

　　　凍結防止剤散布車(C)(待機なし)

　　　

乾式 4t級 3.5m3 4×4

 貸与(所定労働時間内

) 時間         1           13,840            13,840

単-108号

　　　凍結防止剤散布車(D)(待機なし)

　　　

乾式 4t級 3.5m3 4×4

 貸与(所定労働時間外

) 時間         1           13,010            13,010

単-109号

　　　凍結防止剤散布車(待機あり)

　　　

乾式 4t級 3.5m3 4×4

 貸与

時間        50            3,244           162,200

単-110号

　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ(C)(待機なし)

　　　

平積0.2m3 ｸﾚｰﾝ付 1.7

t吊 借上(所定労働時

間内) 時間         1            6,990             6,990

単-111号

　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ(D)(待機なし)

　　　

平積0.2m3 ｸﾚｰﾝ付 1.7

t吊 借上(所定労働時

間外) 時間         1            6,578             6,578

単-112号

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)

　　　

2t積 普通 借上(所定

労働時間内)

時間         1            5,440             5,440

単-113号

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)

　　　

2t積 普通 借上(所定

労働時間外)

時間         1            5,108             5,108

単-114号

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)

　　　

8t積 普通 借上(所定

労働時間内)

時間         1            8,367             8,367

単-115号

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)

　　　

8t積 普通 借上(所定

労働時間外)

時間         1            8,035             8,035

単-116号

　　　車載用ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし)

　　　

4t積 2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置

付 (散布用) 借上(所

定労働時間内) 時間         1           10,050            10,050

単-117号

　　　車載用ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし)

　　　

4t積 2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置

付 (散布用) 借上(所

定労働時間内) 時間         1            9,484             9,484

単-118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

越前除雪作業 (当　初) 道路維持･修繕
雪寒

　　凍結防止剤散布装置

　　

式         1                998

　　　凍結防止剤散布装置

　　　

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ式 2.0m3 貸

与

時間         1              998               998

単-119号

　巡回工

　

式         1             94,015

　　巡回工(昼間)

　　

式         1             33,988

　　　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(A)(待機なし)

　　　

5人乗り 1500CC 借上(

所定労働時間内)

時間         1            8,579             8,579

単-120号

　　　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(B)(待機なし)

　　　

5人乗り 1500CC 借上(

所定労働時間外)

時間         1            8,849             8,849

単-121号

　　　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(待機あり)

　　　

5人乗り 1500CC 借上

時間        20              828            16,560

単-122号

　　巡回工(夜間)

　　

式         1             60,027

　　　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(C)(待機なし)

　　　

5人乗り 1500CC 借上(

所定労働時間内)

時間         1            9,778             9,778

単-123号

　　　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(D)(待機なし)

　　　

5人乗り 1500CC 借上(

所定労働時間外)

時間         1            8,849             8,849

単-124号

　　　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(待機あり)

　　　

5人乗り 1500CC 借上

時間        50              828            41,400

単-125号

　待機費

　

式         1          1,651,085
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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

越前除雪作業 (当　初) 道路維持･修繕
雪寒

　　待機費(昼間)

　　

式         1            591,349

　　　世話役(A)

　　　

所定労働時間内

時間        30            2,837            85,110

単-126号

　　　世話役(B)

　　　

所定労働時間外

時間        10            2,837            28,370

単-127号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(A)

　　　

所定労働時間内

時間        10            4,562            45,620

単-128号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(B)

　　　

所定労働時間外

時間         5            4,881            24,405

単-129号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)

　　　

所定労働時間内

時間         5            4,625            23,125

単-130号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)

　　　

所定労働時間外

時間         5            4,864            24,320

単-131号

　　　高速圧雪整正機(A)

　　　

所定労働時間内

時間         1            4,625             4,625

単-132号

　　　高速圧雪整正機(B)

　　　

所定労働時間外

時間         1            4,864             4,864

単-133号

　　　凍結防止剤散布車(A)

　　　

所定労働時間内

時間        20            4,562            91,240

単-134号

　　　凍結防止剤散布車(B)

　　　

所定労働時間外

時間        10            4,881            48,810

単-135号

　　　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)

　　　

所定労働時間内

時間        30            5,238           157,140

単-136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

越前除雪作業 (当　初) 道路維持･修繕
雪寒

　　　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)

　　　

所定労働時間外

時間        10            5,372            53,720

単-137号

　　待機費(夜間)

　　

式         1          1,059,736

　　　世話役(C)

　　　

所定労働時間内

時間        40            3,263           130,520

単-138号

　　　世話役(D)

　　　

所定労働時間外

時間        20            2,837            56,740

単-139号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(C)

　　　

所定労働時間内

時間        25            5,291           132,275

単-140号

　　　除雪ﾄﾗｯｸ(D)

　　　

所定労働時間外

時間        15            4,881            73,215

単-141号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)

　　　

所定労働時間内

時間        10            5,352            53,520

単-142号

　　　除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)

　　　

所定労働時間外

時間        10            4,864            48,640

単-143号

　　　高速圧雪整正機(C)

　　　

所定労働時間内

時間         1            5,352             5,352

単-144号

　　　高速圧雪整正機(D)

　　　

所定労働時間外

時間         1            4,864             4,864

単-145号

　　　凍結防止剤散布車(C)

　　　

所定労働時間内

時間        25            5,291           132,275

単-146号

　　　凍結防止剤散布車(D)

　　　

所定労働時間外

時間        15            4,881            73,215

単-147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

越前除雪作業 (当　初) 道路維持･修繕
雪寒

　　　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)

　　　

所定労働時間内

時間        40            6,042           241,680

単-148号

　　　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)

　　　

所定労働時間外

時間        20            5,372           107,440

単-149号

　仮設工

　

式         1             14,184

　　交通管理工

　　

式         1             14,184

　　　交通誘導警備員A(A)

　　　

所定労働時間内

時間         1            1,725             1,725

単-150号

　　　交通誘導警備員A(B)

　　　

所定労働時間外

時間         1            1,862             1,862

単-151号

　　　交通誘導警備員A(C)

　　　

所定労働時間内

時間         1            2,004             2,004

単-152号

　　　交通誘導警備員A(D)

　　　

所定労働時間外

時間         1            1,862             1,862

単-153号

　　　交通誘導警備員B(A)

　　　

所定労働時間内

時間         1            1,513             1,513

単-154号

　　　交通誘導警備員B(B)

　　　

所定労働時間外

時間         1            1,723             1,723

単-155号

　　　交通誘導警備員B(C)

　　　

所定労働時間内

時間         1            1,772             1,772

単-156号

　　　交通誘導警備員B(D)

　　　

所定労働時間外

時間         1            1,723             1,723

単-157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

越前除雪作業 (当　初) 道路維持･修繕
雪寒

直接工事費

式         1          3,508,378

共通仮設費

式         1          1,588,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          1,588,000

純工事費

式         1          5,096,378

　現場管理費

　

式         1          5,896,000

工事原価

式         1         10,992,378

　一般管理費等

　

式         1          2,287,622

工事価格

式         1         13,280,000

消費税相当額

式         1          1,328,000

工事費計

式         1         14,608,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－1号

除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし) 6×6 10t AT VP V(A)TG 貸与(所定労働時間内)

時間

        1           17,970   

除雪トラック運転 無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6             

計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無            

計上する M5202013無 標準 標準 標準              時間         1           17,960            17,960   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ

時間         1            1,110                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

切刃損耗費（支給品） 路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用

時間         1              583                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         17,965   

               単価

       17,970   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－2号

除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし) 6×6 10t AT VP V(A)TG 貸与(所定労働時間外)

時間

        1           18,500   

除雪トラック運転 無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6             

計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無            

計上する M5202013無 標準 標準 標準              時間         1           17,960            17,960   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ

時間         1            1,110                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

切刃損耗費（支給品） 路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用

時間         1              583                 0   

労務費補正 除雪ﾄﾗｯｸ 6×6 10t

時間         1              534               534   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         18,495   

               単価

       18,500   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－3号

除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり) 6×6 10t AT VP V(A)TG 貸与

時間

        1            7,377   

除雪トラック運転 有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6             

計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無            

計上する M5202013無 標準 標準 標準              時間         1            7,377             7,377   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ

時間         1            1,110                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

切刃損耗費（支給品） 路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用

時間         1              583                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,377   

               単価

        7,377   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－4号

除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)

時間

        1           17,970   

除雪トラック運転 無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6             

計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無            

計上する M5202013無 標準 標準 標準              時間         1           17,960            17,960   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ

時間         1            1,110                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

切刃損耗費（支給品） 路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用

時間         1              583                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         17,965   

               単価

       17,970   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－5号

除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)

時間

        1           18,500   

除雪トラック運転 無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6             

計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無            

計上する M5202013無 標準 標準 標準              時間         1           17,960            17,960   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ

時間         1            1,110                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

切刃損耗費（支給品） 路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用

時間         1              583                 0   

労務費補正 除雪ﾄﾗｯｸ 6×6 10t

時間         1              534               534   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         18,495   

               単価

       18,500   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－6号

除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり) 6×6 10t AT VP VATG SS 貸与

時間

        1            7,377   

除雪トラック運転 有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6             

計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無            

計上する M5202013無 標準 標準 標準              時間         1            7,377             7,377   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ

時間         1            1,110                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

切刃損耗費（支給品） 路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用

時間         1              583                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,377   

               単価

        7,377   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－7号

除雪ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし) 散水車 6500L 4×4 ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ 貸与(所定労働時間内)

時間

        1           15,190   

除雪トラック運転 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4              

計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m                     

7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない      時間         1           15,180            15,180   

タイヤチェーン損耗費 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］7t 4×4 ｽﾉｰ

時間         1              662                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         15,186   

               単価

       15,190   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－8号

除雪ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし) 散水車 6500L 4×4 ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ 貸与(所定労働時間外)

時間

        1           15,720   

除雪トラック運転 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4              

計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m                     

7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない      時間         1           15,180            15,180   

タイヤチェーン損耗費 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］7t 4×4 ｽﾉｰ

時間         1              662                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

労務費補正 除雪ﾄﾗｯｸ 4×4 7t

時間         1              534               534   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         15,716   

               単価

       15,720   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－9号

除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり) 散水車 6500L 4×4 ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ 貸与

時間

        1            4,599   

除雪トラック運転 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4              

計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m                     

7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない      時間         1            4,599             4,599   

タイヤチェーン損耗費 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］7t 4×4 ｽﾉｰ

時間         1              662                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,599   

               単価

        4,599   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－10号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)(待機なし) 3.1m級 排気ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間内)

時間

        1           15,550   

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.1m級 排ｶﾞｽ 借上

時間         1           14,540            14,540   

タイヤチェーン損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級

時間         1              513               513   

切刃損耗費 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級

時間         1              492               492   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         15,550   

