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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

国道２６号他道路清掃作業

鏡

自）大阪府大阪市浪速区大国1丁目　　　　　　　　　　　　　　

至）大阪府泉南郡岬町孝子他

　１）　発注年月　　　　　令和 3年 3月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　３）　工事番号　　　　　4275010002　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　道路維持工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  365日間 　　　　自　　　令和 3年 4月 1日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 4年 3月31日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　大阪府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　大阪市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道２６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 3年 1月　　　　　　　　　　　　　　　

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

１４）　単価適用年月　　　　　　　2021年 3月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2021年 3月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　      3,000,000 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年 1月12日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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

単価

設計内訳書

国道２６号他道路清掃作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

道路維持

式         1         36,841,385

　道路清掃工

　

式         1         36,330,785

　　路面清掃工

　　

(南大阪管内)

式         1          4,683,840

　　　路面清掃(機械)

　　　

km       278            7,815         2,172,570

単-1号

　　　路面清掃(機械)

　　　

夜間

km       254.1          9,883         2,511,270

単-2号

　　排水施設清掃工

　　

(南大阪管内)

式         1          6,090,920

　　　側溝清掃(機械)

　　　

側溝断面積0.125㎡未

満 堆積率50%未満

m        10            1,206            12,060

単-3号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

側溝断面積0.125㎡未

満 堆積率50%以上

m         5            1,650             8,250

単-4号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

側溝断面積0.125㎡以

上0.5m2未満 堆積率50

%未満 m         5            1,836             9,180

単-5号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

側溝断面積0.125㎡以

上0.5m2未満 堆積率50

%以上 m         5            2,690            13,450

単-6号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

夜間 側溝断面積0.125

㎡以上0.5m2未満 堆積

率50%以上 m         5            3,512            17,560

単-7号

　　　管渠清掃

　　　

 管径φ200mm以上φ400

mm未満 堆積率50%未満

m     5,500              925.9       5,092,450

単-8号

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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

単価

設計内訳書

国道２６号他道路清掃作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　管渠清掃

　　　

 夜間 管径φ200mm以上

 φ400mm未満 堆積率50

%未満 m         5            1,215             6,075

単-9号

　　　管渠清掃

　　　

 管径φ200mm以上φ400

mm未満 堆積率50%以上

m       500            1,386           693,000

単-10号

　　　管渠清掃

　　　

 夜間 管径φ200mm以上

 φ400mm未満 堆積率50

%以上 m         5            1,820             9,100

単-11号

　　　管渠清掃

　　　

 管径φ400mm以上φ800

mm未満 堆積率50%未満

m       100            1,678           167,800

単-12号

　　　管渠清掃

　　　

 夜間 管径φ400mm以上

 φ800mm未満 堆積率50

%未満 m         5            2,202            11,010

単-13号

　　　管渠清掃

　　　

 管径φ400mm以上φ800

mm未満 堆積率50%以上

m         5            2,201            11,005

単-14号

　　　管渠清掃

　　　

 夜間 管径φ400mm以上

 φ800mm未満 堆積率50

%以上 m         5            2,890            14,450

単-15号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

組合せ移動

km         5            1,085             5,425

単-16号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

夜間 組合せ移動

km         5            1,417             7,085

単-17号

　　　管渠清掃

　　　

組合せ移動

km         5            1,126             5,630

単-18号

　　　管渠清掃

　　　

夜間 組合せ移動

km         5            1,478             7,390

単-19号

　　雑作業工

　　

(南大阪管内)

式         1          1,860,000

              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

国道２６号他道路清掃作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　塵埃処分

　　　

混合廃棄物(A)

t        30           42,000         1,260,000

単-20号

　　　塵埃処分

　　　

混合廃棄物(B)

t        20           30,000           600,000

単-21号

　　路面清掃工

　　

(西大阪管内)

式         1          7,455,735

　　　路面清掃(機械)

　　　

夜間

km       754.4          9,883         7,455,735

単-22号

　　排水施設清掃工

　　

(西大阪管内)

式         1          2,812,290

　　　側溝清掃(機械)

　　　

