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工事地名

３．予算科目

２．工事内容

工事名

4)  事業名：3)  目の細分：2)  目：1)  予算科目：

１．工事名

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事

鏡

大阪府枚方市長尾東町３丁目他

　１）　発注年月　　　　　令和 2年 9月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　大阪国道事務所　防災情報課　　　　　　　　　　　　

　３）　工事番号　　　　　4273010005　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４）　契約区分　　　　　単年度（繰越を含む）の分任官　　　　　　　　　　　

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　道路維持工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　１式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  153日間 　　　　自　　　令和 2年10月 9日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年 3月10日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　大阪府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　東大阪市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 2年 7月　　　　　　　　　　　　　　　

１３）　機械損料一括補正　　　　　 0　　　　労務費一括割増　　　　  0％ 　　

１４）　単価適用年月　　　　　　　2020年 9月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2020年 9月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　        242,040 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年 7月21日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備(機器単体)

電気設備(機器単体)

式         1          2,952,000

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

　ﾄﾝﾈﾙ照明設備

　

式         1          2,952,000

　　ﾄﾝﾈﾙ照明装置

　　

式         1          2,952,000

　　　自動調光装置

　　　

制御部,受光部

組         4          738,000         2,952,000

単-1号

機器単体費

式         1          2,952,000

電気設備

式         1         84,548,581

　ﾄﾝﾈﾙ照明設備工

　

長尾東ﾄﾝﾈﾙ（上り）

式         1         21,513,078

　　ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工

　　

式         1         15,882,910

　　　坑口照明灯設置

　　　（夜間）

KCE050-2 （照明器具

のみ）

基         4          143,900           575,600

単-2号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置

　　　（夜間）

LED式

式         1         15,040,470

内-1号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置

　　　（夜間）

KWE070B

台         2          104,900           209,800

単-3号

　　　自動調光装置設置

　　　（夜間）

制御部,受光部

組         1           57,040            57,040

単-4号

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備(機器単体)

　　配管･配線工

　　

式         1          2,883,608

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

　　　地中配線

　　　（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹ

ｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm

2×3C m        13            1,991            25,883

単-5号

　　　地中配線

　　　（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4

C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m         3            2,236             6,708

単-6号

　　　地中配線

　　　（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁

電線) 3心 2.0mm2×3C

m         3            1,940             5,820

単-7号

　　　屋外配線

　　　管内（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹ

ｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm

2×3C m       151            1,991           300,641

単-8号

　　　屋外配線

　　　管内（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4

C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m        27            2,236            60,372

単-9号

　　　屋外配線

　　　管内（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁

電線) 3心 2.0mm2×3C

m        27            1,940            52,380

単-10号

　　　屋外配線

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹ

ｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm

2×3C m       196            2,527           495,292

単-11号

　　　屋外配線

　　　ﾗｯｸ（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4

C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m       369            2,772         1,022,868

単-12号

　　　屋外配線

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁

電線) 3心 2.0mm2×3C

m       369            2,476           913,644

単-13号

　　ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工

　　

式         1          1,121,273

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（夜間）

Hf45 （不使用）

台        20           13,360           267,200

単-14号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備(機器単体)

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT110 （不使用）

台        24           12,520           300,480

単-15号

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT180 （不使用）

台        24           12,520           300,480

単-16号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT220 （不使用）

台         4           12,520            50,080

単-17号

　　　照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT110 （不使用）

台         4           14,250            57,000

単-18号

　　　自動調光装置撤去

　　　（夜間）

制御部,受光部 （不使

 用）

組         1           28,520            28,520

単-19号

　　　ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ撤去

　　　（夜間）

（不使用）

基         1            4,193             4,193

単-20号

　　　現場発生品運搬(電気)

　　　

配線含む （長尾東ﾄﾝﾈ

ﾙ（下り）･長尾台ﾄﾝﾈﾙ

（上下）共） 式         1             11,070

内-2号

　　　産業廃棄物運搬･処理

　　　

ﾗﾝﾌﾟ （長尾東ﾄﾝﾈﾙ（

下り）･長尾台ﾄﾝﾈﾙ（

上下）共） 式         1             40,610

内-3号

　　　産業廃棄物運搬･処理

　　　

安定器 （長尾東ﾄﾝﾈﾙ

（下り）･長尾台ﾄﾝﾈﾙ

（上下）共） 式         1             61,640

内-4号

　　配管･配線撤去工

　　

式         1          1,625,287

　　　地中配線撤去

　　　（夜間）

CV2mm2-2C （不使用）

m        10              922.6           9,226

単-21号

　　　地中配線撤去

　　　（夜間）

CV5.5mm2-2C （不使用

）

m         7              922.6           6,458

単-22号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備(機器単体)

　　　地中配線撤去

　　　（夜間）

CV8mm2-2C （不使用）

m         3              922.6           2,767

単-23号

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

　　　地中配線撤去

　　　（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m         7              201.3           1,409