               単価

       15,550   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－11号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)(待機なし) 3.1m級 排気ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間外)

時間

        1           15,910   

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.1m級 排ｶﾞｽ 借上

時間         1           14,540            14,540   

タイヤチェーン損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級

時間         1              513               513   

切刃損耗費 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級

時間         1              492               492   

労務費補正 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級 借上

時間         1              363               363   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         15,910   

               単価

       15,910   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－12号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(待機あり) 3.1m級 排気ｶﾞｽ対策型 借上

時間

        1            7,082   

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.1m級 排ｶﾞｽ 借上

時間         1            6,077             6,077   

タイヤチェーン損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級

時間         1              513               513   

切刃損耗費 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級

時間         1              492               492   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,082   

               単価

        7,082   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－13号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)(待機なし) 3.7m級 排気ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間内)

時間

        1           18,940   

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.7m級 排ｶﾞｽ 借上

時間         1           17,120            17,120   

タイヤチェーン損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級

時間         1            1,230             1,230   

切刃損耗費 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.7m級

時間         1              584               584   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         18,940   

               単価

       18,940   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－14号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)(待機なし) 3.7m級 排気ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間外)

時間

        1           19,300   

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.7m級 排ｶﾞｽ 借上

時間         1           17,120            17,120   

タイヤチェーン損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級

時間         1            1,230             1,230   

切刃損耗費 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.7m級

時間         1              584               584   

労務費補正 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級 借上

時間         1              363               363   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         19,300   

               単価

       19,300   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－15号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(待機あり) 3.7m級 排気ｶﾞｽ対策型 借上

時間

        1           10,470   

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.7m級 排ｶﾞｽ 借上

時間         1            8,653             8,653   

タイヤチェーン損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級

時間         1            1,230             1,230   

切刃損耗費 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.7m級

時間         1              584               584   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         10,470   

               単価

       10,470   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－16号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)(待機なし) 4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型 AB 高速型 貸与(所定労働時間

内) 時間

        1           14,270   

除雪グレーダ運転 無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない       

標準 控除しない ２人乗り以上                    

                                                時間         1           14,270            14,270   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m

時間         1            1,230                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］4.3m級

時間         1            1,110                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         14,270   

               単価

       14,270   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－17号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)(待機なし) 4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型 AB 高速型 貸与(所定労働時間

外) 時間

        1           14,640   

除雪グレーダ運転 無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない       

標準 控除しない ２人乗り以上                    

                                                時間         1           14,270            14,270   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m

時間         1            1,230                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］4.3m級

時間         1            1,110                 0   

労務費補正 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型 AB 高速型

時間         1              363               363   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         14,640   

               単価

       14,640   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－18号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(待機あり) 4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型 AB 高速型 貸与

時間

        1            5,804   

除雪グレーダ運転 有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない       

標準 控除しない                                 

                                                時間         1            5,804             5,804   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m

時間         1            1,230                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］4.3m級

時間         1            1,110                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,804   

               単価

        5,804   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－19号

高速圧雪整正機(A)(待機なし) 4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型 貸与(所定労働時間内)

時間

        1           14,440   

除雪グレーダ運転 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ                 

K5005007無 計上しない 計上しない 標準           

控除しない ２人乗り以上 5.3時間                 時間         1           14,440            14,440   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m

時間         1            1,230                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］4.3m級

時間         1            1,110                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         14,440   

               単価

       14,440   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－20号

高速圧雪整正機(B)(待機なし) 4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型 貸与(所定労働時間外)

時間

        1           14,810   

除雪グレーダ運転 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ                 

K5005007無 計上しない 計上しない 標準           

控除しない ２人乗り以上 5.3時間                 時間         1           14,440            14,440   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m

時間         1            1,230                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］4.3m級

時間         1            1,110                 0   

労務費補正 高速圧雪整正機 4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型 AB

時間         1              363               363   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         14,810   

               単価

       14,810   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－21号

高速圧雪整正機(待機あり) 4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型 貸与

時間

        1            5,974   

除雪グレーダ運転 有り 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ                 

M5005007無 計上しない 計上しない 標準           

36L/時間 控除しない                             時間         1            5,974             5,974   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m

時間         1            1,230                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］4.3m級

時間         1            1,110                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,974   

               単価

        5,974   円／時間

              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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－23号

除雪作業員(B) (所定労働時間外)

時間

        8            2,347   

除雪作業員（B）

人         1           18,770            18,770   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－22号

除雪作業員(A) (所定労働時間内)

時間

        8            2,163   

除雪作業員（A）

人         1           17,300            17,300   

               計

         17,300   

               単価

        2,163   円／時間

               計

         18,770   

               単価

        2,347   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－24号

除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし) 6×6 10t AT VP V(A)TG 貸与(所定労働時間内)

時間

        1           19,640   

除雪トラック運転 無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6             

計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無            

計上する M5202013無 標準 標準 標準              時間         1           19,630            19,630   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ

時間         1            1,110                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

切刃損耗費（支給品） 路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用

時間         1              583                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         19,635   

               単価

       19,640   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－25号

除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし) 6×6 10t AT VP V(A)TG 貸与(所定労働時間外)

時間

        1           18,500   

除雪トラック運転 無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6             

計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無            

計上する M5202013無 標準 標準 標準              時間         1           17,960            17,960   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ

時間         1            1,110                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

切刃損耗費（支給品） 路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用

時間         1              583                 0   

労務費補正 除雪ﾄﾗｯｸ 6×6 10t

時間         1              534               534   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         18,495   

               単価

       18,500   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－26号

除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり) 6×6 10t AT VP V(A)TG 貸与

時間

        1            7,377   

除雪トラック運転 有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6             

計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無            

計上する M5202013無 標準 標準 標準              時間         1            7,377             7,377   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ

時間         1            1,110                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

切刃損耗費（支給品） 路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用

時間         1              583                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,377   

               単価

        7,377   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－27号

除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)

時間

        1           19,640   

除雪トラック運転 無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6             

計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無            

計上する M5202013無 標準 標準 標準              時間         1           19,630            19,630   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ

時間         1            1,110                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

切刃損耗費（支給品） 路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用

時間         1              583                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         19,635   

               単価

       19,640   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－28号

除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)

時間

        1           18,500   

除雪トラック運転 無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6             

計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無            

計上する M5202013無 標準 標準 標準              時間         1           17,960            17,960   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ

時間         1            1,110                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

切刃損耗費（支給品） 路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用

時間         1              583                 0   

労務費補正 除雪ﾄﾗｯｸ 6×6 10t

時間         1              534               534   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         18,495   

               単価

       18,500   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－29号

除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり) 6×6 10t AT VP VATG SS 貸与

時間

        1            7,377   

除雪トラック運転 有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6             

計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無            

計上する M5202013無 標準 標準 標準              時間         1            7,377             7,377   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］10t 6×6 ｽﾉｰ

時間         1            1,110                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

切刃損耗費（支給品） 路面整正装置［ｴｯｼﾞ］7～10t用

時間         1              583                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,377   

               単価

        7,377   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－30号

除雪ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし) 散水車 6500L 4×4 ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ 貸与(所定労働時間内)

時間

        1           16,860   

除雪トラック運転 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4              

計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m                     

7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない      時間         1           16,850            16,850   

タイヤチェーン損耗費 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］7t 4×4 ｽﾉｰ

時間         1              662                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         16,856   

               単価

       16,860   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－31号

除雪ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし) 散水車 6500L 4×4 ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ 貸与(所定労働時間外)

時間

        1           15,720   

除雪トラック運転 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4              

計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m                     

7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない      時間         1           15,180            15,180   

タイヤチェーン損耗費 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］7t 4×4 ｽﾉｰ

時間         1              662                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

労務費補正 除雪ﾄﾗｯｸ 4×4 7t

時間         1              534               534   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         15,716   

               単価

       15,720   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－32号

除雪ﾄﾗｯｸ(待機あり) 散水車 6500L 4×4 ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ 貸与

時間

        1            4,599   

除雪トラック運転 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4              

計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m                     

7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない      時間         1            4,599             4,599   

タイヤチェーン損耗費 除雪ﾄﾗｯｸ［除雪専用型］7t 4×4 ｽﾉｰ

時間         1              662                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ［伸縮式を含む］7～10t用

時間         1              652                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,599   

               単価

        4,599   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－33号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)(待機なし) 3.1m級 排気ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間内)

時間

        1           16,870   

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.1m級 排ｶﾞｽ 借上

時間         1           15,860            15,860   

タイヤチェーン損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級

時間         1              513               513   

切刃損耗費 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級

時間         1              492               492   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         16,870   

               単価

       16,870   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－34号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)(待機なし) 3.1m級 排気ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間外)

時間

        1           15,910   

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.1m級 排ｶﾞｽ 借上

時間         1           14,540            14,540   

タイヤチェーン損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級

時間         1              513               513   

切刃損耗費 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級

時間         1              492               492   

労務費補正 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級 借上

時間         1              363               363   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         15,910   

               単価

       15,910   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－35号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(待機あり) 3.1m級 排気ｶﾞｽ対策型 借上

時間

        1            7,082   

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.1m級 排ｶﾞｽ 借上

時間         1            6,077             6,077   

タイヤチェーン損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級

時間         1              513               513   

切刃損耗費 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.1m級

時間         1              492               492   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,082   

               単価

        7,082   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－36号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)(待機なし) 3.7m級 排気ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間内)

時間

        1           20,260   

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.7m級 排ｶﾞｽ 借上

時間         1           18,440            18,440   

タイヤチェーン損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級

時間         1            1,230             1,230   

切刃損耗費 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.7m級

時間         1              584               584   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         20,260   

               単価

       20,260   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－37号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)(待機なし) 3.7m級 排気ｶﾞｽ対策型 借上(所定労働時間外)

時間

        1           19,300   

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.7m級 排ｶﾞｽ 借上

時間         1           17,120            17,120   

タイヤチェーン損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級

時間         1            1,230             1,230   

切刃損耗費 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.7m級

時間         1              584               584   

労務費補正 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級 借上

時間         1              363               363   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         19,300   

               単価

       19,300   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－38号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(待機あり) 3.7m級 排気ｶﾞｽ対策型 借上

時間

        1           10,470   

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.7m級 排ｶﾞｽ 借上

時間         1            8,653             8,653   

タイヤチェーン損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級

時間         1            1,230             1,230   

切刃損耗費 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］3.7m級

時間         1              584               584   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         10,470   

               単価

       10,470   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－39号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)(待機なし) 4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型 AB 高速型 貸与(所定労働時間

内) 時間

        1           15,590   

除雪グレーダ運転 無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない       

標準 控除しない ２人乗り以上                    

                                                時間         1           15,590            15,590   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m

時間         1            1,230                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］4.3m級

時間         1            1,110                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         15,590   

