
別紙様式６ 

随意契約結果表 
 

所 属 峡東建設事務所 

契約日 令和３年１１月１１日 

契約業者名 別紙１のとおり 

品 名 
令和３年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 
令和３年度道路除雪、運搬・排雪及び融雪剤散布業務委託 
 

契約金額 
（税抜き） 

別紙２のとおり 

 
随意契約理由 

 本業務は、道路への積雪に伴う、除雪・運搬・排雪を行うもの

で、道路交通の交通安全と、路面凍結防止に迅速に対応しなけれ

ばならないことから、期間を通じて 24 時間体制で待機・出勤を

想定するものである。 
 このため、当該路線の近隣に位置して、除雪グレーダ、トラク

ターショベル等特殊車両を常備するとともにオペレーターを配置

することができる業者である必要があることから、地方自治法施

行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により随意契約とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

随意契約の根拠

法令 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 
 

 



別紙１

　路　　線　　名 　実　　施　　区　　間
委託延長

(km)
委　託　業　者 除雪

1 甲州市塩山内 甲州市塩山内（外指定区間を除く） 5.70 昭和建設(株) ○

国道140号②
山梨市牧丘町新隼橋
～山梨市三富雁坂TN有料道路料金所手前

19.00

2 国道411号② 甲州市塩山小田原橋～一之瀬高橋トンネル 22.30 岩波建設(株) ○

3 甲府山梨線 バイパス区間 2.20 (有)山梨技建 ○

4 国道411号① 甲州市塩山小田原橋～一之瀬高橋トンネル 22.30 塩山鋪装(株) ○

5 万力小屋敷線 山梨市境～甲州市塩山菅田神社前～塩山駅西交差点 2.00 豊栄建設(株) ○

白井甲州線

6 塩山勝沼線 三日市場交差点～甲州市塩山菅田神社前 3.00 植野興業(株) ○

7 塩山(停)大菩薩嶺線① 甲州市塩山上於曽（起点）～下粟生野交差点 2.60 (有)樋口土建 ○

8 塩山(停)大菩薩嶺線② 下粟生野交差点～甲州市塩山萩原山長兵衛小屋ｹﾞｰﾄ 15.00 (株)廣川工業所 ○

県管理道路 甲州市塩山地内（凍結防止剤散布） ○

9 下荻原三日市場線 国道140号分岐～三日市場交差点 5.30 (株)飯島工事 ○

県管理道路 甲州市塩山地内（凍結防止剤散布） ○

10 乾徳山線 国道140号分岐～山梨市三富徳和 3 (株)広瀬土木 ○

県管理道路 山梨市牧丘三富地内（凍結防止剤散布） ○

11 柳平塩山線① 山梨市杣口浄水場先Y字路～林道川上牧丘線分岐 11.20 （株）天川組 ○

12 万力小屋敷線 西関東道路入口交差点(起点)～跨線橋東交差点 1.20 山梨建設(株) ○

山梨市停車場線 跨線橋東交差点～一町田中交差点(終点) 2.90

下神内川石和温泉(停)線 山梨市下神内川（起点）～大野桑戸橋（橋を含む）B.P. 1.60

13 山梨市内 山梨市内（外指定区間を除く） 5.7 (株)佐藤建設工業 ○

14 深沢等々力線 国道20号分岐～県道起点 3.00 三森建設（株） ○

15 甲州市勝沼町内① 白井甲州線外（柏尾交差点～等々力交差点） 2.50 (株)高野建設 ○

田中勝沼線 笛吹市境～林道岩崎山線交点 2.10

白井甲州線 上町交差点～甲州市勝沼町・笛吹市境 2.50

16 塩山勝沼線（勝沼） 上町交差点～甲州市境塩山側T字交差点 4.1 甲信建設(株) ○

休息勝沼線・休息山梨線 山梨市境～休息勝沼旧道合流 3.00

国道411号⑥ 山区交差点～山梨市境 2.30

17 大菩薩初鹿野線① 大蔵沢橋～甲州市塩山萩原山長兵衛小屋ゲート 15.90 野澤工業(株) ○

県管理道路 甲州市勝沼大和地内（凍結防止剤散布） ○

18 大菩薩初鹿野線② 国道２０号分岐～大蔵沢橋 3.60 (株)大和工務店 ○

甲斐大和(停)線 国道２０号分岐～甲斐大和駅（全線） 0.50

日影笹子線 国道20号分岐～笹子峠 7.80

19 国道411号④ 赤尾交差点～甲州市塩山小田原橋 4.70 (株)ヤマト ○

国道411号⑤ 赤尾交差点～山区交差点 3.00

平沢千野線 甲州市塩山新千野橋（国道411号分岐）～甲州市塩山平沢 5.10

20 塩平窪平線 国道140号（鍛冶屋橋）分岐～山梨市牧丘町塩平 11.00 (株)甲斐建設 ○

21 国道140号① 笛吹市境～山梨市牧丘町新隼橋(西関東道路ｱｸｾｽ含む） 7.70 奥山建設(株) ○

一宮山梨線 国道140号分岐（西関A含む）～桑戸正徳寺跨線橋（橋を含む） 1.10

県管理道路 山梨市内(凍結防止剤散布） ○

22 国道411号⑦ 笛吹市境～甲州市境 3.00 (株)藤ﾌﾟﾗﾝﾄ建設 ○

市之蔵山梨線 跨線橋東交差点～笛吹市境 3.20

23 国道411号③ 甲州市塩山小田原橋～一ノ瀬高橋トンネル 22.30 (株)東栄 ○

24 柳平塩山線② 山梨市杣口浄水場先Y字路～塩平窪平線分岐 4.50 （有）大澤工務店 ○

25 三日市場南線 三日市場交差点～七日市場交差点 2.00 （株）板倉工業 ○

塩山勝沼線 新隼橋北交差点～三日市場交差点 0.80

市之蔵山梨線 七日市場交差点～国道140号分岐 0.50

26 甲府山梨線 バイパス合流地点～山梨市戸市太良峠 9.00 (株)岡本興業 ○

令和3年度　甲州市・山梨市管内除雪業者一覧表

凍結防止剤



別紙１

　路　　線　　名 　実　　施　　区　　間
委託延長
（km）

委　託　業　者 除雪

1 国道１３７号 新御坂トンネル駐車場（新環状管理事務所） 0.20 （有）天野組 ○

富士河口湖笛吹線 旧御坂トンネル～ゲート 6.40

2 市之蔵山梨線 起点～相興交差点～矢作橋 7.50 (株)佐野緑化土木 ○

田中勝沼線 日川橋南交差点～相興交差点～勝沼町境 3.40

3 白井甲州線 下黒駒交差点～勝沼町境 4.20 武藤工業㈱ ○

石和温泉停車場線 全線 1.00

石和温泉停車場松本線 全線 0.22

国道140号 松本交差点～甲府市境 1.40

4 国道１３７号 新十郎橋～新御坂トンネル 6.80 ㈱飯塚工業 ○

○国道１３７号 新十郎橋～ゲート（凍結防止剤散布）

5 国道１３７号 国道20号交差部～若宮交差点(御坂バイパス全線) 4.50 鈴健興業（株） ○

6 一宮山梨線 起点～小松交差点 2.21 友愛工業㈱ ○

下神内川石和温泉停車場線 小松交差点～春日居小 1.10

国道４１１号 笛吹橋東詰～日川橋南詰交差点 1.80

7 笛吹市川三郷線 外 笛吹市街地(石和,境川,八代)（凍結防止剤散布） 矢崎興業（株）

○

○

藤垈石和線 鵜飼橋東詰～藤垈石和線三叉路 1.70

藤垈石和線 南区中央交差点～四日市場交差点 1.30

8 甲府笛吹線 大黒橋～蛍見橋右岸 2.50 (株)芦沢組土木 ○

白井河原八田線 御成橋交差点～蛍見橋交差点 2.40

白井河原八田線 河内交差点～井戸交差点 0.72

白井河原八田線 河内東交差点～三角屋前 3.30

9 国道１４０号 梅之木橋～白井河原橋手前 2.30 ㈱早野組 ○

国道４１１号 甲運橋～八田交差点 1.10

10 笛吹市川三郷線 森の上交差点～奈良原橋 3.90 風間興業（株） ○

白井甲州線 森の上交差点～八千蔵交差点 1.40

竹居御坂線 大野寺交差点～笛吹市川三郷線交差点 1.10

白井甲州線 八千蔵交差点～栗合交差点 0.80

富士河口湖芦川線 若彦トンネル～笛吹市川三郷線 1.40

笛吹市川三郷線 スズランの里入口～甲府市境 6.90

竹居御坂線 栗合交差点～大野寺交差点 1.30

11 笛吹市川三郷線 外 笛吹市街地(石和,境川,八代)（凍結防止剤散布） （株）中村工務店

○

○

白井甲州線 大坪橋～浅川橋 2.60

白井甲州線 浅川橋～八代南交差点 1.40

白井甲州線 狐川橋東交差点～農道 0.76

藤垈石和線 藤垈終点～中央道立体交差 2.80

12 鶯宿上曾根線 作興橋南詰～宿交差点 4.30 (株)上組 ○

13 笛吹市川三郷線 奈良原橋～芦川町上芦川入口 7.30 中央舗道建設（有） ○

14 下神内川石和温泉停車場線 小松交差点～松本踏切 1.80 （株）日昇建設 ○

下神内川石和温泉停車場線 春日居小～桑戸B.P.～山梨市境 0.90

国道１４０号 松本交差点～旧春日居町境 2.70

一宮山梨線 春日居小～山梨市境 0.70

15 国道１３７号 外 笛吹市街地（凍結防止剤散布） ㈱日工建設

○

○

(石和町,春日居町,一宮町,御坂町)

若宮交差点～新十郎橋 2.90

16 栗合成田線 栗合交差点～終点 2.91 (株)上野建工 ○

白井甲州線 尾山～下黒駒交差点 1.65

17 山梨笛吹線 全線 3.20 （株）カイシン ○

白井甲州線 下黒駒交差点～国道137号下黒駒北交差点 0.35

18 小石和市部線 鵜飼橋～蛍見橋 3.00 (株)正建工業 ○

甲府笛吹線 蛍見橋～藤垈石和線交差点 0.36

藤垈石和線 中央道立体交差～甲府笛吹線交差点 1.60

19 白井河原八田線 八田交差点～鵜飼橋 0.33 (株)ジーコーポレーション ○

国道４１１号 八田交差点～笛吹橋東詰 1.60

20 甲府笛吹線 藤垈石和線交差点～八代南交差点 1.40 (株)オリオン ○

白井甲州線 八代南交差点～森の上交差点 0.60

令和3年度　笛吹市管内除雪業者一覧表

凍結防止剤



別紙2　分割方式 契約業者名：昭和建設（株）

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

変
動
費
単
価

固定費

作業種別



別紙2　合算方式 契約業者名：（株）昭和建設

2

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 昼間 42,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 46,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラ 昼間 43,000

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラ 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラ 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 昼間 43,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 昼間 43,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 47,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 昼間 43,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 47,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600



別紙2　合算方式 契約業者名：（株）昭和建設

3

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 56,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 59,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 52,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 56,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 46,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 47,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 62,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m4（アングリングプラウ） 夜　間 65,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m5（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 59,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m4（アングリングプラウ） 夜　間 60,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m5（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 50,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 54,100

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 47,000