側溝断面積0.125㎡未

満 堆積率50%未満

m        40            1,206            48,240

単-23号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

夜間 側溝断面積0.125

㎡未満 堆積率50%未満

m        30            1,575            47,250

単-24号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

夜間 側溝断面積0.125

㎡未満 堆積率50%以上

m        30            2,154            64,620

単-25号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

夜間 側溝断面積0.125

㎡以上0.5m2未満 堆積

率50%未満 m        30            2,398            71,940

単-26号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

側溝断面積0.125㎡以

上0.5m2未満 堆積率50

%以上 m         5            2,690            13,450

単-27号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

夜間 側溝断面積0.125

㎡以上0.5m2未満 堆積

率50%以上 m         5            3,512            17,560

単-28号

　　　管渠清掃

　　　

 管径φ200mm以上φ400

mm未満 堆積率50%未満

m       500              925.9         462,950

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

単価

設計内訳書

国道２６号他道路清掃作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　管渠清掃

　　　

 夜間 管径φ200mm以上

 φ400mm未満 堆積率50

%未満 m         5            1,215             6,075

単-30号

　　　管渠清掃

　　　

 管径φ200mm以上φ400

mm未満 堆積率50%以上

m       100            1,386           138,600

単-31号

　　　管渠清掃

　　　

 夜間 管径φ200mm以上

 φ400mm未満 堆積率50

%以上 m         5            1,820             9,100

単-32号

　　　管渠清掃

　　　

 管径φ400mm以上φ800

mm未満 堆積率50%未満

m        20            1,678            33,560

単-33号

　　　管渠清掃

　　　

 夜間 管径φ400mm以上

 φ800mm未満 堆積率50

%未満 m         5            2,202            11,010

単-34号

　　　管渠清掃

　　　

 管径φ400mm以上φ800

mm未満 堆積率50%以上

m         5            2,201            11,005

単-35号

　　　管渠清掃

　　　

 夜間 管径φ400mm以上

 φ800mm未満 堆積率50

%以上 m         5            2,890            14,450

単-36号

　　　管渠清掃

　　　

夜間 ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ 管

 経φ150mm以上200mm未

満 堆積率50%未満 m       300            3,702         1,110,600

単-37号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

組合せ移動

km         5            1,085             5,425

単-38号

　　　側溝清掃(機械)

　　　

夜間 組合せ移動

km         5            1,417             7,085

単-39号

　　　管渠清掃

　　　

組合せ移動

km         5            1,126             5,630

単-40号

　　　管渠清掃

　　　

夜間 組合せ移動

km         5            1,478             7,390

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

単価

設計内訳書

国道２６号他道路清掃作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　集水桝清掃(機械)

　　　

堆積土量 0.3m3未満 

□50cm～80cm 桝深さ1

00cm以上 箇所         5           65,060           325,300

単-42号

　　　集水桝清掃(機械)

　　　

堆積土量 0.3m3以上 

□50cm～80cm 桝深さ1

00cm以上 箇所         5           80,210           401,050

単-43号

　　橋梁清掃工

　　

(西大阪管内)

式         1         12,288,000

　　　排水管清掃

　　　

排水管清掃車持込 側

溝清掃車持込 高所作

業車持込 m     3,000            4,096        12,288,000

単-44号

　　雑作業工

　　

(西大阪管内)

式         1          1,140,000

　　　塵埃処分

　　　

混合廃棄物(A)

t        20           42,000           840,000

単-45号

　　　塵埃処分

　　　

混合廃棄物(B)

t        10           30,000           300,000

単-46号

　仮設工

　

式         1            510,600

　　交通管理工

　　

式         1            510,600

　　　交通誘導警備員(Ａ)

　　　

人日        30           13,700           411,000

単-47号

　　　交通誘導警備員(Ｂ)

　　　

人日         2           11,700            23,400

単-48号

　　　交通誘導警備員(Ａ)

　　　

夜間

人日         2           20,550            41,100

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

単価

設計内訳書

国道２６号他道路清掃作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　交通誘導警備員(Ｂ)

　　　

夜間

人日         2           17,550            35,100

単-50号

直接工事費

式         1         36,841,385

共通仮設費

式         1          6,066,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          6,066,000

純工事費

式         1         42,907,385

　現場管理費

　

式         1         18,090,000

工事原価

式         1         60,997,385

　一般管理費等

　

式         1          9,962,615

工事価格

式         1         70,960,000

消費税相当額

式         1          7,096,000

工事費計

式         1         78,056,000
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歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－2号