               単価

       15,590   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－40号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)(待機なし) 4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型 AB 高速型 貸与(所定労働時間

外) 時間

        1           14,640   

除雪グレーダ運転 無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない       

標準 控除しない ２人乗り以上                    

                                                時間         1           14,270            14,270   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m

時間         1            1,230                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］4.3m級

時間         1            1,110                 0   

労務費補正 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型 AB 高速型

時間         1              363               363   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         14,640   

               単価

       14,640   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－41号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(待機あり) 4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型 AB 高速型 貸与

時間

        1            5,804   

除雪グレーダ運転 有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない       

標準 控除しない                                 

                                                時間         1            5,804             5,804   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m

時間         1            1,230                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］4.3m級

時間         1            1,110                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,804   

               単価

        5,804   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－42号

高速圧雪整正機(C)(待機なし) 4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型 貸与(所定労働時間内)

時間

        1           15,760   

除雪グレーダ運転 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ                 

K5005007無 計上しない 計上しない 標準           

控除しない ２人乗り以上 5.3時間                 時間         1           15,760            15,760   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m

時間         1            1,230                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］4.3m級

時間         1            1,110                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         15,760   

               単価

       15,760   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－43号

高速圧雪整正機(D)(待機なし) 4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型 貸与(所定労働時間外)

時間

        1           14,810   

除雪グレーダ運転 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ                 

K5005007無 計上しない 計上しない 標準           

控除しない ２人乗り以上 5.3時間                 時間         1           14,440            14,440   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m

時間         1            1,230                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］4.3m級

時間         1            1,110                 0   

労務費補正 高速圧雪整正機 4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型 AB

時間         1              363               363   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         14,810   

               単価

       14,810   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－44号

高速圧雪整正機(待機あり) 4.3m級 排出ｶﾞｽ対策型 貸与

時間

        1            5,974   

除雪グレーダ運転 有り 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ                 

M5005007無 計上しない 計上しない 標準           

36L/時間 控除しない                             時間         1            5,974             5,974   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m

時間         1            1,230                 0   

切刃損耗費（支給品） ﾌﾞﾚｰﾄﾞ［ｴｯｼﾞ］4.3m級

時間         1            1,110                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,974   

               単価

        5,974   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 43 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－46号

除雪作業員(D) (所定労働時間外)

時間

        8            2,347   

除雪作業員（D）

人         1           18,770            18,770   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－45号

除雪作業員(C) (所定労働時間内)

時間

        8            2,513   

除雪作業員（C）

人         1           20,100            20,100   

               計

         20,100   

               単価

        2,513   円／時間

               計

         18,770   

               単価

        2,347   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－47号

小型除雪車(A)(待機なし) 1.0m簡易操作型(40PS) 貸与(所定労働時間内)

時間

        1            6,817   

ロータリ除雪車（小型）運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型30kW(40PS)級 標準              

計上しない 控除しない                           時間         1            6,817             6,817   

タイヤチェーン損耗費（支給品） ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型］30kw(40PS)

時間         1               47                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,817   

               単価

        6,817   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－48号

小型除雪車(B)(待機なし) 1.0m簡易操作型(40PS) 貸与(所定労働時間外)

時間

        1            7,043   

ロータリ除雪車（小型）運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型30kW(40PS)級 標準              

計上しない 控除しない                           時間         1            6,817             6,817   

タイヤチェーン損耗費（支給品） ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型］30kw(40PS)

時間         1               47                 0   

労務費補正 小型除雪車 1.0m簡易操作型(40PS)

時間         1              226               226   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,043   

               単価

        7,043   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－49号

小型除雪車(A)(待機なし) 1.0m級 40PS 貸与(所定労働時間内)

時間

        1            6,817   

ロータリ除雪車（小型）運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型30kW(40PS)級 標準              

計上しない 控除しない                           時間         1            6,817             6,817   

タイヤチェーン損耗費（支給品） ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型］30kw(40PS)

時間         1               47                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,817   

               単価

        6,817   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－50号

小型除雪車(B)(待機なし) 1.0m級 40PS 貸与(所定労働時間外)

時間

        1            7,043   

ロータリ除雪車（小型）運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型30kW(40PS)級 標準              

計上しない 控除しない                           時間         1            6,817             6,817   

タイヤチェーン損耗費（支給品） ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型］30kw(40PS)

時間         1               47                 0   

労務費補正 小型除雪車 1.0m級 40PS

時間         1              226               226   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,043   

               単価

        7,043   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－51号

ﾊﾞｯｸﾎｳ(A)(待機なし) 平積0.2m3 借上 （所定労働時間内）

時間

        1            5,668   

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３

時間         1            5,668             5,668   

               計

          5,668   

               単価

        5,668   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－52号

ﾊﾞｯｸﾎｳ(B)(待機なし) 平積0.2m3 借上 （所定労働時間外）

時間

        1            5,738   

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３

時間         1            5,668             5,668   

労務費補正 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2m3 借上

時間         1               70                70   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,738   

               単価

        5,738   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－53号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間内)

時間

        1            4,925   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準                      

計上しない 計上する                             時間         1            4,925             4,925   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,925   

               単価

        4,925   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－54号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間外)

時間

        1            5,108   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準                      

計上しない 計上する                             時間         1            4,925             4,925   

労務費補正 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積

時間         1              183               183   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,108   

               単価

        5,108   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－55号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間内)

時間

        1            5,718   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準                      

計上しない 計上する                             時間         1            5,718             5,718   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,718   

               単価

        5,718   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－56号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間外)

時間

        1            5,901   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準                      

計上しない 計上する                             時間         1            5,718             5,718   

労務費補正 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積

時間         1              183               183   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,901   

               単価

        5,901   円／時間

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－57号

車載用ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし) 4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 借上(所定労働時間内)

時間

        1            6,196   

車載用ﾄﾗｯｸ運転 4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 借上

時間         1            5,970             5,970   

タイヤチェーン損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］4t積級

時間         1              226               226   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,196   

               単価

        6,196   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－58号

車載用ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし) 4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 借上(所定労働時間外)

時間

        1            6,271   

車載用ﾄﾗｯｸ運転 4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 借上

時間         1            5,970             5,970   

タイヤチェーン損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］4t積級

時間         1              226               226   

労務費補正 車載用ﾄﾗｯｸ 4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付

時間         1               75                75   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,271   

               単価

        6,271   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－60号

除雪作業員(B) 所定労働時間外

時間

        8            2,347   

除雪作業員（B）

人         1           18,770            18,770   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－59号

除雪作業員(A) 所定労働時間内

時間

        8            2,163   

除雪作業員（A）

人         1           17,300            17,300   

               計

         17,300   

               単価

        2,163   円／時間

               計

         18,770   

               単価

        2,347   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－61号

小型除雪車(C)(待機なし) 1.0m簡易操作型(40PS) 貸与(所定労働時間内)

時間

        1            7,690   

ロータリ除雪車（小型）運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型30kW(40PS)級 標準              

計上しない 控除しない                           時間         1            7,690             7,690   

タイヤチェーン損耗費（支給品） ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型］30kw(40PS)

時間         1               47                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,690   

               単価

        7,690   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－62号

小型除雪車(D)(待機なし) 1.0m簡易操作型(40PS) 貸与(所定労働時間外)

時間

        1            7,043   

ロータリ除雪車（小型）運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型30kW(40PS)級 標準              

計上しない 控除しない                           時間         1            6,817             6,817   

タイヤチェーン損耗費（支給品） ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型］30kw(40PS)

時間         1               47                 0   

労務費補正 小型除雪車 1.0m簡易操作型(40PS)

時間         1              226               226   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,043   

               単価

        7,043   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－63号

小型除雪車(C)(待機なし) 1.0m級 40PS 貸与(所定労働時間内)

時間

        1            7,690   

ロータリ除雪車（小型）運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型30kW(40PS)級 標準              

計上しない 控除しない                           時間         1            7,690             7,690   

タイヤチェーン損耗費（支給品） ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型］30kw(40PS)

時間         1               47                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,690   

               単価

        7,690   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－64号

小型除雪車(D)(待機なし) 1.0m級 40PS 貸与(所定労働時間外)

時間

        1            7,043   

ロータリ除雪車（小型）運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型30kW(40PS)級 標準              

計上しない 控除しない                           時間         1            6,817             6,817   

タイヤチェーン損耗費（支給品） ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型］30kw(40PS)

時間         1               47                 0   

労務費補正 小型除雪車 1.0m級 40PS

時間         1              226               226   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,043   

               単価

        7,043   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－65号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間内)

時間

        1            5,440   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準                      

計上しない 計上する                             時間         1            5,440             5,440   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,440   

               単価

        5,440   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－66号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間外)

時間

        1            5,108   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準                      

計上しない 計上する                             時間         1            4,925             4,925   

労務費補正 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積

時間         1              183               183   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,108   

               単価

        5,108   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－67号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間内)

時間

        1            6,233   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準                      

計上しない 計上する                             時間         1            6,233             6,233   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,233   

               単価

        6,233   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－68号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間外)

時間

        1            5,901   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準                      

計上しない 計上する                             時間         1            5,718             5,718   

労務費補正 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積

時間         1              183               183   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,901   

               単価

        5,901   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－69号

車載用ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし) 4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 借上(所定労働時間内)

時間

        1            6,708   

車載用ﾄﾗｯｸ運転 4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 借上

時間         1            6,482             6,482   

タイヤチェーン損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］4t積級

時間         1              226               226   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,708   

               単価

        6,708   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－70号

車載用ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし) 4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 借上(所定労働時間外)

時間

        1            6,271   

車載用ﾄﾗｯｸ運転 4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 借上

時間         1            5,970             5,970   

タイヤチェーン損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］4t積級

時間         1              226               226   

労務費補正 車載用ﾄﾗｯｸ 4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付

時間         1               75                75   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,271   

               単価

        6,271   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－72号

除雪作業員(D) 所定労働時間外

時間

        8            2,347   

除雪作業員（D）

人         1           18,770            18,770   

2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－71号

除雪作業員(C) 所定労働時間内

時間

        8            2,513   

除雪作業員（C）

人         1           20,100            20,100   

               計

         20,100   

               単価

        2,513   円／時間

               計

         18,770   

               単価

        2,347   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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－73号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし) 10t積 普通 積上(所定労働時間内)

時間

        1            9,581   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準                     

計上しない 計上する                             時間         1            9,581             9,581   

               計

          9,581   

               単価

        9,581   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 69 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－74号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし) 10t積 普通 積上(所定労働時間外)

時間

        1            9,764   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準                     

計上しない 計上する                             時間         1            9,581             9,581   

労務費補正 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積

時間         1              183               183   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,764   

               単価

        9,764   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 70 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－75号

ﾛｰﾀﾘ除雪車(A)(待機なし) 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)