単-24号

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

CV2mm-2C （不使用）

m       132              922.6         121,783

単-25号

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

CV3.5mm-1C （不使用

）

m        11              385.8           4,243

単-26号

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

CV5.5mm-2C （不使用

）

m       132              922.6         121,783

単-27号

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

CV8mm-2C （不使用）

m        27              922.6          24,910

単-28号

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m       137              201.3          27,578

単-29号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CV2mm-2C （不使用）

m       206            1,191           245,346

単-30号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CV5.5mm-2C （不使用

）

m       198            1,191           235,818

単-31号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CV8mm-2C （不使用）

m         8            1,191             9,528

単-32号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

VVR2mm2-2C+(E)3.5mm2

 （不使用）

m       372            1,191           443,052

単-33号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

VVR8mm2-2C+(E)3.5mm2

 （不使用）

m       270            1,191           321,570

単-34号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備(機器単体)

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m       198              251.6          49,816

単-35号

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

　ﾄﾝﾈﾙ照明設備工

　

長尾東ﾄﾝﾈﾙ（下り）

式         1         27,962,651

　　ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工

　　

式         1         20,379,853

　　　坑口照明灯設置

　　　（夜間）

KCE050-2 （照明器具

のみ）

基         7          143,900         1,007,300

単-36号

　　　坑口照明灯設置

　　　（夜間）

KCE070-2 （照明器具

のみ）

基         1          151,900           151,900

単-37号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置

　　　（夜間）

LED式

式         1         18,953,813

内-5号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置

　　　（夜間）

KWE070B

台         2          104,900           209,800

単-38号

　　　自動調光装置設置

　　　（夜間）

制御部,受光部

組         1           57,040            57,040

単-39号

　　配管･配線工

　　

式         1          4,352,778

　　　地中配線

　　　（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹ

ｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm

2×2C m       124            1,926           238,824

単-40号

　　　地中配線

　　　（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹ

ｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm

2×3C m        13            1,991            25,883

単-41号

　　　地中配線

　　　（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-2C

+8mm2-2C+2mm2-2C+(E)

3.5mm2 m         2            4,140             8,280

単-42号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備(機器単体)

　　　地中配線

　　　（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-4C

+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m         2            4,207             8,414

単-43号

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

　　　地中配線

　　　（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁

電線) 3心 2.0mm2×3C

m         3            1,940             5,820

単-44号

　　　地中配線

　　　（夜間）

IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁

電線) 3.5mm2

m       124              438.6          54,386

単-45号

　　　屋外配線

　　　管内（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹ

ｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm

2×2C m        21            1,926            40,446

単-46号

　　　屋外配線

　　　管内（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹ

ｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm

2×3C m       176            1,991           350,416

単-47号

　　　屋外配線

　　　管内（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-2C

+8mm2-2C+2mm2-2C+(E)

3.5mm2 m         8            4,140            33,120

単-48号

　　　屋外配線

　　　管内（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-4C

+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m        19            4,207            79,933

単-49号

　　　屋外配線

　　　管内（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁

電線) 3心 2.0mm2×3C

m        27            1,940            52,380

単-50号

　　　屋外配線

　　　管内（夜間）

IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁

電線) 3.5mm2

m        14              438.6           6,140

単-51号

　　　屋外配線

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹ

ｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm

2×3C m       201            2,527           507,927

単-52号

　　　屋外配線

　　　ﾗｯｸ（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-2C

+8mm2-2C+2mm2-2C+(E)

3.5mm2 m       197            5,147         1,013,959

単-53号

　　　屋外配線

　　　ﾗｯｸ（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-4C

+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m       191            5,214           995,874

単-54号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備(機器単体)

　　　屋外配線

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁

電線) 3心 2.0mm2×3C

m       376            2,476           930,976

単-55号

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

　　ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工

　　

式         1          1,252,760

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（夜間）

Hf45 （不使用）

台        25           13,360           334,000

単-56号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT110 （不使用）

台        34           12,520           425,680

単-57号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT180 （不使用）

台        28           12,520           350,560

単-58号

　　　照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT110 （不使用）

台         7           14,250            99,750

単-59号

　　　照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT180 （不使用）

台         1           14,250            14,250

単-60号

　　　自動調光装置撤去

　　　（夜間）

制御部,受光部 （不使

 用）

組         1           28,520            28,520

単-61号

　　配管･配線撤去工

　　

式         1          1,977,260

　　　地中配線撤去

　　　（夜間）

CV2mm2-2C （不使用）

m       116              922.6         107,021

単-62号

　　　地中配線撤去

　　　（夜間）

CV5.5mm2-2C （不使用

）

m         7              922.6           6,458

単-63号

　　　地中配線撤去

　　　（夜間）

CV38mm2-2C （不使用

）

m         3            1,678             5,034

単-64号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備(機器単体)

