
 

「森林整備保全事業施工パッケージ型積算方式の施行の実施について」（平成 28年３月 31日付け 27林整計第 351号林野庁長官通知） 

一部改正新旧対照表 正誤表（令和３年７月５日付け） 

１章 土工 ④ 作業土工（床掘工） ３．施工パッケージ  

３－１ 床掘り （２） 代表機労材規格 表３．２ 床掘り 代表機労材規格一覧 

 改 正 後 現  行 

誤 

表３．２ 床掘り 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 

施工方法 

備考 
標準 

平均施

工幅 

1m 以上 

2m 未満 

掘削深さ 

5m 超 

20m 以下 

掘削

深さ 

20m 超 

左記

以外 

(小規

模) 

現場

制約 

あり 

機械 

K1 

バックホウ（クローラ型）［標

準型・超低騒音・排出ガス対策

型（第３次基準値）］ 山積 0.8

㎥（平積 0.6 ㎥） 

○      賃料 

バックホウ（クローラ型）［後

方超小旋回型・超低騒音・排出

ガス対策型（第１次基準値）］ 

山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

 ○     賃料 

バックホウ（クローラ型）［後

方超小旋回型・排出ガス対策型

（第２次基準値）］ 山積 0.28㎥

（平積 0.2 ㎥） 

    ○   

クラムシェル[油圧ロープ式・ク

ローラ型]平積 0.8 ㎥ 
   ○    

クラムシェル[油圧クラムシェ

ル・テレスコピック式]平積 0.4

㎥ 

  ○     

K2 

小型バックホウ（クローラ型）

［標準型・排出ガス対策型（第

１次基準値）］ 山積 0.08 ㎥（平

積 0.06 ㎥） 

  ◎ ○    

K3 －        

労務 

R1 運転手（特殊） ○ ○ ○ ○ ○   

R2 普通作業員（山林砂防工) △ △ ○ ○ ○ ○  

R3 特殊作業員   ◎ ○    

R4 －        

材料 

Z1 軽油 １．２号 パトロール給油 ○ ○ ○ ○ ○   

Z2 －        

Z3 －        

Z4 －        

市場単

価 
S －        

◎障害有りの場合     
△土留方式無し以外の場合 

表３．２ 床掘り 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 

施工方法 

（新設）  
標準 

平均施

工幅 

1m 以上 

2m 未満 

掘削深さ 

5m 超 

20m 以下 

掘削

深さ 

20m 超 

左記

以外 

(小規

模) 

現場

制約 

あり 

機械 

K1 

バックホウ（クローラ型）［標

準型・排出ガス対策型（第２次

基準値）］ 山積 0.8 ㎥（平積

0.6 ㎥） 

○      （新設）  

バックホウ（クローラ型）［標

準型・排出ガス対策型（第１次

基準値）］ 山積 0.45 ㎥（平積

0.35 ㎥） 

 ○     （新設）  

バックホウ（クローラ型）［後

方超小旋回型・排出ガス対策型

（第２次基準値）］ 山積 0.28

㎥（平積 0.2 ㎥） 

    ○   

クラムシェル[油圧ロープ式・

クローラ型]平積 0.8 ㎥ 
   ○    

クラムシェル[油圧クラムシェ

ル・テレスコピック式]平積 0.4

㎥ 

  ○     

K2 

小型バックホウ（クローラ型）

［標準型・排出ガス対策型（第

１次基準値）］ 山積 0.08 ㎥（平

積 0.06 ㎥） 

  ◎ ○    

K3 －        

労務 

R1 運転手（特殊） ○ ○ ○ ○ ○   

R2 普通作業員（山林砂防工) △ △ ○ ○ ○ ○  

R3 特殊作業員   ◎ ○    

R4 －        

材料 

Z1 
軽油 １．２号 パトロール給

油 
○ ○ ○ ○ ○   

Z2 －        

Z3 －        

Z4 －        

市場単

価 
S －        

◎障害有りの場合     
△土留方式無し以外の場合 

 

 

  

別紙３ 



 

 改 正 後 現  行 

正 

表３．２ 床掘り 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 

施工方法 

備考 
標準 

平均施

工幅 

1m 以上 

2m 未満 

掘削深さ 

5m 超 

20m 以下 

掘削

深さ 

20m 超 

左記

以外 

(小規

模) 

