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１．本表は、公益財団法人東京都農林水産振興財団が発注する森林整備事業に積算に用いる単価を掲載したものである。
  本表の全部または一部を、転載・販売することを禁止する。
  資材等単価は、市場の取引の実態を調査した結果を反映したものであり、価格を拘束するものではない。
  本表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切責任を負わない。
２．本表の空欄部分は、(一財)建設物価調査会および(一財)経済調査会が発行する物価資料に掲載されている単価を引用・加工
  した単価（※）であり、以下の理由により非公開とする。またカタログ単価についても同様に扱う。
  また、これに類する公益財団法人東京都農林水産振興財団が著作権を有していない単価についても同様に取り扱う。
  なお、単価を改定した項目は「改」と標記する。
（１）両調査会の単価は、著作権法第２条第１項に定める著作物に当たると判断するため。
（２）適用日から１年以内の公開は、正当な利益を害するとして、両調査会の承諾を得られないため。
３．労務単価は、農林水産省及び国土交通省において、公共事業労務費調査に基づき決定された公共工事設計労務単価を
  適用している。
  なお、この単価には、社会保険に未加入の者が適正に加入できるよう、法定福利費（本人負担分）相当額が適切に反映されている。
（１）労務単価の構成
労務単価は次の①から④で構成されている。
①基本給相当額
②基準内手当（当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当）
③臨時の給与（賞与等）
④実物給与（食事の支給等）
（２）労務単価に含まれない賃金、手当、経費
①時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金
②各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当
③現場管理費（法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等）及び一般管理費等の諸経費
（例えば、交通誘導警備員の単価には、警備会社に必要な諸経費（現場管理費及び一般管理費等）は、含まれていない。)
（３）留意事項
・法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等は積算上、現場管理費等に含まれている。
・労務単価は、森林整備事業の積算に用いるためのものであり、下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払賃金を
 拘束するものではない。

留 意 事 項
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適用範囲 名称 規格 単位 単価 摘要
特殊作業員 日 25,700
普通作業員 日 22,300

運転手 （一般）
道路交通法第８４条に規定する運転免許（大型・普通免許）を有し、主とし
て機械を運転または操作して、主体的業務を行う者

日 21,100

測量技師
主に測量上級主任技師又は主任技師の包括的指示のもと業務の計画・実施を
行う者

日 42,200

測量技師補
上記以外の測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもと業務の計画・
実施を行う者

日 32,400

測量助手
測量技師又は測量技師補の指揮、指導のもとに測量作業における難易度の高
い補助業務を担当する者

日 31,100

測量補助員
測量技師、測量技師補または測量助手の指揮指導の下に測量作業における補
助業務を担当する者

日 25,400

運転手（特殊）
相当程度の技能及び高度の肉体条件を有し、各種作業について必要とされる
主体的業務を行うもの（軽機械運転等）

日 25,300

技師（A)
一般的な定型業務に精通するとともに高度な定型業務を複数担当する。ま
た、上司の指導のもとに非定型的な業務を担当する。

日 51,200

技師（B)
一般的な定型業務を複数担当する。また、上司の包括的指示のもとに高度な
定型業務を担当する。

日 41,600

技師（C)
上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当する。また、上司の指導
のもとに高度な定型業務を担当する。

日 32,800

技術員
上司の指導のもとに一般的な定型業務の一部を担当する。また、補助員を指
導して基礎的資料を作成する。

日 29,000

一般作業員 平地におけるイベントでPR活動等を補助的に行う者 時間 1,090
一般作業員 山間部におけるイベントでPR活動等を補助的に行う者 時間 1,460
山林作業員補助 山林作業員の補助を行う者 時間 1,220

