
令和 4 年４月２６日（令和４年５月１０日） 

 
 

京都国道事務所管内道路清掃作業（令和４年度） 

【工事設計書（公表資料）】 
 

京都国道事務所 

 

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

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 

ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、 

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。 

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



工事地名

３．予算科目

２．工事内容

工事名

4)  事業名：3)  目の細分：2)  目：1)  予算科目：

１．工事名

京都国道事務所管内道路清掃作業

鏡

京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不堂町８０８　京都国道

事務所管内

　１）　発注年月　　　　　令和 4年 4月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　京都国道事務所　管理第二課              　　　　　

　３）　工事番号　　　　　3600010001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　１式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  325日間 　　　　自　　　令和 4年 4月27日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 5年 3月17日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　京都市（１）　他　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 4年 2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　　　　　　　2022年 4月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2022年 4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 　　　　　　　      1,517,840 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 4年 2月15日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　
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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

京都国道事務所管内道路清掃作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

道路維持

式         1         21,135,626

　道路清掃工

　

式         1         18,887,266

　　排水施設清掃工

　　

式         1         17,061,746

　　　側溝清掃（昼間）

　　　

側溝清掃（貸与）排水

管清掃（貸与）断面0.

125m2未満　堆積率50%

未満 m        60              945            56,700

単-1号

　　　側溝清掃（夜間）

　　　

側溝清掃（貸与）排水

管清掃（貸与）断面0.

125m2未満　堆積率50%

未満 m       800            1,344         1,075,200

単-2号

　　　側溝清掃（昼間）

　　　

側溝清掃（貸与）排水

管清掃（貸与）断面0.

125m2未満　堆積率50%

以上 m       200            1,292           258,400

単-3号

　　　側溝清掃（夜間）

　　　

側溝清掃（貸与）排水

管清掃（貸与）断面0.

125m2未満　堆積率50%

以上 m       800            1,839         1,471,200

単-4号

　　　側溝清掃（昼間）

　　　

側溝清掃（貸与）排水

管清掃（貸与）断面0.

5m2未満　堆積率50%未

満 m       200            1,438           287,600

単-5号

　　　側溝清掃（夜間）

　　　

側溝清掃（貸与）排水

管清掃（貸与）断面0.

5m2未満　堆積率50%未

満 m       600            2,046         1,227,600

単-6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

京都国道事務所管内道路清掃作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　側溝清掃（昼間）

　　　

側溝清掃（貸与）排水

管清掃（貸与）断面0.

5m2未満　堆積率50%以

上 m        20            2,107            42,140

単-7号

　　　側溝清掃（夜間）

　　　

側溝清掃（貸与）排水

管清掃（貸与）断面0.

5m2未満　堆積率50%以

上 m       200            2,998           599,600

単-8号

　　　側溝清掃移動（昼間）

　　　

側溝清掃（貸与）排水

管清掃（貸与）

km       400              850.1         340,040

単-9号

　　　側溝清掃移動（夜間）

　　　

側溝清掃（貸与）排水

管清掃（貸与）

km       800            1,209           967,200

単-10号

　　　側溝清掃（標準外）（昼間）

　　　

側溝清掃（貸与）排水

管清掃（貸与）

時間        20           25,500           510,000

単-11号

　　　側溝清掃（標準外）（夜間）

　　　

側溝清掃（貸与）排水

管清掃（貸与）

時間       100           36,280         3,628,000

単-12号

　　　管渠清掃（昼間）

　　　

側溝清掃（貸与）管渠

清掃（貸与）管径400m

m未満　堆積率50%未満 m        20              735.5          14,710

単-13号

　　　管渠清掃（夜間）

　　　

側溝清掃（貸与）管渠

清掃（貸与）管径400m

m未満　堆積率50%未満 m     2,000            1,049         2,098,000

単-14号

　　　管渠清掃（昼間）

　　　

側溝清掃（貸与）管渠

清掃（貸与）管径400m

m未満　堆積率50%以上 m        20            1,101            22,020

単-15号

　　　管渠清掃（夜間）

　　　

側溝清掃（貸与）管渠

清掃（貸与）管径400m

m未満　堆積率50%以上 m     2,000            1,571         3,142,000

単-16号

　　　管渠清掃（昼間）

　　　

側溝清掃（貸与）管渠

清掃（貸与）管径800m

m未満　堆積率50%未満 m        20            1,333            26,660

単-17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

京都国道事務所管内道路清掃作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　管渠清掃（夜間）

　　　