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 49,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 52,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 50,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 44,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 73,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 77,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 75,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 59,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300
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運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 79,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 82,900

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 75,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 79,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 63,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 67,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 69,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 76,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 67,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 75,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 73,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200
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運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.7m 昼　間 56,100

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 59,300

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 13,600

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 47,500

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 50,700

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 13,600

除雪作業 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 昼　間 43,300

除雪作業　夜間 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 46,500

除雪作業　夜間待機 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100
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運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200
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使用機械・規格
作業･待機
時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業 夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業 夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700

運搬・排雪作業 夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600

運搬・排雪作業 夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 39,300

除雪作業 夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 42,600

除雪作業 夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 59,500

運搬・排雪作業 夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 64,100

運搬・排雪作業 夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 351,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 37,700

除雪作業 夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 41,000

除雪作業 夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 59,100

運搬・排雪作業 夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 63,800

運搬・排雪作業 夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 321,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 37,100

除雪作業 夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 40,500

除雪作業 夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 57,300

運搬・排雪作業 夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業 夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 300,000

変
動
費
単
価

固定費

作業種別

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

固定費
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作業種別 使用機械・規格
作業・待機時

間帯
１時間当り単価

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100
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運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



抜糸2　分割方式 契約業者名：（有）山梨技建

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

作業種別

変
動
費
単
価

固定費



別紙2　合算方式 契約業者名：（有）山梨技建

2

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700



別紙2　合算方式 契約業者名：（有）山梨技建

3

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：塩山鋪装（株）

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 37,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 41,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 59,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 321,000固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費

作業種別
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2

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 昼間 42,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 46,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラ 昼間 43,000

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラ 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラ 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 昼間 43,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 昼間 43,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 47,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 昼間 43,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 47,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600
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3

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 56,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 59,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 52,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 56,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 46,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 47,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 62,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m4（アングリングプラウ） 夜　間 65,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m5（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 59,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m4（アングリングプラウ） 夜　間 60,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m5（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 50,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 54,100

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 47,000

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 49,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 52,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 50,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 44,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 73,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 77,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 75,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 59,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300



