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[機械損料]ブルドーザ　普通 3t級(3～4t)

排出ガス対策型(第1次基準値)

供用日 5,680

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]ブルドーザ　普通15t級(13～16t)

排出ガス対策型(第1次基準値)

供用日 19,700

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]ブルドーザ　普通21t級(24～26t)

排出ガス対策型(第1次基準値)

供用日 33,600

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]ブルドーザ　普通32t級(33～37t)

排出ガス対策型(第1次基準値)

供用日 40,000

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]ブルドーザ　湿地 16t級(15～

17t)

排出ガス対策型(第1次基準値)

供用日 23,400

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]ブルドーザ　湿地 20t級(19～

21t)

排出ガス対策型(第1次基準値)

供用日 24,700

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]ブルドーザ　リッパ装置付32t級

(38～42t)

排出ガス対策型(第1次基準値)

供用日 44,300

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]小型バックホウ

山積0.08 m3(平積0.06m3)クローラ型

排出ガス対策型(第1次基準値) 供用日 4,550

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]小型バックホウ

山積0.13 m3(平積0.10m3)クローラ型

排出ガス対策型(第2次基準値) 供用日 6,280

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]バックホウ

山積0.45m3(平積0.35m3)クローラ型

排出ガス対策型(第1次基準値) 供用日 10,000

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]バックホウ

山積0.5 m3(平積0.4 m3)クローラ型

排出ガス対策型(第1次基準値) 供用日 10,900

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]バックホウ

山積0.8 m3(平積0.6 m3)クローラ型

排出ガス対策型(第1次基準値) 供用日 17,400

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]バックホウ

山積1.4 m3(平積1.0 m3)クローラ型

排出ガス対策型(第1次基準値) 供用日 26,700

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

機械損料H2810適用機種 H28年度版



       単　　　価　　　表       単　　　価　　　表       単　　　価　　　表       単　　　価　　　表

名　称・種　類 規　格・形　状 単位 数  量 単  価 金  額 摘　　要 備　　考

[機械損料]バックホウ

山積0.28m3(平積0.2 m3)クローラ型

排出ガス対策型(第2次基準値) 供用日 7,970

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]バックホウ

山積0.45m3(平積0.35m3)クローラ型

排出ガス対策型(第2次基準値) 供用日 10,800

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]バックホウ

山積0.8 m3(平積0.6 m3)クローラ型

排出ガス対策型(第2次基準値) 供用日 18,500

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]バックホウ

山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 供用日 10,900

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]バックホウ

山積0.8m3(平積0.6m3)クレーン2.9t吊

クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値) 供用日 19,600

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]バックホウ

山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回

クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値) 供用日 8,970

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]バックホウ

山積0.4 m3(平積0.3 m3)超ロングアーム

クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 供用日 19,900

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]ドラグライン及びクラムシェル

油圧ロープ式・クローラ型・平積容量0.8m3

供用日 34,200

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]油圧クラムシェル

テレスコピック式・クローラ型・平積0.4m3

供用日 32,500

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]バックホウ用アタッチメント［掴み装

置］

最大把持外径0.7ｍ級

供用日 2,110

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]バックホウ用アタッチメント［掴み装

置］

最大把持外径1.0ｍ級

供用日 2,720

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]コンクリート圧砕機

建物・幅735～850mm・破砕力549～981kN

供用日 16,800

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]ダンプトラック・積載質量2t積

普通・ディーゼル

タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む 供用日

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

機械損料H2810適用機種 H28年度版
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[機械損料]ダンプトラック・積載質量4t積

普通・ディーゼル

タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む 供用日

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]ダンプトラック・積載質量10t積

普通・ディーゼル

タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む 供用日

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]ダンプトラック・積載質量10t積

普通・ディーゼル

タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む 供用日

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]トラック・積載質量2t積

普通

供用日 3,440

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]トラック・積載質量4～4.5t積

普通

供用日 5,770

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]トラック・積載質量11t積

普通

供用日 14,200

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]トラック・積載質量 2t積

クレーン装置付・2.0t吊

供用日 5,970

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]トラック・積載質量 4t積

クレーン装置付・2.0t吊

供用日 8,650

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]トラック・積載質量 4t積

クレーン装置付・2.9t吊

供用日 9,410

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]クローラクレーン・35～40t吊

機械駆動ウインチ・ラチスジブ型

供用日 36,400

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]クローラクレーン・45～50t吊

機械駆動ウインチ・ラチスジブ型

供用日 43,600

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]クローラクレーン・80t吊

機械駆動ウインチ・ラチスジブ型

供用日 85,300

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]クローラクレーン・100t吊

機械駆動ウインチ・ラチスジブ型

供用日 116,000

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

機械損料H2810適用機種 H28年度版
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[機械損料]クローラクレーン・150t吊