時間

        1           16,780   

ロータリ除雪車運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級    

標準 計上しない 控除しない                      時間         1           16,770            16,770   

タイヤチェーン損耗費(支給品) ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型］220kw(300PS)

時間         1              319                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         16,771   

               単価

       16,780   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 71 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－76号

ﾛｰﾀﾘ除雪車(B)(待機なし) 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)

時間

        1           16,880   

ロータリ除雪車運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級    

標準 計上しない 控除しない                      時間         1           16,770            16,770   

タイヤチェーン損耗費(支給品) ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型］220kw(300PS)

時間         1              319                 0   

労務費補正 ﾛｰﾀﾘ除雪車 220kw級

時間         1               93                93   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         16,871   

               単価

       16,880   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 72 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－77号

小型除雪車(A)(待機なし) 1.5m級 130PS 貸与(所定労働時間内)

時間

        1            9,732   

ロータリ除雪車（小型）運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型90kW(130PS)級 標準             

計上しない 控除しない                           時間         1            9,732             9,732   

タイヤチェーン損耗費（支給品） ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型］90kw(130PS)

時間         1              156                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,732   

               単価

        9,732   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 73 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－78号

小型除雪車(B)(待機なし) 1.5m級 130PS 貸与(所定労働時間外)

時間

        1            9,825   

ロータリ除雪車（小型）運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型90kW(130PS)級 標準             

計上しない 控除しない                           時間         1            9,732             9,732   

タイヤチェーン損耗費（支給品） ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型］90kw(130PS)

時間         1              156                 0   

労務費補正 小型除雪車 1.5m級 130PS

時間         1               93                93   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,825   

               単価

        9,825   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 74 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－79号

ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ(A)(待機なし) 1.2m3級 ﾎｲｰﾙ 借上(所定労働時間内)

時間

        1            4,975   

ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ運転 1.2m3級 ﾎｲｰﾙ 借上

時間         1            4,975             4,975   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)1.2m3

時間         1              490                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,975   

               単価

        4,975   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 75 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－80号

ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ(B)(待機なし) 1.2m3級 ﾎｲｰﾙ 借上(所定労働時間外)

時間

        1            5,063   

ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ運転 1.2m3級 ﾎｲｰﾙ 借上

時間         1            4,975             4,975   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)1.2m3

時間         1              490                 0   

労務費補正 ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ 1.2m3級 ﾎｲｰﾙ 借上

時間         1               88                88   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,063   

               単価

        5,063   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 76 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－82号

除雪作業員(B) 所定労働時間外

時間

        8            2,347   

除雪作業員（B）

人         1           18,770            18,770   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－81号

除雪作業員(A) 所定労働時間内

時間

        8            2,163   

除雪作業員（A）

人         1           17,300            17,300   

               計

         17,300   

               単価

        2,163   円／時間

               計

         18,770   

               単価

        2,347   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 77 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－83号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし) 10t積 普通 積上(所定労働時間内)

時間

        1           10,100   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準                     

計上しない 計上する                             時間         1           10,100            10,100   

               計

         10,100   

               単価

       10,100   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 78 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－84号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし) 10t積 普通 積上(所定労働時間外)

時間

        1            9,764   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準                     

計上しない 計上する                             時間         1            9,581             9,581   

労務費補正 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積

時間         1              183               183   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,764   

               単価

        9,764   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 79 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－85号

ﾛｰﾀﾘ除雪車(C)(待機なし) 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)

時間

        1           18,290   

ロータリ除雪車運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級    

標準 計上しない 控除しない                      時間         1           18,280            18,280   

タイヤチェーン損耗費(支給品) ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型］220kw(300PS)

時間         1              319                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         18,281   

               単価

       18,290   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 80 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－86号

ﾛｰﾀﾘ除雪車(D)(待機なし) 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)

時間

        1           16,880   

ロータリ除雪車運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級    

標準 計上しない 控除しない                      時間         1           16,770            16,770   

タイヤチェーン損耗費(支給品) ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型］220kw(300PS)

時間         1              319                 0   

労務費補正 ﾛｰﾀﾘ除雪車 220kw級

時間         1               93                93   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         16,871   

               単価

       16,880   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 81 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－87号

小型除雪車(C)(待機なし) 1.5m級 130PS 貸与(所定労働時間内)

時間

        1           10,620   

ロータリ除雪車（小型）運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型90kW(130PS)級 標準             

計上しない 控除しない                           時間         1           10,610            10,610   

タイヤチェーン損耗費（支給品） ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型］90kw(130PS)

時間         1              156                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         10,614   

               単価

       10,620   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 82 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－88号

小型除雪車(D)(待機なし) 1.5m級 130PS 貸与(所定労働時間外)

時間

        1            9,825   

ロータリ除雪車（小型）運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型90kW(130PS)級 標準             

計上しない 控除しない                           時間         1            9,732             9,732   

タイヤチェーン損耗費（支給品） ﾛｰﾀﾘ除雪車［ﾎｲｰﾙ･2ｽﾃｰｼﾞ型］90kw(130PS)

時間         1              156                 0   

労務費補正 小型除雪車 1.5m級 130PS

時間         1               93                93   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,825   

               単価

        9,825   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 83 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－89号

ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ(C)(待機なし) 1.2m3級 ﾎｲｰﾙ 借上(所定労働時間内)

時間

        1            5,577   

ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ運転 1.2m3級 ﾎｲｰﾙ 借上

時間         1            5,577             5,577   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)1.2m3

時間         1              490                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,577   

               単価

        5,577   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 84 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－90号

ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ(D)(待機なし) 1.2m3級 ﾎｲｰﾙ 借上(所定労働時間外)

時間

        1            5,063   

ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ運転 1.2m3級 ﾎｲｰﾙ 借上

時間         1            4,975             4,975   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)1.2m3

時間         1              490                 0   

労務費補正 ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ 1.2m3級 ﾎｲｰﾙ 借上

時間         1               88                88   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,063   

               単価

        5,063   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 85 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－92号

除雪作業員(D) 所定労働時間外

時間

        8            2,347   

除雪作業員（D）

人         1           18,770            18,770   

2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－91号

除雪作業員(C) 所定労働時間内

時間

        8            2,513   

除雪作業員（C）

人         1           20,100            20,100   

               計

         20,100   

               単価

        2,513   円／時間

               計

         18,770   

               単価

        2,347   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 86 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－94号

凍結防止剤 塩化ｶﾙｼｳﾑ 500kg入り(支給品)

t

        1                0   

凍結防止剤 塩化ｶﾙｼｳﾑ 500kg入り

ｔ         1           52,000                 0   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－93号

凍結防止剤 塩化ｶﾙｼｳﾑ 25kg入り(支給品)

t

        1                0   

凍結防止剤 塩化ｶﾙｼｳﾑ 25kg入り

ｔ         1           54,000                 0   

               計

              0   

               単価

            0   円／t

               計

              0   

               単価

            0   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 87 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－96号

凍結防止剤 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り(支給品)

t

        1                0   

凍結防止剤 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り

ｔ         1           22,000                 0   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－95号

凍結防止剤 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り(支給品)

t

        1                0   

凍結防止剤 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り

ｔ         1           23,000                 0   

               計

              0   

               単価

            0   円／t

               計

              0   

               単価

            0   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 88 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－97号

凍結防止剤散布車(A)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)

時間

        1           12,380   

凍結防止剤散布車運転 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級                  

ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準               

控除しない                                      時間         1           12,370            12,370   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 凍結防止剤散布車［乾式･湿潤式］2.5～3.5m3

時間         1              913                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         12,377   

               単価

       12,380   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 89 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－98号

凍結防止剤散布車(B)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)

時間

        1           13,010   

凍結防止剤散布車運転 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級                  

ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準               

控除しない                                      時間         1           12,370            12,370   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 凍結防止剤散布車［乾式･湿潤式］2.5～3.5m3

時間         1              913                 0   

労務費補正 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 3.5m3 4×4

時間         1              637               637   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         13,007   

               単価

       13,010   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 90 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－99号

凍結防止剤散布車(待機あり) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与

時間

        1            3,244   

凍結防止剤散布車運転 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級                  

ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準               

控除しない                                      時間         1            3,244             3,244   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 凍結防止剤散布車［乾式･湿潤式］2.5～3.5m3

時間         1              913                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          3,244   

               単価

        3,244   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 91 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－100号

ﾊﾞｯｸﾎｳ(A)(待機なし) 平積0.2m3 ｸﾚｰﾝ付 1.7t吊 借上(所定労働時間内)

時間

        1            6,508   

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］ 排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊

時間         1            6,508             6,508   

               計

          6,508   

               単価

        6,508   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 92 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－101号

ﾊﾞｯｸﾎｳ(B)(待機なし) 平積0.2m3 ｸﾚｰﾝ付 1.7t吊 借上(所定労働時間外)

時間

        1            6,578   

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］ 排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊

時間         1            6,508             6,508   

労務費補正 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2m3 ｸﾚｰﾝ付1.7t吊 借上

時間         1               70                70   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,578   

               単価

        6,578   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 93 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－102号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間内)

時間

        1            4,925   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準                      

計上しない 計上する                             時間         1            4,925             4,925   

               計

          4,925   

               単価

        4,925   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 94 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－103号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間外)

時間

        1            5,108   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準                      

計上しない 計上する                             時間         1            4,925             4,925   

労務費補正 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積

時間         1              183               183   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,108   

               単価

        5,108   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 95 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－104号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)(待機なし) 8t積 普通 借上(所定労働時間内)

時間

        1            7,852   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準                      

計上しない 計上する                             時間         1            7,852             7,852   

               計

          7,852   

               単価

        7,852   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 96 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－105号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)(待機なし) 8t積 普通 借上(所定労働時間外)

時間

        1            8,035   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準                      

計上しない 計上する                             時間         1            7,852             7,852   

労務費補正 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t積

時間         1              183               183   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,035   

               単価

        8,035   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 97 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－106号

車載用ﾄﾗｯｸ(A)(待機なし) 4t積 2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 (散布用) 借上(所定労働時間

内) 時間

        1            9,052   

車載用ﾄﾗｯｸ運転 4t積 2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 (散布用) 借上

時間         1            8,826             8,826   

タイヤチェーン損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］4t積級

時間         1              226               226   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,052   

               単価

        9,052   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 98 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－107号

車載用ﾄﾗｯｸ(B)(待機なし) 4t積 2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 (散布用) 借上(所定労働時間

内) 時間

        1            9,484   

車載用ﾄﾗｯｸ運転 4t積 2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 (散布用) 借上

時間         1            8,826             8,826   

タイヤチェーン損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］4t積級

時間         1              226               226   

労務費補正 車載用ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上

時間         1              432               432   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,484   

               単価

        9,484   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 99 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－108号

凍結防止剤散布車(C)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)