別紙2　合算方式 契約業者名：塩山鋪装（株）

5

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 79,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 82,900

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 75,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 79,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 63,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 67,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 69,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 76,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 67,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 75,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m4（アングリングプラウ） 夜　間 73,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m5（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200
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運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.7m 昼　間 56,100

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 59,300

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 13,600

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 47,500

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 50,700

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 13,600

除雪作業 モータグレーダ　ブレード幅2.8m 昼　間 43,300

除雪作業　夜間 モータグレーダ　ブレード幅2.8m 夜　間 46,500

除雪作業　夜間待機 モータグレーダ　ブレード幅2.8m 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100
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運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200
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使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 39,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 42,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 59,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 64,100

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 351,000固定費

変
動
費
単
価

作業種別
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200
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運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：植野興業
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使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 37,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 41,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 59,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 321,000

作業種別

変
動
費
単
価

固定費



別紙2　合算方式 契約業者名：植野興業（株）

2

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 56,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 59,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 52,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 56,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 46,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 47,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600



別紙2　合算方式 契約業者名：植野興業（株）
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 73,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 77,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 75,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 59,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300
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運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100
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除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500



別紙2　分割方式 契約業者名：（有）樋口土建

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 37,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 40,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 57,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 300,000

変
動
費
単
価

固定費

作業種別



別紙2　合算方式 契約業者名：（有）樋口土建

2

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100



別紙2　合算方式 契約業者名：（有）樋口土建

3

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯 １回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：（株）廣川工業所

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 36,800

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 40,300

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.3m3 144,000

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 37,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 40,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.34^0.35m3 198,000

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 37,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 40,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.4m3 201,000

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.5m3 225,000

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.6m3 228,000

除雪作業
トラクタショベル0.3m3（アングリングプラ
ウ）

昼間 39,500

除雪作業　夜間
トラクタショベル0.3m3（アングリングプラ
ウ）

夜間 42,900

除雪作業　夜間待機
トラクタショベル0.3m3（アングリングプラ
ウ）

夜間 13,600

トラクタショベル0.3m3（アングリングプラ
ウ） 216,000

除雪作業
トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリン
グプラウ）

昼間 39,700

除雪作業　夜間
トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリン
グプラウ）

夜間 43,100

除雪作業　夜間待機
トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリン
グプラウ）

夜間 13,600

トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリン
グプラウ） 234,000

固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

作業種別

固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

固定費

固定費

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

固定費



別紙2　分割方式 契約業者名：（株）廣川工業所

2

除雪作業
トラクタショベル0.4m3（アングリングプラ
ウ）

昼間 39,700

除雪作業　夜間
トラクタショベル0.4m3（アングリングプラ
ウ）

夜間 43,100

除雪作業　夜間待機
トラクタショベル0.4m3（アングリングプラ
ウ）

夜間 13,600

トラクタショベル0.4m3（アングリングプラ
ウ） 234,000

除雪作業
トラクタショベル0.5m3（アングリングプラ
ウ）

昼間 40,000

除雪作業　夜間
トラクタショベル0.5m3（アングリングプラ
ウ）

夜間 43,400

除雪作業　夜間待機
トラクタショベル0.5m3（アングリングプラ
ウ）

夜間 13,600

トラクタショベル0.5m3（アングリングプラ
ウ） 297,000

除雪作業
トラクタショベル0.6m3（アングリングプラ
ウ）

昼間 40,000

除雪作業　夜間
トラクタショベル0.6m3（アングリングプラ
ウ）

夜間 43,500

除雪作業　夜間待機
トラクタショベル0.6m3（アングリングプラ
ウ）

夜間 13,600

トラクタショベル0.6m3（アングリングプラ
ウ） 300,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 昼　間 40,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 夜　間 43,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 昼　間 57,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 夜　間 62,100

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 1,323,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 昼　間 40,000

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 昼　間 56,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 夜　間 60,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 1,188,000

固定費

変
動
費
単
価

固定費

固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費

固定費



別紙2　分割方式 契約業者名：（株）廣川工業所

3

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3 昼　間 33,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3 夜　間 37,900

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3 昼　間 50,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3 夜　間 56,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3 903,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-2.1m3 昼　間 32,800

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-2.1m3 夜　間 36,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-2.1m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-2.1m3 昼　間 49,200

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-2.1m3 夜　間 54,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-2.1m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-2.1m3 744,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 39,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 42,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 59,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 64,100

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 351,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 37,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 41,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 59,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 321,000

固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費

固定費

固定費

固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 37,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 40,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 57,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 300,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 44,000

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 46,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 60,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 65,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 1,413,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 43,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 46,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 59,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 63,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 1,230,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 39,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 40,900

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 55,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 59,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 942,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 37,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 39,900

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 51,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 57,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.1m3（アングリングプラウ） 822,000

固定費

変
動
費
単
価

固定費

固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費

固定費
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 41,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 67,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 501,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 40,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 44,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 60,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 66,800

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.2m3（アングリングプラウ） 414,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 40,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 43,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 60,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 354,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 39,800

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 43,100

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 59,900

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 65,900

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ0.8m3（アングリングプラウ） 336,000

変
動
費
単
価

固定費

固定費

固定費

変
動
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単
価

固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 昼間 42,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 46,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラ 昼間 43,000

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラ 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラ 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 昼間 43,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 昼間 43,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 47,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 昼間 43,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 47,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 56,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 59,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 52,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 56,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 46,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 47,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 62,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m4（アングリングプラウ） 夜　間 65,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m5（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 59,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m4（アングリングプラウ） 夜　間 60,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m5（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 50,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 54,100

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 47,000

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 49,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 52,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 50,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 44,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 73,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 77,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 75,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 59,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300
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運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 79,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 82,900

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 75,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 79,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 63,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 67,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 69,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 76,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 67,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 75,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m4（アングリングプラウ） 夜　間 73,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m5（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200
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運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000
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融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：（株）飯島工事

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,200

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

変
動
費
単
価

固定費

作業種別
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100
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除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 6,900

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,100



別紙２　分割方式 契約業者名：（株）広瀬土木

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 37,400円

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 40,800円

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600円

トラクタショベル0.5m3 225,000円

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500円

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800円

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600円

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700円

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600円

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300円

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000円

変
動
費
単
価

固定費

作業種別

固定費

変
動
費
単
価
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300円

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700円

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600円

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700円

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100円

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600円

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700円

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100円

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600円

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200円

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700円

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600円

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300円

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800円

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600円

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300円

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600円

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600円

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600円

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000円

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600円

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900円

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200円

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600円

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900円

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200円

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600円

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600円

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300円

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300円

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800円

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700円
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運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300円