機械駆動ウインチ・ラチスジブ型

供用日 156,000

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]クローラクレーン・30～35t吊

油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型

供用日 31,100

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]クローラクレーン・40～45t吊

油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型

供用日 41,700

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]クローラクレーン・50～55t吊

油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型

供用日 50,500

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]クローラクレーン・60～65t吊

油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型

供用日 64,400

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]クローラクレーン・80t吊

油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型

供用日 88,200

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]クローラクレーン・100t吊

油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型

供用日 116,000

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]クローラクレーン・150t吊

油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型

供用日 169,000

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]トラッククレーン

油圧伸縮ジブ型・16t吊

供用日 21,800

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

ケーブルクレーン　定格荷重 1.0t

両端固定・ディーゼル駆動式

（簡易ケーブルクレーン） 供用日 2,370

国土交通省

地方整備局

[機械損料]高所作業車　作業床高さ12ｍ

積載荷重200ｋｇ　定員2名

トラック架装

伸縮ブーム・バスケット型

供用日 9,320

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]高所作業車　作業床高さ9ｍ

積載荷重1000ｋｇ

 トラック架装

垂直昇降・プラットフォーム型

供用日 7,270

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]高所作業車　作業床高さ13.2ｍ

積載荷重1000ｋｇ

 トラック架装

垂直昇降・プラットフォーム型

供用日 21,600

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

機械損料H2810適用機種 H28年度版
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[機械損料]粉体噴射攪拌機

単軸式・19.6kNmx1・最大改良深度20m

油圧・スキッド式 供用日 112,000

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]粉体噴射攪拌機

二軸式・ 55kWx2・最大改良深度26m

電動・クローラ式 供用日 192,000

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]粉体噴射攪拌機

二軸式・ 90kWx2・最大改良深度33m

電動・クローラ式 供用日 229,000

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

グラウトポンプ

ピストン式　200L/min

横型二連複動 供用日 2,810

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

ボーリングマシン　5.5kW級

油圧式

供用日 4,130

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

ボーリングマシン　55kW級

ロータリパーカッション式・スキッド型

供用日 52,800

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

ボーリングマシン　81kW級

ロータリパーカッション式・スキッド型

供用日 61,900

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]さく岩機　15kg級

ハンドドリル（空圧式）〈ハンドハンマ〉

供用日 496

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]さく岩機  ピックハンマ

〈コールピック〉　各種

供用日 80

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]さく岩機  20kg級

[コンクリートブレーカ]〈ハンドブレーカ〉

供用日 147

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]大型ブレーカ（ベースマシン含ま

ず）

油圧式　質量600～800kg級

供用日 6,560

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]大型ブレーカ（ベースマシン含ま

ず）

油圧式　質量1300kg級

供用日 11,000

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]クローラドリル

油圧式・搭乗式・ドリフタ質量150kg級

供用日 45,700

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

機械損料H2810適用機種 H28年度版
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[機械損料]モータグレーダ

土工用・ブレード幅3.1m

供用日 16,000

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]モータグレーダ

土工用・ブレード幅3.1m

排出ガス対策型(第1次基準値) 供用日 16,100

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]スタビライザ

路床改良用・処理幅2.0m・処理深0.6m

供用日 155,000

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]スタビライザ

路床改良用・処理幅2.0m・処理深1.2m

供用日 231,000

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]ロードローラ

マカダム・質量10～12t・締固め幅2.1m

排出ガス対策型(第1次基準値) 供用日 12,400

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]タイヤローラ   質量8～20t

排出ガス対策型(第1次基準値)

供用日 11,400

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]振動ローラ

ハンドガイド式・質量0.5～0.6t

供用日 1,440

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]振動ローラ

搭乗式・コンバインド型・質量 3.0～ 4.0t

排出ガス対策型(第1次基準値) 供用日 6,210

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]タンパ及びランマ

質量60～80kg

供用日 515

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]振動コンパクタ

前進型・質量40～60kg

供用日 323

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]コンクリートポンプ車

ブーム式・圧送能力65～85m3/h

供用日 43,600

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]コンクリートポンプ車

ブーム式・圧送能力 90～110m3/h

供用日 51,800

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]アスファルトフィニッシャ

クローラ型・舗装幅1.4～ 3.0m

供用日 15,900

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

機械損料H2810適用機種 H28年度版
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[機械損料]アスファルトフィニッシャ