時間

        1           13,840   

凍結防止剤散布車運転 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級                  

ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準               

控除しない                                      時間         1           13,830            13,830   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 凍結防止剤散布車［乾式･湿潤式］2.5～3.5m3

時間         1              913                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         13,837   

               単価

       13,840   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 100 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－109号

凍結防止剤散布車(D)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)

時間

        1           13,010   

凍結防止剤散布車運転 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級                  

ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準               

控除しない                                      時間         1           12,370            12,370   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 凍結防止剤散布車［乾式･湿潤式］2.5～3.5m3

時間         1              913                 0   

労務費補正 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 3.5m3 4×4

時間         1              637               637   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         13,007   

               単価

       13,010   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 101 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－110号

凍結防止剤散布車(待機あり) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与

時間

        1            3,244   

凍結防止剤散布車運転 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級                  

ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準               

控除しない                                      時間         1            3,244             3,244   

タイヤチェーン損耗費（支給品） 凍結防止剤散布車［乾式･湿潤式］2.5～3.5m3

時間         1              913                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          3,244   

               単価

        3,244   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 102 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－111号

ﾊﾞｯｸﾎｳ(C)(待機なし) 平積0.2m3 ｸﾚｰﾝ付 1.7t吊 借上(所定労働時間内)

時間

        1            6,990   

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］ 排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊

時間         1            6,990             6,990   

               計

          6,990   

               単価

        6,990   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 103 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－112号

ﾊﾞｯｸﾎｳ(D)(待機なし) 平積0.2m3 ｸﾚｰﾝ付 1.7t吊 借上(所定労働時間外)

時間

        1            6,578   

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］ 排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊

時間         1            6,508             6,508   

労務費補正 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2m3 ｸﾚｰﾝ付1.7t吊 借上

時間         1               70                70   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,578   

               単価

        6,578   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 104 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－113号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間内)

時間

        1            5,440   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準                      

計上しない 計上する                             時間         1            5,440             5,440   

               計

          5,440   

               単価

        5,440   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 105 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－114号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間外)

時間

        1            5,108   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準                      

計上しない 計上する                             時間         1            4,925             4,925   

労務費補正 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積

時間         1              183               183   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,108   

               単価

        5,108   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 106 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－115号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)(待機なし) 8t積 普通 借上(所定労働時間内)

時間

        1            8,367   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準                      

計上しない 計上する                             時間         1            8,367             8,367   

               計

          8,367   

               単価

        8,367   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 107 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－116号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)(待機なし) 8t積 普通 借上(所定労働時間外)

時間

        1            8,035   

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準                      

計上しない 計上する                             時間         1            7,852             7,852   

労務費補正 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t積

時間         1              183               183   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,035   

               単価

        8,035   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 108 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－117号

車載用ﾄﾗｯｸ(C)(待機なし) 4t積 2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 (散布用) 借上(所定労働時間

内) 時間

        1           10,050   

車載用ﾄﾗｯｸ運転 4t積 2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 (散布用) 借上

時間         1            9,818             9,818   

タイヤチェーン損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］4t積級

時間         1              226               226   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         10,050   

               単価

       10,050   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 109 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－118号

車載用ﾄﾗｯｸ(D)(待機なし) 4t積 2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 (散布用) 借上(所定労働時間

内) 時間

        1            9,484   

車載用ﾄﾗｯｸ運転 4t積 2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 (散布用) 借上

時間         1            8,826             8,826   

タイヤチェーン損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］4t積級

時間         1              226               226   

労務費補正 車載用ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付(散布用)借上

時間         1              432               432   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,484   

               単価

        9,484   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 110 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－120号

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(A)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)

時間

        1            8,579   

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転 5人乗り 1500CC

時間         1            8,579             8,579   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－119号

凍結防止剤散布装置 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ式 2.0m3 貸与

時間

        1              998   

凍結防止剤散布装置（車載・ディーゼル） ホッパ容量２．０～３．０ｍ３

時間         1              998               998   

               計

            998   

               単価

          998   円／時間

               計

          8,579   

               単価

        8,579   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 111 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－122号

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上

時間

        1              828   

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転 5人乗り 1500CC

時間         1              828               828   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－121号

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(B)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)

時間

        1            8,849   

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転 5人乗り 1500CC

時間         1            8,579             8,579   

労務費補正 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ5人乗り 1500CC

時間         1              270               270   

               計

          8,849   

               単価

        8,849   円／時間

               計

            828   

               単価

          828   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 112 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－124号

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(D)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)

時間

        1            8,849   

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転 5人乗り 1500CC

時間         1            8,579             8,579   

2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－123号

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(C)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)

時間

        1            9,778   

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転 5人乗り 1500CC

時間         1            9,778             9,778   

               計

          9,778   

               単価

        9,778   円／時間

労務費補正 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ5人乗り 1500CC

時間         1              270               270   

               計

          8,849   

               単価

        8,849   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 113 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－126号

世話役(A) 所定労働時間内

時間

        1            2,837   

待機費（世話役）

時間         1            2,837             2,837   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－125号

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上

時間

        1              828   

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転 5人乗り 1500CC

時間         1              828               828   

               計

            828   

               単価

          828   円／時間

               計

          2,837   

               単価

        2,837   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 114 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－128号

除雪ﾄﾗｯｸ(A) 所定労働時間内

時間

        1            4,562   

待機費（オペレータ等）

時間         1            4,562             4,562   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－127号

世話役(B) 所定労働時間外

時間

        1            2,837   

待機費（世話役）

時間         1            2,837             2,837   

               計

          2,837   

               単価

        2,837   円／時間

               計

          4,562   

               単価

        4,562   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 115 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－130号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A) 所定労働時間内

時間

        1            4,625   

待機費（オペレータ等）

時間         1            4,625             4,625   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－129号

除雪ﾄﾗｯｸ(B) 所定労働時間外

時間

        1            4,881   

待機費（オペレータ等）

時間         1            4,881             4,881   

               計

          4,881   

               単価

        4,881   円／時間

               計

          4,625   

               単価

        4,625   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 116 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－132号

高速圧雪整正機(A) 所定労働時間内

時間

        1            4,625   

待機費（オペレータ等）

時間         1            4,625             4,625   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－131号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B) 所定労働時間外

時間

        1            4,864   

待機費（オペレータ等）

時間         1            4,864             4,864   

               計

          4,864   

               単価

        4,864   円／時間

               計

          4,625   

               単価

        4,625   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 117 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－134号

凍結防止剤散布車(A) 所定労働時間内

時間

        1            4,562   

待機費（オペレータ等）

時間         1            4,562             4,562   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－133号

高速圧雪整正機(B) 所定労働時間外

時間

        1            4,864   

待機費（オペレータ等）

時間         1            4,864             4,864   

               計

          4,864   

               単価

        4,864   円／時間

               計

          4,562   

               単価

        4,562   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 118 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－136号

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A) 所定労働時間内

時間

        1            5,238   

待機費（オペレータ等）

時間         1            5,238             5,238   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－135号

凍結防止剤散布車(B) 所定労働時間外

時間

        1            4,881   

待機費（オペレータ等）

時間         1            4,881             4,881   

               計

          4,881   

               単価

        4,881   円／時間

               計

          5,238   

               単価

        5,238   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 119 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－138号

世話役(C) 所定労働時間内

時間

        1            3,263   

待機費（世話役）

時間         1            3,263             3,263   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－137号

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B) 所定労働時間外

時間

        1            5,372   

待機費（オペレータ等）

時間         1            5,372             5,372   

               計

          5,372   

               単価

        5,372   円／時間

               計

          3,263   

               単価

        3,263   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 120 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－140号

除雪ﾄﾗｯｸ(C) 所定労働時間内

時間

        1            5,291   

待機費（オペレータ等）

時間         1            5,291             5,291   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－139号

世話役(D) 所定労働時間外

時間

        1            2,837   

待機費（世話役）

時間         1            2,837             2,837   

               計

          2,837   

               単価

        2,837   円／時間

               計

          5,291   

               単価

        5,291   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 121 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－142号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C) 所定労働時間内

時間

        1            5,352   

待機費（オペレータ等）

時間         1            5,352             5,352   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－141号

除雪ﾄﾗｯｸ(D) 所定労働時間外

時間

        1            4,881   

待機費（オペレータ等）

時間         1            4,881             4,881   

               計

          4,881   

               単価

        4,881   円／時間

               計

          5,352   

               単価

        5,352   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 122 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－144号

高速圧雪整正機(C) 所定労働時間内

時間

        1            5,352   

待機費（オペレータ等）

時間         1            5,352             5,352   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－143号

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D) 所定労働時間外

時間

        1            4,864   

待機費（オペレータ等）

時間         1            4,864             4,864   

               計

          4,864   

               単価

        4,864   円／時間

               計

          5,352   

               単価

        5,352   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 123 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－146号

凍結防止剤散布車(C) 所定労働時間内

時間

        1            5,291   

待機費（オペレータ等）

時間         1            5,291             5,291   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－145号

高速圧雪整正機(D) 所定労働時間外

時間

        1            4,864   

待機費（オペレータ等）

時間         1            4,864             4,864   

               計

          4,864   

               単価

        4,864   円／時間

               計

          5,291   

               単価

        5,291   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 124 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－148号

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C) 所定労働時間内

時間

        1            6,042   

待機費（オペレータ等）

時間         1            6,042             6,042   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－147号

凍結防止剤散布車(D) 所定労働時間外

時間

        1            4,881   

待機費（オペレータ等）

時間         1            4,881             4,881   

               計

          4,881   

               単価

        4,881   円／時間

               計

          6,042   

               単価

        6,042   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 125 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－150号

交通誘導警備員A(A) 所定労働時間内

時間

        8            1,725   

交通誘導警備員A(A)

人         1           13,800            13,800   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－149号

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D) 所定労働時間外

時間

        1            5,372   

待機費（オペレータ等）

時間         1            5,372             5,372   

               計

          5,372   

               単価

        5,372   円／時間

               計

         13,800   

               単価

        1,725   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 126 -



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

2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－152号

交通誘導警備員A(C) 所定労働時間内

時間

        8            2,004   

交通誘導警備員A(C)

人         1           16,030            16,030   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－151号

交通誘導警備員A(B) 所定労働時間外

時間

        8            1,862   

交通誘導警備員A(B)

人         1           14,890            14,890   

               計

         14,890   

               単価

        1,862   円／時間

               計

         16,030   

               単価

        2,004   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 127 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－154号

交通誘導警備員B(A) 所定労働時間内

時間

        8            1,513   

交通誘導警備員B(A)

人         1           12,100            12,100   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－153号

交通誘導警備員A(D) 所定労働時間外

時間

        8            1,862   

交通誘導警備員A(D)