　　　地中配線撤去

　　　（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m       120              201.3          24,156

単-65号

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

CV2mm-2C （不使用）

m        33              922.6          30,445

単-66号

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

CV3.5mm-1C （不使用

）

m        11              385.8           4,243

単-67号

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

CV5.5mm-2C （不使用

）

m       175              922.6         161,455

単-68号

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

CV38mm-2C （不使用）

m        27            1,678            45,306

単-69号

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m       181              201.3          36,435

単-70号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CV2mm-2C （不使用）

m        12            1,191            14,292

単-71号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CV5.5mm-2C （不使用

）

m       198            1,191           235,818

単-72号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CV38mm-2C （不使用）

m        12            1,191            14,292

単-73号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

VVR2mm2-2C+(E)3.5mm2

 （不使用）

m       373            1,191           444,243

単-74号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

VVR22mm2-2C+(E)3.5mm

2 （不使用）

m       366            2,181           798,246

単-75号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m       198              251.6          49,816

単-76号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備(機器単体)

　ﾄﾝﾈﾙ照明設備工

　

長尾台ﾄﾝﾈﾙ（上り）

式         1         13,452,873

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

　　ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工

　　

式         1          8,249,515

　　　坑口照明灯設置

　　　（夜間）

KCE050-2 （照明器具

のみ）

基         3          143,900           431,700

単-77号

　　　坑口照明灯設置

　　　（夜間）

KCE070-2 （照明器具

のみ）

基         1          151,900           151,900

単-78号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置

　　　（夜間）

LED式

式         1          7,608,875

内-6号

　　　自動調光装置設置

　　　（夜間）

制御部,受光部

組         1           57,040            57,040

単-79号

　　配管･配線工

　　

式         1          2,554,080

　　　地中配線

　　　（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹ

ｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm

2×3C m       403            1,948           785,044

単-80号

　　　地中配線

　　　（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5mm2-4

C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m         9            2,332            20,988

単-81号

　　　地中配線

　　　（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁

電線) 3心 2.0mm2×3C

m         9            1,940            17,460

単-82号

　　　屋外配線

　　　管内（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹ

ｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm

2×3C m        24            1,948            46,752

単-83号

　　　屋外配線

　　　管内（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5mm2-4

C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m        24            2,332            55,968

単-84号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備(機器単体)

　　　屋外配線

　　　管内（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁

電線) 3心 2.0mm2×3C

m        24            1,940            46,560

単-85号

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

　　　屋外配線

　　　ﾗｯｸ（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5mm2-4

C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m       301            2,868           863,268

単-86号

　　　屋外配線

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁

電線) 3心 2.0mm2×3C

m       290            2,476           718,040

単-87号

　　ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工

　　

式         1            969,553

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（夜間）

Hf45 （不使用）

台        19           13,360           253,840

単-88号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT110 （不使用）

台        10           12,520           125,200

単-89号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT180 （不使用）

台        24           12,520           300,480

単-90号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT220 （不使用）

台        16           12,520           200,320

単-91号

　　　照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT110 （不使用）

台         3           14,250            42,750

単-92号

　　　照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT180 （不使用）

台         1           14,250            14,250

単-93号

　　　自動調光装置撤去

　　　（夜間）

制御部,受光部 （不使

 用）

組         1           28,520            28,520

単-94号

　　　ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ撤去

　　　（夜間）

（不使用）

基         1            4,193             4,193

単-95号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備(機器単体)

　　配管･配線撤去工

　　

式         1          1,679,725

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

　　　地中配線撤去

　　　（夜間）

CV2mm2-2C （不使用）

m       524              922.6         483,442

単-96号

　　　地中配線撤去

　　　（夜間）

CV3.5mm2-1C （不使用

）

m         5              385.8           1,929

単-97号

　　　地中配線撤去

　　　（夜間）

CV38mm2-2C （不使用

）

m         9            1,678            15,102

単-98号

　　　地中配線撤去

　　　（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m       405              201.3          81,526

単-99号

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

CV2mm-2C （不使用）

m        48              922.6          44,284

単-100号

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

CV3.5mm-1C （不使用

）

m         6              385.8           2,314

単-101号

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

CV38mm-2C （不使用）

m        24            1,678            40,272

単-102号

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m        36              201.3           7,246

単-103号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CV2mm-2C （不使用）

m        13            1,191            15,483

単-104号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CV3.5mm-1C （不使用

）

m        10              486.5           4,865

単-105号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CV38mm-2C （不使用）

m        19            1,191            22,629

単-106号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備(機器単体)

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

VVR2mm2-2C+(E)3.5mm2

 （不使用）

m       292            1,191           347,772

単-107号

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

VVR22mm2-2C+(E)3.5mm

2 （不使用）

m       281            2,181           612,861

単-108号

　ﾄﾝﾈﾙ照明設備工

　

長尾台ﾄﾝﾈﾙ（下り）

式         1         14,788,319

　　ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工

　　