ホイール型・舗装幅2.4～ 6.0m

供用日 38,600

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]アスファルトフィニッシャ

ホイール型・舗装幅2.4～ 6.0m

排出ガス対策型(第2次基準値) 供用日 41,100

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]アスファルトカーバ

能力4.0～4.5m3/h

供用日 2,390

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]路面清掃車

ブラシ式・ホッパ容量1.5m3    ・四輪式

供用日 28,300

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]散水車

トラック架装型・タンク容量　3800L

供用日 6,770

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]路面切削機・幅2.0m ・切削深

23cm

ホイール式・廃材積込装置付

供用日 128,000

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]コンクリートカッタ・ブレード径56cm

バキューム式・湿式・切削深20cm級

供用日 5,460

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]コンクリートカッタ・ブレード径75cm

バキューム・超低騒音・湿式・深30cm

供用日 13,800

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]コンクリートカッタ・ブレード径96cm

バキューム・超低騒音・湿式・深40cm

供用日 14,700

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]空気圧縮機

可搬式・スクリュー・エンジン・ 5.0m3/min

排出ガス対策型(第1次基準値) 供用日 2,580

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]小型うず巻ポンプ

可搬自吸式・口径50mm・全揚程30m

供用日 166

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]発動発電機

ガソリンエンジン駆動・定格容量1kVA

供用日 179

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]発動発電機

ディーゼルエンジン駆動・定格容量2.7/3kVA

供用日 416

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照
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[機械損料]コンクリート穿孔機　25cm級

電動式コアボーリングマシン　簡易仕様型

供用日 707

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]草刈機

肩掛式・カッター径255mm

供用日 142

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]草刈機　刈幅150cm

ハンドガイド式・笹／ヨシ等用[簡易搭乗型]

供用日 7,890

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]草刈機（草刈車）

遠隔操縦式・刈幅120cm

供用日 9,170

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]集草機　集草幅200cm

ハンドガイド式[簡易搭乗型]

供用日 9,240

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]集草機　集草幅180cm

遠隔操縦式

供用日 20,900

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]刈草梱包機械　梱包50cm x

70cm

ハンドガイド式[簡易搭乗型]

供用日 3,490

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]種子吹付機

車載式(種子専用)・タンク容量2.5m3

供用日 7,330

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]ベルトコンベヤ(ポータブル)

エンジン駆動・機長7m・ベルト幅350mm

供用日 645

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]パッカー車

回転式・積載容量4m3

供用日 9,650

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]パッカー車

回転式・積載容量8m3

供用日 10,500

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]電気溶接機

ディーゼルエンジン付・最大溶接電流250A

供用日 1,120

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]草刈機（草刈車）・ホイール式

ロングリーチモア装置付

供用日 35,600

国土交通省

地方整備局
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[機械損料]集草機

遠隔操縦式・集草幅160cm

供用日 9,800

国土交通省

地方整備局

[機械損料]草刈機（草刈車）

遠隔操縦式・刈幅185cm

供用日 22,900

国土交通省

地方整備局

[機械損料]草刈機（草刈車）

大型自走式・履帯式

供用日 9,600

国土交通省

地方整備局

[機械損料]集草機

大型自走式・履帯式

供用日 10,100

国土交通省

地方整備局

[機械損料]ダンプトラック・積載質量2t積

普通・ディーゼル

供用日 4,440

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]ダンプトラック・積載質量4t積

普通・ディーゼル

供用日 6,700

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

[機械損料]ダンプトラック・積載質量10t積

普通・ディーゼル

供用日 18,900

建設機械等損料表

（平成28年度版）参照

ダンプトラックタイヤ損耗費

積載質量2t積 普通

供用日 県単価

ダンプトラックタイヤ損耗費

積載質量2t積 良好

供用日 県単価

ダンプトラックタイヤ損耗費

積載質量2t積 不良

供用日 県単価

ダンプトラックタイヤ損耗費

積載質量4t積 普通

供用日 県単価

ダンプトラックタイヤ損耗費

積載質量4t積 良好

供用日 県単価
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ダンプトラックタイヤ損耗費

積載質量4t積 不良

供用日 県単価

ダンプトラックタイヤ損耗費

積載質量10t積 普通

供用日 県単価

ダンプトラックタイヤ損耗費

積載質量10t積 良好

供用日 県単価

ダンプトラックタイヤ損耗費

積載質量10t積 不良

供用日 県単価
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