
別表2-1

道路・河川・排水路維持管理補修業務・小規模災害復旧業務

区分 単価番号 細目 規格 単位 単　価 備　考

貸与業務

単 -1号 一般運転手 時間

単- 2号 特殊運転手 時間

業者機種

単-3号 散水車運転 3800L 時間

単-4号 散水車運転 5800L～7000L 時間

単-5号 草刈車 車載式 時間

単-6号 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t 時間

単-7号 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 時間

単-8号 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 時間

単-9号 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費 0.28m3級(0.2m3) 時間

単-10号 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費 0.45m3級(0.35m3) 時間

単-11号 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費 0.8m3級(0.6m3) 時間

単-12号 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費 1.4m3級(1.0m3) 時間

単-13号 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費 ホイ-ル型　0.45m3級(0.35m3) 時間

単-14号 超ロングア-ムバックホウ 0.4m3 時間

単-15号 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費 0.45m3 掴み装置1.0m級 時間

単-16号 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費 0.8m3 掴み装置1.0m級 時間

単-17号 不整地運搬車(クロ-ラ型) 4.0t～5.0t車 時間

単-18号 不整地運搬車(クロ-ラ型) 6.3t～7.0t車 時間

単-19号 不整地運搬車(クロ-ラ型) 8.0t～11t車 時間

単-20号 管渠清掃(洗浄) 時間 諸経費対象外

単-21号 管渠清掃(吸引) 時間 諸経費対象外

単-22号 汚泥処理費(無機) ｔ 諸経費対象外

単-23号 汚泥処理費(有機) ｔ 諸経費対象外

単-24号 路面清掃車 ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ3.1m3 時間

単-25号 高所作業車 トラック架装・ブ－ムバケット型 時間

単-26号 4tユニック 2.9t吊り 時間

単-27号 10tユニック 2.9t吊り 時間

単-28号 ホイルローダ 1.2m3 時間

単-29号 ホイルローダ 0.8m3 時間

単-30号 発動発電機運転費(排水用) 8h 25kVA 日

単-31号 発動発電機運転費(排水用) 8h 60kVA 日

単-32号 発動発電機運転費(排水用) 8h 20kVA 日

単-33号 潜水ポンプ運転 8h φ200mm 日

単-34号 潜水ポンプ運転 8h φ150mm 日

単-35号 ブルドーザ運転費 １５ｔ級 時間

単-36号 タンパ運転費(作業員含) 60～80kg 時間

    労務種

単-37号 日程調整等 世話役 時間

単-38号 補助員代 特殊作業員 時間

単-39号 補助員代 普通作業員 時間

単-40号 補助員代 軽作業員 時間

単-41号 補助員代 交通整理員A 時間

パトロール

単-42号 異常時パトロール 時間

単-43号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ2000ccクラス(車両のみ) 時間
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道路・河川・排水路維持管理補修業務・小規模災害復旧業務