式         1         10,608,957

　　　坑口照明灯設置

　　　（夜間）

KCE050-2 （照明器具

のみ）

基         3          143,900           431,700

単-109号

　　　坑口照明灯設置

　　　（夜間）

KCE070-2 （照明器具

のみ）

基         1          151,900           151,900

単-110号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置

　　　（夜間）

LED式

式         1          9,968,317

内-7号

　　　自動調光装置設置

　　　（夜間）

制御部,受光部

組         1           57,040            57,040

単-111号

　　配管･配線工

　　

式         1          2,292,602

　　　地中配線

　　　（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹ

ｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm

2×3C m       257            1,948           500,636

単-112号

　　　地中配線

　　　（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4

C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m        16            2,236            35,776

単-113号

　　　地中配線

　　　（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁

電線) 3心 2.0mm2×3C

m        16            1,940            31,040

単-114号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備(機器単体)

　　　屋外配線

　　　管内（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹ

ｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm

2×3C m        29            1,948            56,492

単-115号

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

　　　屋外配線

　　　管内（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4

C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m        23            2,236            51,428

単-116号

　　　屋外配線

　　　管内（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁

電線) 3心 2.0mm2×3C

m        23            1,940            44,620

単-117号

　　　屋外配線

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹ

ｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm

2×3C m         5            2,484            12,420

単-118号

　　　屋外配線

　　　ﾗｯｸ（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4

C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m       295            2,772           817,740

単-119号

　　　屋外配線

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁

電線) 3心 2.0mm2×3C

m       295            2,476           730,420

単-120号

　　　ｹｰﾌﾞﾙ接続

　　　（夜間）

CV2mm2-3C 分岐接続

箇所         1           12,030            12,030

単-121号

　　ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工

　　

式         1            850,160

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（夜間）

Hf45 （不使用）

台        16           13,360           213,760

単-122号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT110 （不使用）

台         8           12,520           100,160

単-123号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT180 （不使用）

台        20           12,520           250,400

単-124号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT220 （不使用）

台        16           12,520           200,320

単-125号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備(機器単体)

　　　照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT110 （不使用）

台         3           14,250            42,750

単-126号

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

　　　照明器具撤去

　　　（夜間）

NHT180 （不使用）

台         1           14,250            14,250

単-127号

　　　自動調光装置撤去

　　　（夜間）

制御部,受光部 （不使

 用）

組         1           28,520            28,520

単-128号

　　配管･配線撤去工

　　

式         1          1,036,600

　　　地中配線撤去

　　　（夜間）

CV2mm2-2C （不使用）

m        16              922.6          14,761

単-129号

　　　地中配線撤去

　　　（夜間）

CV3.5mm2-1C （不使用

）

m         8              385.8           3,086

単-130号

　　　地中配線撤去

　　　（夜間）

CV3.5mm2-2C （不使用

）

m       257              922.6         237,108

単-131号

　　　地中配線撤去

　　　（夜間）

CV14mm2-2C （不使用

）

m        16              922.6          14,761

単-132号

　　　地中配線撤去

　　　（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m       257              201.3          51,734

単-133号

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

CV2mm-2C （不使用）

m        23              922.6          21,219

単-134号

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

CV3.5mm-1C （不使用

）

m         7              385.8           2,700

単-135号

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

CV3.5mm-2C （不使用

）

m        29              922.6          26,755

単-136号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備(機器単体)

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

CV14mm-2C （不使用）

m        23              922.6          21,219

単-137号

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

　　　屋外配線撤去

　　　管内（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m        39              201.3           7,850

単-138号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CV2mm-2C （不使用）

m        11            1,191            13,101

単-139号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CV3.5mm-1C （不使用

）

m         6              486.5           2,919

単-140号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CV3.5mm-2C （不使用

）

m         5            1,191             5,955

単-141号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

CV14mm-2C （不使用）

m        11            1,191            13,101

単-142号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

VVR2mm2-2C+(E)3.5mm2

 （不使用）

m       289            1,191           344,199

単-143号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

VVR14mm2-2C+(E)3.5mm

2 （不使用）

m       214            1,191           254,874

単-144号

　　　屋外配線撤去

　　　ﾗｯｸ（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m         5              251.6           1,258

単-145号

　工場製品輸送工

　

式         1             36,500

　　輸送工

　　

式         1             36,500

　　　輸送(電気)

　　　

式         1             36,500

内-8号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備(機器単体)

　仮設工

　

式         1          6,795,160

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

　　仮設工

　　

式         1             31,660

　　　仮設費

　　　

式         1             31,660

内-9号

　　交通管理工

　　

式         1          6,763,500

　　　交通誘導警備員

　　　（夜間）

A

人日        90           20,790         1,871,100

単-146号

　　　交通誘導警備員

　　　（夜間）

B

人日       270           18,120         4,892,400

単-147号

直接工事費

式         1         84,548,581

共通仮設費

式         1          7,859,266

　共通仮設費

　