人         1           14,890            14,890   

               計

         14,890   

               単価

        1,862   円／時間

               計

         12,100   

               単価

        1,513   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 128 -



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

2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

単－156号

交通誘導警備員B(C) 所定労働時間内

時間

        8            1,772   

交通誘導警備員B(C)

人         1           14,170            14,170   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－155号

交通誘導警備員B(B) 所定労働時間外

時間

        8            1,723   

交通誘導警備員B(B)

人         1           13,780            13,780   

               計

         13,780   

               単価

        1,723   円／時間

               計

         14,170   

               単価

        1,772   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 129 -



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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－157号

交通誘導警備員B(D) 所定労働時間外

時間

        8            1,723   

交通誘導警備員B(D)

人         1           13,780            13,780   

               計

         13,780   

               単価

        1,723   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 130 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪トラック運転 無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6             

計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無            

計上する M5202013無 標準 標準 標準              

時間

        1           17,960   

除雪トラック［除雪専用型］ １０ｔ級　６×６

時間         1           15,890            15,890   

ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］ 平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用

時間         1              517               517   

路面整正装置（アングリング・伸縮式） 両スライド式　２．８５～４．５ｍ　７～１０ｔ級用

時間         1            1,550             1,550   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         17,960   

               単価

       17,960   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 131 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪トラック運転 有り 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6             

計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無            

計上する M5202013無 標準 標準 標準              

時間

        1            7,377   

除雪トラック運転 貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない 

時間         1            5,310             5,310   

ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］ 平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用

時間         1              517               517   

路面整正装置（アングリング・伸縮式） 両スライド式　２．８５～４．５ｍ　７～１０ｔ級用

時間         1            1,550             1,550   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,377   

               単価

        7,377   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 132 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪トラック運転 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4              

計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m                     

7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない      

時間

        1           15,180   

除雪トラック［除雪専用型］ ７ｔ級　４×４

時間         1           14,820            14,820   

ワンウェイプラウ［除雪トラック用］ ２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用

時間         1              357               357   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         15,180   

               単価

       15,180   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 133 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪トラック運転 有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4              

計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m                     

7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない      

時間

        1            4,599   

除雪トラック運転 貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない 

時間         1            4,242             4,242   

ワンウェイプラウ［除雪トラック用］ ２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用

時間         1              357               357   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,599   

               単価

        4,599   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 134 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.1m級 排ｶﾞｽ 借上

時間

        1           14,540   

運転手（特殊）  

人         0.19        19,700             3,743   

普通作業員  

人         0.19        17,300             3,287   

土木一般世話役  

人         0.063        22,700             1,430   

軽油  １．２号

Ｌ        13              109             1,417   

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ

時間         1            4,660             4,660   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         14,540   

               単価

       14,540   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 135 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.1m級 排ｶﾞｽ 借上

時間

        1            6,077   

軽油  １．２号

Ｌ        13              109             1,417   

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ

時間         1            4,660             4,660   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,077   

               単価

        6,077   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 136 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.7m級 排ｶﾞｽ 借上

時間

        1           17,120   

運転手（特殊）  

人         0.19        19,700             3,743   

普通作業員  

人         0.19        17,300             3,287   

土木一般世話役  

人         0.063        22,700             1,430   

軽油  １．２号

Ｌ        17              109             1,853   

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．７ｍ

時間         1            6,800             6,800   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         17,120   

               単価

       17,120   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 137 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.7m級 排ｶﾞｽ 借上

時間

        1            8,653   

軽油  １．２号

Ｌ        17              109             1,853   

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．７ｍ

時間         1            6,800             6,800   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,653   

               単価

        8,653   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 138 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪グレーダ運転 無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない       

標準 控除しない ２人乗り以上                    

                                                

時間

        1           14,270   

除雪グレーダ ブレード幅４．３ｍ

時間         1           10,980            10,980   

普通作業員  

人         0.19        17,300             3,287   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         14,270   

               単価

       14,270   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 139 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪グレーダ運転 有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない       

標準 控除しない                                 

                                                

時間

        1            5,804   

除雪グレーダ運転 貸与 4.3m 標準 控除しない 

時間         1            5,804             5,804   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,804   

               単価

        5,804   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 140 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪グレーダ運転 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ                 

K5005007無 計上しない 計上しない 標準           

控除しない ２人乗り以上 5.3時間                 

時間

        1           14,440   

除雪グレーダ 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．３ｍ

時間         1           11,150            11,150   

普通作業員  

人         0.19        17,300             3,287   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         14,440   

               単価

       14,440   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 141 -



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）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪作業員（A）

人

        1           17,300   

普通作業員  

人         1           17,300            17,300   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪グレーダ運転 有り 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ                 

M5005007無 計上しない 計上しない 標準           

36L/時間 控除しない                             

時間

        1            5,974   

除雪グレーダ運転 貸与 その他除雪グレーダ M5005007 標準 36L/時間 

控除しない 

時間         1            5,974             5,974   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,974   

               単価

        5,974   円／時間

               計

         17,300   

               単価

       17,300   円／人

              国土交通省　近畿地方整備局- 142 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪作業員（B）

人

        1           18,770   

普通作業員  

人         1           17,300            17,300   

労務費補正 除雪作業員

人         1            1,470             1,470   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         18,770   

               単価

       18,770   円／人

              国土交通省　近畿地方整備局- 143 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

除雪トラック運転 無し 貸与 貸与 除雪専用型10t級 6×6             

計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302023無            

計上する M5202013無 標準 標準 標準              

時間

        1           19,630   

除雪トラック［除雪専用型］ １０ｔ級　６×６

時間         1           17,560            17,560   

ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］ 平押し可能型　２．８５ｍ　７～１０ｔ級用

時間         1              517               517   

路面整正装置（アングリング・伸縮式） 両スライド式　２．８５～４．５ｍ　７～１０ｔ級用

時間         1            1,550             1,550   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         19,630   

               単価

       19,630   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 144 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

除雪トラック運転 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4              

計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m                     

7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない      

時間

        1           16,850   

除雪トラック［除雪専用型］ ７ｔ級　４×４

時間         1           16,490            16,490   

ワンウェイプラウ［除雪トラック用］ ２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用

時間         1              357               357   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         16,850   

               単価

       16,850   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 145 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.1m級 排ｶﾞｽ 借上

時間

        1           15,860   

運転手（特殊）  

人         0.19        22,713             4,315   

普通作業員  

人         0.19        20,108             3,820   

土木一般世話役  

人         0.063        26,095             1,643   

軽油  １．２号

Ｌ        13              109             1,417   

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．１ｍ

時間         1            4,660             4,660   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         15,860   

               単価

       15,860   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 146 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 3.7m級 排ｶﾞｽ 借上

時間

        1           18,440   

運転手（特殊）  

人         0.19        22,713             4,315   

普通作業員  

人         0.19        20,108             3,820   

土木一般世話役  

人         0.063        26,095             1,643   

軽油  １．２号

Ｌ        17              109             1,853   

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］ ブレード幅３．７ｍ

時間         1            6,800             6,800   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         18,440   

               単価

       18,440   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 147 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

除雪グレーダ運転 無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない       

標準 控除しない ２人乗り以上                    

                                                

時間

        1           15,590   

除雪グレーダ ブレード幅４．３ｍ

時間         1           11,770            11,770   

普通作業員  

人         0.19        20,108             3,820   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         15,590   

               単価

       15,590   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 148 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

除雪グレーダ運転 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ                 

K5005007無 計上しない 計上しない 標準           

控除しない ２人乗り以上 5.3時間                 

時間

        1           15,760   

除雪グレーダ 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．３ｍ

時間         1           11,940            11,940   

普通作業員  

人         0.19        20,108             3,820   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         15,760   

               単価

       15,760   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 149 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

除雪作業員（C）

人

        1           20,100   

普通作業員  

人         1           20,108            20,108   

               計

         20,108   

               単価

       20,100   円／人

              国土交通省　近畿地方整備局- 150 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪作業員（D）

人

        1           18,770   

普通作業員  

人         1           17,300            17,300   

労務費補正 除雪作業員

人         1            1,470             1,470   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         18,770   

               単価

       18,770   円／人

              国土交通省　近畿地方整備局- 151 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

ロータリ除雪車（小型）運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型30kW(40PS)級 標準              

計上しない 控除しない                           

時間

        1            6,817   

ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ 除雪幅１．０ｍ級　３０ｋＷ級

時間         1            6,817             6,817   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,817   

               単価

        6,817   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 152 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３

時間

        1            5,668   

運転手（特殊）  

人         0.16        19,700             3,152   

軽油  １．２号

Ｌ         6.3            109               686   

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３

時間         1            1,830             1,830   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,668   

               単価

        5,668   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 153 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準                      

計上しない 計上する                             

時間

        1            4,925   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級

時間         1            4,739             4,739   

タイヤチェーン損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］2t積級

時間         1              186               186   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,925   

               単価

        4,925   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 154 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準                      

計上しない 計上する                             

時間

        1            5,718   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級

時間         1            5,492             5,492   

タイヤチェーン損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］4t積級

時間         1              226               226   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,718   

               単価

        5,718   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 155 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

車載用ﾄﾗｯｸ運転 4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 借上

時間

        1            5,970   

運転手（特殊）  

人         0.17        19,700             3,349   

軽油  １．２号

Ｌ         5.7            109               621   

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ

時間         1            2,000             2,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,970   

               単価

        5,970   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 156 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

ロータリ除雪車（小型）運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型30kW(40PS)級 標準              

計上しない 控除しない                           

時間

        1            7,690   

ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ 除雪幅１．０ｍ級　３０ｋＷ級

時間         1            7,690             7,690   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,690   

               単価

        7,690   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 157 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準                      

計上しない 計上する                             

時間

        1            5,440   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級

時間         1            5,254             5,254   

タイヤチェーン損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］2t積級

時間         1              186               186   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,440   

               単価

        5,440   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 158 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準                      

計上しない 計上する                             

時間

        1            6,233   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級

時間         1            6,007             6,007   

タイヤチェーン損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］4t積級

時間         1              226               226   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,233   

               単価

        6,233   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 159 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

車載用ﾄﾗｯｸ運転 4t積2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 借上

時間

        1            6,482   

運転手（特殊）  

人         0.17        22,713             3,861   

軽油  １．２号

Ｌ         5.7            109               621   

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ

時間         1            2,000             2,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,482   

               単価

        6,482   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 160 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準                     

計上しない 計上する                             

時間

        1            9,581   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級

時間         1            8,975             8,975   

タイヤチェーン損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］10t積級

時間         1              606               606   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,581   

               単価

        9,581   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 161 -



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）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

ロータリ除雪車（小型）運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型90kW(130PS)級 標準             

計上しない 控除しない                           

時間

        1            9,732   

ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ 除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級

時間         1            9,732             9,732   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

ロータリ除雪車運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級    

標準 計上しない 控除しない                      

時間

        1           16,770   

ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ 排ガス（第３次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級