現場

制約 

あり 

機械 

K1 

バックホウ（クローラ型）［標

準型・超低騒音・排出ガス対策

型（第３次基準値）］ 山積 0.8

㎥（平積 0.6 ㎥） 

○      賃料 

バックホウ（クローラ型）［後

方超小旋回型・超低騒音・排出

ガス対策型（第３次基準値）］ 

山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

 ○     賃料 

バックホウ（クローラ型）［後

方超小旋回型・排出ガス対策型

（第２次基準値）］ 山積 0.28㎥

（平積 0.2 ㎥） 

    ○   

クラムシェル[油圧ロープ式・ク

ローラ型]平積 0.8 ㎥ 
   ○    

クラムシェル[油圧クラムシェ

ル・テレスコピック式]平積 0.4

㎥ 

  ○     

K2 

小型バックホウ（クローラ型）

［標準型・排出ガス対策型（第

１次基準値）］ 山積 0.08 ㎥（平

積 0.06 ㎥） 

  ◎ ○    

K3 －        

労務 

R1 運転手（特殊） ○ ○ ○ ○ ○   

R2 普通作業員（山林砂防工) △ △ ○ ○ ○ ○  

R3 特殊作業員   ◎ ○    

R4 －        

材料 

Z1 軽油 １．２号 パトロール給油 ○ ○ ○ ○ ○   

Z2 －        

Z3 －        

Z4 －        

市場単

価 
S －        

◎障害有りの場合     
△土留方式無し以外の場合 

表３．２ 床掘り 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 

施工方法 

（新設） 
標準 

平均施

工幅 

1m 以上 

2m 未満 

掘削深さ 

5m 超 

20m 以下 

掘削

深さ 

20m 超 

左記

以外 

(小規

模) 

現場

制約 

あり 

機械 

K1 

バックホウ（クローラ型）［標

準型・排出ガス対策型（第２次

基準値）］ 山積 0.8 ㎥（平積

0.6 ㎥） 

○      （新設） 

バックホウ（クローラ型）［標

準型・排出ガス対策型（第１次

基準値）］ 山積 0.45 ㎥（平積

0.35 ㎥） 

 ○     （新設） 

バックホウ（クローラ型）［後

方超小旋回型・排出ガス対策型

（第２次基準値）］ 山積 0.28

㎥（平積 0.2 ㎥） 

    ○   

クラムシェル[油圧ロープ式・

クローラ型]平積 0.8 ㎥ 
   ○    

クラムシェル[油圧クラムシェ

ル・テレスコピック式]平積 0.4

㎥ 

  ○     

K2 

小型バックホウ（クローラ型）

［標準型・排出ガス対策型（第

１次基準値）］ 山積 0.08 ㎥（平

積 0.06 ㎥） 

  ◎ ○    

K3 －        

労務 

R1 運転手（特殊） ○ ○ ○ ○ ○   

R2 普通作業員（山林砂防工) △ △ ○ ○ ○ ○  

R3 特殊作業員   ◎ ○    

R4 －        

材料 

Z1 
軽油 １．２号 パトロール給

油 
○ ○ ○ ○ ○   

Z2 －        

Z3 －        

Z4 －        

市場単

価 
S －        

◎障害有りの場合     
△土留方式無し以外の場合 

 

 

１章 土工 ⑥ 人力運搬工 ３．施工パッケージ  

３－１ 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)  

 改 正 後 現  行 

誤 ３－１ 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石  ２－５ 小車運搬(積込～運搬～取卸し)土・石  

 

 改 正 後 現  行 

正 ３－１ 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)  ２－５ 小車運搬(積込～運搬～取卸し)  

 

  



 

２章 共通工 ⑭ 排水構造物工 ３．施工パッケージ 

 ３－13 コルゲートパイプ （２） 代表機労材規格 表３．33 コルゲートパイプ 代表機労材規格一覧 

 改 正 後 現  行 

誤 

表３．33 コルゲートパイプ 代表機労材規格一覧 
項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ１ バックホウ（クローラ型）［後方超小

旋回・低騒音型・クレーン機能付き・

排出ガス対策型（第 3 基準値）］山積

0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥）吊能力 2.9t 
賃料 

Ｋ２ －  

Ｋ３ －  

労務 

Ｒ１ 普通作業員（山林砂防工）  

Ｒ２ 特殊作業員  

Ｒ３ 土木一般世話役  

Ｒ４ 運転手（特殊）  

材料 Ｚ１ 

（削る） （削る） 

（削る） （削る） 

コルゲートパイプ 円形１形 1,000mm 

板厚 2.7mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がフランジ

型,パイプ径が 800～1,200mmの場合 

（削る） （削る） 

コルゲートパイプ 円形１形 1,500mm

板厚 3.2mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がフランジ

型,パイプ径が 1,200mm を超え 1,800mm 以下の場

合 

（削る） （削る） 

（削る） （削る） 

コルゲートパイプ 円形２形 2,500mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

型式が円形，パイプ径が 2,000mm 以上 2,500mm 以

下の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 3,000mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