側溝清掃（貸与）管渠

清掃（貸与）管径800m

m未満　堆積率50%未満 m        20            1,901            38,020

単-18号

　　　管渠清掃（昼間）

　　　

側溝清掃（貸与）管渠

清掃（貸与）管径800m

m未満　堆積率50%以上 m        20            1,748            34,960

単-19号

　　　管渠清掃（夜間）

　　　

側溝清掃（貸与）管渠

清掃（貸与）管径800m

m未満　堆積率50%以上 m        80            2,495           199,600

単-20号

　　　管渠清掃（昼間）

　　　

側溝清掃（貸与）管渠

清掃（貸与）管径1000

mm未満　堆積率50%未

満 m        20            2,047            40,940

単-21号

　　　管渠清掃（夜間）

　　　

側溝清掃（貸与）管渠

清掃（貸与）管径1000

mm未満　堆積率50%未

満 m        20            2,920            58,400

単-22号

　　　管渠清掃（昼間）

　　　

側溝清掃（貸与）管渠

清掃（貸与）管径1000

mm未満　堆積率50%以

上 m        20            2,869            57,380

単-23号

　　　管渠清掃（夜間）

　　　

側溝清掃（貸与）管渠

清掃（貸与）管径1000

mm未満　堆積率50%以

上 m        20            4,094            81,880

単-24号

　　　管渠清掃移動（昼間）

　　　

側溝清掃（貸与）管渠

清掃（貸与）

km        20              894.8          17,896

単-25号

　　　管渠清掃移動（夜間）

　　　

側溝清掃（貸与）管渠

清掃（貸与）

km       600            1,276           765,600

単-26号

　　構造物清掃工

　　

式         1            223,020
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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

京都国道事務所管内道路清掃作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　トンネル清掃（夜間）

　　　

トンネル清掃（貸与）

km         2           53,190           106,380

単-27号

　　　トンネル清掃移動（昼間）

　　　

トンネル清掃（貸与）

km       261              446.9         116,640

単-28号

　　雑作業工

　　

式         1          1,602,500

　　　処分費（昼間）京都第一維持出張所管内

　　　

建設汚泥

m3        20            4,775            95,500

単-29号

　　　処分費（夜間）京都第一維持出張所管内

　　　

建設汚泥

m3       200            7,535         1,507,000

単-30号

　仮設工

　

式         1          2,248,360

　　交通管理工

　　

式         1          2,248,360

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員Ａ　昼

間勤務（交対要員無し

） 人日         6           14,700            88,200

単-31号

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員Ｂ　昼

間勤務（交対要員無し

） 人日         8           12,080            96,640

単-32号

　　　交通誘導警備員

　　　（夜間）

交通誘導警備員Ａ　夜

間勤務（交対要員無し

） 人日        64           22,050         1,411,200

単-33号

　　　交通誘導警備員

　　　（夜間）

交通誘導警備員Ｂ　夜

間勤務（交対要員無し

） 人日        36           18,120           652,320

単-34号

直接工事費

式         1         21,135,626
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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

京都国道事務所管内道路清掃作業 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

共通仮設費

式         1          4,052,960

　共通仮設費

　

式         1            354,960

　　安全費

　　

式         1            354,960

　　　標識車

　　　

2t積

時間       340            1,044           354,960

単-35号

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          3,698,000

純工事費

式         1         25,188,586

　現場管理費

　

式         1         14,106,000

工事原価

式         1         39,294,586

　一般管理費等

　

式         1          7,395,414

工事価格

式         1         46,690,000

消費税相当額

式         1          4,669,000

工事費計

式         1         51,359,000
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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＞
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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

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

単－2号

側溝清掃（夜間） 側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.125m2未

満　堆積率50%未満 m

        1            1,344   

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

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

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,344             1,344   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－1号

側溝清掃（昼間） 側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.125m2未

満　堆積率50%未満 m

        1              945   

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

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

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1              945               945   

               計

            945   

               単価

          945   円／m

               計

          1,344   

               単価

        1,344   円／m
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歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

単－4号

側溝清掃（夜間） 側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.125m2未

満　堆積率50%以上 m

        1            1,839   

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          

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,839             1,839   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－3号