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100円

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000円

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300円

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300円

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000円

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300円

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600円

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300円

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200円

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000円

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100円

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200円

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900円

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700円

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200円

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800円

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600円

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200円

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.7m 昼　間 56,100円

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 59,300円

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 13,600円

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 47,500円

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 50,700円

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 13,600円

除雪作業 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 昼　間 43,300円

除雪作業　夜間 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 46,500円

除雪作業　夜間待機 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 13,600円

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200円

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000円

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100円

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300円

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100円

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100円
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運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500円

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500円

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100円

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700円

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500円

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100円

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200円

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000円

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100円

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800円

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600円

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100円

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100円

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000円

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100円

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900円

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500円

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000円

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300円

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900円

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600円

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900円

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300円

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700円

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200円

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100円

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500円

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400円

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600円

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500円

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200円

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700円

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500円
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雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000円

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900円

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200円
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使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 ¥39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 ¥42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 ¥13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 ¥59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 ¥65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 ¥26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 ¥417,000

作業種別

変
動
費
単
価

固定費
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 ¥39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 ¥42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 ¥13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 ¥39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 ¥43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 ¥13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 ¥39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 ¥43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 ¥13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 ¥40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 ¥43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 ¥13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 ¥40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 ¥43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 ¥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 ¥56,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 ¥59,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 ¥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 ¥52,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 ¥56,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 ¥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 ¥46,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 ¥47,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 ¥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 ¥42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 ¥44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 ¥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 ¥44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 ¥47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 ¥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 ¥43,600
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除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 ¥47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 ¥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 ¥42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 ¥46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 ¥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 ¥40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 ¥44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 ¥13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 ¥73,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 ¥77,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 ¥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 ¥69,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 ¥75,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 ¥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 ¥62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 ¥66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 ¥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 ¥59,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 ¥63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 ¥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 ¥65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 ¥70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 ¥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 ¥63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 ¥69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 ¥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 ¥63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 ¥69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 ¥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 ¥62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 ¥67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 ¥26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 ¥23,600
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運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 ¥24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 ¥5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 ¥15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 ¥17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 ¥5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 ¥13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 ¥14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 ¥5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 ¥16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 ¥17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 ¥5,200

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.7m 昼　間 ¥56,100

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 ¥59,300

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 ¥13,600

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 ¥47,500

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 ¥50,700

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 ¥13,600

除雪作業 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 昼　間 ¥43,300

除雪作業　夜間 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 ¥46,500

除雪作業　夜間待機 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 ¥13,600

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 ¥27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 ¥28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 ¥26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 ¥27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 ¥24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 ¥26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 ¥20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 ¥21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 ¥20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 ¥21,000
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運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 ¥19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 ¥20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 ¥17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 ¥18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 ¥7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 ¥4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 ¥6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 ¥7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 ¥24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 ¥26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 ¥3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 ¥3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 ¥3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 ¥3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 ¥13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 ¥14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 ¥13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 ¥14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 ¥13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 ¥14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 ¥21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 ¥23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 ¥21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 ¥24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 ¥22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 ¥24,200
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使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.5m3 225,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

作業種別

変
動
費
単
価

固定費

固定費

変
動
費
単
価
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 昼間 42,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 46,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラ 昼間 43,000

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラ 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラ 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 昼間 43,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 昼間 43,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 47,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 昼間 43,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 47,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 56,700
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除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 59,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 52,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 56,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 46,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 47,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 62,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m4（アングリングプラウ） 夜　間 65,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m5（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 59,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m4（アングリングプラウ） 夜　間 60,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m5（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 50,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 54,100

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 47,000
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除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 49,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 52,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 50,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 44,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 73,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 77,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 75,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 59,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100
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運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 79,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 82,900

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 75,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 79,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 63,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 67,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 69,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 76,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 67,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 75,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m4（アングリングプラウ） 夜　間 73,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m5（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100



別紙２　合算方式 契約業者名：山梨建設（株）

6

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.7m 昼　間 56,100

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 59,300

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 13,600

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 47,500

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 50,700

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 13,600

除雪作業 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 昼　間 43,300

除雪作業　夜間 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 46,500

除雪作業　夜間待機 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100
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運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙２　分割方式 契約業者名：（株）佐藤建設工業

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

変
動
費
単
価

固定費

作業種別
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2

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100
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除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙２　分割方式　 契約業者名：三森建設（株）

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 ¥39,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 ¥42,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 ¥13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 ¥59,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 ¥64,100

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 ¥26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 ¥351,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 ¥37,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 ¥40,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 ¥13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 ¥57,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 ¥63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 ¥26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 ¥300,000

作業種別

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費

固定費
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 ¥23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 ¥24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 ¥5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 ¥15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 ¥17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 ¥5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 ¥13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 ¥14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 ¥5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 ¥16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 ¥17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 ¥5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 ¥27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 ¥28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 ¥26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 ¥27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 ¥24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 ¥26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 ¥20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 ¥21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 ¥20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 ¥21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 ¥19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 ¥20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 ¥17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 ¥18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 ¥7,100
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除雪作業 普通作業員 昼　間 ¥4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 ¥6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 ¥7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 ¥24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 ¥26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 ¥3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 ¥3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 ¥3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 ¥3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 ¥13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 ¥14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 ¥13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 ¥14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 ¥13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 ¥14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 ¥21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 ¥23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 ¥21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 ¥24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 ¥22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 ¥24,200
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使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 37,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 40,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 57,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 300,000

変
動
費
単
価

固定費

作業種別



別紙２　合算方式 契約業者名：（株）高野建設

2

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 昼間 42,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 46,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラ 昼間 43,000

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラ 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラ 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 昼間 43,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 昼間 43,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 47,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 昼間 43,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 47,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 56,700
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除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 59,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 52,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 56,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 46,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 47,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 62,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m4（アングリングプラウ） 夜　間 65,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m5（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 59,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m4（アングリングプラウ） 夜　間 60,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m5（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 50,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 54,100

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 47,000
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除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 49,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 52,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 50,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 44,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 73,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 77,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 75,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 59,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100
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運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 79,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 82,900

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 75,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 79,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 63,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 67,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 69,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 76,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 67,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 75,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m4（アングリングプラウ） 夜　間 73,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m5（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100



別紙２　合算方式 契約業者名：（株）高野建設

6

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.7m 昼　間 56,100

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 59,300

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 13,600

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 47,500

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 50,700

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 13,600

除雪作業 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 昼　間 43,300

除雪作業　夜間 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 46,500

除雪作業　夜間待機 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100
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運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200
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使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,400

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,200

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

変
動
費
単
価

固定費

作業種別
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,500

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,200

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 14,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,800

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,700

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,500

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,000

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300
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交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,100

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,000

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,400

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,300

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,400
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 56,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 59,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 52,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 56,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 46,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 47,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.5～1.7m3 昼　間 49,000

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.5～1.7m3 夜　間 52,300

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.5～1.7m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300
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除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 62,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 65,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 59,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 60,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 50,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 54,100

