
工　種 仕様１ 仕様２ 仕様３ 仕様４ 単位 単価

諸経費込
（×１．８）
[春山除雪

は67%]

入札単価 数量 金額 備考（コード）

機械
再生密粒度
Aｓ13Ｆ t 70 科目　第0001号表

人力
再生密粒度
Aｓ13Ｆ

t 70
科目　第0002号表

道路路肩 肩掛式草刈機 ｶｯﾀｰφ255 除草現場存置 ｍ2 90,000 施工　第0-0007号表

機械除草 2t草刈車 除草現場存置 km 250.0
施工　第0-0008号表

3 側溝土砂撤去・運搬工 運搬距離10km 1000m当り150ｍ3 ｍ 1,000 科目　第0003号表

4 路面清掃工 機械清掃 ブラシ式ﾘﾔリフトダンプ 2.5ｍ3級
清掃延長
90.3km ㎞ 90.3 施工　第0-0009号表

5 崩土除去運搬工 運搬距離10km 機械BH0.28m3 ﾙｰｽﾞ積込 ｍ3 100
科目　第0004号表

加熱型 再生密粒度As13F 1t未満 ｔ 30 施工　第0-0012号表

加熱型 再生密粒度As13F 1t以上2ｔ未満 ｔ 30
施工　第0-0013号表

常温合材 合材支給 ｔ 2 施工　第0-0014号表

ガードレール設置 標準型Gr-C-2Ｂ
レール及び支
柱

手間のみ ｍ 100 施工　第0-0015号表

ガードレール設置 耐雪型Gr-C2-2Ｂ
レール及び支
柱

手間のみ ｍ 100 施工　第0-0016号表

ガードレール設置 耐雪型Gr-C3-2Ｂ
レール及び支
柱

手間のみ ｍ 100
施工　第0-0017号表

ガードレール部材設置
耐雪型Gr-C3-2Ｅ
Ａ・Ｂ・Ｃ種

レール部材計
上あり

レールの
み

ｍ 100 施工　第0-0018号表

ガードレール撤去工  Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２B
レール及び支
柱

ｍ 100 施工　第0-0019号表

ガードレール撤去工
耐雪型Ｇｒ－Ａ２～５、Ｂ２～
４、Ｃ２～３－２Ｂ

レール及び支
柱

ｍ 100
施工　第0-0020号表

9 大型土のう工 製作・据付 作業半径６ｍ以下 土のう流用土詰 袋 30 施工　第0-0021号表

6 欠損部補修工

工　事　費　内　訳　表　（当単価表）

1 Asｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

2 除草工

7 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替工

8 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取替工



工　種 仕様１ 仕様２ 仕様３ 仕様４ 単位 単価

諸経費込
（×１．８）
[春山除雪

は67%]

入札単価 数量 金額 備考（コード）

ロータリー除雪車運転
ホイール型
２９０ｋｗ

貸与 諸経費６７％ 時間 70 施工　第0－0023号表

ロータリー除雪車運転
ホイール型
２２０ｋｗ

貸与 諸経費６７％ 時間 70
施工　第0－0024号表

ロータリー除雪車運転
ホイール型
１８０ｋｗ

貸与 諸経費６７％ 時間 70 施工　第0－0025号表

除雪ドーザ―
ホイール型
１６ｔ

貸与 諸経費６７％ 時間 10
施工　第0－0026号表

除雪ドーザ―
ホイール型
１３ｔ

貸与 諸経費６７％ 時間 10 施工　第0－0027号表

除雪トラック
除雪専用型
７ｔ

貸与 諸経費６７％ 時間 10 施工　第0-0028号表

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ　0.45m3 持込 諸経費６７％ 時間 10
施工　第0－0029号表

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ　0.８m3 持込 諸経費６７％ 時間 10 施工　第0－0030号表

ブルドーザ運転 普通６ｔ級 持込 諸経費６７％ 時間 100
施工　第0－0031号表

ブルドーザ運転 普通１１ｔ級 持込 諸経費６７％ 時間 100 施工　第0－0032号表

ダンプトラック運転 10ｔ積級 持込 諸経費６７％ 時間 10
施工　第0－0033号表

ガードケーブル設置
ケーブル取付
張等を含む

ｍ 21,000 施工　第0－0034号表

ガードケーブル撤去
ケーブル撤去
直下　在地

ｍ 21,000 施工　第0－0035号表

ガードレール部材設置 Ａ・Ｂ・Ｃ種 レール 手間のみ ｍ 370 施工　第0-0036号表

ガードレール部材撤去 Ａ～Ｃ種 レール 手間のみ ｍ 370
施工　第0-0037号表

道路標識設置 基 145 施工　第0-0038号表

道路標識撤去 基 145 施工　第0-0039号表

道路反射鏡設置 Φ８００ 基 152 施工　第0－0040号表

道路反射鏡撤去 Φ８００ 基 152

トラック運転
クレーン装置
付

４ｔ積2.9t吊 時間 70 施工　第0－0041号表

10 春山除雪工

11 ガードケーブル設置・撤去工

12 ガードレール設置・撤去工

13 道路標識板設置・撤去工

14 道路反射板設置・撤去工



工　種 仕様１ 仕様２ 仕様３ 仕様４ 単位 単価

諸経費込
（×１．８）
[春山除雪

は67%]

入札単価 数量 金額 備考（コード）

15 スノーポール設置 ㎞ 50.0 施工　第0-0042号表

16 スノーポール撤去 ㎞ 50.0
施工　第0-0044号表

17 消雪施設点検工 日 5 施工　第0－0045号表

18 融雪施設点検工 地下タンク漏洩検査 箇所 2
施工　第0－0046号表

交通誘導員Ａ 人・日 10 施工　第0－0047号表

交通誘導員Ｂ 人・日 20 施工　第0－0048号表

工事価格計
（総価額）

＜税抜き＞
0

スノーポール設置・撤去工

19 交通管理工


