
島根県森林作業道単価表

森林作業道積算用単価

令和２年11月１日以降適用

島根県農林水産部林業課・森林整備課

本土（資材税抜・税込）



令和２年度　森林作業道単価表　積算用単価
【本土】税抜き

取扱注意　　R2.11.1  以降適用
単価

工種 名 称 種  別 単位 （円）

伐開工 ㎡ 88
共通仮設費に含まれない胸高直径5cm以上の
伐開（中位の伐開）

盛土工 機械 一般 土砂類 ｍ3 192 ブル15t使用（仕上り厚0.30）

機械 一般 土砂類 ｍ3 600 ブル3t＋振動ローラ絞固め3t

機械 一般 土砂類 ｍ3 96

路盤工 一般 265 路盤工単価（砂利敷き均し）

　敷均し幅2.5m以上：バックホウ0.2m3

補 助 245
それぞれの敷均し単価に別途、路盤材料単価
を計上(なお、使用する路盤材料の量は材料割
増し率により㎡当たり0.12 使用）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 一般 ｍ3 23,100

法面
保護工 木 柵   間 伐材使用  ｍ 3,290 杭現採の場合 1,660 苗木植え付け無し
水路工 横断溝Ａ 土砂類 ｍ 3,004 現地発生材利用

横断溝Ｂ 土砂類 ｍ 1,650 現地発生材利用
横断溝Ｃ 土砂類 ｍ 198 現地発生材利用

一般 ｍ3 279 バックホウ0.35ｍ3使用　地山掘削
側溝

補助 ｍ3 222 バックホウ0.35ｍ3使用　地山掘削
暗渠 φ   200mm
  ヒューム管ム管  ＊2.00m ｍ 6,420 巻立は必要に応じ別途計上

布設 φ   300mm
 ＊2.00m ｍ 7,705 巻立は必要に応じ別途計上

φ   400mm
 ＊2.43m ｍ 11,909 巻立は必要に応じ別途計上

φ   500mm
 ＊2.43m ｍ 14,610 巻立は必要に応じ別途計上

φ   600mm
 ＊2.43m ｍ 18,300 巻立は必要に応じ別途計上

φ   700mm
 ＊2.43m ｍ 24,390 巻立は必要に応じ別途計上

φ   800mm
 ＊2.43m ｍ 28,940 巻立は必要に応じ別途計上

φ   900mm
 ＊2.43m ｍ 35,050 巻立は必要に応じ別途計上

φ 1,000mm
 ＊2.43m ｍ 40,910 巻立は必要に応じ別途計上

暗渠 呼径   300mm
ｍ 3,502 巻立は必要に応じ別途計上

呼径   400mm
布設 ｍ 6,361 巻立は必要に応じ別途計上

呼径   500mm
ｍ 9,741 巻立は必要に応じ別途計上

呼径   600mm
ｍ 12,917 巻立は必要に応じ別途計上

暗渠 呼径   300mm
ｍ 10,926 巻立は必要に応じ別途計上

呼径   400mm
布設 ｍ 13,895 巻立は必要に応じ別途計上

呼径   500mm
ｍ 18,139 巻立は必要に応じ別途計上

呼径   600mm
ｍ 21,160 巻立は必要に応じ別途計上

ふとんかご工 階段式用線4.0mm
13×120×50 ｍ 10,700

耐圧ポリエチレ
ンリブ管

18-8-40N
W/C　60%以下

高密度ポリエチ
レン管

適用・備考

残土整
理工

鋸長500mmチェーンソー

敷均し幅：2.5m以上
　　φ40mm以下、敷厚10cm、
　　砕石 RC-40等

上置 ｍ2



単価

工種 名 称 適 用 種  別 単位 （円）

掘削工 機械 一般 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.20 砂～礫質土 ｍ3 875

掘削 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35 砂～礫質土 ｍ3 279

ｍ3 258

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.60 砂～礫質土 ｍ3 225

ｍ3 208

大型ﾌﾞﾚｰｶ 軟岩Ⅰ ｍ3 1,566

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35 軟岩Ⅱ ｍ3 1,851

補助 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.20 砂～礫質土 ｍ3 737

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35 砂～礫質土 ｍ3 222

ｍ3 205

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.60 砂～礫質土 ｍ3 169

ｍ3 156

大型ﾌﾞﾚｰｶ 軟岩Ⅰ ｍ3 1,392

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35 軟岩Ⅱ ｍ3 1,645

盛土法面 機械 一般 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.20 砂～粘性土 ㎡ 126 荒仕上げ