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 47,000

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.5～1.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 52,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.5～1.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 57,100

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.5～1.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 49,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 52,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 50,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,200
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除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 44,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 73,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 76,900

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 75,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 59,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.5～1.7m3 昼　間 69,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.5～1.7m3 夜　間 76,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.5～1.7m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 79,000
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運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 82,900

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 75,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 79,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 63,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 67,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.5～1.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 75,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.5～1.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 79,800

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.5～1.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 23,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 69,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 76,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 23,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 67,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 75,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 23,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m4（アングリングプラウ） 夜　間 73,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m5（アングリングプラウ） 夜　間 23,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 23,600

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700
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運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200
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使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 ¥39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 ¥42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 ¥13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 ¥59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 ¥65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 ¥26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 ¥417,000

作業種別

変
動
費
単
価

固定費
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 ¥40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 ¥43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 ¥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 ¥44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 ¥47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 ¥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 ¥43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 ¥47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 ¥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 ¥42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 ¥46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 ¥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 ¥40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 ¥44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 ¥13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 ¥65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 ¥70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 ¥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 ¥63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 ¥69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 ¥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 ¥63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 ¥69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 ¥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 ¥62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 ¥67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 ¥26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 ¥23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 ¥24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 ¥5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 ¥15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 ¥17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 ¥5,200
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運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 ¥13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 ¥14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 ¥5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 ¥16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 ¥17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 ¥5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 ¥27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 ¥28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 ¥26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 ¥27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 ¥24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 ¥26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 ¥20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 ¥21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 ¥20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 ¥21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 ¥19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 ¥20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 ¥17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 ¥18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 ¥7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 ¥4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 ¥6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 ¥7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 ¥24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 ¥26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 ¥3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 ¥3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 ¥3,300
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交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 ¥3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 ¥13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 ¥14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 ¥13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 ¥14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 ¥13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 ¥14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 ¥21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 ¥23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 ¥21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 ¥24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 ¥22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 ¥24,200
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使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 ¥37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 ¥40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 ¥13,600

トラクタショベル0.6m3 ¥228,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 ¥39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 ¥42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 ¥13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 ¥59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 ¥65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 ¥26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 ¥417,000

変
動
費
単
価

固定費

作業種別

変
動
費
単
価

固定費
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 ¥44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 ¥47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 ¥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 ¥43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 ¥47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 ¥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 ¥42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 ¥46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 ¥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 ¥40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 ¥44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 ¥13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 ¥65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 ¥70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 ¥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 ¥63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 ¥69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 ¥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 ¥63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 ¥69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 ¥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 ¥62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 ¥67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 ¥26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 ¥23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 ¥24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 ¥5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 ¥15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 ¥17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 ¥5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 ¥13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 ¥14,700
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運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 ¥5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 ¥16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 ¥17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 ¥5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 ¥27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 ¥28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 ¥26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 ¥27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 ¥24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 ¥26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 ¥20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 ¥21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 ¥20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 ¥21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 ¥19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 ¥20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 ¥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 ¥17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 ¥18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 ¥7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 ¥4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 ¥6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 ¥7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 ¥24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 ¥26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 ¥3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 ¥3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 ¥3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 ¥3,700
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 ¥13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 ¥14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 ¥13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 ¥14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 ¥13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 ¥14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 ¥21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 ¥23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 ¥21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 ¥24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 ¥22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 ¥24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：(株)甲斐建設

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 36,800

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 40,300

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.3m3 144,000

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 37,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 40,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.34^0.35m3 198,000

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 37,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 40,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.4m3 201,000

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.5m3 225,000

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.6m3 228,000

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 昼間 39,500

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 42,900

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 216,000

除雪作業
トラクタショベル0.34^0.35m3
                     （アングリングプラウ）

昼間 39,700

除雪作業　夜間
トラクタショベル0.34^0.35m3
                     （アングリングプラウ）

夜間 43,100

除雪作業　夜間待機
トラクタショベル0.34^0.35m3
                     （アングリングプラウ）

夜間 13,600

トラクタショベル0.34^0.35m3
                     （アングリングプラウ） 234,000

固定費

変
動
費
単
価

固定費
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価
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価

固定費

固定費
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除雪作業 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 234,000

除雪作業 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 昼間 40,000

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 43,400

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 297,000

除雪作業 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 昼間 40,000

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 43,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 300,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 39,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 42,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 59,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 64,100

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 351,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 37,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 41,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 59,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 321,000
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 37,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 40,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 57,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 300,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 41,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 67,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 501,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 40,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 44,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 60,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 66,800

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.2m3（アングリングプラウ） 414,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 40,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 43,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 60,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 354,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 39,800

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 43,100

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 59,900

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 65,900

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ0.8m3（アングリングプラウ） 336,000固定費
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100
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運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200
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使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 37,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 41,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 59,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 321,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 41,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 67,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 501,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 40,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 43,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 60,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 354,000

作業種別
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2

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200
待機後～解除間の
時間分適用

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200
待機後～解除間の
時間分適用

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200
待機後～解除間の
時間分適用

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800 　

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200
待機後～解除間の
時間分適用

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100
待機後～解除間の
時間分適用

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100
待機後～解除間の
時間分適用

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500 　

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500 　

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100
待機後～解除間の
時間分適用

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100
待機後～解除間の
時間分適用

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200 　

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000 　

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100
待機後～解除間の
時間分適用

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800 　

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600 　

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100
待機後～解除間の
時間分適用

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100
待機後～解除間の
時間分適用

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000
待機後～解除間の
時間分適用

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300 　

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900 　

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600 　

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900 　

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

適　　用



別紙2 合算方式 契約業者名：奥山建設(株)

3

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200 10km以下

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100 10km以下

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500 10km以下

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400 10km以下

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600 10km以下

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500 10km以下

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200 25km以下

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700 25km以下

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500 25km以下

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000 25km以下

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900 25km以下

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200 25km以下

適　　用



別紙2　分割方式 契約業者名：(株)藤プラント建設

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 37,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 40,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.4m3 201,000

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.5m3 225,000

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.6m3 228,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

固定費

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

作業種別

変
動
費
単
価

固定費



別紙2 合算方式 契約業者名：(株)藤プラント建設

2

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300



別紙2 合算方式 契約業者名：(株)藤プラント建設

3

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

00326224
線



別紙2 合算方式 契約業者名：(株)藤プラント建設

4

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700



別紙2 合算方式 契約業者名：(株)藤プラント建設

5

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：(株)東栄

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 昼　間 40,000

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 昼　間 56,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 夜　間 60,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 1,188,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 39,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 42,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 59,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 64,100

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 351,000

作業種別

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

固定費



別紙2 合算方式 契約業者名：(株)東栄

2

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 昼間 42,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 46,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラウ） 昼間 43,000

