
令和４年度除雪等委託業務予定価格及び設計価格並びに契約単価

業務名

業務箇所名

１　工種ごとの予定価格（単価）及び契約価格（単価）

工種
（工区）

単位
予定価格（単価）
（消費税は除く）

契約価格（単価）
（消費税は除く）

車道除雪
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 時間 24,800 24,800

（C-1）
【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 時間 23,300 23,300

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 時間 35,800 35,800

【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 時間 27,600 27,600

除雪グレーダ運転　ブレード幅４ｍ 貸与 時間 27,900 27,900

【回送】除雪グレーダ運転　ブレード幅４ｍ 貸与 時間 26,600 26,600

ロータリ除雪車運転
ホイール　２ステージ型　２９０ｋＷ級

貸与 時間 30,300 30,300

【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 時間 30,300 30,300

ロータリ除雪車運転
ホイール　２ステージ型　１８０ｋＷ級

貸与 時間 27,300 27,300

【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 時間 27,300 27,300

バックホウ運転　山積み０．４５ｍ３ 持込 時間 12,500 12,500

バックホウ運転　山積み０．８ｍ３ 持込 時間 17,300 17,300

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル　１０ｔ積級

持込 時間 16,700 16,700

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル　４ｔ積級

持込 時間 10,000 10,000

交通誘導員（Ｂ）　諸経費６７％ 人 19,500 19,500

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
昼間作業（８時～２０時）

持込 回 19,600 19,600

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
夜間作業（２０時～８時）

持込 回 21,500 21,500

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
休日昼間作業（８時～２０時）

持込 回 21,200 21,200

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
休日夜間作業（２０時～８時）

持込 回 23,100 23,100

除雪機械運転要員待機補償費 回 11,800 11,800

情報員待機補償費 回 10,600 10,600

除雪ドーザ　［ホイール・ＰＢ兼用］
排ガス１次　１６ｔ級　３．１～３．３ｍ３

貸与 台 91,900 91,900

除雪ドーザ　［ホイール型・プラウ・Ｂ兼用］
排ガス１次　１６ｔ級　３．１～３．３ｍ３

持込 台 1,750,000 1,750,000

除雪グレーダ　排ガス１次　４．０ｍ 貸与 台 95,600 95,600

ロータリ除雪車　［ホイール・２Ｓ］
２９０ｋＷ級

貸与 台 187,000 187,000

ロータリ除雪車　［ホイール・２Ｓ］
排ガス１次　１８０ｋＷ級

貸与 台 115,000 115,000

待機補償費

機械管理費

　令和４年度　防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う除雪及び凍結防止剤散布業務

　下高井郡木島平村・野沢温泉村地区　国道117号ほか

規格・仕様等

一般除雪工

雪道巡回工



工種
（工区）

単位
予定価格（単価）
（消費税は除く）

契約価格（単価）
（消費税は除く）

車道除雪
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 時間 21,900 21,900

（C-2）
【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 時間 20,400 20,400

ロータリ除雪車運転
ホイール　２ステージ型　１８０ｋＷ級

貸与 時間 27,300 27,300

【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 時間 27,300 27,300

バックホウ運転　山積み０．４５ｍ３ 持込 時間 12,500 12,500

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル　１０ｔ積級

持込 時間 16,700 16,700

交通誘導員（Ａ）　諸経費６７％ 人 22,800 22,800

交通誘導員（Ｂ）　諸経費６７％ 人 19,500 19,500

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
昼間作業（８時～２０時）

持込 回 13,600 13,600

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
夜間作業（２０時～８時）

持込 回 14,900 14,900

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
休日昼間作業（８時～２０時）

持込 回 14,600 14,600

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
休日夜間作業（２０時～８時）

持込 回 16,000 16,000

除雪機械運転要員待機補償費 回 11,800 11,800

情報員待機補償費 回 10,600 10,600

除雪ドーザ　［ホイール・ＰＢ兼用］
排ガス１次　１３ｔ級　２．４～２．６ｍ３

貸与 台 72,600 72,600

ロータリ除雪車　［ホイール・２Ｓ］
排ガス１次　１８０ｋＷ級

貸与 台 115,000 115,000

一般除雪工

雪道巡回工

待機補償費

機械管理費

規格・仕様等



工種
（工区）

単位
予定価格（単価）
（消費税は除く）

契約価格（単価）
（消費税は除く）

車道除雪
除雪ドーザ（一般除雪）運転
ホイール型「プラウ・バケット兼」　１４ｔ級

持込 時間 33,600 33,600

（C-3）
【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」　１４ｔ級

持込 時間 25,100 25,100

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 時間 31,700 31,700

【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 時間 23,900 23,900

除雪グレーダ運転　ブレード幅４ｍ 貸与 時間 27,900 27,900

【回送】除雪グレーダ運転　ブレード幅４ｍ 貸与 時間 26,600 26,600

ロータリ除雪車運転
ホイール　２ステージ型　２２０ｋＷ級

貸与 時間 26,800 26,800

【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 時間 26,800 26,800

バックホウ運転　山積み０．４５ｍ３ 持込 時間 12,500 12,500

除雪ドーザ（一般除雪）運転
ホイール型［プラウ・バケット兼用］　４ｔ級

持込 時間 21,200 21,200

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 時間 28,600 28,600

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル　１０ｔ積級

持込 時間 16,700 16,700

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル　４ｔ積級

持込 時間 10,000 10,000

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル　２ｔ積級

持込 時間 8,600 8,600

交通誘導員（Ａ）　諸経費６７％ 人 22,800 22,800

交通誘導員（Ｂ）　諸経費６７％ 人 19,500 19,500

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
昼間作業（８時～２０時）

持込 回 13,600 13,600

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
夜間作業（２０時～８時）

持込 回 14,900 14,900

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
休日昼間作業（８時～２０時）

持込 回 14,600 14,600

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
休日夜間作業（２０時～８時）

持込 回 16,000 16,000

除雪機械運転要員待機補償費 回 11,800 11,800

情報員待機補償費 回 10,600 10,600

除雪ドーザ　（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］
排２０１４　１４ｔ級　２．５～３．０ｍ３