式         1             51,266

　　技術管理費

　　

式         1             51,266

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

式         1             51,266

内-10号

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          7,808,000
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備(機器単体)

純工事費

式         1         92,407,847

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

　現場管理費

　

式         1         37,853,000

　機器間接費

　

式         1            537,000

　　機器管理費

　　

式         1            537,000

工事原価

式         1        221,063,839

　一般管理費等

　

式         1         29,374,161

工事価格

式         1        253,390,000

消費税相当額

式         1         25,339,000

工事費計

式         1        278,729,000
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
工場製作

工場製作 城東～東野田地区

式         1         13,197,375

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

　工場製作工

　

式         1         13,197,375

　　道路照明柱製作工

　　

式         1         13,197,375

　　　道路照明柱製作

　　　

 多目的柱① 10m φ75-

 95.5･φ163.0-242.5（

段付）（塗装（貼紙防

止･防食塗装含む）） 基         1        1,134,000         1,134,000

単-1号

　　　道路照明柱製作

　　　

 多目的柱② 10m φ75-

 95.5･φ163.0-242.5（

段付）（塗装（貼紙防

止･防食塗装含む）） 基         1        1,134,000         1,134,000

単-2号

　　　道路照明柱製作

　　　

 多目的柱③ 10m φ75-

 95.5･φ163.0-242.5（

段付）（塗装（貼紙防

止･防食塗装含む）） 基         1        1,416,000         1,416,000

単-3号

　　　道路照明柱製作

　　　

 多目的柱④ 10m φ75-

 95.5･φ263.0-342.5（

段付）（塗装（貼紙防

止･防食塗装含む）） 基         1        1,498,000         1,498,000

単-4号

　　　道路照明柱製作

　　　

 多目的柱⑤ 10m φ75-

 95.5･φ239.0-318.5（

段付）（塗装（貼紙防

止･防食塗装含む）） 基         2        1,416,000         2,832,000

単-5号

　　　道路照明柱製作

　　　

 多目的柱⑥ 10m φ75-

 95.5･φ239.0-318.5（

段付）（塗装（貼紙防

止･防食塗装含む）） 基         1        1,415,000         1,415,000

単-6号

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
工場製作

　　　道路照明柱製作

　　　

 多目的柱⑦ 10m φ75-

 95.5･φ239.0-318.5（

段付）（塗装（貼紙防

止･防食塗装含む）） 基         1        1,415,000         1,415,000

単-7号

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

　　　道路照明柱製作

　　　

 多目的柱⑧ 10m φ75-

 95.5･φ239.0-318.5（

段付）（塗装（貼紙防

止･防食塗装含む）） 基         1        1,415,000         1,415,000

単-8号

　　　道路照明柱製作

　　　

 多目的柱⑨ 10m φ75-

 95.5･φ123.0-202.5（

段付）（塗装（貼紙防

止･防食塗装含む）） 基         1          902,600           902,600

単-9号

　　　道路照明柱輸送費

　　　（夜間）

式         1             35,775

内-1号

工場純工事費

式         1         13,197,375

（工場製作原価）

式         1         13,197,375

電気設備

式         1         45,712,617

　道路照明設備工

　

式         1         42,119,727

　　道路照明設備設置工

　　

式         1         33,161,280

　　　道路照明灯設置

　　　（夜間）

300kg超1000kg以下

基         6           64,280           385,680

単-10号

　　　道路照明灯設置

　　　（夜間）

300kg超1000kg以下 自

動点滅器含む 10m

基         4           69,400           277,600

単-11号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
工場製作

　　　道路照明灯設置

　　　（夜間）

IA10.3B-C （塗装（貼

紙防止･防食塗装含む

） 基        32          395,100        12,643,200

単-12号

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

　　　道路照明灯設置

　　　（夜間）

IA10.3B-C（特） （塗

装（貼紙防止･防食塗

装含む） 基         2          435,100           870,200

単-13号

　　　道路照明灯設置

　　　（夜間）

IA10.3B-S （塗装（貼

紙防止･防食塗装含む

） 基        19          404,200         7,679,800

単-14号

　　　道路照明灯設置

　　　（夜間）

IA10.3B-S（特） （塗

装（貼紙防止･防食塗

装含む） 基         1          444,200           444,200

単-15号

　　　道路照明灯設置

　　　（夜間）

IA5.3B-C （塗装（貼

紙防止塗装･地際部腐

食防止補強含む） KHE

030 基         2          463,800           927,600

単-16号

　　　照明器具設置

　　　（夜間）

KCE070-2

台         2          142,500           285,000

単-17号

　　　照明器具設置

　　　（夜間）

KCE100-2

台        60          154,500         9,270,000

単-18号

　　　照明器具設置

　　　（夜間）

KCE150-3

台         2          160,500           321,000

単-19号

　　　照明器具設置

　　　（夜間）

既設照明器具流用

台         2           28,500            57,000

単-20号

　　配管･配線工

　　

