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樹木剪定等業務 単価表

工種
番号 工種 単位 見積金額

昼間

1 掘削                                    土砂                                    現場制約あり                            ｍ3

2 人力積込                                土砂                                                                            ｍ3

3 掘削                                    土砂                                    小規模                                  ｍ3

4 埋戻し                                  土砂 締固め有                           現場制約有                              ｍ3

5 埋戻し                                  土砂                                    小規模                                  ｍ3

6 発生土　運搬・廃材処分                  ２ｔ積                                                                          ｍ3

7 枯損木伐採工　幹回り２９㎝以下          運搬・廃材処分費込み                                                            本

8 枯損木抜根工　幹回り２９㎝以下          運搬・廃材処分費込み                                                            本

9 枯損木伐採工　幹回り３０～５９㎝        運搬・廃材処分費込み                                                            本

10 枯損木抜根工　幹回り３０～５９㎝        運搬・廃材処分費込み                                                            本

11 枯損木伐採工　幹回り６０～８９㎝        運搬・廃材処分費込み                                                            本

12 枯損木抜根工　幹回り６０～８９㎝        運搬・廃材処分費込み                                                            本

13 枯損木伐採工　幹回り９０～１１９㎝      運搬・廃材処分費込み                                                            本

14 枯損木抜根工　幹回り９０～１１９cm      運搬・廃材処分費込み                                                            本

15 枯損木伐採工　幹回り１２０～１４９㎝    運搬・廃材処分費込み                                                            本

16 枯損木抜根工　幹回り１２０～１４９cm    運搬・廃材処分費込み                                                            本

17 枯損木伐採工　幹回り１５０～１９９㎝    運搬・廃材処分費込み                                                            本

18 枯損木抜根工　幹回り１５０～１９９cm    運搬・廃材処分費込み                                                            本

19 枯損木伐採工　幹回り２００㎝以上        運搬・廃材処分費込み                                                            本

20 枯損木抜根工　幹回り２００㎝以上        運搬・廃材処分費込み                                                            本

21 倒木復旧                                幹回り２９㎝以下                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本

22 倒木復旧                                幹回り３０～５９㎝                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本

23 倒木復旧                                幹回り６０～８９㎝                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本

24 半倒木復旧                              幹回り２９㎝以下                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本

25 半倒木復旧                              幹回り３０～５９㎝                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本

26 半倒木復旧                              幹回り６０～８９㎝                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本

27 中低木撤去工（高さ　２９㎝～　８９㎝）  運搬・廃材処分費込み                                                            本

28 中低木撤去工（高さ　９０㎝～１９９㎝）  運搬・廃材処分費込み                                                            本

29 中低木撤去工（高さ２００㎝以上）        運搬・廃材処分費込み                                                            本

30 街路樹せん定（幹周６０㎝未満）          高木夏期　運搬・廃材処分費込み                                                  本

31 街路樹せん定（幹周６０以上１２０㎝未満） 高木夏期　運搬・廃材処分費込み                                                  本

32 高木せん定（幹周１２０以上１８０㎝未満） 夏期　運搬・廃材処分費込み                                                      本

33 街路樹せん定（幹周６０㎝未満）          高木冬期　運搬・廃材処分費込み                                                  本

34 街路樹せん定（幹周６０以上１２０㎝未満） 高木冬期　運搬・廃材処分費込み                                                  本

35 高木せん定（幹周１２０以上１８０㎝未満） 冬期　運搬・廃材処分費込み                                                      本

36 街路樹せん定（幹周６０㎝未満）          高木支障枝剪定　運搬・廃材処分費込み                                            本

37 街路樹せん定（幹周６０以上１２０㎝未満） 高木支障枝剪定　運搬・廃材処分費込み                                            本

38 高木せん定（幹周１２０以上１８０㎝未満） 支障枝せん定　運搬・廃材処分費込み                                              本

39 ヤゴ取り（幹周り　５９㎝以下）          運搬・廃材処分費込み                                                            本

40 ヤゴ取り（幹周り　６０㎝以上）          運搬・廃材処分費込み                                                            本

41 街路樹せん定（寄植剪定　低木（株物））  運搬・廃材処分費込み                                                            ｍ2

42 街路樹せん定（寄植剪定　中木）          運搬・廃材処分費込み                                                            ｍ2

43 地被類植付工［市場単価］                                                                                                鉢

44 植樹工［市場単価］                      低木　樹高６０㎝未満                                                            本

45 植樹工［市場単価］                      中木、樹高　６０㎝以上１００㎝未満                                              本

46 植樹工［市場単価］                      中木、樹高１００㎝以上２００㎝未満                                              本

形状・寸法

計



樹木剪定等業務 単価表

工種
番号 工種 単位 見積金額形状・寸法

47 植樹工［市場単価］                      中木、樹高２００㎝以上３００㎝未満                                              本

48 植樹工［市場単価］                      高木，幹回り　２０㎝未満                                                        本

49 植樹工［市場単価］                      高木，幹回り　２０㎝以上４０㎝未満                                              本

50 植樹工［市場単価］                      高木，幹回り　４０㎝以上６０㎝未満                                              本

51 植樹工［市場単価］                      高木，幹回り　６０㎝以上９０㎝未満                                              本