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラウ） 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 昼間 43,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 昼間 43,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 47,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 昼間 43,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 47,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 56,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 59,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 52,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 56,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 46,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 47,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 62,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m4（アングリングプラウ） 夜　間 65,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m5（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 59,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m4（アングリングプラウ） 夜　間 60,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m5（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 50,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 54,100

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 47,000

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 49,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 52,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 50,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 44,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 73,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 77,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 75,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 59,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300

00326224
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運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 79,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 82,900

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 75,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 79,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 63,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 67,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 69,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 76,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 67,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 75,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m4（アングリングプラウ） 夜　間 73,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m5（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000
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運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.7m 昼　間 56,100

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 59,300

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 13,600

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 47,500

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 50,700

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 13,600

除雪作業 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 昼　間 43,300

除雪作業　夜間 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 46,500

除雪作業　夜間待機 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100
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運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700



別紙2 合算方式 契約業者名：(株)東栄

8

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間
13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間
14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間
21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間
23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間
21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間
24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間
22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：(有)大澤工務店

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 37,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 41,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 59,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 321,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 40,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 43,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 60,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.0m3（アングリングプラウ） 354,000固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費

作業種別



別表2 合算方式 契約業者名：(有)大澤工務店

2

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

00326224
線



別表2 合算方式 契約業者名：(有)大澤工務店

3

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700



別表2 合算方式 契約業者名：(有)大澤工務店

4

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：(株)板倉工業

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 \39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 ￥42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 ￥13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 ￥59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 ￥65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 ￥26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 ￥417,000

変
動
費
単
価

固定費

作業種別



別紙２合算方式 契約業者名：(株)板倉工業

2

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 \39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 ￥42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 ￥13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 ￥39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 ￥43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 ￥13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 ￥39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 ￥43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 ￥13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 ￥40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 ￥43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 ￥13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 ￥40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 ￥43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 ￥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 ￥56,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 \59,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 ￥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 ￥52,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 ￥56,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 ￥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 ￥46,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 ￥47,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 ￥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 ￥42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 ￥44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 ￥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 ￥44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 ￥47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 ￥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 ￥43,600



別紙２合算方式 契約業者名：(株)板倉工業

3

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 ￥47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 ￥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 ￥42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 ￥46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 ￥13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 ￥40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 ￥44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 ￥13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 ￥73,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 \77,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 ￥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 ￥69,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 ￥75,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 ￥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 ￥62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 ￥66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 ￥26,300



別紙２合算方式 契約業者名：(株)板倉工業

4

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 ￥59,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 ￥63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 ￥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 ￥65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 ￥70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 ￥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 ￥63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 ￥69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 ￥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 ￥63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 ￥69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 ￥26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 ￥62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 ￥67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 ￥26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 ￥23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 ￥24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 \5,200
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運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 ￥15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 ￥17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 ￥5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 ￥13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 ￥14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 ￥5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 ￥16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 ￥17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 ￥5,200

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.7m 昼　間 ￥56,100

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 ￥59,300

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 ￥13,600

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 ￥47,500

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 ￥50,700

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 ￥13,600

00326224
線
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運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 ￥27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 ￥28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 ￥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 ￥26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 ￥27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 ￥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 ￥24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 ￥26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 ￥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 ￥20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 ￥21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 ￥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 ￥20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 ￥21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 ￥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 ￥19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 ￥20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 ￥7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 ￥17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 ￥18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 ￥7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 ￥4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 ￥6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 ￥7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 ￥24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 ￥26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 ￥3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 ￥3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 ￥3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 ￥3,700
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 ￥13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 ￥14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 ￥13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 ￥14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 ￥13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 ￥14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 ￥21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 ￥23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 ￥21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 ￥24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 ￥22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 ￥24,200
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 昼間 42,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 46,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラウ） 昼間 43,000

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラウ） 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 昼間 43,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 昼間 43,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 47,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 昼間 43,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 47,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 56,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 59,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 52,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 56,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 46,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 47,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 13,600
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 62,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 65,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 59,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 60,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 50,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 54,100

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 47,000

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 49,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 52,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 50,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 44,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 73,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 77,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 75,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 62,500
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運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 59,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 79,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 82,900

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 75,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 79,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 63,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 67,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 69,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 76,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 67,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 75,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 73,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000
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運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.7m 昼　間 56,100

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 59,300

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 13,600

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 47,500

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 50,700

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200
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使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 36,800

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 40,300

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.3m3 144,000

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 37,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 40,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.34^0.35m3 198,000

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 37,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 40,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.4m3 201,000

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.5m3 225,000

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.6m3 228,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 昼　間 40,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 夜　間 43,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 昼　間 57,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 夜　間 62,100

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 1,323,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 昼　間 40,000

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 昼　間 56,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 夜　間 60,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 1,188,000

作業種別

固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費

固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

固定費

固定費

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3 昼　間 33,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3 夜　間 37,900

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3 昼　間 50,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3 夜　間 56,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.4～2.6m3 903,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-2.1m3 昼　間 32,800

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-2.1m3 夜　間 36,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-2.1m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-2.1m3 昼　間 49,200

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-2.1m3 夜　間 54,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-2.1m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-2.1m3 744,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 39,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 42,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 59,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 64,100

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 351,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 37,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 41,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 59,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 321,000

固定費

固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費

固定費

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 37,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 40,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 57,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 300,000

変
動
費
単
価

固定費
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100



別紙2　合算方式 契約業者名：（株）天野組

5

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：（株）佐野緑化土木

1

使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 36,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 40,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 57,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 300,000

変
動
費
単
価

固定費

作業種別



別紙2　合算方式 契約業者名：（株）佐野緑化土木

2

作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１時間当り単価

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 43,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,700

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,400

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700



別紙2　合算方式 契約業者名：（株）佐野緑化土木

3

作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　合算方式 契約業者名：武藤工業（株）

1

作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 39,500

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 42,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 39,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 42,900

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200



別紙2　合算方式 契約業者名：武藤工業（株）

2

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700



別紙2　合算方式 契約業者名：武藤工業（株）

3

作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：（株）飯塚工業

1

使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 41,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 67,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 501,000

運搬・排雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 40,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 43,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 13,600

除雪グレーダ油圧式3.1m 627,000

作業種別

変
動
費
単
価

固定費

固定費

変
動
費
単
価
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作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 昼間 42,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 46,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラウ） 昼間 43,000

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラウ） 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 昼間 43,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 昼間 43,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 47,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 昼間 43,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 47,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 56,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 59,500
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除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 52,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 56,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 46,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 47,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 62,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m4（アングリングプラウ） 夜　間 65,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m5（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 59,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m4（アングリングプラウ） 夜　間 60,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m5（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 50,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 54,100

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 47,000

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,700
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除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 49,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 52,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 50,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 44,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 73,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 77,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 75,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 59,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000
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運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 79,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 82,900