時間         1           16,770            16,770   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         16,770   

               単価

       16,770   円／時間

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,732   

               単価

        9,732   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 162 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ運転 1.2m3級 ﾎｲｰﾙ 借上

時間

        1            4,975   

運転手（特殊）  

人         0.2         19,700             3,940   

軽油  １．２号

Ｌ         9.5            109             1,035   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,975   

               単価

        4,975   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 163 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準                     

計上しない 計上する                             

時間

        1           10,100   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級

時間         1            9,490             9,490   

タイヤチェーン損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］10t積級

時間         1              606               606   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         10,100   

               単価

       10,100   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 164 -



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）

2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

ロータリ除雪車（小型）運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型90kW(130PS)級 標準             

計上しない 控除しない                           

時間

        1           10,610   

ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ 除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級

時間         1           10,610            10,610   

2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

ロータリ除雪車運転 貸与 貸与                                       

ホイ-ル2ステ-ジ型排ガス型(3次)220kW(300PS)級    

標準 計上しない 控除しない                      

時間

        1           18,280   

ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ 排ガス（第３次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級

時間         1           18,280            18,280   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         18,280   

               単価

       18,280   円／時間

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         10,610   

               単価

       10,610   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 165 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ運転 1.2m3級 ﾎｲｰﾙ 借上

時間

        1            5,577   

運転手（特殊）  

人         0.2         22,713             4,542   

軽油  １．２号

Ｌ         9.5            109             1,035   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,577   

               単価

        5,577   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 166 -



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）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

凍結防止剤散布車運転 有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級                  

ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準               

控除しない                                      

時間

        1            3,244   

凍結防止剤散布車運転 貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 

標準 控除しない 

時間         1            3,244             3,244   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

凍結防止剤散布車運転 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級                  

ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準               

控除しない                                      

時間

        1           12,370   

凍結防止剤散布車［乾式］ ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４

時間         1           12,370            12,370   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         12,370   

               単価

       12,370   円／時間    

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          3,244   

               単価

        3,244   円／時間    

              国土交通省　近畿地方整備局- 167 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ）［後方超小

旋回クレーン付］

排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊

時間

        1            6,508   

運転手（特殊）  

人         0.16        19,700             3,152   

軽油  １．２号

Ｌ         6.3            109               686   

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］ 排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊

時間         1            2,670             2,670   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,508   

               単価

        6,508   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 168 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準                      

計上しない 計上する                             

時間

        1            7,852   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ８ｔ積級

時間         1            7,400             7,400   

タイヤチェーン損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］8t積級

時間         1              452               452   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,852   

               単価

        7,852   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 169 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

車載用ﾄﾗｯｸ運転 4t積 2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 (散布用) 借上

時間

        1            8,826   

運転手（一般）  

人         0.17        19,200             3,264   

普通作業員  

人         0.17        17,300             2,941   

軽油  １．２号

Ｌ         5.7            109               621   

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ

時間         1            2,000             2,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,826   

               単価

        8,826   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 170 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

凍結防止剤散布車運転 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級                  

ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準               

控除しない                                      

時間

        1           13,830   

凍結防止剤散布車［乾式］ ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４

時間         1           13,830            13,830   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         13,830   

               単価

       13,830   円／時間    

              国土交通省　近畿地方整備局- 171 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

バックホウ（クローラ）［後方超小

旋回クレーン付］

排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊

時間

        1            6,990   

運転手（特殊）  

人         0.16        22,713             3,634   

軽油  １．２号

Ｌ         6.3            109               686   

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］ 排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊

時間         1            2,670             2,670   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,990   

               単価

        6,990   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 172 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

ダンプトラック運転 持込 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8t積級 標準                      

計上しない 計上する                             

時間

        1            8,367   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ８ｔ積級

時間         1            7,915             7,915   

タイヤチェーン損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］8t積級

時間         1              452               452   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,367   

               単価

        8,367   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 173 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

車載用ﾄﾗｯｸ運転 4t積 2.9t吊ｸﾚｰﾝ装置付 (散布用) 借上

時間

        1            9,818   

運転手（一般）  

人         0.17        22,233             3,779   

普通作業員  

人         0.17        20,108             3,418   

軽油  １．２号

Ｌ         5.7            109               621   

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ

時間         1            2,000             2,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,818   

               単価

        9,818   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 174 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

凍結防止剤散布装置（車載・ディー

ゼル）

ホッパ容量２．０～３．０ｍ３

時間

        1              998   

軽油  １．２号

Ｌ         0.59           109                64   

凍結防止剤散布装置（車載・ディーゼル） ホッパ容量２．０～３．０ｍ３

時間         1              934               934   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            998   

               単価

          998   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 175 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転 5人乗り 1500CC

時間

        1            8,579   

土木一般世話役  

人         0.13        22,700             2,951   

運転手（一般）  

人         0.25        19,200             4,800   

ガソリン レギュラー

Ｌ         2.6            126               327   

ライトバン［二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ

時間         1              501               501   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,579   

               単価

        8,579   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 176 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転 5人乗り 1500CC

時間

        1              828   

ガソリン レギュラー

Ｌ         2.6            126               327   

ライトバン［二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ

時間         1              501               501   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            828   

               単価

          828   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 177 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転 5人乗り 1500CC

時間

        1            9,778   

土木一般世話役  

人         0.13        26,095             3,392   

運転手（一般）  

人         0.25        22,233             5,558   

ガソリン レギュラー

Ｌ         2.6            126               327   

ライトバン［二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ

時間         1              501               501   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,778   

               単価

        9,778   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 178 -



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）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（世話役）

時間

        1            2,837   

待機費 世話役(B)

時間         1            2,837             2,837   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（世話役）

時間

        1            2,837   

待機費 世話役(A)

時間         1            2,837             2,837   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          2,837   

               単価

        2,837   円／時間

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          2,837   

               単価

        2,837   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 179 -



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）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            4,881   

待機費 除雪ﾄﾗｯｸ(B)

時間         1            4,881             4,881   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            4,562   

待機費 除雪ﾄﾗｯｸ(A)

時間         1            4,562             4,562   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,562   

               単価

        4,562   円／時間

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,881   

               単価

        4,881   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 180 -



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）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            4,864   

待機費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)

時間         1            4,864             4,864   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            4,625   

待機費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)

時間         1            4,625             4,625   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,625   

               単価

        4,625   円／時間

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,864   

               単価

        4,864   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 181 -



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）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            4,864   

待機費 高速圧雪整正機(B)

時間         1            4,864             4,864   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            4,625   

待機費 高速圧雪整正機(A)

時間         1            4,625             4,625   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,625   

               単価

        4,625   円／時間

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,864   

               単価

        4,864   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 182 -



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）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            4,881   

待機費 凍結防止剤散布車(B)

時間         1            4,881             4,881   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            4,562   

待機費 凍結防止剤散布車(A)

時間         1            4,562             4,562   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,562   

               単価

        4,562   円／時間

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,881   

               単価

        4,881   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 183 -



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）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            5,372   

待機費 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)

時間         1            5,372             5,372   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            5,238   

待機費 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)

時間         1            5,238             5,238   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,238   

               単価

        5,238   円／時間

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,372   

               単価

        5,372   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 184 -



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）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（世話役）

時間

        1            2,837   

待機費 世話役(D)

時間         1            2,837             2,837   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（世話役）

時間

        1            3,263   

待機費 世話役(C)

時間         1            3,263             3,263   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          3,263   

               単価

        3,263   円／時間

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          2,837   

               単価

        2,837   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 185 -



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）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            4,881   

待機費 除雪ﾄﾗｯｸ(D)

時間         1            4,881             4,881   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            5,291   

待機費 除雪ﾄﾗｯｸ(C)

時間         1            5,291             5,291   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,291   

               単価

        5,291   円／時間

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,881   

               単価

        4,881   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 186 -



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）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            4,864   

待機費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)

時間         1            4,864             4,864   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            5,352   

待機費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)

時間         1            5,352             5,352   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,352   

               単価

        5,352   円／時間

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,864   

               単価

        4,864   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 187 -



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）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            4,864   

待機費 高速圧雪整正機(D)

時間         1            4,864             4,864   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            5,352   

待機費 高速圧雪整正機(C)

時間         1            5,352             5,352   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,352   

               単価

        5,352   円／時間

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,864   

               単価

        4,864   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 188 -



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）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            4,881   

待機費 凍結防止剤散布車(D)

時間         1            4,881             4,881   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            5,291   

待機費 凍結防止剤散布車(C)

時間         1            5,291             5,291   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,291   

               単価

        5,291   円／時間

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,881   

               単価

        4,881   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 189 -



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）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            5,372   

待機費 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)

時間         1            5,372             5,372   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

待機費（オペレータ等）

時間

        1            6,042   

待機費 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)

時間         1            6,042             6,042   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,042   

               単価

        6,042   円／時間

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,372   

               単価

        5,372   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 190 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員A(A)

人

        1           13,800   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           13,800            13,800   

               計

         13,800   

               単価

       13,800   円／人

              国土交通省　近畿地方整備局- 191 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員A(B)

人

        1           14,890   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           13,800            13,800   

労務費補正 交通誘導警備員A

人         1            1,086             1,086   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         14,890   

               単価

       14,890   円／人

              国土交通省　近畿地方整備局- 192 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

交通誘導警備員A(C)

人

        1           16,030   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           16,027            16,027   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         16,030   

               単価

       16,030   円／人

              国土交通省　近畿地方整備局- 193 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員A(D)

人

        1           14,890   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           13,800            13,800   

労務費補正 交通誘導警備員A

人         1            1,086             1,086   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         14,890   

               単価

       14,890   円／人

              国土交通省　近畿地方整備局- 194 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員B(A)

人

        1           12,100   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,100            12,100   

               計

         12,100   

               単価

       12,100   円／人

              国土交通省　近畿地方整備局- 195 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員B(B)

人

        1           13,780   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,100            12,100   

労務費補正 交通誘導警備員B

人         1            1,678             1,678   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         13,780   

               単価

       13,780   円／人

              国土交通省　近畿地方整備局- 196 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

交通誘導警備員B(C)

人

        1           14,170   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           14,161            14,161   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         14,170   

               単価

       14,170   円／人

              国土交通省　近畿地方整備局- 197 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員B(D)

人

        1           13,780   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,100            12,100   

労務費補正 交通誘導警備員B

人         1            1,678             1,678   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         13,780   

               単価

       13,780   円／人

              国土交通省　近畿地方整備局- 198 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪トラック［除雪専用型］ １０ｔ級　６×６

時間

        1           15,890   

運転手（一般）  

人         0.24        19,200             4,608   

普通作業員  

人         0.24        17,300             4,152   

土木一般世話役  

人         0.08        22,700             1,816   

軽油  １．２号

Ｌ        20              109             2,180   

除雪トラック［除雪専用型］ １０ｔ級　６×６

時間         1            3,130             3,130   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         15,890   