路面清掃(機械) 夜間

km

        1            9,883   

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

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

0.202時間/km 有 持込                            ｋｍ         1            9,883             9,883   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－1号

路面清掃(機械)

km

        1            7,815   

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

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

0.202時間/km 有 持込                            ｋｍ         1            7,815             7,815   

               計

          7,815   

               単価

        7,815   円／km

               計

          9,883   

               単価

        9,883   円／km

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－4号

側溝清掃(機械) 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%以上

m

        1            1,650   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,650             1,650   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－3号

側溝清掃(機械) 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%未満

m

        1            1,206   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,206             1,206   

               計

          1,206   

               単価

        1,206   円／m

               計

          1,650   

               単価

        1,650   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－6号

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

m

        1            2,690   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,690             2,690   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－5号

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

m

        1            1,836   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,836             1,836   

               計

          1,836   

               単価

        1,836   円／m

               計

          2,690   

               単価

        2,690   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－8号

管渠清掃  管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満

m

        1              925.9 

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1              925.9             925.9 

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－7号

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

上 m

        1            3,512   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            3,512             3,512   

               計

          3,512   

               単価

        3,512   円／m

               計

            925.9 

               単価

          925.9 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－10号

管渠清掃  管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上

m

        1            1,386   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,386             1,386   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－9号

管渠清掃  夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満

m

        1            1,215   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,215             1,215   

               計

          1,215   

               単価

        1,215   円／m

               計

          1,386   

               単価

        1,386   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－12号

管渠清掃  管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満

m

        1            1,678   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,678             1,678   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－11号

管渠清掃  夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上

m

        1            1,820   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,820             1,820   

               計

          1,820   

               単価

        1,820   円／m

               計

          1,678   

               単価

        1,678   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－14号

管渠清掃  管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上

m

        1            2,201   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,201             2,201   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－13号

管渠清掃  夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満

m

        1            2,202   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,202             2,202   

               計

          2,202   

               単価

        2,202   円／m

               計

          2,201   

               単価

        2,201   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－16号

側溝清掃(機械) 組合せ移動

km

        1            1,085   

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,085             1,085   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－15号

管渠清掃  夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上

m

        1            2,890   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,890             2,890   

               計

          2,890   

               単価

        2,890   円／m

               計

          1,085   

               単価

        1,085   円／km

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－18号

管渠清掃 組合せ移動

km

        1            1,126   

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,126             1,126   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－17号

側溝清掃(機械) 夜間 組合せ移動

km

        1            1,417   

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,417             1,417   

               計

          1,417   

               単価

        1,417   円／km

               計

          1,126   

               単価

        1,126   円／km

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－20号

塵埃処分 混合廃棄物(A)

t

        1           42,000   

処分費（ｔ）

ｔ         1           42,000            42,000   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－19号

管渠清掃 夜間 組合せ移動

km

        1            1,478   

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,478             1,478   

               計

          1,478   

               単価

        1,478   円／km

               計

         42,000   

               単価

       42,000   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－22号

路面清掃(機械) 夜間

km

        1            9,883   

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

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

0.202時間/km 有 持込                            ｋｍ         1            9,883             9,883   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－21号

塵埃処分 混合廃棄物(B)

t

        1           30,000   

処分費（ｔ）

ｔ         1           30,000            30,000   

               計

         30,000   

               単価

       30,000   円／t

               計

          9,883   

               単価

        9,883   円／km

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－24号

側溝清掃(機械) 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%未満

m

        1            1,575   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,575             1,575   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－23号

側溝清掃(機械) 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%未満

m

        1            1,206   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,206             1,206   

               計

          1,206   

               単価

        1,206   円／m

               計

          1,575   

               単価

        1,575   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－26号

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

満 m

        1            2,398   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,398             2,398   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－25号

側溝清掃(機械) 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%以上

m

        1            2,154   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,154             2,154   

               計

          2,154   

               単価

        2,154   円／m

               計

          2,398   

               単価

        2,398   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－28号

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

上 m

        1            3,512   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            3,512             3,512   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－27号

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

m

        1            2,690   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,690             2,690   

               計

          2,690   

               単価

        2,690   円／m

               計

          3,512   

               単価

        3,512   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－30号

管渠清掃  夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満

m

        1            1,215   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,215             1,215   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－29号