側溝清掃（昼間） 側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.125m2未

満　堆積率50%以上 m

        1            1,292   

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          

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,292             1,292   

               計

          1,292   

               単価

        1,292   円／m

               計

          1,839   

               単価

        1,839   円／m
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歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

単－6号

側溝清掃（夜間） 側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.5m2未満

　堆積率50%未満 m

        1            2,046   

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          

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,046             2,046   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－5号

側溝清掃（昼間） 側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.5m2未満

　堆積率50%未満 m

        1            1,438   

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          

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,438             1,438   

               計

          1,438   

               単価

        1,438   円／m

               計

          2,046   

               単価

        2,046   円／m
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歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

単－8号

側溝清掃（夜間） 側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.5m2未満

　堆積率50%以上 m

        1            2,998   

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          

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,998             2,998   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－7号

側溝清掃（昼間） 側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.5m2未満

　堆積率50%以上 m

        1            2,107   

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          

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,107             2,107   

               計

          2,107   

               単価

        2,107   円／m

               計

          2,998   

               単価

        2,998   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

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

単－10号

側溝清掃移動（夜間） 側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）

km

        1            1,209   

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,209             1,209   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－9号

側溝清掃移動（昼間） 側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）

km

        1              850.1 

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 

ｋｍ         1              850.1             850.1 

               計

            850.1 

               単価

          850.1 円／km

               計

          1,209   

               単価

        1,209   円／km

              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

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

単－12号

側溝清掃（標準外）（夜間） 側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）

時間

        1           36,280   

側溝清掃（標準外）（夜間）

時間         1           36,280            36,280   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－11号

側溝清掃（標準外）（昼間） 側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）

時間

        1           25,500   

側溝清掃（標準外）（昼間）

時間         1           25,500            25,500   

               計

         25,500   

               単価

       25,500   円／時間

               計

         36,280   

               単価

       36,280   円／時間

              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

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

単－14号

管渠清掃（夜間） 側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径400mm未満　

堆積率50%未満 m

        1            1,049   

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

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

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,049             1,049   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－13号

管渠清掃（昼間） 側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径400mm未満　

堆積率50%未満 m

        1              735.5 

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

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

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1              735.5             735.5 

               計

            735.5 

               単価

          735.5 円／m

               計

          1,049   

               単価

        1,049   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

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

単－16号

管渠清掃（夜間） 側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径400mm未満　

堆積率50%以上 m

        1            1,571   

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          

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,571             1,571   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－15号

管渠清掃（昼間） 側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径400mm未満　

堆積率50%以上 m

        1            1,101   

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          

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,101             1,101   

               計

          1,101   

               単価

        1,101   円／m

               計

          1,571   

               単価

        1,571   円／m

              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

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

単－18号

管渠清掃（夜間） 側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径800mm未満　

堆積率50%未満 m

        1            1,901   

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          

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,901             1,901   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－17号

管渠清掃（昼間） 側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径800mm未満　

堆積率50%未満 m

        1            1,333   

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          

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,333             1,333   

               計

          1,333   

               単価

        1,333   円／m

               計

          1,901   

               単価

        1,901   円／m

              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

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

単－20号

管渠清掃（夜間） 側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径800mm未満　

堆積率50%以上 m

        1            2,495   

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          

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,495             2,495   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－19号

管渠清掃（昼間） 側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径800mm未満　

堆積率50%以上 m

        1            1,748   

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          

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            1,748             1,748   

               計

          1,748   

               単価

        1,748   円／m

               計

          2,495   

               単価

        2,495   円／m

              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

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

単－22号

管渠清掃（夜間） 側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径1000mm未満　

堆積率50%未満 m

        1            2,920   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径800mm以上1000mm以下50%未満                  

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

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,920             2,920   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－21号

管渠清掃（昼間） 側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径1000mm未満　

堆積率50%未満 m

        1            2,047   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径800mm以上1000mm以下50%未満                  

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

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,047             2,047   

               計

          2,047   

               単価

        2,047   円／m

               計

          2,920   

               単価

        2,920   円／m

              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

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

単－24号

管渠清掃（夜間） 側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径1000mm未満　

堆積率50%以上 m

        1            4,094   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径800mm以上1000mm以下50%以上                  

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

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            4,094             4,094   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－23号

管渠清掃（昼間） 側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径1000mm未満　

堆積率50%以上 m

        1            2,869   

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径800mm以上1000mm以下50%以上                  

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

貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3                   ｍ         1            2,869             2,869   