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 75,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 79,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 63,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 67,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 69,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 76,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 67,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 75,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m4（アングリングプラウ） 夜　間 73,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m5（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900
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運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.7m 昼　間 56,100

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 59,300

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 13,600

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 47,500

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 50,700

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 13,600

除雪作業 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 昼　間 43,300

除雪作業　夜間 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 46,500

除雪作業　夜間待機 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100
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除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200
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使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 昼　間 40,400

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 夜　間 43,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 夜　間 13,500

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 昼　間 37,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 夜　間 39,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 夜　間 26,200

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.4～3.7m3 1,323,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 昼　間 39,890

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 夜　間 13,500

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 昼　間 36,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 夜　間 39,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 夜　間 26,200

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-3.1～3.3m3 1,146,660

使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,500

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 32,900

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 37,100

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,200

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 37,400

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 40,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 13,500

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 30,900

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 33,900

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 26,200

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 300,000

作業種別

作業種別

固定費

固定費

固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費
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作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１時間当り単価

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 45,800

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 56,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 13,500

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 43,800

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 55,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 13,500

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 30,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 44,300

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,500

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 30,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 44,300

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,500

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 50,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 55,800

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 26,000

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 49,900

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 52,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 26,200

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 39,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 32,800

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,200

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 29,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 22,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 23,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200
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運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,000

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 26,200

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 6,800

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 17,900

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 6,800

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 17,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 6,800

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,600

作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 13,700
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作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 52,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 56,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 75,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300
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運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100



別紙2　合算方式 契約業者名：友愛工業（株）

3

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：矢崎興業（株）

1

使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 36,800

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 40,300

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.3m3 144,000

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 37,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 40,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.34^0.35m3 198,000

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 37,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 40,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.4m3 201,000

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.5m3 225,000

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.6m3 228,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 63,900

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 39,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 42,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 59,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 63,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 351,000

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費

固定費

固定費

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

作業種別

固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

固定費



別紙2　分割方式 契約業者名：矢崎興業（株）

2

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 37,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 41,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 57,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 63,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 321,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 37,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 40,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 56,900

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 62,800

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 300,000

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

固定費



別紙2合算方式 契約業者名：矢崎興業（株）

3

作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 64,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 69,900

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300



別紙2合算方式 契約業者名：矢崎興業（株）

4

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 62,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 67,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 60,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 66,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100



別紙2合算方式 契約業者名：矢崎興業（株）

5

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間
13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間
14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間
21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間
23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間
21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間
24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間
22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：（株）芦沢組土木

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 36,800

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 40,300

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.3m3 144,000

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 37,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 40,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.34^0.35m3 198,000

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 37,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 40,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.4m3 201,000

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.5m3 225,000

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.6m3 228,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 39,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 42,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 59,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 64,100

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 351,000

作業種別

固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

固定費

固定費

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 37,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 41,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 59,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 321,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 37,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 40,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 57,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 300,000

運搬・排雪作業 除雪グレーダ油圧式3.7m 昼　間 43,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 46,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 13,600

除雪グレーダ油圧式3.7m 804,000

運搬・排雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 40,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 43,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 13,600

除雪グレーダ油圧式3.1m 627,000

運搬・排雪作業 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 昼　間 37,200

運搬・排雪作業　夜間 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 40,400

運搬・排雪作業　夜間待機 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 13,600

モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 627,000

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

固定費

固定費

変
動
費
単
価

固定費

固定費
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 46,900

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300
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運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.7m 昼　間 56,100

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 59,300

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 13,600

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 47,500

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 50,700

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 13,600

除雪作業 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 昼　間 43,300

除雪作業　夜間 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 46,500

除雪作業　夜間待機 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100
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運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200
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使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.5m3 225,000

運搬・排雪作業 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 昼　間 37,200

運搬・排雪作業　夜間 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 40,400

運搬・排雪作業　夜間待機 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 13,600

モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 627,000

作業種別

変
動
費
単
価

固定費

固定費

変
動
費
単
価
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作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 47,500

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 50,700

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 13,600
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除雪作業 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 昼　間 43,300

除雪作業　夜間 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 46,500

除雪作業　夜間待機 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：風間興業（株）

1

使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 41,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 67,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 501,000

作業種別

変
動
費
単
価

固定費



抜糸2　合算方式 契約業者名：風間興業（株）
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作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 49,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 52,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 50,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600



抜糸2　合算方式 契約業者名：風間興業（株）
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600 

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300 

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300 

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800 

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700 

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300 

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100 

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000 

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300 

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 69,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 76,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 67,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 75,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m4（アングリングプラウ） 夜　間 73,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m5（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100



抜糸2　合算方式 契約業者名：風間興業（株）

4

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700



抜糸2　合算方式 契約業者名：風間興業（株）

5

作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間
13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間
14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間
21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間
23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間
21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間
24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間
22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：（株）中村工務店

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 39,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 42,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 59,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 64,100

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 351,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 37,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 41,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 59,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 321,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 37,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 40,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 57,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 300,000

作業種別

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

固定費

固定費

固定費
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200
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運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200
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使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 41,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 67,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 501,000

運搬・排雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 39,900

運搬・排雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 43,100

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 13,600

除雪グレーダ油圧式3.1m 627,000

作業種別

変
動
費
単
価

固定費

固定費

変
動
費
単
価



別紙2　合算方式 契約業者名：（株）上組

2

作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 昼間 42,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 46,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラウ） 昼間 43,000

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラウ） 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 昼間 43,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 46,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 昼間 43,600

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 47,000

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 昼間 43,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 47,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3（アングリングプラウ） 夜間 13,600
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 56,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 59,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 52,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 56,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 46,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 47,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 62,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m4（アングリングプラウ） 夜　間 65,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m5（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 59,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m4（アングリングプラウ） 夜　間 60,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m5（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 50,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 54,100

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 47,000

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 49,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 52,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 50,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 46,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 49,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 44,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 73,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 77,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 75,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 59,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300
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運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 昼　間 79,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 82,900

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 昼　間 75,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 79,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 昼　間 63,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 67,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 昼　間 69,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 76,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 昼　間 67,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 75,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3（アングリングプラウ） 昼　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m4（アングリングプラウ） 夜　間 73,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m5（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3（アングリングプラウ） 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200
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運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.7m 昼　間 56,100

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 59,300

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 13,600

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 47,500

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 50,700

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 13,600

除雪作業 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 昼　間 43,300

除雪作業　夜間 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 46,500

除雪作業　夜間待機 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100
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運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待機
時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間
13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間
14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間
21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間
23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間
21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間
24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間
22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 56,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 59,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 52,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 56,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 46,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 47,700

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 44,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 昼　間 73,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 77,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.4～3.7m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 昼　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 75,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ3.1～3.3m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 昼　間 62,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 66,400