管渠清掃  管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満

m

        1              925.9 

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1              925.9             925.9 

               計

            925.9 

               単価

          925.9 円／m

               計

          1,215   

               単価

        1,215   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－32号

管渠清掃  夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上

m

        1            1,820   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,820             1,820   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－31号

管渠清掃  管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上

m

        1            1,386   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,386             1,386   

               計

          1,386   

               単価

        1,386   円／m

               計

          1,820   

               単価

        1,820   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－34号

管渠清掃  夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満

m

        1            2,202   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,202             2,202   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－33号

管渠清掃  管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満

m

        1            1,678   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,678             1,678   

               計

          1,678   

               単価

        1,678   円／m

               計

          2,202   

               単価

        2,202   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－36号

管渠清掃  夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上

m

        1            2,890   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,890             2,890   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－35号

管渠清掃  管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上

m

        1            2,201   

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

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

持込 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,201             2,201   

               計

          2,201   

               単価

        2,201   円／m

               計

          2,890   

               単価

        2,890   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－38号

側溝清掃(機械) 組合せ移動

km

        1            1,085   

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,085             1,085   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－37号

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

率50%未満 m

        1            3,702   

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

m         1            3,702             3,702   

               計

          3,702   

               単価

        3,702   円／m

               計

          1,085   

               単価

        1,085   円／km

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－40号

管渠清掃 組合せ移動

km

        1            1,126   

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,126             1,126   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－39号

側溝清掃(機械) 夜間 組合せ移動

km

        1            1,417   

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,417             1,417   

               計

          1,417   

               単価

        1,417   円／km

               計

          1,126   

               単価

        1,126   円／km

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－42号

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

箇所

        1           65,060   

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

箇所         1           65,060            65,060   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－41号

管渠清掃 夜間 組合せ移動

km

        1            1,478   

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,478             1,478   

               計

          1,478   

               単価

        1,478   円／km

               計

         65,060   

               単価

       65,060   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－44号

排水管清掃 排水管清掃車持込 側溝清掃車持込 高所作業車持込

m

        1            4,096   

橋梁排水管清掃工 排水清掃車 側溝清掃車 持込

ｍ         1            4,096             4,096   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－43号

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

箇所

        1           80,210   

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

箇所         1           80,210            80,210   

               計

         80,210   

               単価

       80,210   円／箇所

               計

          4,096   

               単価

        4,096   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－46号

塵埃処分 混合廃棄物(B)

t

        1           30,000   

処分費（ｔ）

ｔ         1           30,000            30,000   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－45号

塵埃処分 混合廃棄物(A)

t

        1           42,000   

処分費（ｔ）

ｔ         1           42,000            42,000   

               計

         42,000   

               単価

       42,000   円／t

               計

         30,000   

               単価

       30,000   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－48号

交通誘導警備員(Ｂ)

人日

        1           11,700   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           11,700            11,700   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－47号

交通誘導警備員(Ａ)

人日

        1           13,700   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           13,700            13,700   

               計

         13,700   

               単価

       13,700   円／人日

               計

         11,700   

               単価

       11,700   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－50号

交通誘導警備員(Ｂ) 夜間

人日

        1           17,550   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           17,550            17,550   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－49号

交通誘導警備員(Ａ) 夜間

人日

        1           20,550   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           20,550            20,550   

               計

         20,550   

               単価

       20,550   円／人日

               計

         17,550   

               単価

       17,550   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

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

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

0.202時間/km 有 持込                            

ｋｍ

      100            7,815   

土木一般世話役  

人         2.376        23,700            56,311   

普通作業員  

人         3.565        19,000            67,735   

路面清掃車運転 ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込 

時間        20.2         16,320           329,664   

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間        20.2          6,618           133,683   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級

時間        20.2          5,346           107,989   

諸雑費（率＋まるめ）

        19%

式         1             86,118   

               計

        781,500   

               単価

        7,815   円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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

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

0.202時間/km 有 持込                            

ｋｍ

      100            9,883   

土木一般世話役  

人         2.376        35,550            84,466   

普通作業員  

人         3.565        28,500           101,602   

路面清掃車運転 ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込 

時間        20.2         19,130           386,426   

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間        20.2          8,283           167,316   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級