式         1          6,104,538

　　　地中配管

　　　（夜間）

FEP30 1条

m        97              385.8          37,422

単-21号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
工場製作

　　　地中配線

　　　（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹ

ｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm

2×2C m     2,110            1,926         4,063,860

単-22号

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

　　　屋外配管

　　　（夜間）

G22 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 

補正あり

m         3            2,710             8,130

単-23号

　　　屋外配線

　　　（夜間）

VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶

縁ｹｰﾌﾞﾙ) 3心 SV 1.6m

m-3C m        60            1,944           116,640

単-24号

　　　屋外配線

　　　（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹ

ｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm

2×2C m         5            1,926             9,630

単-25号

　　　埋設標識ｼｰﾄ敷設

　　　（夜間）

300mm 2倍

m        95              380.2          36,119

単-26号

　　　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ削孔

　　　（夜間）

FEP30用

箇所        11            8,435            92,785

単-27号

　　　配管配線附属品

　　　

ﾍﾞﾙﾏｳｽ FEP30用

個        11              411             4,521

単-28号

　　　配管配線附属品

　　　

異種管接続材料 FEP30

-G22用

個         2            3,210             6,420

単-29号

　　　配管配線附属品

　　　

異種管接続材料 FEP30

-G28用

個         2            3,210             6,420

単-30号

　　　ｹｰﾌﾞﾙ接続

　　　（夜間）

CV 2mm2×2C 分岐接続

箇所         1           10,690            10,690

単-31号

　　　作業土工(電気)

　　　（夜間）

基礎出し,照明灯基礎

撤去,ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置分含

む 式         1          1,432,581

内-2号

　　　殻運搬処理(電気)

　　　（夜間）

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3        19           11,090           210,710

単-32号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
工場製作

　　　残土等運搬処理

　　　（夜間）

m3        10            6,861            68,610

単-33号

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

　　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工

　　

式         1            372,840

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置

　　　（夜間）

□600×600

箇所         4           93,210           372,840

単-34号

　　道路照明設備撤去工

　　

式         1          2,102,842

　　　道路照明灯撤去

　　　（夜間）

350kg以下

基        45           17,740           798,300

単-35号

　　　道路照明灯撤去

　　　（夜間）

共架ｱｰﾑ （不使用）

基        16            5,689            91,024

単-36号

　　　道路照明灯撤去

　　　（夜間）

照明器具 （不使用）

基        46           14,250           655,500

単-37号

　　　道路照明灯撤去

　　　（夜間）

照明器具 （再使用）

基        17           28,500           484,500

単-38号

　　　現場発生品運搬(電気)

　　　

式         1             40,860

内-3号

　　　産業廃棄物運搬･処理

　　　

ﾗﾝﾌﾟ

式         1             15,208

内-4号

　　　産業廃棄物運搬･処理

　　　

安定器

式         1             17,450

内-5号

　　照明灯基礎撤去工

　　

式         1            362,662
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
工場製作

　　　照明灯基礎撤去

　　　（夜間）

φ500×1900L

箇所        43            8,434           362,662

単-39号

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

　　配管･配線撤去工

　　

式         1             15,565

　　　屋外配管撤去

　　　（夜間）

G22 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 

補正あり （不使用）

m         5            1,175             5,875

単-40号

　　　屋外配線撤去

　　　（夜間）

VVR 2mm-2C （不使用

）

m         7              922.6           6,458

単-41号

　　　引込金具撤去

　　　

（不使用）

個         2            1,616             3,232

単-42号

　仮設工

　

式         1          3,592,890

　　交通管理工

　　

式         1          3,592,890

　　　交通誘導警備員

　　　（夜間）

A

人日        63           20,790         1,309,770

単-43号

　　　交通誘導警備員

　　　（夜間）

B

人日       126           18,120         2,283,120

単-44号

直接工事費

式         1         45,712,617

共通仮設費

式         1          7,501,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          7,501,000
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

大阪国道管内ＴＮ照明灯他更新工事 (当　初) 電気通信設備
工場製作

純工事費

式         1         53,213,617

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

　現場管理費

　

式         1         23,855,000

（現場原価）

式         1         77,068,617

工事原価

式         1         90,265,992
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数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置 2020.09

第  1号内訳書 （夜間） 2020.09

1.000-00000002500

トンネル照明器具取付 LED灯ﾌﾟﾚｽ型 新設 壁面方式                       

                                                

                                                台        55           26,530         1,459,150   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 基本照明 LED055

台        13           88,800         1,154,400   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED045

台         3           73,600           220,800   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED060

台         3           79,300           237,900   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED090

台         4           93,100           372,400   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED110

台         3           96,900           290,700   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED150