整理工 378 ／３

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35 砂～粘性土 ㎡ 124

373 ／３

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.60 砂～粘性土 ㎡ 127

383 ／３

補助 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.20 砂～粘性土 ㎡ 112

337 ／３

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35 砂～粘性土 ㎡ 108

324 ／３

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.60 砂～粘性土 ㎡ 107

321 ／３

地　山

ルーズ

地　山

ルーズ

地　山

ルーズ

地　山

ルーズ

令和２年度　森林作業道単価表　積算用単価
【本土】税抜き

取扱注意　　R2.11.1  以降適用

   バックホウ適用

地質条件



単価

工種 名 称 適 用 種  別 単位 （円）

掘削工 機械 一般 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.20 砂～礫質土 ｍ3 886

掘削 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35 砂～礫質土 ｍ3 283

ｍ3 262

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.60 砂～礫質土 ｍ3 229

ｍ3 211

大型ﾌﾞﾚｰｶ 軟岩Ⅰ ｍ3 1,584

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35 軟岩Ⅱ ｍ3 1,872

補助 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.20 砂～礫質土 ｍ3 748

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35 砂～礫質土 ｍ3 226

ｍ3 209

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.60 砂～礫質土 ｍ3 173

ｍ3 159

大型ﾌﾞﾚｰｶ 軟岩Ⅰ ｍ3 1,410

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35 軟岩Ⅱ ｍ3 1,666

盛土法面 機械 一般 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.20 砂～粘性土 ㎡ 127 荒仕上げ

整理工 381 ／３

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35 砂～粘性土 ㎡ 125

377 ／３

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.60 砂～粘性土 ㎡ 129

388 ／３

補助 ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.20 砂～粘性土 ㎡ 113

340 ／３

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.35 砂～粘性土 ㎡ 109

328 ／３

ﾊﾞｯｸﾎｳ平積0.60 砂～粘性土 ㎡ 108

326 ／３

地　山

ルーズ

地　山

ルーズ

地　山

ルーズ

地　山

ルーズ

令和２年度　森林作業道単価表　積算用単価
本土【税込み】

取扱注意　　R2.11.1  以降適用

   バックホウ適用

地質条件



令和２年度　森林作業道単価表　積算用単価

取扱注意　　R2.11.1  以降適用
単価

工種 名 称 種  別 単位 （円）

伐開工 ㎡ 88
共通仮設費に含まれない胸高直径5cm以上の
伐開（中位の伐開）

盛土工 機械 一般 土砂類 ｍ3 194 ブル15t使用（仕上り厚0.30）

機械 一般 土砂類 ｍ3 604 ブル3t＋振動ローラ絞固め3t

機械 一般 土砂類 ｍ3 97

路盤工 一般 266 路盤工単価（砂利敷き均し）

　敷均し幅2.5m以上：バックホウ0.2m3

補 助 246
それぞれの敷均し単価に別途、路盤材料単価
を計上(なお、使用する路盤材料の量は材料割
増し率により㎡当たり0.12 使用）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 一般 ｍ3 24,800

法面
保護工 木 柵   間 伐材使用  ｍ 3,450 杭現採の場合 1,660 苗木植え付け無し
水路工 横断溝Ａ 土砂類 ｍ 3,210 現地発生材利用

横断溝Ｂ 土砂類 ｍ 1,650 現地発生材利用
横断溝Ｃ 土砂類 ｍ 198 現地発生材利用

一般 ｍ3 283 バックホウ0.35ｍ3使用　地山掘削
側溝

補助 ｍ3 226 バックホウ0.35ｍ3使用　地山掘削
暗渠 φ   200mm
  ヒューム管ム管  ＊2.00m ｍ 6,716 巻立は必要に応じ別途計上

布設 φ   300mm
 ＊2.00m ｍ 8,130 巻立は必要に応じ別途計上

φ   400mm
 ＊2.43m ｍ 12,561 巻立は必要に応じ別途計上

φ   500mm
 ＊2.43m ｍ 15,530 巻立は必要に応じ別途計上

φ   600mm
 ＊2.43m ｍ 19,590 巻立は必要に応じ別途計上

φ   700mm
 ＊2.43m ｍ 26,120 巻立は必要に応じ別途計上

φ   800mm
 ＊2.43m ｍ 31,130 巻立は必要に応じ別途計上

φ   900mm
 ＊2.43m ｍ 37,850 巻立は必要に応じ別途計上

φ 1,000mm
 ＊2.43m ｍ 44,300 巻立は必要に応じ別途計上

暗渠 呼径   300mm
ｍ 3,834 巻立は必要に応じ別途計上

呼径   400mm
布設 ｍ 6,978 巻立は必要に応じ別途計上

呼径   500mm
ｍ 10,680 巻立は必要に応じ別途計上

呼径   600mm
ｍ 14,174 巻立は必要に応じ別途計上

暗渠 呼径   300mm
ｍ 11,999 巻立は必要に応じ別途計上

呼径   400mm
布設 ｍ 15,266 巻立は必要に応じ別途計上

呼径   500mm
ｍ 19,918 巻立は必要に応じ別途計上

呼径   600mm
ｍ 23,240 巻立は必要に応じ別途計上

ふとんかご工 階段式用線4.0mm
13×120×50 ｍ 11,340

適用・備考

残土整
理工

鋸長500mmチェーンソー

上置
敷均し幅：2.5m以上
　　φ40mm以下、敷厚10cm、
　　砕石 RC-40等

耐圧ポリエチレ
ンリブ管

18-8-40N
W/C　60%以下

高密度ポリエチ
レン管

ｍ2

本土【税込み】