               計

          2,869   

               単価

        2,869   円／m

               計

          4,094   

               単価

        4,094   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

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

単－26号

管渠清掃移動（夜間） 側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）

km

        1            1,276   

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 

ｋｍ         1            1,276             1,276   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－25号

管渠清掃移動（昼間） 側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）

km

        1              894.8 

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 

ｋｍ         1              894.8             894.8 

               計

            894.8 

               単価

          894.8 円／km

               計

          1,276   

               単価

        1,276   円／km

              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

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－28号

トンネル清掃移動（昼間） トンネル清掃（貸与）

km

        1              446.9 

トンネル清掃移動（昼間）

ｋｍ         1              446.9             446.9 

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

単－27号

トンネル清掃（夜間） トンネル清掃（貸与）

km

        1           53,190   

トンネル清掃工 1.584h/km 支給 散水車なし                       

２本ブラシ式（貸与） 標準                       

                                                ｋｍ         1           53,190            53,190   

               計

         53,190   

               単価

       53,190   円／km

               計

            446.9 

               単価

          446.9 円／km

              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 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－29号

処分費（昼間）京都第一維持出張所管内 建設汚泥

m3

        4            4,775   

側溝清掃車移動（建設汚泥）（昼間）

ｋｍ         2.9            181.2             525.48

処分費（ｍ３）

 ｍ３         4            4,642            18,568   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6.52

               計

         19,100   

               単価

        4,775   円／m3

              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 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

単－30号

処分費（夜間）京都第一維持出張所管内 建設汚泥

m3

        4            7,535   

側溝清掃車移動（建設汚泥）（夜間）

ｋｍ         6.9            236.8           1,633.92

処分費（ｍ３）

 ｍ３         4            7,125            28,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6.08

               計

         30,140   

               単価

        7,535   円／m3

              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

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－32号

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ　昼間勤務（交対要員無し）

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           12,080            12,080   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－31号

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ａ　昼間勤務（交対要員無し）

人日

        1           14,700   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           14,700            14,700   

               計

         14,700   

               単価

       14,700   円／人日

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

単－34号

交通誘導警備員

（夜間）

交通誘導警備員Ｂ　夜間勤務（交対要員無し）

人日

        1           18,120   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           18,120            18,120   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

単－33号

交通誘導警備員

（夜間）

交通誘導警備員Ａ　夜間勤務（交対要員無し）

人日

        1           22,050   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           22,050            22,050   

               計

         22,050   

               単価

       22,050   円／人日

               計

         18,120   

               単価

       18,120   円／人日

              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 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

単－35号

標識車 2t積

時間

      340            1,044   

標識車 ２ｔトラック

日        43            8,124           349,332   

電光標識 標準1.0倍 H1800 基本料

台         1            1,440             1,440   

電光標識 標準1.0倍 H1800 賃料

台/日        43               54             2,322   

回転灯 AC100V 基本料

個         1              600               600   

回転灯 AC100V 賃料

個/日        43               23               989   

               計

        354,683   

               単価

        1,044   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

参考資料（１） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

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

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

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

ｍ

      100              945   

土木一般世話役  

人         0.498        24,780            12,340   

普通作業員  

人         2.046        21,105            43,180   

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

 

時間         3.706         4,783            17,725   

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         5,436            20,145   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,110   

               計

         94,500   

               単価

          945   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

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

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

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

ｍ

      100            1,344   

土木一般世話役  

人         0.498        37,170            18,510   

普通作業員  

人         2.046        31,657            64,770   

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

 

時間         3.706         6,255            23,181   

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         7,105            26,331   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,608   

               計

        134,400   

               単価

        1,344   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.04

2022.04

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          

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

ｍ

      100            1,292   

土木一般世話役  

人         0.681        24,780            16,875   

普通作業員  

人         2.799        21,105            59,072   

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

 

時間         5.068         4,783            24,240   

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         5,436            27,549   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,464   

               計

        129,200   

               単価

        1,292   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.04

2022.04

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          

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

ｍ

      100            1,839   

土木一般世話役  

人         0.681        37,170            25,312   

普通作業員  

人         2.799        31,657            88,607   

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

 

時間         5.068         6,255            31,700   

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         7,105            36,008   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              2,273   

               計

        183,900   

               単価

        1,839   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.04

2022.04

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          

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

ｍ

      100            1,438   

土木一般世話役  

人         0.758        24,780            18,783   

普通作業員  

人         3.115        21,105            65,742   

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

 