持込 台 1,820,000 1,820,000

除雪ドーザ　［ホイール型・プラウ・Ｂ兼用］
排ガス１次　１３ｔ級　２．４～２．６ｍ３

持込 台 1,380,000 1,380,000

除雪グレーダ
排ガス１次　４．０ｍ

貸与 台 95,600 95,600

ロータリ除雪車　［ホイール・２Ｓ］
排ガス１次　２２０ｋＷ級

貸与 台 120,000 120,000

一般除雪工

雪道巡回工

待機補償費

機械管理費

規格・仕様等



工種
（工区）

単位
予定価格（単価）
（消費税は除く）

契約価格（単価）
（消費税は除く）

車道除雪
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 時間 31,700 31,700

（C-4）
【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 時間 23,900 23,900

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 時間 31,700 31,700

【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 時間 23,900 23,900

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 時間 32,200 32,200

【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 時間 24,400 24,400

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 時間 21,900 21,900

【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 時間 20,400 20,400

ロータリ除雪車運転
ホイール　２ステージ型　２２０ｋＷ級

貸与 時間 26,800 26,800

【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 時間 26,800 26,800

バックホウ運転　山積み０．４５ｍ３ 持込 時間 12,500 12,500

バックホウ運転　山積み０．２８ｍ３ 持込 時間 10,500 10,500

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル　１０ｔ積級

持込 時間 16,700 16,700

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル　４ｔ積級

持込 時間 10,000 10,000

ブルドーザ運転　３ｔ 持込 時間 11,400 11,400

交通誘導員（Ｂ）　諸経費６７％ 人 19,500 19,500

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
昼間作業（８時～２０時）

持込 回 19,600 19,600

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
夜間作業（２０時～８時）

持込 回 21,500 21,500

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
休日昼間作業（８時～２０時）

持込 回 21,200 21,200

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
休日夜間作業（２０時～８時）

持込 回 23,100 23,100

除雪機械運転要員待機補償費 回 11,800 11,800

情報員待機補償費 回 10,600 10,600

除雪ドーザ　［ホイール型・プラウ・Ｂ兼用］
排ガス１次　１３ｔ級　２．４～２．６ｍ３

持込 台 1,380,000 1,380,000

除雪ドーザ　（ホイール型）　[Ｐ・Ｂ兼用型］
排ガス２次　１３ｔ級　２．４～２．６ｍ３

持込 台 1,390,000 1,390,000

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

持込 台 1,560,000 1,560,000

除雪ドーザ　［ホイール・ＰＢ兼用］
排ガス１次　１３ｔ級　２．４～２．６ｍ３

貸与 台 72,600 72,600

ロータリ除雪車　［ホイール・２Ｓ］
排ガス１次　２２０ｋＷ級

貸与 台 120,000 120,000

一般除雪工

雪道巡回工

待機補償費

機械管理費

規格・仕様等



工種
（工区）

単位
予定価格（単価）
（消費税は除く）