時間        20.2          6,918           139,743   

諸雑費（率＋まるめ）

        19%

式         1            108,747   

               計

        988,300   

               単価

        9,883   円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

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

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

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

ｍ

      100            1,206   

土木一般世話役  

人         0.498        23,700            11,802   

普通作業員  

人         2.046        19,000            38,874   

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

 

時間         3.706         8,894            32,961   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         3.706         9,719            36,018   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1                945   

               計

        120,600   

               単価

        1,206   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

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

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

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

ｍ

      100            1,650   

土木一般世話役  

人         0.681        23,700            16,139   

普通作業員  

人         2.799        19,000            53,181   

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

 

時間         5.068         8,894            45,074   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         5.068         9,719            49,255   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,351   

               計

        165,000   

               単価

        1,650   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

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

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

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

ｍ

      100            1,836   

土木一般世話役  

人         0.758        23,700            17,964   

普通作業員  

人         3.115        19,000            59,185   

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

 

時間         5.64         8,894            50,162   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         5.64         9,719            54,815   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,474   

               計

        183,600   

               単価

        1,836   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

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

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

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

ｍ

      100            2,690   

土木一般世話役  

人         1.11        23,700            26,307   

普通作業員  

人         4.563        19,000            86,697   

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

 

時間         8.263         8,894            73,491   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         8.263         9,719            80,308   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              2,197   

               計

        269,000   

               単価

        2,690   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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

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

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

ｍ

      100            3,512   

土木一般世話役  

人         1.11        35,550            39,460   

普通作業員  

人         4.563        28,500           130,045   

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

 

時間         8.263        10,290            85,026   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         8.263        11,300            93,371   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              3,298   

               計

        351,200   

               単価

        3,512   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

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

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

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

ｍ

      100              925.9 

土木一般世話役  

人         0.409        23,700             9,693   

普通作業員  

人         1.636        19,000            31,084   

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

 

時間         2.74         8,894            24,369   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         2.74         9,719            26,630   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1                814   

               計

         92,590   

               単価

          925.9 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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

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

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

ｍ

      100            1,215   

土木一般世話役  

人         0.409        35,550            14,539   

普通作業員  

人         1.636        28,500            46,626   

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

 

時間         2.74        10,290            28,194   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         2.74        11,300            30,962   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,179   

               計

        121,500   

               単価

        1,215   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

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

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

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

ｍ

      100            1,386   

土木一般世話役  

人         0.612        23,700            14,504   

普通作業員  

人         2.45        19,000            46,550   

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

 

時間         4.104         8,894            36,500   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         4.104         9,719            39,886   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,160   

               計

        138,600   

               単価

        1,386   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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

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

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

ｍ

      100            1,820   

土木一般世話役  

人         0.612        35,550            21,756   

普通作業員  

人         2.45        28,500            69,825   

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

 

時間         4.104        10,290            42,230   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         4.104        11,300            46,375   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,814   

               計

        182,000   

               単価

        1,820   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

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

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

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

ｍ

      100            1,678   

土木一般世話役  

人         0.741        23,700            17,561   

普通作業員  

人         2.965        19,000            56,335   

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

 

時間         4.967         8,894            44,176   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         4.967         9,719            48,274   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,454   

               計

        167,800   

               単価

        1,678   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 37 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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

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

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

ｍ

      100            2,202   

土木一般世話役  

人         0.741        35,550            26,342   

普通作業員  

人         2.965        28,500            84,502   

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

 

時間         4.967        10,290            51,110   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         4.967        11,300            56,127   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              2,119   

               計

        220,200   

               単価

        2,202   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

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

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

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

ｍ

      100            2,201   

土木一般世話役  

人         0.972        23,700            23,036   

普通作業員  

人         3.89        19,000            73,910   

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

 

時間         6.516         8,894            57,953   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         6.516         9,719            63,329   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,872   

               計

        220,100   

               単価

        2,201   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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

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

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

ｍ

      100            2,890   

土木一般世話役  

人         0.972        35,550            34,554   

普通作業員  

人         3.89        28,500           110,865   

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

 

時間         6.516        10,290            67,049   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         6.516        11,300            73,630   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              2,902   