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.4～2.6m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 昼　間 59,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ2.1m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300



別紙2　合算方式 契約業者名：中央舗道建設（有）

3

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.7m 昼　間 56,100

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 59,300

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.7m 夜　間 13,600

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 47,500

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 50,700

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 13,600

除雪作業 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 昼　間 43,300

除雪作業　夜間 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 46,500

除雪作業　夜間待機 モータグレーダ　ブレード幅2.8ｍ 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100



別紙2　合算方式 契約業者名：中央舗道建設（有）

4

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：（株）日昇建設

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 トラクタショベル1.0m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル1.0m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル1.0m3 夜間 13,600

トラクタショベル1.0m3 318,000

運搬・排雪作業 モータグレーダ　ブレード幅3.1ｍ 昼　間 37,700

運搬・排雪作業　夜間 モータグレーダ　ブレード幅3.1ｍ 夜　間 40,900

運搬・排雪作業　夜間待機 モータグレーダ　ブレード幅3.1ｍ 夜　間 13,600

モータグレーダ　ブレード幅3.1ｍ 720,000

作業種別

固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費



別紙2　合算方式 契約業者名：（株）日昇建設

2

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700



別紙2　分割方式 契約業者名：（株）日工建設

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 37,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 40,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 57,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 63,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 642,000

変
動
費
単
価

固定費

作業種別



別紙2　合算方式 契約業者名：（株）日工建設

2

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 41,200

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 44,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 62,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 68,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700



別紙2　合算方式 契約業者名：（株）日工建設

3

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：（株）上野建工

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 37,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 40,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 57,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 300,000

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

固定費

作業種別



別紙2　合算方式 契約業者名：（株）上野建工

2

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 40,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 43,400

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 60,200

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 66,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 57,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 63,500

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900
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交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700



別紙2　分割方式 契約業者名：（株）カイシン

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 37,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 40,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.4m3 201,000

変
動
費
単
価

固定費

作業種別
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

除雪作業 除雪グレーダ油圧式3.1m 昼　間 47,500

除雪作業　夜間 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 50,700

除雪作業　夜間待機 除雪グレーダ油圧式3.1m 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：（株）正建工業

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 36,800

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 40,300

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.3m3 144,000

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 37,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 40,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.34^0.35m3 198,000

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 37,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 40,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.4m3 201,000

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.5m3 225,000

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.6m3 228,000

固定費

変
動
費
単
価

固定費

固定費

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

作業種別

固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100
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運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200



別紙2　分割方式 契約業者名：（株）ジーコーポレーション

1

使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

作業種別

変
動
費
単
価

固定費
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 70,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300
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運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,700

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 63,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 69,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 62,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 67,000

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000
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融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200
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使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価
（固定費は１式当り）

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 36,800

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 40,300

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.3m3 144,000

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 37,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 40,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.34^0.35m3 198,000

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 37,100

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 40,500

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.4m3 201,000

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.5m3 225,000

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 37,400

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 40,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

トラクタショベル0.6m3 228,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 39,500

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 42,800

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 昼　間 59,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 65,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.3～1.4m3 417,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 39,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 42,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 昼　間 59,500

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 64,100

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.2m3 351,000

変
動
費
単
価

固定費

固定費

作業種別

固定費

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

固定費

固定費

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価
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除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 37,700

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 41,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 昼　間 59,100

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 63,800

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-1.0m3 321,000

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 37,100

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 40,500

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 昼　間 57,300

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 63,200

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 夜　間 26,300

除雪ﾄﾞｰｻﾞ-0.8m3 300,000

変
動
費
単
価

固定費

変
動
費
単
価

固定費
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作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１時間当り単価

除雪作業 トラクタショベル0.3m3 昼間 39,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.3m3 夜間 42,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.3m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.34^0.35m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.34^0.35m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.4m3 昼間 39,700

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.4m3 夜間 43,100

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.4m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.5m3 昼間 40,200

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.5m3 夜間 43,700

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.5m3 夜間 13,600

除雪作業 トラクタショベル0.6m3 昼間 40,300

除雪作業　夜間 トラクタショベル0.6m3 夜間 43,800

除雪作業　夜間待機 トラクタショベル0.6m3 夜間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 44,300

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 47,600

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 43,600

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 47,000

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 42,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 46,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 13,600

除雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 40,900

除雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 44,200

除雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 13,600

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 昼　間 64,000

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 69,900

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.3～1.4m3 夜　間 26,300
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運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 昼　間 63,400

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 69,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 昼　間 62,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 67,300

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.0m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 昼　間 60,700

運搬・排雪作業　夜間 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 66,600

運搬・排雪作業　夜間待機 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ0.8m3 夜　間 26,300

運搬・排雪作業 ダンプトラック10t 昼　間 23,600

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック10t 夜　間 24,300

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック10t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック4t 昼　間 15,000

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック4t 夜　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック4t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ダンプトラック2t 昼　間 13,900

運搬・排雪作業　夜間 ダンプトラック2t 夜　間 14,700

運搬・排雪作業　夜間待機 ダンプトラック2t 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 トラック4t（クレーン装置付） 昼　間 16,800

運搬・排雪作業　夜間 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 17,600

運搬・排雪作業　夜間待機 トラック4t（クレーン装置付） 夜　間 5,200

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 昼　間 27,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 28,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.8m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 昼　間 26,300

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 27,100

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.7m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 昼　間 24,500

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 26,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.6m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 昼　間 20,700

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 21,500

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.5m3 夜　間 7,100
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運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 昼　間 20,200

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 21,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.4m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 昼　間 19,800

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 20,600

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35m3 夜　間 7,100

運搬・排雪作業 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 昼　間 17,100

運搬・排雪作業　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 18,000

運搬・排雪作業　夜間待機 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.2m3 夜　間 7,100

除雪作業 普通作業員 昼　間 4,900

除雪作業　夜間 普通作業員 夜　間 6,500

情報連絡業務　夜間 情報連絡員 夜　間 7,000

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 昼　間 24,300

融雪剤散布作業 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+普通作業員2人 夜　間 26,900

交通整理 交通整理員A 昼　間 3,600

交通整理　夜間 交通整理員A 夜　間 3,900

交通整理 交通整理員B 昼　間 3,300

交通整理　夜間 交通整理員B 夜　間 3,700

作業種別 使用機械・規格
作業・待
機時間帯

１回当り単価

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 13,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 14,100

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 13,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 14,400

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 13,600

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 14,500

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 昼　間 21,200

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　二輪駆動 夜　間 23,700

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 昼　間 21,500

雪道巡回工 ライトバン　2.0L　二輪駆動 夜　間 24,000

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 昼　間 22,900

雪道巡回工 ライトバン　1.5L　四輪駆動 夜　間 24,200
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