一般土木世話役
イベント講師（企画等含）、総括（作業説明・実演・指導）森林内で伐採搬
出の可否を調査する者

日 26,500

労務単価
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適用範囲 名称 規格 単位 単価 摘要
ス ギ（花粉の少ないスギ苗）  L=45cm φ=  9㎜ （ 2～3 年生） 本 156
ス ギ（花粉の少ないスギ苗）  L=60cm φ= 11㎜ （ 2～3 年生）補植用 本 156
ヒノキ（花粉の少ないヒノキ苗）  L=45cm φ=  7㎜ （３年生） 本 170
ヒノキ  L=60cm φ=  8㎜ （３年生）補植用 本 170
ﾔﾏｻﾞｸﾗ､ｹﾔｷ､ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ､ﾐｽﾞﾅﾗ､ｺﾅﾗ､ｶﾂﾗ､ｸﾇｷﾞ 裸苗（H＝50ｃｍ） 本 250
ﾔﾏｻﾞｸﾗ､ｹﾔｷ､ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ､ﾐｽﾞﾅﾗ､ｺﾅﾗ､ｶﾂﾗ､ｸﾇｷﾞ ポット苗（H＝50ｃｍ） 本 500
ﾔﾏｻﾞｸﾗ､ｹﾔｷ､ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ､ﾐｽﾞﾅﾗ､ｺﾅﾗ､ｶﾂﾗ､ｸﾇｷﾞ 裸苗（H＝100ｃｍ） 本 600
ﾔﾏｻﾞｸﾗ､ｹﾔｷ､ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ､ﾐｽﾞﾅﾗ､ｺﾅﾗ､ｶﾂﾗ､ｸﾇｷﾞ ポット苗（H＝100ｃｍ） 本 1,000
ﾔﾏｻﾞｸﾗ､ｹﾔｷ､ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ､ﾐｽﾞﾅﾗ､ｺﾅﾗ､ｶﾂﾗ､ｸﾇｷﾞ ポット苗（H＝150ｃｍ内外） 本 2,000
ﾔﾏｻﾞｸﾗ､ｹﾔｷ､ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ､ﾐｽﾞﾅﾗ､ｺﾅﾗ､ｶﾂﾗ､ｸﾇｷﾞ 根巻き（H＝150ｃｍ内外） 本 3,000
チェンソー 45 ㏄内外  耐用数量 4,500㎥ 台 142,000
チェンソー 替刃 40 ～50㎝  耐用数量 400㎥ 個 3,025
集 材 機 3.2t吊り  37kw  主伐用 耐用数量 16,500㎥ 台 カタログ
運 材 機 KBA-100  37kw  主伐用 耐用数量 16,500㎥ 台 カタログ
集 材 機 14kw 間伐用    耐用数量 14,000㎥ 台 カタログ
ワイヤロープ 20㎜ 6撚×7 本線 耐用数量 15,000㎥ ｍ 建設物価 
ワイヤロープ 10㎜ 6撚×24本線 耐用数量 7,000㎥ ｍ 建設物価 
ワイヤロープ 12㎜ 6撚×24本線  耐用数量 7,000㎥ ｍ 建設物価 
キャレッジ P-1    耐用数量 12,000㎥ 個 カタログ
ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ PR-1    耐用数量 12,000㎥ 個 カタログ
ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾛｯｸ BL-4            耐用数量 12,000㎥ 個 カタログ
ﾋｰﾙﾌﾞﾛｯｸ BH-4*2       耐用数量 12,000 ㎥ 個 カタログ
ｽﾅｯﾁﾌﾞﾛｯｸ OS-4F        耐用数量 12,000 ㎥ 個 カタログ
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 9㎜ ～   耐用数量 12,000 ㎥ 個 建設物価
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 12㎜ ～   耐用数量 12,000㎥ 個 建設物価
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 18㎜ ～   耐用数量 12,000 ㎥ 個 建設物価
ガソリン レギュラー ㍑ 建設物価
軽  油 ㍑ 建設物価
混 合 油 混合比 25:1  ガソリン：2サイクルオイル ㍑ 改

資材等

苗木
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適用範囲 名称 規格 単位 単価 摘要
モビール油 2サイクルエンジンオイル （20ℓ缶） ㍑ 積算資料
モビール油 ディーゼルエンジンオイル ㍑ 積算資料
チェンオイル 自動車用１種  ギヤオイル ㍑ 積算資料
丸 太 末口22㎝以上長4 ｍ 仮設資材用（多摩産材） m3 11,466
釘 φ6×150 ㎜  ㎏ 積算資料
かすがい φ9×150 ㎜ 本 積算資料
針 金 ＃12なまし鉄線  ㎏ 積算資料
集材・索道損料 キャレッジ、ブロック、クリップ他部品一式 m3 27
盤台材料費 丸太、釘、かすがい、針金、他部品一式 m2 1,698
中間支柱材料費 丸太、釘、かすがい、針金、他部品一式 基 9,541
スギ（木材） 径 9～12㎝ m3 7,485
スギ（木材） 径 13～16㎝ m3 7,182
スギ（木材） 径 18～28㎝ m3 9,169
スギ（木材） 径 30㎝以上 m3 11,184
ヒノキ（木材） 径 9～12㎝ m3 7,888
ヒノキ（木材） 径 13～16㎝ m3 11,172
ヒノキ（木材） 径 18～28㎝ m3 13,762
ヒノキ（木材） 径 30㎝以上 m3 23,305
B材 m3 7,195
C材 m3 2,879
主伐搬出補助事業単価 m3 4,304
連絡車（ライトバン1500CC） 日 2,137

10㎞以下 m3 2,754
20㎞以下 m3 4,838
30㎞以下 m3 6,929
40㎞以下 m3 9,081
50㎞以下 m3 11,187
60㎞以下 m3 13,204

自動車運搬
トラック２ｔ

資材

木材
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適用範囲 名称 規格 単位 単価 摘要
10㎞以下 m3 1,848
20㎞以下 m3 3,045
30㎞以下 m3 4,227
40㎞以下 m3 5,417
50㎞以下 m3 6,597
60㎞以下 m3 7,799
10㎞以下 m3 1,484
20㎞以下 m3 2,313
30㎞以下 m3 3,145
40㎞以下 m3 3,971
50㎞以下 m3 4,795
60㎞以下 m3 5,617
10㎞以下 m3 1,358
20㎞以下 m3 2,060
30㎞以下 m3 2,764
40㎞以下 m3 3,470
50㎞以下 m3 4,171
60㎞以下 m3 4,862
10㎞以下 m3 1,300
20㎞以下 m3 1,944
30㎞以下 m3 2,587
40㎞以下 m3 3,229
50㎞以下 m3 3,880
60㎞以下 m3 4,528

自動車運搬

トラック４ｔ

トラック６～７ｔ

トラック8ｔ

トラック１０ｔ
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適用範囲 名称 規格 単位 単価 摘要
10㎞以下 m3 1,273
20㎞以下 m3 1,893
30㎞以下 m3 2,510
40㎞以下 m3 3,132
50㎞以下 m3 3,745
60㎞以下 m3 4,366

自動車運搬 トラック１１ｔ
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