
上水内郡信濃町ブロック 別紙１

費目・工種・種別・細別・施工名称など 規格１ 規格２ 摘要 数量 （Ａ） 単位

            稼動費単価

                        除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級   貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 550    時間

                        【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級   貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 100    時間

                        ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ２７０ｋＷ級 　貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 150    時間

                        【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ２７０ｋＷ級 　貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 50    時間

                        ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ２２０ｋＷ級 　貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 150    時間

                        【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ２２０ｋＷ級 　貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 20    時間

                        除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 200    時間

                        【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 50    時間

                        除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１６ｔ級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 500    時間

                        【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１６ｔ級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 70    時間

                        凍結防止剤散布車運転 乾式  ３ｔ級  ２．５ｍ３  ４×４   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 1650    時間

                        【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式  ３ｔ級  ２．５ｍ３  ４×４   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 315    時間

                        除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１６ｔ級   貸与  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 150    時間

                        【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１６ｔ級   貸与  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 40    時間

                        ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ２２０ｋＷ級 　貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 150    時間

                        【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ２２０ｋＷ級 　貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 20    時間

                        除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１９ｔ級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 300    時間

                        【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１９ｔ級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 40    時間

                        除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１８ｔ級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 150    時間

                        【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１８ｔ級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 10    時間

                        ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ２９０ｋＷ級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 100    時間

                        【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ２９０ｋＷ級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 20    時間

　　　　　　　　　　　除雪トラック運転　除雪専用型　 ７ｔ級　４×４   貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 150    時間

                        【回送】除雪トラック（一般除雪）運転 ７ｔ級　４×４   貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 10    時間

                        除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１６ｔ級 貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 250    時間

                        【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１６ｔ級 貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 60    時間

                        ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ２９０ｋＷ級 　貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 150    時間

                        【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ２９０ｋＷ級 　貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 20    時間

                        除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 150    時間

                        【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 10    時間

                        ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ２２０ｋＷ級 　貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 200    時間

                        【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ２２０ｋＷ級 　貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 40    時間

                        小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE  9ｋＷ級 貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 50    時間



費目・工種・種別・細別・施工名称など 規格１ 規格２ 摘要 数量 （Ａ） 単位

                        【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE  9ｋＷ級 貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 10    時間

                        ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型 ２９０級 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 50    時間

                        【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ２９０ｋＷ級 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 10    時間

                        除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１９ｔ級 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 50    時間

                        【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１９ｔ級 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 10    時間

                        除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１６ｔ級 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 190    時間

                        【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１６ｔ級 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 20    時間

                        除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級   貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 200    時間

                        【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級   貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 20    時間

                        ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  １８０ｋＷ級 貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 200    時間

                        【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  １８０ｋＷ級 貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 50    時間

                        ロータリ除雪装置運転 ２ステージ・ユニット型  ９０ｋＷ級 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 100    時間

                        【回送】ロータリ除雪装置運転 ２ステージ・ユニット型  ９０ｋＷ級 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 10    時間

                        ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ７５ｋＷ級 貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 90    時間

                        【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ７５ｋＷ級 貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 10    時間

                        小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型DE  18ｋＷ級 貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 180    時間

                        【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型DE  18ｋＷ級 貸与  保険料控除昼間作業(8時～20時) 20    時間

            待機補償費等単価

                        除雪機械待機補償費 1     回

                        除雪機械運転要員待機補償費 200     回

                        情報員待機補償費 200     回

                        袋詰凍結防止剤積込作業費 400 ｔ

                        雪道巡回工 ライトバン［二輪駆動］１．５Ｌ 持込  保険料含む夜間作業(20時～8時) 1     回

　　　　　　　　　　　雪道巡回工 ライトバン［二輪駆動］１．５Ｌ 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 1     回