区分 単価番号 細目 規格 単位 単　価 備　考

 資材費

単-300号 U240トラフ L=600 本

単-301号 U300Bトラフ L=600 本

単-302号 U450Bトラフ L=600 本

単-303号 U600トラフ L=600 本

単-304号 U240トラフ L=2000 本

単-305号 U300Bトラフ L=2000 本

単-343号 U450トラフ L=2000 本

単-306号 V300トラフ L=600 本

単-307号 V340トラフ L=600 本

単-308号 V400トラフ L=600 本

単-309号 V300トラフ L=2000 本

単-310号 V340トラフ L=2000 本

単-311号 V400トラフ L=2000 本

単-312号 U300用蓋 車道用　L=600 本

単-313号 U300用蓋 歩道用　L=600 本

単-314号 U450用蓋 車道用　L=600 本

単-315号 Φ450管 RC普通管　　L=1000 本

単-316号 Φ600管 RC普通管    L=1000 本

単-317号 集水桝 Ⅰ型A下部 個

単-318号 集水桝 Ⅰ型B下部 個

単-319号 砂 m3

単-320号 切込砂利 0～40mm m3

単-321号 切込砂利 0～80mm m3

単-322号 ズリ m3

単-323号 栗石 割栗石　5～15㎝ m3

単-324号 玉石 m3

単-325号 ふとんかご パネルタイプ3.2　　13*50*120 ｍ

単-326号 ふとんかご パネルタイプ4.0　　13*50*120 ｍ

単-327号 二重ふとんかご
線径Φ13　内張ネット含む
50*120*200

ｍ

単-328号 吸出防止シート
河川護岸用吸出し防止シート
フェルト系　厚さ10mm以上
9.8gkN/m以上

㎡

単-329号 土のう 62*48 枚

単-330号 袋型根固め材 1t用　参考容量　V=0.62m3 袋

単-331号 袋型根固め材 2t用　参考容量　V=1.25m3 袋

単-332号 車道用縁石 2型 本

単-333号 カｰブ誘導板 カプセルレンズ　黄地　黒表示 ㎡

単-334号 カｰブ誘導板 カプセルレンズ　白地　赤表示 ㎡

単-335号 標識柱
Φ60.5mm  肉厚2.3mm　支柱
長　4.1m

本

単-336号 標識柱
Φ76.3mm  肉厚2.8mm　支柱
長　4.0m

本

単-337号 道路標識用基礎ブロック　A型
500*500*700 　アンカーパイ
プΦ76.3*3.2*800mm

基

単-338号 道路標識用基礎ブロック　B型
500*500*900　アンカーパイプ
Φ89.1*3.2*1000mm

基

単-339号 警戒標識板　720*720mm カプセルレンズ倍率1.6 枚

単-340号 警戒標識板 585*585mm カプセルレンズ倍率1.3 枚
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区分 単価番号 細目 規格 単位 単　価 備　考

単-341号 アカエゾ松 H=1.5 W=0.6 本

単-342号 ルブラムカエデ H=3.0m 本

単-344号 土壌改良材 腐葉土 L

単-345号 視線誘導標伸縮用(ワンタッチ式)
地上高180㎝(白・赤)上部Φ
60.5*2.3mm

本

単-346号
視線誘導標(スノーポール併用
型)土中2段

両面Φ100以下　反射対数1個 本

単-347号 防草シート　耐候処理品 t=0.6mm ㎡

単-348号 生コン 普通ポルトランド　C-1 m3

単-349号 生コン 高炉B種 m3

単-350号 道路反射鏡　鏡体
sus304　Φ800　　裏板、リン
グ、フ-ド、取り付け金具含む

鏡面

単-351号 道路反射鏡　鏡体
sus304　Φ600　　裏板、リン
グ、フ-ド、取り付け金具含む

鏡面

単-352号 客土 植栽用 m3

単-353号 植生土のう 芝草類　60*40 枚

単-354号 車道用縁石 1型 本

単-355号 車道用縁石 2型 本

単-356号 大型土のう 1100*1080 枚

単-357号 支柱 ニ脚鳥居添木無し 本

単-358号 支柱 ニ脚鳥居添木有り 本

単-359号 土木安定シート
織布　ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系　引
張強度　981N/3cm以上級