時間         5.64         4,783            26,976   

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         5,436            30,659   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,640   

               計

        143,800   

               単価

        1,438   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.04

2022.04

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          

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

ｍ

      100            2,046   

土木一般世話役  

人         0.758        37,170            28,174   

普通作業員  

人         3.115        31,657            98,611   

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

 

時間         5.64         6,255            35,278   

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         7,105            40,072   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              2,465   

               計

        204,600   

               単価

        2,046   円／ｍ

              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） 2022.04

2022.04

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          

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

ｍ

      100            2,107   

土木一般世話役  

人         1.11        24,780            27,505   

普通作業員  

人         4.563        21,105            96,302   

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

 

時間         8.263         4,783            39,521   

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         5,436            44,917   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              2,455   

               計

        210,700   

               単価

        2,107   円／ｍ

              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） 2022.04

2022.04

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          

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

ｍ

      100            2,998   

土木一般世話役  

人         1.11        37,170            41,258   

普通作業員  

人         4.563        31,657           144,450   

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

 

時間         8.263         6,255            51,685   

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         7,105            58,708   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              3,699   

               計

        299,800   

               単価

        2,998   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 ｋｍ

      100              850.1 

土木一般世話役  

人         0.448        24,780            11,101   

普通作業員  

人         1.841        21,105            38,854   

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

 

時間         3.333         4,783            15,941   

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         5,436            18,118   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1                996   

               計

         85,010   

               単価

          850.1 円／ｋｍ

              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） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 ｋｍ

      100            1,209   

土木一般世話役  

人         0.448        37,170            16,652   

普通作業員  

人         1.841        31,657            58,280   

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

 

時間         3.333         6,255            20,847   

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         7,105            23,680   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,441   

               計

        120,900   

               単価

        1,209   円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

側溝清掃（標準外）（昼間）

時間

       10           25,500   

土木一般世話役  

人         1.343        24,780            33,279   

普通作業員  

人         5.522        21,105           116,541   

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

 

時間        10            4,783            47,830   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間        10            5,436            54,360   

諸雑費（率＋まるめ）

       2%

式         1              2,990   

               計

        255,000   

               単価

       25,500   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

参考資料（１） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

側溝清掃（標準外）（夜間）

時間

       10           36,280   

土木一般世話役  

人         1.343        37,170            49,919   

普通作業員  

人         5.522        31,657           174,809   

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

 

時間        10            6,255            62,550   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間        10            7,105            71,050   

諸雑費（率＋まるめ）

       2%

式         1              4,472   

               計

        362,800   

               単価

       36,280   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

参考資料（１） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

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

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

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

ｍ

      100              735.5 

土木一般世話役  

人         0.409        24,780            10,135   

普通作業員  

人         1.636        21,105            34,527   

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

 

時間         2.74         4,783            13,105   

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         5,436            14,894   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1                889   

               計

         73,550   

               単価

          735.5 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） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

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

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

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

ｍ

      100            1,049   

土木一般世話役  

人         0.409        37,170            15,202   

普通作業員  

人         1.636        31,657            51,790   

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

 

時間         2.74         6,255            17,138   

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         7,105            19,467   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,303   

               計

        104,900   

               単価

        1,049   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） 2022.04

2022.04

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          

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

ｍ

      100            1,101   

土木一般世話役  

人         0.612        24,780            15,165   

普通作業員  

人         2.45        21,105            51,707   

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

 

時間         4.104         4,783            19,629   

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         5,436            22,309   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,290   

               計

        110,100   

               単価

        1,101   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） 2022.04

2022.04

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          

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

ｍ

      100            1,571   

土木一般世話役  

人         0.612        37,170            22,748   

普通作業員  

人         2.45        31,657            77,559   

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

 

時間         4.104         6,255            25,670   

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         7,105            29,158   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,965   

               計

        157,100   

               単価

        1,571   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） 2022.04

2022.04

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          

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

ｍ

      100            1,333   

土木一般世話役  

人         0.741        24,780            18,361   

普通作業員  

人         2.965        21,105            62,576   

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

 

時間         4.967         4,783            23,757   

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         5,436            27,000   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,606   

               計

        133,300   

               単価

        1,333   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） 2022.04

2022.04

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          

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

ｍ

      100            1,901   

土木一般世話役  

人         0.741        37,170            27,542   

普通作業員  

人         2.965        31,657            93,863   

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

 