               単価

       15,890   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 199 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪トラック運転 貸与 除雪専用型 10t級 6×6 標準 控除しない 

時間

        1            5,310   

除雪トラック［除雪専用型］ １０ｔ級　６×６

時間         1            3,130             3,130   

軽油  １．２号

Ｌ        20              109             2,180   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,310   

               単価

        5,310   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 200 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪トラック［除雪専用型］ ７ｔ級　４×４

時間

        1           14,820   

運転手（一般）  

人         0.24        19,200             4,608   

普通作業員  

人         0.24        17,300             4,152   

土木一般世話役  

人         0.08        22,700             1,816   

軽油  １．２号

Ｌ        18              109             1,962   

除雪トラック［除雪専用型］ ７ｔ級　４×４

時間         1            2,280             2,280   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         14,820   

               単価

       14,820   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 201 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪トラック運転 貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない 

時間

        1            4,242   

除雪トラック［除雪専用型］ ７ｔ級　４×４

時間         1            2,280             2,280   

軽油  １．２号

Ｌ        18              109             1,962   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,242   

               単価

        4,242   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 202 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪グレーダ ブレード幅４．３ｍ

時間

        1           10,980   

運転手（特殊）  

人         0.19        19,700             3,743   

土木一般世話役  

人         0.063        22,700             1,430   

軽油  １．２号

Ｌ        36              109             3,924   

除雪グレーダ ブレード幅４．３ｍ

時間         1            1,880             1,880   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         10,980   

               単価

       10,980   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 203 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪グレーダ運転 貸与 4.3m 標準 控除しない 

時間

        1            5,804   

除雪グレーダ ブレード幅４．３ｍ

時間         1            1,880             1,880   

軽油  １．２号

Ｌ        36              109             3,924   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,804   

               単価

        5,804   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 204 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪グレーダ 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．３ｍ

時間

        1           11,150   

運転手（特殊）  

人         0.19        19,700             3,743   

土木一般世話役  

人         0.063        22,700             1,430   

軽油  １．２号

Ｌ        36              109             3,924   

除雪グレーダ 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．３ｍ

時間         1            2,050             2,050   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         11,150   

               単価

       11,150   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 205 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

除雪グレーダ運転 貸与 その他除雪グレーダ M5005007 標準 36L/時間 

控除しない 時間

        1            5,974   

除雪グレーダ 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．３ｍ

時間         1            2,050             2,050   

軽油  １．２号

Ｌ        36              109             3,924   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,974   

               単価

        5,974   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 206 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

除雪トラック［除雪専用型］ １０ｔ級　６×６

時間

        1           17,560   

運転手（一般）  

人         0.24        22,233             5,335   

普通作業員  

人         0.24        20,108             4,825   

土木一般世話役  

人         0.08        26,095             2,087   

軽油  １．２号

Ｌ        20              109             2,180   

除雪トラック［除雪専用型］ １０ｔ級　６×６

時間         1            3,130             3,130   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         17,560   

               単価

       17,560   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 207 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

除雪トラック［除雪専用型］ ７ｔ級　４×４

時間

        1           16,490   

運転手（一般）  

人         0.24        22,233             5,335   

普通作業員  

人         0.24        20,108             4,825   

土木一般世話役  

人         0.08        26,095             2,087   

軽油  １．２号

Ｌ        18              109             1,962   

除雪トラック［除雪専用型］ ７ｔ級　４×４

時間         1            2,280             2,280   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         16,490   

               単価

       16,490   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 208 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

除雪グレーダ ブレード幅４．３ｍ

時間

        1           11,770   

運転手（特殊）  

人         0.19        22,713             4,315   

土木一般世話役  

人         0.063        26,095             1,643   

軽油  １．２号

Ｌ        36              109             3,924   

除雪グレーダ ブレード幅４．３ｍ

時間         1            1,880             1,880   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         11,770   

               単価

       11,770   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 209 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

除雪グレーダ 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．３ｍ

時間

        1           11,940   

運転手（特殊）  

人         0.19        22,713             4,315   

土木一般世話役  

人         0.063        26,095             1,643   

軽油  １．２号

Ｌ        36              109             3,924   

除雪グレーダ 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．３ｍ

時間         1            2,050             2,050   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         11,940   

               単価

       11,940   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 210 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

ロータリ除雪車［ホイール・２ステ

ージ型］

除雪幅１．０ｍ級　３０ｋＷ級

時間

        1            6,817   

運転手（一般）  

人         0.21        19,200             4,032   

土木一般世話役  

人         0.07        22,700             1,589   

軽油  １．２号

Ｌ         4              109               436   

ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ 除雪幅１．０ｍ級　３０ｋＷ級

時間         1              760               760   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,817   

               単価

        6,817   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 211 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

ダンプトラック［オンロード・ディ

ーゼル］

２ｔ積級

時間

        1            4,739   

運転手（一般）  

人         0.17        19,200             3,264   

軽油  １．２号

Ｌ         3.8            109               414   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級

時間         1            1,000             1,000   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ

時間         1               61                61   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,739   

               単価

        4,739   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 212 -



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） 2020.09

2020.09

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            5,492   

運転手（一般）  

人         0.17        19,200             3,264   

軽油  １．２号

Ｌ         5.8            109               632   

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               86                86   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,492   

               単価

        5,492   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 213 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

ロータリ除雪車［ホイール・２ステ

ージ型］

除雪幅１．０ｍ級　３０ｋＷ級

時間

        1            7,690   

運転手（一般）  

人         0.21        22,233             4,668   

土木一般世話役  

人         0.07        26,095             1,826   

軽油  １．２号

Ｌ         4              109               436   

ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ 除雪幅１．０ｍ級　３０ｋＷ級

時間         1              760               760   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,690   

               単価

        7,690   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 214 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

ダンプトラック［オンロード・ディ

ーゼル］

２ｔ積級

時間

        1            5,254   

運転手（一般）  

人         0.17        22,233             3,779   

軽油  １．２号

Ｌ         3.8            109               414   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級

時間         1            1,000             1,000   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ

時間         1               61                61   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,254   

               単価

        5,254   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 215 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

ダンプトラック［オンロード・ディ

ーゼル］

４ｔ積級

時間

        1            6,007   

運転手（一般）  

人         0.17        22,233             3,779   

軽油  １．２号

Ｌ         5.8            109               632   

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               86                86   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,007   

               単価

        6,007   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 216 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

ダンプトラック［オンロード・ディ

ーゼル］

１０ｔ積級

時間

        1            8,975   

運転手（一般）  

人         0.17        19,200             3,264   

軽油  １．２号

Ｌ        11              109             1,199   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級

時間         1            4,270             4,270   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ

時間         1              242               242   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,975   

               単価

        8,975   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 217 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

ロータリ除雪車［ホイール・２ステ

ージ型］

排ガス（第３次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級

時間

        1           16,770   

運転手（特殊）  

人         0.21        19,700             4,137   

特殊作業員  

人         0.21        20,400             4,284   

土木一般世話役  

人         0.07        22,700             1,589   

軽油  １．２号

Ｌ        25              109             2,725   

ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ 排ガス（第３次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級

時間         1            4,030             4,030   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         16,770   

               単価

       16,770   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 218 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

ロータリ除雪車［ホイール・２ステ

ージ型］

除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級

時間

        1            9,732   

運転手（特殊）  

人         0.21        19,700             4,137   

土木一般世話役  

人         0.07        22,700             1,589   

軽油  １．２号

Ｌ        14              109             1,526   

ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ 除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級

時間         1            2,480             2,480   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,732   

               単価

        9,732   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 219 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

ダンプトラック［オンロード・ディ

ーゼル］

１０ｔ積級

時間

        1            9,490   

運転手（一般）  

人         0.17        22,233             3,779   

軽油  １．２号

Ｌ        11              109             1,199   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級

時間         1            4,270             4,270   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ

時間         1              242               242   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,490   

               単価

        9,490   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 220 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

ロータリ除雪車［ホイール・２ステ

ージ型］

排ガス（第３次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級

時間

        1           18,280   

運転手（特殊）  

人         0.21        22,713             4,769   

特殊作業員  

人         0.21        23,444             4,923   

土木一般世話役  

人         0.07        26,095             1,826   

軽油  １．２号

Ｌ        25              109             2,725   

ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ 排ガス（第３次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級

時間         1            4,030             4,030   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         18,280   

               単価

       18,280   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 221 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

ロータリ除雪車［ホイール・２ステ

ージ型］

除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級

時間

        1           10,610   

運転手（特殊）  

人         0.21        22,713             4,769   

土木一般世話役  

人         0.07        26,095             1,826   

軽油  １．２号

Ｌ        14              109             1,526   

ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ 除雪幅１．５～１．８ｍ級　９０ｋＷ級

時間         1            2,480             2,480   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         10,610   

               単価

       10,610   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 222 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

凍結防止剤散布車［乾式］ ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４

時間

        1           12,370   

運転手（一般）  

人         0.25        19,200             4,800   

普通作業員  

人         0.25        17,300             4,325   

軽油  １．２号

Ｌ         9.4            109             1,024   

凍結防止剤散布車［乾式］ ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４

時間         1            2,220             2,220   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         12,370   

               単価

       12,370   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 223 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

凍結防止剤散布車運転 貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 

標準 控除しない 時間

        1            3,244   

凍結防止剤散布車［乾式］ ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４

時間         1            2,220             2,220   

軽油  １．２号

Ｌ         9.4            109             1,024   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          3,244   

               単価

        3,244   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 224 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

ダンプトラック［オンロード・ディ

ーゼル］

８ｔ積級

時間

        1            7,400   

運転手（一般）  

人         0.17        19,200             3,264   

軽油  １．２号

Ｌ         7.7            109               839   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ８ｔ積級

時間         1            3,160             3,160   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ

時間         1              137               137   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,400   

               単価

        7,400   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 225 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

凍結防止剤散布車［乾式］ ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４

時間

        1           13,830   

運転手（一般）  

人         0.25        22,233             5,558   

普通作業員  

人         0.25        20,108             5,027   

軽油  １．２号

Ｌ         9.4            109             1,024   

凍結防止剤散布車［乾式］ ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４

時間         1            2,220             2,220   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         13,830   

               単価

       13,830   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 226 -



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） 2020.09

2020.09

1.187-00-00-1-0

ダンプトラック［オンロード・ディ

ーゼル］

８ｔ積級

時間

        1            7,915   

運転手（一般）  

人         0.17        22,233             3,779   

軽油  １．２号

Ｌ         7.7            109               839   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ８ｔ積級

時間         1            3,160             3,160   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ

時間         1              137               137   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,915   

               単価

        7,915   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 227 -