型式が円形，パイプ径が 2,500mm を超え 3,000mm

以下の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 3,500mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

型式が円形，パイプ径が 3,000mm を超え 3,500mm

以下の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 4,000mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

型式が円形，パイプ径が 3,500mm を超え 4,000mm

以下の場合 

（削る） （削る） 

（削る） （削る） 

（削る） （削る） 

（削る） （削る） 

表３．33 コルゲートパイプ 代表機労材規格一覧 
項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ１  

 

－ 

 

 

（新設） 

Ｋ２ －  

Ｋ３ －  

労務 

Ｒ１ 普通作業員（山林砂防工）  

Ｒ２ －  

Ｒ３ －  

Ｒ４ －  

材料 Ｚ１ 

コルゲートパイプ 円形１形 400mm 

板厚 2.0mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がフランジ

型,パイプ径が 250～600 mm の場合 

コルゲートパイプ 円形１形 800mm 

板厚 2.7mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がフランジ

型,パイプ径が 750～900 mm の場合 

コルゲートパイプ 円形１形 1,200mm 

板厚 2.7mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がフランジ

型,パイプ径が 1,000～1,200 mm の場合 

コルゲートパイプ 円形１形 1,350mm 

板厚 3.2mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がフランジ

型,パイプ径が 1,300 mm の場合 

コルゲートパイプ 円形１形 1,500mm

板厚 3.2mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がフランジ

型,パイプ径が 1,500～1,600 mm の場合 

コルゲートパイプ 円形１形 1,800mm

板厚 3.2mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がフランジ

型,パイプ径が 1,800～2,200 mm の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 2,000mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

型式が円形，パイプ径が 2,000mm の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 2,500mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

型式が円形，パイプ径が 2,500mm の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 3,000mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

型式が円形，パイプ径が 3,000mm の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 3,500mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

型式が円形，パイプ径が 3,500mm の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 4,000mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

型式が円形，パイプ径が 4,000mm の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 4,500mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

型式が円形，パイプ径が 4,500mm の場合 

コルゲートパイプ アーチ形 2,000mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，型式がアーチ形，

パイプ径が 2,000mm の場合 

コルゲートパイプ アーチ形 2,500mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，型式がアーチ形，

パイプ径が 2,500mm の場合 

コルゲートパイプ アーチ形 3,000mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，型式がアーチ形，

パイプ径が 3,000mm の場合 



 

（削る） （削る） 

（削る） （削る） 

（削る） （削る） 

Ｚ２ 軽油 1.2 号 パトロール給油  

Ｚ３ －  

Ｚ４ －  

市場

単価 
Ｓ － 

 

 

コルゲートパイプ アーチ形 3,500mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，型式がアーチ形，

パイプ径が 3,500mm の場合 

コルゲートパイプ アーチ形 4,000mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，型式がアーチ形，

パイプ径が 4,000mm の場合 

コルゲートパイプ アーチ形 4,500mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，型式がアーチ形，

パイプ径が 4,500 mm の場合 

Ｚ２ －  

Ｚ３ －  

Ｚ４ －  

市場

単価 
Ｓ － 

 

 

 

  



 

 改 正 後 現  行 

正 

表３．33 コルゲートパイプ 代表機労材規格一覧 
項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ１ バックホウ（クローラ型）［後方超小

旋回・低騒音型・クレーン機能付き・

排出ガス対策型（第 3 基準値）］山積

0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥）吊能力 2.9t 
賃料 

Ｋ２ －  

Ｋ３ －  

労務 

Ｒ１ 普通作業員（山林砂防工）  

Ｒ２ 特殊作業員  

Ｒ３ 土木一般世話役  

Ｒ４ 運転手（特殊）  

材料 Ｚ１ 

（削る） （削る） 

（削る） （削る） 

コルゲートパイプ 円形１形 1,000mm 

板厚 2.7mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がフランジ

型,パイプ径が 800～1,200mmの場合 

（削る） （削る） 

コルゲートパイプ 円形１形 1,500mm

板厚 3.2mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がフランジ

型,パイプ径が 1,200mm を超え 1,800mm 以下の場

合 

（削る） （削る） 

（削る） （削る） 

コルゲートパイプ 円形２形 2,500mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

パイプ径が 2,000mm 以上 2,500mm 以下の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 3,000mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