台         4          100,000           400,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED205

台        14          113,000         1,582,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED265

台        11          152,000         1,672,000   

照明器具取付金具 LED～150用

組        13           54,900           713,700   

照明器具取付金具 LED205～用

組        42          102,000         4,284,000   

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ（SUS） M10×70L

本       220              287            63,140   
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数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置 2020.09

第  1号内訳書 （夜間） 2020.09

1.000-00000002500

落下防止金具 1本吊り（ｼｬｯｸﾙ）

組        30           24,800           744,000   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

落下防止金具 2本吊り

組        25           32,800           820,000   

管理番号札取付

枚        55              598            32,890   

番号札 アクリル　１５０×６０（トンネル照明）

枚        55            1,310            72,050   

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ（SUS） M6×45L

本       110              113            12,430   

低圧電力ケ－ブル接続処理 8mm2×3C以下 3心                                

                                                

                                                箇所        68            6,709           456,212   

複合ｹｰﾌﾞﾙ分岐材 CV3.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2用（分岐線1.5m含む

個        55            6,760           371,800   

調光ｹｰﾌﾞﾙ分岐材 CVV2mm2-3C用（分岐線1.5m含む）

個        13            4,680            60,840   

低圧電力ケ－ブル端末処理 14mm2×3C以下 3心                               

                                                

                                                箇所         2            6,709            13,418   

複合ｹｰﾌﾞﾙ端末処理材 CV3.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2用

個         2            3,320             6,640   

        合  計

     15,040,470   
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数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
現場発生品運搬(電気) 2020.09

第  2号内訳書 2020.09

1.000-00000002000

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2

0.0km以下 0.2t超0.3t以下 

回         1           11,070            11,070   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

        合  計

         11,070   
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数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
産業廃棄物運搬･処理 2020.09

第  3号内訳書 2020.09

1.000-00000002000

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2

0.0km以下 0.1t以下 

回         1           10,610            10,610   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

水銀ﾗﾝﾌﾟ

処分費（式）

式         1             10,000   

ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ

処分費（ｔ）

ｔ         0.04       500,000            20,000   

        合  計

         40,610   

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
産業廃棄物運搬･処理 2020.09

第  4号内訳書 2020.09

1.000-00000002000

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2

0.0km以下 0.8t超1.1t以下 

回         1           12,690            12,690   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

処分費（ｔ）

ｔ         0.979        50,000            48,950   

        合  計

         61,640   

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置 2020.09

第  5号内訳書 （夜間） 2020.09

1.000-00000002500

トンネル照明器具取付 LED灯ﾌﾟﾚｽ型 新設 壁面方式                       

                                                

                                                台        67           26,530         1,777,510   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 基本照明 LED075

台        12           90,700         1,088,400   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED060

台         4           79,300           317,200   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED090

台         6           93,100           558,600   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED110

台         5           96,900           484,500   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED150

台         5          100,000           500,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED205

台        16          113,000         1,808,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED265

台        19          152,000         2,888,000   

照明器具取付金具 LED～150用

組        12           54,900           658,800   

照明器具取付金具 LED205～用

組        55          102,000         5,610,000   

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ（SUS） M10×70L

本       268              287            76,916   

落下防止金具 1本吊り（ｼｬｯｸﾙ）

組        32           24,800           793,600   

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置 2020.09

第  5号内訳書 （夜間） 2020.09

1.000-00000002500

落下防止金具 2本吊り

組        35           32,800         1,148,000   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

管理番号札取付

枚        67              598            40,066   

番号札 アクリル　１５０×６０（トンネル照明）

枚        67            1,310            87,770   

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ（SUS） M6×45L

本       134              113            15,142   

低圧電力ケ－ブル接続処理 8mm2×3C以下 3心                                

                                                

                                                箇所        79            6,709           530,011   

複合ｹｰﾌﾞﾙ分岐材 CV14mm2-2C+8mm2-2C+2mm2-2C+(E)3.5mm2用

個        33            7,380           243,540   

複合ｹｰﾌﾞﾙ分岐材 CV14mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2用

個        34            7,380           250,920   

調光ｹｰﾌﾞﾙ分岐材 CVV2mm2-3C用（分岐線1.5m含む）

個        12            4,680            56,160   

低圧電力ケ－ブル端末処理 14mm2×3C以下 3心                               

                                                

                                                箇所         2            6,709            13,418   

複合ｹｰﾌﾞﾙ端末処理材 CV14mm2-2C+8mm2-2C+2mm2-2C+(E)3.5mm2用

個         1            3,630             3,630   

複合ｹｰﾌﾞﾙ端末処理材 CV14mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2用

個         1            3,630             3,630   

        合  計

     18,953,813   

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置 2020.09

第  6号内訳書 （夜間） 2020.09

1.000-00000002500

トンネル照明器具取付 LED灯ﾌﾟﾚｽ型 新設 壁面方式                       

                                                