               計

        289,000   

               単価

        2,890   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 ｋｍ

      100            1,085   

土木一般世話役  

人         0.448        23,700            10,617   

普通作業員  

人         1.841        19,000            34,979   

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

 

時間         3.333         8,894            29,643   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         3.333         9,719            32,393   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1                868   

               計

        108,500   

               単価

        1,085   円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 ｋｍ

      100            1,417   

土木一般世話役  

人         0.448        35,550            15,926   

普通作業員  

人         1.841        28,500            52,468   

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

 

時間         3.333        10,290            34,296   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         3.333        11,300            37,662   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,348   

               計

        141,700   

               単価

        1,417   円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 42 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 ｋｍ

      100            1,126   

土木一般世話役  

人         0.498        23,700            11,802   

普通作業員  

人         1.99        19,000            37,810   

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

 

時間         3.333         8,894            29,643   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         3.333         9,719            32,393   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1                952   

               計

        112,600   

               単価

        1,126   円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 43 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 ｋｍ

      100            1,478   

土木一般世話役  

人         0.498        35,550            17,703   

普通作業員  

人         1.99        28,500            56,715   

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

 

時間         3.333        10,290            34,296   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         3.333        11,300            37,662   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,424   

               計

        147,800   

               単価

        1,478   円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

処分費（ｔ）

ｔ

      100           30,000   

処分費 塵埃処分 混合廃棄物(B) 岩産業

ｔ       100           30,000         3,000,000   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

処分費（ｔ）

ｔ

      100           42,000   

処分費 塵埃処分 混合廃棄物(A) 大東衛生

ｔ       100           42,000         4,200,000   

               計

      4,200,000   

               単価

       42,000   円／ｔ

               計

      3,000,000   

               単価

       30,000   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 45 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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

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

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

ｍ

      100            1,575   

土木一般世話役  

人         0.498        35,550            17,703   

普通作業員  

人         2.046        28,500            58,311   

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

 

時間         3.706        10,290            38,134   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         3.706        11,300            41,877   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,475   

               計

        157,500   

               単価

        1,575   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 46 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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

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

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

ｍ

      100            2,154   

土木一般世話役  

人         0.681        35,550            24,209   

普通作業員  

人         2.799        28,500            79,771   

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

 

時間         5.068        10,290            52,149   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         5.068        11,300            57,268   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              2,003   

               計

        215,400   

               単価

        2,154   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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

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

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

ｍ

      100            2,398   

土木一般世話役  

人         0.758        35,550            26,946   

普通作業員  

人         3.115        28,500            88,777   

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

 

時間         5.64        10,290            58,035   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         5.64        11,300            63,732   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              2,310   

               計

        239,800   

               単価

        2,398   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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

m

      100            3,702   

土木一般世話役  

人         1           35,550            35,550   

普通作業員  

人         6           28,500           171,000   

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

 

時間         7           10,290            72,030   

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

標準                                            

                                                時間         7           10,740            75,180   

諸雑費（率＋まるめ）

       8%

式         1             16,440   

               計

        370,200   

               単価

        3,702   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

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

箇所

       10           65,060   

土木一般世話役  

人         2.32        23,700            54,984   

普通作業員  

人        11.31        19,000           214,890   

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

 

時間        19.44         8,894           172,899   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間        19.44         9,719           188,937   

諸雑費（率＋まるめ）

       7%

式         1             18,890   

               計

        650,600   

               単価

       65,060   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

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

箇所

       10           80,210   

土木一般世話役  

人         2.83        23,700            67,071   

普通作業員  

人        13.78        19,000           261,820   

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

 

時間        23.66         8,894           210,432   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間        23.66         9,719           229,951   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1             32,826   

               計

        802,100   

               単価

       80,210   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

橋梁排水管清掃工 排水清掃車 側溝清掃車 持込

ｍ

      100            4,096   

土木一般世話役  

人         2           23,700            47,400   

普通作業員  

人         7           19,000           133,000   

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

時間        10.7          9,264            99,124   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間        12            9,719           116,628   

諸雑費（率＋まるめ）

       7.5%

式         1             13,448   

               計

        409,600   

               単価

        4,096   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           11,700   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           11,700            11,700   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           13,700   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           13,700            13,700   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         13,700   

               単価

       13,700   円／人日

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         11,700   

               単価

       11,700   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           17,550   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           17,550            17,550   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           20,550   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           20,550            20,550   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         20,550   