　　　　　　　　　　　雪道巡回工 ライトバン［二輪駆動］１．５Ｌ 持込  保険料含む夜間作業(20時～8時) 1     回

　　　　　　　　　　　雪道巡回工 ライトバン［二輪駆動］１．５Ｌ 持込  保険料含む夜間作業(20時～8時) 1     回

                        スノーポール設置（竹２～４ｍ）   スノーポール支給含む 1000     本

                        スノーポール撤去（竹２～４ｍ）    スノーポール処分費含む 1000     本

            管理費単価

                        ＜貸保＞除雪ドーザ（ホイール）［ＰＢ兼］ 排ガス１次  １３ｔ級  ２．４～２．６ｍ３ 機械管理費（貸与  保険料控除） 4     台

                        ＜貸保＞除雪ドーザ（ホイール）［ＰＢ兼］ 排ガス１次  １６ｔ級  ３．１～３．３ｍ３ 機械管理費（貸与  保険料控除） 2     台

                        ＜貸保＞除雪トラック［除雪専用型］ ７ｔ級　駆動４×４ 機械管理費（貸与  保険料控除） 1     台

                        ＜貸保＞除雪ドーザ［ホイール・ＰＢ兼用］ 排ガス１次  １６ｔ級  ３．１～３．３ｍ３ 機械管理費（貸与  保険料控除） 1     台

                        ＜貸保＞ 小型ロータリ除雪機 ハンドガイド型・GＥ  9ｋＷ級 機械管理費（貸与  保険料控除） 1     台



費目・工種・種別・細別・施工名称など 規格１ 規格２ 摘要 数量 （Ａ） 単位

                        ＜貸保＞ロータリ除雪車［ホイール・２Ｓ］  ２7０ｋＷ級 機械管理費（貸与  保険料控除） 1     台

                        ＜貸保＞ロータリ除雪車［ホイール・２Ｓ］ ２２０ｋＷ級 機械管理費（貸与  保険料控除） 1     台

                        ＜貸保＞ロータリ除雪車［ホイール・２Ｓ］ 排ガス１次  ２２０ｋＷ級 機械管理費（貸与  保険料控除） 1     台

                        ＜貸保＞ロータリ除雪車［ホイール・２Ｓ］ 排ガス２０１４　  ２２０ｋＷ級 機械管理費（貸与  保険料控除） 1     台

                        ＜貸保＞ロータリ除雪車［ホイール・２Ｓ］ 排ガス２０１１  ２９０ｋＷ級 機械管理費（貸与  保険料控除） 1     台

                        ＜貸保＞ロータリ除雪車［ホイール・２Ｓ］  １８０ｋＷ級 機械管理費（貸与  保険料控除） 1     台

                        除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス３次  １３ｔ級  ２．４～２．６ｍ３ 機械管理費（持込  保険料含む） 1     台

                        除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス２次  １９ｔ級  ３．４～３．７ｍ３ 機械管理費（持込  保険料含む） 4     台

                        除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ １３ｔ級  ２．４～２．６ｍ３ 機械管理費（持込  保険料含む） 2     台

                        除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ １９ｔ級　３．４～３．７ｍ３ 機械管理費（持込  保険料含む） 1     台

                        除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス２０１１  １８ｔ級  ３．３～３．７ｍ３ 機械管理費（持込  保険料含む） 1     台

                        除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス１次  １６ｔ級  ３．１～３．３ｍ３ 機械管理費（持込  保険料含む） 4     台

                        除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ １６ｔ級  ３．１～３．３ｍ３ 機械管理費（持込  保険料含む） 2     台

                        ＜貸保＞除雪ドーザ（ホイール）［ＰＢ兼］ 排ガス３次  １３ｔ級  ２．４～２．６ｍ３ 機械管理費（貸与  保険料控除） 1     台

                        ロータリ除雪車［ホイール・２Ｓ］ 排ガス２０１４　  ２９０ｋＷ級 機械管理費（持込  保険料含む） 1     台

                        ロータリ除雪車［ホイール・２Ｓ］ ２９０ｋＷ級 機械管理費（持込  保険料含む） 1     台

                        ロータリ除雪車［ホイール・２Ｓ］ ９０ｋＷ級 機械管理費（持込  保険料含む） 1     台

                        ＜貸保＞ロータリ除雪車［ホイール・２Ｓ］ 排ガス２次  ７５ｋＷ級 機械管理費（貸与  保険料控除） 1     台

                        小型ロータリ除雪機 ハンドガイド型・DＥ  １８ｋＷ級 機械管理費（持込  保険料含む） 1     台

                        凍結防止剤散布車［乾式］ ３ｔ級  ２．５ｍ３  ４×４ 機械管理費（持込  保険料含む） 6 台

 　　　　  排雪稼働費

                       ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル　2ｔ積級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 50    時間

                       ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル　4ｔ積級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 50    時間

                       ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル　10ｔ積級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 50    時間

                        バックホウ除雪　0.13 油圧クローラ　山積0.13m3   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 50 時間

                        バックホウ除雪　0.45 油圧クローラ　山積0.45m3   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 50 時間

                        バックホウ除雪　1.2 油圧クローラ　山積1.2m3   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 50 時間

                        バックホウ除雪　1.4 油圧クローラ　山積1.4m3   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 50 時間

                        バックホウ除雪　0.8 油圧クローラ　山積0.8m3   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 50 時間

                        バックホウ除雪　超ロングアーム　0.4 油圧クローラ　超ロングアーム0.4m3   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 50 時間

高所作業車　作業床高9.9m プラットフォーム型　作業床高9.9m   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 30 時間

高所作業車　作業床高13.2m プラットフォーム型　作業床高13.2m   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 20 時間

                        ブルドーザ（運搬除雪）運転２１ｔ 普通　２１t級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 10    時間

                        除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 8    時間

                        【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１１ｔ級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上 2    時間



費目・工種・種別・細別・施工名称など 規格１ 規格２ 摘要 数量 （Ａ） 単位

                        除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り 8    時間

                        【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り 2    時間

                        除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り 8    時間

                        【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級   持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り 2    時間

                        ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  １８０ｋＷ級 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 8    時間

                        【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  １８０ｋＷ級 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 2    時間

                        ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ２９０ｋＷ級 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 16    時間

                        【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ２９０ｋＷ級 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 4    時間

                        ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ２２０ｋＷ級 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 8    時間

                        【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール  ２ステージ型  ２２０ｋＷ級 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 2    時間

　　　　　　　　　　　トレーラ運転　　２０ｔ セミ　２０ｔ積 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 10    時間

　　　　　　　　　　　トレーラ運転　　２５ｔ セミ　２５ｔ積 持込  保険料含む昼間作業(8時～20時) 40    時間

　　　　　　　　　　　土木一般世話役 排雪等 昼間作業（8時～20時） 25 人

　　　　　　　　　　　普通作業員 排雪補助等 昼間作業（8時～20時） 25 人

                        交通誘導員 昼間作業（8時～20時） 20 人

                       融雪材（炭）散布工 材（炭）支給 100 袋

                       軽作業員 石拾い 25 人

                        2tトラック運転 石拾い 5 日