契約価格（単価）
（消費税は除く）

車道除雪
除雪トラック運転
除雪専用型　７ｔ級　４×４

貸与 時間 28,100 28,100

（C-5）
【回送】除雪トラック運転
除雪専用型　７ｔ級　４×４

貸与 時間 26,100 26,100

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
昼間作業（８時～２０時）

持込 回 25,600 25,600

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
夜間作業（２０時～８時）

持込 回 28,200 28,200

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
休日昼間作業（８時～２０時）

持込 回 27,700 27,700

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
休日夜間作業（２０時～８時）

持込 回 30,200 30,200

除雪機械運転要員待機補償費 回 11,800 11,800

情報員待機補償費 回 10,600 10,600

除雪トラック　［除雪専用型］
７ｔ級　駆動４×４

貸与 台 81,100 81,100

一般除雪工

雪道巡回工

待機補償費

機械管理費

規格・仕様等



工種
（工区）

単位
予定価格（単価）
（消費税は除く）

契約価格（単価）
（消費税は除く）

凍結防止剤
散布

凍結防止剤散布車運転
乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４

貸与 時間 20,600 20,600

（F-3）
【回送】凍結防止剤散布車運転
乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４

貸与 時間 20,600 20,600

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
昼間作業（８時～２０時）

持込 回 37,700 37,700

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
夜間作業（２０時～８時）

持込 回 41,400 41,400

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
休日昼間作業（８時～２０時）

持込 回 40,700 40,700

ライトバン[二輪駆動]　１．５Ｌ
休日夜間作業（２０時～８時）

持込 回 44,400 44,400

除雪機械運転要員待機補償費 回 11,800 11,800

情報員待機補償費 回 10,600 10,600

凍結防止剤散布車　［乾式］
３ｔ級　２．５ｍ３　４×４

貸与 台 69,300 69,300

凍結防止工

雪道巡回工

待機補償費

機械管理費

規格・仕様等



工種
（工区）

単位
予定価格（単価）
（消費税は除く）

契約価格（単価）
（消費税は除く）

歩道除雪
ロータリ除雪車運転
ホイール　２ステージ型　６０ｋＷ級

貸与 時間 20,900 20,900

（K-2）
【回送】ロータリ除雪車運転
ホイール　２ステージ型　６０ｋＷ級

貸与 時間 20,900 20,900

ロータリ除雪車運転
ホイール　２ステージ型　３０ｋＷ級

貸与 時間 11,400 11,400

【回送】小型ロータリ除雪車運転
ホイール　２ステージ型　３０ｋＷ級

貸与 時間 11,400 11,400

ライトバン[二輪駆動]１．５L
昼間作業（８時～２０時）

持込 回 13,600 13,600

ライトバン[二輪駆動]１．５L
夜間作業（２０時～８時）

持込 回 14,900 14,900

ライトバン[二輪駆動]１．５L
休日昼間作業（８時～２０時）

持込 回 14,600 14,600

ライトバン[二輪駆動]１．５L
休日夜間作業（２０時～８時）

持込 回 16,000 16,000

除雪機械運転要員待機補償費 回 11,800 11,800

情報員待機補償費 回 10,600 10,600

ロータリ除雪車[ホイール・２Ｓ]
排ガス１次　６０ｋＷ級

貸与 台 50,700 50,700

ロータリ除雪車[ホイール・２Ｓ]
排ガス１次　３０ｋＷ級

貸与 台 24,500 24,500

２　工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。

　　見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

規格・仕様等

歩道除雪工

雪道巡回工

待機補償費

機械管理費