パイプ径が 2,500mm を超え 3,000mm 以下の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 3,500mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

パイプ径が 3,000mm を超え 3,500mm 以下の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 4,000mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

パイプ径が 3,500mm を超え 4,000mm 以下の場合 

（削る） （削る） 

（削る） （削る） 

（削る） （削る） 

（削る） （削る） 

（削る） （削る） 

表３．33 コルゲートパイプ 代表機労材規格一覧 
項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ１  

 

－ 

 

 

（新設） 

Ｋ２ －  

Ｋ３ －  

労務 

Ｒ１ 普通作業員（山林砂防工）  

Ｒ２ －  

Ｒ３ －  

Ｒ４ －  

材料 Ｚ１ 

コルゲートパイプ 円形１形 400mm 

板厚 2.0mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がフランジ

型,パイプ径が 250～600 mm の場合 

コルゲートパイプ 円形１形 800mm 

板厚 2.7mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がフランジ

型,パイプ径が 750～900 mm の場合 

コルゲートパイプ 円形１形 1,200mm 

板厚 2.7mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がフランジ

型,パイプ径が 1,000～1,200 mm の場合 

コルゲートパイプ 円形１形 1,350mm 

板厚 3.2mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がフランジ

型,パイプ径が 1,300 mm の場合 

コルゲートパイプ 円形１形 1,500mm

板厚 3.2mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がフランジ

型,パイプ径が 1,500～1,600 mm の場合 

コルゲートパイプ 円形１形 1,800mm

板厚 3.2mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がフランジ

型,パイプ径が 1,800～2,200 mm の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 2,000mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

型式が円形，パイプ径が 2,000mm の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 2,500mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

型式が円形，パイプ径が 2,500mm の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 3,000mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

型式が円形，パイプ径が 3,000mm の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 3,500mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

型式が円形，パイプ径が 3,500mm の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 4,000mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

型式が円形，パイプ径が 4,000mm の場合 

コルゲートパイプ 円形２形 4,500mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，規格がラップ型，

型式が円形，パイプ径が 4,500mm の場合 

コルゲートパイプ アーチ形 2,000mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，型式がアーチ形，

パイプ径が 2,000mm の場合 

コルゲートパイプ アーチ形 2,500mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，型式がアーチ形，

パイプ径が 2,500mm の場合 

コルゲートパイプ アーチ形 3,000mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，型式がアーチ形，

パイプ径が 3,000mm の場合 

コルゲートパイプ アーチ形 3,500mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，型式がアーチ形，

パイプ径が 3,500mm の場合 



 

（削る） （削る） 

（削る） （削る） 

Ｚ２ 軽油 1.2 号 パトロール給油  

Ｚ３ －  

Ｚ４ －  

市場

単価 
Ｓ － 

 

 

コルゲートパイプ アーチ形 4,000mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，型式がアーチ形，

パイプ径が 4,000mm の場合 

コルゲートパイプ アーチ形 4,500mm

板厚 4.5mm 

作業区分が据付又は据付・撤去，型式がアーチ形，

パイプ径が 4,500 mm の場合 

Ｚ２ －  

Ｚ３ －  

Ｚ４ －  

市場

単価 
Ｓ － 

 

 

 

 

２章 共通工 ⑰ 軟弱地盤処理工(サンドマット工) ３．施工パッケージ 

 ３－１ サンドマット （２） 代表機労材規格 表３．２ サンドマット 代表機労材規格一覧 

 改 正 後 現  行 

誤 

表 3．2 サンドマット 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

K1 
ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型 

（第３次基準値）］ ７t 級 

 

K2 

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音

型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積 0.8

㎥（平積 0.6 ㎥） 

 

K3 －  

労務 

R1 運転手（特殊）  

R2 普通作業員（山林砂防工）  

R3 －  

R4 －  

材料 

Z1 軽油 1.2 号 パトロール給油  

Z2 砂 再生砂 砂材料費有りの場合 

Z3 －  

Z4 －  

市場単価 S －  
 

表 2．2 サンドマット 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

K1 
ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型 

（第１次基準値）］ 16t 級 

 

K2 （新設）  

K3 －  

労務 

R1 運転手（特殊）  

R2 普通作業員（山林砂防工）  

R3 －  

R4 －  

材料 

Z1 軽油 1.2 号 パトロール給油  

Z2 砂 再生砂 砂材料費有りの場合 

Z3 －  

Z4 －  

市場単価 S －  
 

 