               単価

       20,550   円／人日

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         17,550   

               単価

       17,550   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 54 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

路面清掃車運転 ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込 

時間

        1           16,320   

運転手（一般）  

人         0.15        18,500             2,775   

助手  

人         0.15        19,000             2,850   

軽油  １．２号

Ｌ        13              110             1,430   

路面清掃車［ブラシ・四輪式］ ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３

時間         1            9,260             9,260   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         16,320   

               単価

       16,320   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間

        1            6,618   

運転手（一般）  

人         0.18        18,500             3,330   

軽油  １．２号

Ｌ         5.8            110               638   

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間         1            2,650             2,650   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,618   

               単価

        6,618   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

ダンプトラック［オンロード・ディ

ーゼル］

４ｔ積級

時間

        1            5,346   

運転手（一般）  

人         0.17        18,500             3,145   

軽油  １．２号

Ｌ         5.8            110               638   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級

時間         1            1,510             1,510   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ

時間         1               53                53   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,346   

               単価

        5,346   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

路面清掃車運転 ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込 

時間

        1           19,130   

運転手（一般）  

人         0.15        27,750             4,162   

助手  

人         0.15        28,500             4,275   

軽油  １．２号

Ｌ        13              110             1,430   

路面清掃車［ブラシ・四輪式］ ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３

時間         1            9,260             9,260   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         19,130   

               単価

       19,130   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間

        1            8,283   

運転手（一般）  

人         0.18        27,750             4,995   

軽油  １．２号

Ｌ         5.8            110               638   

散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ

時間         1            2,650             2,650   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,283   

               単価

        8,283   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 59 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

ダンプトラック［オンロード・ディ

ーゼル］

４ｔ積級

時間

        1            6,918   

運転手（一般）  

人         0.17        27,750             4,717   

軽油  １．２号

Ｌ         5.8            110               638   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級

時間         1            1,510             1,510   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ

時間         1               53                53   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,918   

               単価

        6,918   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 60 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

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

 時間

        1            8,894   

運転手（一般）  

人         0.15        18,500             2,775   

軽油  １．２号

Ｌ         7.9            110               869   

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

時間         1            5,250             5,250   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,894   

               単価

        8,894   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 61 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間

        1            9,719   

運転手（一般）  

人         0.17        18,500             3,145   

軽油  １．２号

Ｌ         9.4            110             1,034   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         1            5,540             5,540   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,719   

               単価

        9,719   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 62 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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

 時間

        1           10,290   

運転手（一般）  

人         0.15        27,750             4,162   

軽油  １．２号

Ｌ         7.9            110               869   

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

時間         1            5,250             5,250   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         10,290   

               単価

       10,290   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間

        1           11,300   

運転手（一般）  

人         0.17        27,750             4,717   

軽油  １．２号

Ｌ         9.4            110             1,034   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         1            5,540             5,540   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         11,300   

               単価

       11,300   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 64 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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

 時間

        1           10,290   

運転手（一般）  

人         0.15        27,750             4,162   

軽油  １．２号

Ｌ         7.9            110               869   

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

時間         1            5,250             5,250   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         10,290   

               単価

       10,290   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 65 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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

標準                                            

                                                

時間

        1           10,740   

運転手（一般）  

人         0.15        27,750             4,162   

軽油  １．２号

Ｌ         9.4            110             1,034   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         1            5,540             5,540   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         10,740   

               単価

       10,740   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 66 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

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

 時間

        1            8,894   

運転手（一般）  

人         0.15        18,500             2,775   

軽油  １．２号

Ｌ         7.9            110               869   

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

時間         1            5,250             5,250   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,894   

               単価

        8,894   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間

        1            9,719   

運転手（一般）  

人         0.17        18,500             3,145   

軽油  １．２号

Ｌ         9.4            110             1,034   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         1            5,540             5,540   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,719   

               単価

        9,719   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 68 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

排水管清掃車［高圧水洗浄式］（ジ

ェット式）

タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ

時間

        1            9,264   

運転手（一般）  

人         0.17        18,500             3,145   

軽油  １．２号

Ｌ         7.9            110               869   

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

時間         1            5,250             5,250   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,264   

               単価

        9,264   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 69 -


