
発注機関名　：　大町建設事務所

市町村名 箇　　所　　名 市町村名 箇　　所　　名 延長（km) 名称 規格１ 規格２ 台数 排ガス対応
乗車
定員

平日昼 免許の種類
車両系建
設機械有

無
名称 規格１ 規格2 台数 排ガス対応

乗車
定員 平日昼 免許の種類

車両系建
設機械有

無
除雪機械 運転要員 情報員

交通誘
導員A

交通誘
導員B

主要地方道 大町麻績インター千曲線 大町市 旭町（R147号交点） ～ 大町市 生坂村境 11.6 除雪ドーザ 8t
アングリングサイドスライド
プラウ 1台 2011 2名 40ｈ 大型特 有 ロータリ除雪車 90Kｗ 1台 2名 40h 大型特 無

主要地方道 大町明科線 大町市 旭町（R147号交点） ～ 池田町 安曇野市境 14.9 除雪グレーダ 3.1ｍ 1台 2名 40h 大型特 有

一般県道 美麻八坂線 大町市 旧美麻村境 ～ 大町市 八坂大平（大町麻績インター千曲線交点） 5.6 除雪グレーダ 3.1ｍ 2台 1名 40h*2 大型特 有

一般県道 舟場矢下線 大町市 八坂舟場（Ｒ19号交点） ～ 大町市 八坂矢下（大町麻績インター千曲線交点） 9.5 除雪ドーザ 13ｔ
アングリングサイド
スライドプラウ 1台 2011 2名 40h 大型特 有

一般県道 宇留賀池田線 池田町 菅ノ田 ～ 池田町 池田５丁目（大町明科線交点） 9.2 除雪ドーザ 13ｔ
アングリングサイド
スライドプラウ 1台 1次 2名 40h 大型特 有

一般県道 上生坂信濃松川(停)線 池田町 生坂村境 池田町 池田１丁目（大町明科線交点） 4.7 除雪ドーザ 8ｔ アングリングプラウ 1台 2011 1名 40h 大型特 有

一般県道 原木戸安曇追分(停)線 安曇野市 高瀬橋西信号 ～ 池田町 渋田見（大町明科線交点） 1.6 除雪ドーザ 8t
アングリングサイド
スライドプラウ 1台 2011 1名 40h 大型特 有

除雪ドーザ 8t アングリングプラウ 1台 1名 40h 大型特 有

57.1 1台 9台 1回 1回 30回 1.人・日 1.人・日 120本 -

主要地方道 大町麻績インター千曲線 大町市 旭町（R147号交点） ～ 大町市 生坂村境 11.6 凍結防止剤散布車 3.4㎥ 乾式 1台 2名 120h ＊１ 無

主要地方道 大町明科線 大町市 旭町（R147交差点） ～ 池田町 安曇野市境 14.9 凍結防止剤散布車 2.5㎥ 乾式 1台 2名 120h ＊１ 無

一般県道 美麻八坂線 大町市 旧美麻村・八坂村境 ～ 大町市 八坂大平（大町麻績インター千曲線交点） 5.6 凍結防止剤散布車 1.0㎥ 乾式 1台 2名 120h ＊１ 無

一般県道 舟場矢下線 大町市 八坂舟場（Ｒ19号交点） ～ 大町市 八坂矢下（大町麻績インター千曲線交点） 9.5

一般県道 上生坂信濃松川(停)線 池田町 生坂村境 ～ 池田町 池田１丁目（大町明科線交点） 4.7

一般県道 宇留賀池田線 池田町 生坂村境 ～ 池田町 池田５丁目（大町明科線交点） 12.2

一般県道 原木戸安曇追分(停)線 安曇野市 高瀬橋西信号 ～ 池田町 渋田見（大町明科線交点） 1.6

60.1 3台 1回 1回 30回 － － - 600ｔ

　※ 除雪ドーザ 13ｔ　排出ガス「2011型」は、「３次型」と同等とする。 ・土木一般世話役　8時間

　※ 除雪ドーザ  8ｔ　排出ガス「普通型」は、「１次型」と同等とする。 ・普通作業員　8時間

*1 散布車に必要な免許種類

＊ 凍結防止剤散布剤の格納先はブロック内で凍結防止剤の積み降ろしが可能で、品質を保持できる屋根付きの格納庫を確保してください。 種類 免許取得時期

（また1.0㎥での格納庫は池田町にあるのが望ましい） 3.4㎥ －

＊ 表中の車両系建設機械は整地運搬・積み込み用及び掘削用運転技能講習を示す。 2.5㎥ －

1.0㎥ －

＊中型免許は限定無
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令和４年度　除雪業務書（大町市南東・池田町JVブロック）

ブロック 業務内容 市町村名

業　務　箇　所 業　務　概　要

道路種別 路　　線　　名

区　　　　間 貸付機械内訳 委託機械内訳 待機補償
スノー

ポール設
置撤去

凍結防止
剤積込

交通誘導員

H19.6.1以前 H19.6.2～H29.3.11 H29.3.12以降

大型 中型免許以上 中型免許以上

大型

普通t

中型免許以上 中型免許以上

普通（5t未満） 準中型