時間         4.967         6,255            31,068   

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         7,105            35,290   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              2,337   

               計

        190,100   

               単価

        1,901   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） 2022.04

2022.04

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          

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

ｍ

      100            1,748   

土木一般世話役  

人         0.972        24,780            24,086   

普通作業員  

人         3.89        21,105            82,098   

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

 

時間         6.516         4,783            31,166   

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         5,436            35,420   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              2,030   

               計

        174,800   

               単価

        1,748   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） 2022.04

2022.04

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          

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

ｍ

      100            2,495   

土木一般世話役  

人         0.972        37,170            36,129   

普通作業員  

人         3.89        31,657           123,145   

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

 

時間         6.516         6,255            40,757   

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         7,105            46,296   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              3,173   

               計

        249,500   

               単価

        2,495   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） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径800mm以上1000mm以下50%未満                  

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

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

ｍ

      100            2,047   

土木一般世話役  

人         1.138        24,780            28,199   

普通作業員  

人         4.553        21,105            96,091   

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

 

時間         7.627         4,783            36,479   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         7.627         5,436            41,460   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              2,471   

               計

        204,700   

               単価

        2,047   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） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径800mm以上1000mm以下50%未満                  

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

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

ｍ

      100            2,920   

土木一般世話役  

人         1.138        37,170            42,299   

普通作業員  

人         4.553        31,657           144,134   

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

 

時間         7.627         6,255            47,706   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間         7.627         7,105            54,189   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              3,672   

               計

        292,000   

               単価

        2,920   円／ｍ

              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） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径800mm以上1000mm以下50%以上                  

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

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

ｍ

      100            2,869   

土木一般世話役  

人         1.596        24,780            39,548   

普通作業員  

人         6.383        21,105           134,713   

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

 

時間        10.691         4,783            51,135   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間        10.691         5,436            58,116   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              3,388   

               計

        286,900   

               単価

        2,869   円／ｍ

              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） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 管径800mm以上1000mm以下50%以上                  

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

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

ｍ

      100            4,094   

土木一般世話役  

人         1.596        37,170            59,323   

普通作業員  

人         6.383        31,657           202,066   

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

 

時間        10.691         6,255            66,872   

側溝清掃車［ロータリブロア式］ ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３

時間        10.691         7,105            75,959   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              5,180   

               計

        409,400   

               単価

        4,094   円／ｍ

              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） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 ｋｍ

      100              894.8 

土木一般世話役  

人         0.498        24,780            12,340   

普通作業員  

人         1.99        21,105            41,998   

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

 

時間         3.333         4,783            15,941   

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         5,436            18,118   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,083   

               計

         89,480   

               単価

          894.8 円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

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

式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準 ｋｍ

      100            1,276   

土木一般世話役  

人         0.498        37,170            18,510   

普通作業員  

人         1.99        31,657            62,997   

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

 

時間         3.333         6,255            20,847   

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         7,105            23,680   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              1,566   

               計

        127,600   

               単価

        1,276   円／ｋｍ

              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） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

トンネル清掃工 1.584h/km 支給 散水車なし                       

２本ブラシ式（貸与） 標準                       

                                                

ｋｍ

      100           53,190   

土木一般世話役  

人        27.31        37,170         1,015,112   

特殊作業員  

人        27.31        33,232           907,565   

普通作業員  

人        54.621        31,657         1,729,136   

トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転 ２本ブラシ式（貸与） 標準 

時間       158.4          9,237         1,463,140   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1            204,047   

               計

      5,319,000   

               単価

       53,190   円／ｋｍ

              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） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

トンネル清掃移動（昼間）

ｋｍ

      100              446.9 

トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転 ２本ブラシ式（貸与） 標準                       

                                                

                                                時間         3.333         7,568            25,224   

ライトバン［二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ

時間         3.333         5,840            19,464   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         44,690   

               単価

          446.9 円／ｋｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



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）

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            4,642   

処分費 建設汚泥（昼間）

 ｍ３       100            4,642           464,200   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

側溝清掃車移動（建設汚泥）（昼間

） ｋｍ

      100              181.2 

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         5,436            18,118   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         18,120   

               単価

          181.2 円／ｋｍ

               計

        464,200   

               単価

        4,642   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



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）

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            7,125   

処分費 建設汚泥（夜間）

 ｍ３       100            7,125           712,500   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