 改 正 後 現  行 

正 

表 3．2 サンドマット 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

K1 
ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型 

（第３次基準値）］ ７t 級 

賃料 

K2 

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音

型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積 0.8

㎥（平積 0.6 ㎥） 

 

K3 －  

労務 

R1 運転手（特殊）  

R2 普通作業員（山林砂防工）  

R3 －  

R4 －  

材料 

Z1 軽油 1.2 号 パトロール給油  

Z2 砂 再生砂 砂材料費有りの場合 

Z3 －  

Z4 －  

市場単価 S －  
 

表 2．2 サンドマット 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

K1 
ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型 

（第１次基準値）］ 16t 級 

 

K2 （新設）  

K3 －  

労務 

R1 運転手（特殊）  

R2 普通作業員（山林砂防工）  

R3 －  

R4 －  

材料 

Z1 軽油 1.2 号 パトロール給油  

Z2 砂 再生砂 砂材料費有りの場合 

Z3 －  

Z4 －  

市場単価 S －  
 

 

  



 

４章 河川海岸 ② 消波根固めブロック工（ブロック撤去工） ３．施工パッケージ 

 ３－１ 根固めブロック撤去 （２） 代表機労材規格 表３．３ 根固めブロック撤去 代表機労材規格一覧 

 改 正 後 現  行 

誤 

表 3．3 根固めブロック撤去 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

K1 

（削る） 賃料 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基

準値)] 25t 吊 
賃料 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基

準値)] 35t 吊 
賃料 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基

準値)] 45t 吊 
賃料 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基

準値)] 50t 吊 
賃料 

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

K2 －   

K3 －   

労務 

R1 土木一般世話役   

R2 特殊作業員   

R3 普通作業員   

R4 （削る） （削る） 

材料 

Z1 （削る） （削る） 

Z2 -   

Z3 -   

Z4 -   

市場単価 S -   
 

表 3．3 根固めブロック撤去 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

K1 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 

20t 吊 
賃料 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 

25t 吊 
賃料 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 

35t 吊 
賃料 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 

45t 吊 
賃料 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 

50t 吊 
賃料 

クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40ｔ吊   

クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50ｔ吊   

クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80ｔ吊   

クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100ｔ吊   

クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150ｔ吊   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35ｔ吊   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45ｔ吊   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55ｔ吊   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65ｔ吊   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80ｔ吊   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100ｔ吊   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150ｔ吊   

K2 －   

K3 －   

労務 

R1 土木一般世話役   

R2 特殊作業員   

R3 普通作業員   

R4 運転手（特殊） 

クローラ

クレーン

の場合 

材料 

Z1 軽油 1.2 号 パトロール給油 

クローラ

クレーン

の場合 

Z2 -   

Z3 -   

Z4 -   

市場単価 S -   
 

 

  



 

 改 正 後 現  行 

正 

表 3．3 根固めブロック撤去 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

K1 

（削る） （削る） 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基

準値)] 25t 吊 
賃料 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基

準値)] 35t 吊 
賃料 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基

準値)] 45t 吊 
賃料 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基

準値)] 50t 吊 
賃料 

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

（削る）   

K2 －   

K3 －   

労務 

R1 土木一般世話役   

R2 特殊作業員   

R3 普通作業員   

R4 （削る） （削る） 

材料 

Z1 （削る） （削る） 

Z2 -   

Z3 -   

Z4 -   

市場単価 S -   
 

表 3．3 根固めブロック撤去 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

K1 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 

20t 吊 
賃料 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 

25t 吊 
賃料 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 

35t 吊 
賃料 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 

45t 吊 
賃料 

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 

50t 吊 
賃料 

クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40ｔ吊   

クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50ｔ吊   

クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80ｔ吊   

クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100ｔ吊   

クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150ｔ吊   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35ｔ吊   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45ｔ吊   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55ｔ吊   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65ｔ吊   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80ｔ吊   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100ｔ吊   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150ｔ吊   

K2 －   

K3 －   

労務 

R1 土木一般世話役   

R2 特殊作業員   

R3 普通作業員   

R4 運転手（特殊） 

クローラ

クレーン

の場合 

材料 

Z1 軽油 1.2 号 パトロール給油 

クローラ

クレーン

の場合 

Z2 -   

Z3 -   

Z4 -   

市場単価 S -   
 

 