52 客土（地被類）                          畑土                                                                            ｍ2

53 客土（中低木、高木）                    中低木、高さ　９９㎝以下                畑土を使用する                          本・株

54 客土（中低木、高木）                    中低木、高さ　１００㎝～１９９㎝        畑土を使用する                          本・株

55 客土（中低木、高木）                    中低木、高さ　２００㎝以上              畑土を使用する                          本・株

56 客土（中低木、高木）                    高木，幹回り　２９㎝以下                畑土を使用する                          本

57 客土（中低木、高木）                    高木，幹回り　３０㎝～５９㎝            畑土を使用する                          本

58 客土（中低木、高木）                    高木，幹回り　６０㎝～８９㎝            畑土を使用する                          本

59 客土（中低木、高木）                    高木、幹回り　９０㎝～１１９㎝          畑土を使用する                          本

60 客土（中低木、高木）                    高木、幹回り　１２０㎝～１４９㎝        畑土を使用する                          本

61 支柱設置［市場単価］　　　　　　　　　　 中木，二脚鳥居　添木付　樹高 250㎝以上　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本

62 支柱設置［市場単価］　　　　　　　　　　 中木，八ツ掛（竹）　　　樹高 100㎝以上　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本

63 支柱設置［市場単価］　　　　　　　　　　 中木，布掛（竹）　　　　樹高 100㎝以上　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｍ

64 支柱設置［市場単価］　　　　　　　　　　 中木，添柱形（一本形・竹）樹高 100㎝以上 　　　　　　　　　　　　　　　　　      本

65 支柱設置［市場単価］　　　　　　　　　　 中木，生垣形　　　　　　樹高 100㎝以上　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｍ

66 支柱設置［市場単価］　　　　　　　　　　 高木、二脚鳥居　添木付　幹周30㎝未満　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本

67 支柱設置［市場単価］　　　　　　　　　　 高木、二脚鳥居添木無幹周30以上40未満　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本

68 支柱設置［市場単価］　　　　　　　　　　 高木、三脚鳥居　幹周30㎝以上60㎝未満　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本

69 支柱設置［市場単価］　　　　　　　　　　 高木、十字鳥居　　　　　幹周30㎝以上　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本

70 支柱設置［市場単価］　　　　　　　　　　 高木、二脚鳥居組合せ　　幹周50㎝以上　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本

71 支柱設置［市場単価］　　　　　　　　　　 高木、八ッ掛　　　　幹回り40㎝未満　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本

72 支柱設置［市場単価］　　　　　　　　　　 高木、八ッ掛　　　　幹回り40㎝以上　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本

73 支柱撤去［市場単価］                    中木支柱、二脚鳥居添木付、八ツ掛、添柱形                                        本

74 支柱撤去［市場単価］                    中木支柱、布掛（竹）、生垣形                                                    ｍ

75 支柱撤去［市場単価］                    高木支柱、各種                                                                  本

76 除草                                    肩掛け式 飛び石防護有り                                                         ｍ2

77 除草                                    肩掛け式 飛び石防護無し                                                         ｍ2

78 除草                                    ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式                                                                     ｍ2

79 除草                                    人力除草                                                                        ｍ2

80 つる除草                                H＝1.8ｍ未満                                                                    ｍ2

81 集草                                                                                                                    ｍ2

82 積込運搬                                運搬距離11.5km以下                      ダンプトラック　２t積級                 ｍ2

83 草処理費                                草（再資源化施設）                                                              ㎏

84 緑地清掃                                                                                                                ｍ2

85 病虫害せん定防除（高木）                運搬・廃材処分費込み                                                            本

86 病虫害防除（薬剤散布）                  病害虫殺菌 展着剤込み                                                           l

87 ハチの巣撤去                            スズメバチ                                                                      巣

88 ハチの巣撤去                            スズメバチ以外                                                                  巣

89 ハチの巣撤去                            スズメバチ、リフト車使用                                                        巣

90 カラスの巣撤去                          使用しない                                                                      巣



樹木剪定等業務 単価表

工種
番号 工種 単位 見積金額形状・寸法

91 カラスの巣撤去                          高所作業車　８～　９ｍ                                                          巣

92 カラスの巣撤去                          高所作業車１２～１３ｍ                                                          巣

93 街路樹巡回調査                          徒歩巡回調査                                                                    ㎞

94 街路樹巡回調査                          ライトバン巡回調査                                                              ㎞

95 街路樹巡回調査                          ライトバン回送                                                                  ㎞

96 樹皮保護剤塗布工                        樹皮保護剤含む                                                                  ｍ2

97 街路樹管理［市場単価］　　　　　　　　　 潅水　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｍ2

98 世話役（土木一般）                                                                                                      人

99 普通作業員                                                                                                              人

100 軽作業員                                                                                                                人

101 交通誘導警備員費                        交通誘導警備員Ｂ                                                                人日



樹木剪定等業務 単価表

工種
番号 工種 単位 見積金額形状・寸法

夜間

102 世話役（土木一般）                      （夜間）                                         人

103 普通作業員                              （夜間）                                         人

104 軽作業員                                （夜間）                                         人

105 交通誘導警備員費                        交通誘導警備員Ｂ（夜間）                                         人日