側溝清掃車移動（建設汚泥）（夜間

） ｋｍ

      100              236.8 

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         7,105            23,680   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         23,680   

               単価

          236.8 円／ｋｍ

               計

        712,500   

               単価

        7,125   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



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）

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,075            12,075   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           14,700   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           14,700            14,700   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         14,700   

               単価

       14,700   円／人日

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



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）

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           18,120   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           18,112            18,112   

2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           22,050   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           22,050            22,050   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         22,050   

               単価

       22,050   円／人日

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         18,120   

               単価

       18,120   円／人日

              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） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

標識車 ２ｔトラック

日

        1            8,124   

トラック[普通型] ２ｔ積

時間         4.7          1,446             6,796   

発動発電機運転 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　　 2KVA 1日                     

5.6L/日                                         

                                                日         1            1,328             1,328   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,124   

               単価

        8,124   円／日

              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

参考資料（２） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

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

 時間

        1            4,783   

運転手（一般）  

人         0.15        19,635             2,945   

軽油  １．２号

Ｌ         7.9            141             1,113   

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              725               725   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,783   

               単価

        4,783   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

参考資料（２） 2022.04

2022.04

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            5,436   

運転手（一般）  

人         0.17        19,635             3,337   

軽油  １．２号

Ｌ         9.4            141             1,325   

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              774               774   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,436   

               単価

        5,436   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

参考資料（２） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

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

 時間

        1            6,255   

運転手（一般）  

人         0.15        29,452             4,417   

軽油  １．２号

Ｌ         7.9            141             1,113   

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              725               725   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,255   

               単価

        6,255   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） 2022.04

2022.04

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            7,105   

運転手（一般）  

人         0.17        29,452             5,006   

軽油  １．２号

Ｌ         9.4            141             1,325   

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              774               774   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,105   

               単価

        7,105   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） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

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

 時間

        1            4,783   

運転手（一般）  

人         0.15        19,635             2,945   

軽油  １．２号

Ｌ         7.9            141             1,113   

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              725               725   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,783   

               単価

        4,783   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） 2022.04

2022.04

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            5,436   

運転手（一般）  

人         0.17        19,635             3,337   

軽油  １．２号

Ｌ         9.4            141             1,325   

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              774               774   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,436   

               単価

        5,436   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） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

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

 時間

        1            6,255   

運転手（一般）  

人         0.15        29,452             4,417   

軽油  １．２号

Ｌ         7.9            141             1,113   

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              725               725   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,255   

               単価

        6,255   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） 2022.04

2022.04

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            7,105   

運転手（一般）  

人         0.17        29,452             5,006   

軽油  １．２号

Ｌ         9.4            141             1,325   

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              774               774   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,105   

               単価

        7,105   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） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-50

トンネル清掃車（２本ブラシ式）運

転

２本ブラシ式（貸与） 標準 

時間

        1            9,237   

運転手（一般）  

人         0.17        29,452             5,006   

軽油  １．２号

Ｌ        11              141             1,551   

トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］ 自動追従型

時間         1            2,680             2,680   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,237   

               単価

        9,237   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） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

トンネル清掃車（２本ブラシ式）運

転

２本ブラシ式（貸与） 標準                       

                                                

                                                

時間

        1            7,568   

運転手（一般）  

人         0.17        19,635             3,337   

軽油  １．２号

Ｌ        11              141             1,551   

トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］ 自動追従型

時間         1            2,680             2,680   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,568   

               単価

        7,568   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） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

ライトバン［二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ

時間

        1            5,840   

運転手（一般）  

人         0.25        19,635             4,908   

ガソリン レギュラー

Ｌ         2.6            156               405   

ライトバン［二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ

時間         1              527               527   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,840   

               単価

        5,840   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） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

トラック[普通型] ２ｔ積

時間

        1            1,446   

トラック［普通型］ ２ｔ積

時間         1              854               854   

軽油  １．２号

Ｌ         4.2            141               592   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,446   

               単価

        1,446   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） 2022.04

2022.04

1.000-00-00-2-0

発動発電機運転 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　　 2KVA 1日                     

5.6L/日                                         

                                                

日

        1            1,328   

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ２ｋＶＡ

日         1              455               455   

ガソリン レギュラー

Ｌ         5.6            156               873   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,328   

               単価

        1,328   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 65 -