㎡

単-360号 植生シート 法面工（植生シート） ㎡

単-361号 植生シート 植生材料 ㎡

単-362号 暗渠パイプ
全面透水長尺管　Φ50mm
1200N/m以上　暗渠排水用

m

単-363号 暗渠パイプ
全面透水長尺管　Φ75～
80mm 1100N/m以上　暗渠排
水用

m

単-364号 敷鉄板賃料 枚

単-365号
PPスノ－ポ－ル  赤反射３段　上
部デリネ－タ

Φ38.1×3000mm　(伸縮無し)
根かせ材含む

5本1梱包
の1本当
り単価

単-366号 土のう(道路補修用) ポリプロピレン製60*100 枚

処分費

単-400号 コンクリート廃材受入費 無筋　　U字溝・トラフ t

単-401号 コンクリート廃材受入費 有筋　　トラフ・土管等 t

単-402号 コンクリート廃材受入費 無筋コンクリート ｔ

単-403号 伐根等受入費[伐根] 着土あり・なし ｔ

単-404号 伐根等受入費[伐採木] 着土あり・なし ｔ

単-405号 ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材受入費 ｔ

単-406号 コンクリート廃材受入費 有筋コンクリート ｔ

単-407号 産業廃棄物料金
廃プラスチック類(塩ビ管・シー
ト類)中間処理

ｔ

単-408号 産業廃棄物料金
循環税　中間処理(廃プラス
チック)

ｔ 諸経費対象外



別表2-2

除排雪業務

区　　　分 単価番号 細　　　目 規　　　　格 単　位 単　価 備　考

貸与業務
単-501号 一般運転手 除雪トラック　官貸車 時間

単-502号 一般運転手 除雪トラック　官貨車 時間 夜間除雪
単-503号 特殊運転手 官貨車　ドーザー等 時間

単-504号 特殊運転手 官貨車　ドーザー等 時間 夜間除雪
業者機種

単-505号 除雪ﾄﾗｯｸ(専用車)
7t～10t(プラウ・路面整正
装置付)　W無し

時間

単-506号 除雪ﾄﾗｯｸ(専用車)
7t～10t(プラウ・路面整正
装置付)　W無し

時間 夜間除雪

単-507号 除雪ﾄﾗｯｸ(専用車)
10t（プラウ・W付)路面整
正装置）

時間

単-508号 除雪ﾄﾗｯｸ(専用車)
10t（プラウ・W付)路面整
正装置）

時間 夜間除雪

単-509号 ロータリ除雪車費 x=80ps 時間

単-510号 ロータリ除雪車費 x=80ps 時間 夜間除雪
単-511号 ロータリ除雪車費 x<80ps 時間

単-512号 ロータリ除雪車費 x<80ps 時間 夜間除雪
単-513号 歩道ロータリ x<80ps 時間

単-514号 歩道ロータリ x<80ps 時間 夜間除雪
単-515号 除雪ﾄﾞｰｻﾞ　5t ｘ≦5t 時間

単-517号 除雪ﾄﾞｰｻﾞ  8t 8≦x≦9t 時間 夜間除雪
単-518号 除雪ﾄﾞｰｻﾞ  8t 8≦x≦9t 時間

単-519号 除雪ﾄﾞｰｻﾞ　11t 11t≦X 時間 夜間除雪
単-520号 除雪ﾄﾞｰｻﾞ　11t 11t≦X 時間

単-521号 除雪ﾄﾞｰｻﾞ  13t 13t≦X 時間

単-522号 除雪ﾄﾞｰｻﾞ  13t 13t≦X 時間 夜間除雪
単-523号 10tﾀﾞﾝﾌﾟ(排雪用) 時間

単-524号 ロータリ除雪車費 130<x≦300ps 時間

単-525号 ロータリ除雪車費 130<x≦300ps 時間 夜間除雪
単-526号 ロータリ除雪車費 80<x≦130ps 時間

単-527号 ロータリ除雪車費 80<x≦130ps 時間 夜間除雪
単-530号 4tﾀﾞﾝﾌﾟ(排雪用) 時間

単-70号
セミトレーラー20t
積み

時間

労務種
単-37号 日程調整等 世話役 時間

単-39号 補助員代 普通作業員 時間

単-41号 補助員代 交通整理員A 時間

パトロール
単-247号 雪道巡回 時間 日中
単-248号 雪道巡回 時間 夜間除雪

夜間除雪単価とは、 22時から5時の間に出動した場合