                                                台        36           26,530           955,080   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 基本照明 LED065

台         9           90,700           816,300   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED110

台         1           96,900            96,900   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED150

台         3          100,000           300,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED205

台        15          113,000         1,695,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED265

台         8          152,000         1,216,000   

トンネル照明器具取付金具 ＳＵＳ３０４　ｔ＝３ｍｍ

組        36           20,200           727,200   

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ（SUS） M10×70L

本       144              287            41,328   

落下防止金具 1本吊り（ｼｬｯｸﾙ）

組        13           24,800           322,400   

落下防止金具 2本吊り

組        23           32,800           754,400   

管理番号札取付

枚        36              598            21,528   

番号札 アクリル　１５０×６０（トンネル照明）

枚        36            1,310            47,160   

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置 2020.09

第  6号内訳書 （夜間） 2020.09

1.000-00000002500

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ（SUS） M6×45L

本        72              113             8,136   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

低圧電力ケ－ブル接続処理 8mm2×3C以下 3心                                

                                                

                                                箇所        45            6,709           301,905   

複合ｹｰﾌﾞﾙ分岐材 CV5.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2用（分岐線1.5m含む

個        36            6,760           243,360   

調光ｹｰﾌﾞﾙ分岐材 CVV2mm2-3C用（分岐線1.5m含む）

個         9            4,680            42,120   

低圧電力ケ－ブル端末処理 14mm2×3C以下 3心                               

                                                

                                                箇所         2            6,709            13,418   

複合ｹｰﾌﾞﾙ端末処理材 CV5.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2用

個         2            3,320             6,640   

        合  計

      7,608,875   

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置 2020.09

第  7号内訳書 （夜間） 2020.09

1.000-00000002500

トンネル照明器具取付 LED灯ﾌﾟﾚｽ型 新設 壁面方式                       

                                                

                                                台        49           26,530         1,299,970   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 基本照明 LED065

台        10           90,700           907,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED110

台         4           96,900           387,600   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED150

台        14          100,000         1,400,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED205

台        14          113,000         1,582,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 入口照明 LED265

台         7          152,000         1,064,000   

トンネル照明器具取付金具 ＳＵＳ３０４　ｔ＝３ｍｍ

組        49           20,200           989,800   

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ（SUS） M10×70L

本       196              287            56,252   

落下防止金具 1本吊り（ｼｬｯｸﾙ）

組        28           24,800           694,400   

落下防止金具 2本吊り

組        21           32,800           688,800   

管理番号札取付

枚        49              598            29,302   

番号札 アクリル　１５０×６０（トンネル照明）

枚        49            1,310            64,190   

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置 2020.09

第  7号内訳書 （夜間） 2020.09

1.000-00000002500

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ（SUS） M6×45L

本        98              113            11,074   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

低圧電力ケ－ブル接続処理 8mm2×3C以下 3心                                

                                                

                                                箇所        59            6,709           395,831   

複合ｹｰﾌﾞﾙ分岐材 CV3.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2用（分岐線1.5m含む

個        49            6,760           331,240   

調光ｹｰﾌﾞﾙ分岐材 CVV2mm2-3C用（分岐線1.5m含む）

個        10            4,680            46,800   

低圧電力ケ－ブル端末処理 14mm2×3C以下 3心                               

                                                

                                                箇所         2            6,709            13,418   

複合ｹｰﾌﾞﾙ端末処理材 CV3.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2用

個         2            3,320             6,640   

        合  計

      9,968,317   

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
輸送(電気) 2020.09

第  8号内訳書 2020.09

1.000-00000002000

輸送費（電気） 36500円/台                                      

                                                

                                                台         1           36,500            36,500   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

        合  計

         36,500   

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
仮設費 2020.09

第  9号内訳書 2020.09

1.000-00000002000

ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ賃貸料金（基本 3段型（車輪付き） 高さ4,900mm

 料）

基         2            3,250             6,500   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ賃貸料金 3段型（車輪付き） 高さ4,900mm

日       148              170            25,160   

        合  計

         31,660   

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 2020.09

第  10号内訳書 2020.09

1.000-00000002000

技術員  

人         1.75        29,295            51,266   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

        合  計

         51,266   

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
道路照明柱輸送費 2020.09

第  1号内訳書 （夜間） 2020.09

1.000-00000002500

仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼 関東･中部･近畿 3.5km 12m以内                    

、覆工板、敷鉄板等)の運 深夜早朝割増 無                                 

                                                ｔ         5            5,655            28,275   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

仮設材等の積込み，取卸し 積込み,取卸し(片道分)                           

費                                                 

                                                ｔ         5            1,500             7,500   

        合  計

         35,775   

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
作業土工(電気) 2020.09

第  2号内訳書 （夜間） 2020.09

1.000-00000002500

特殊ブロック舗装 撤去                                            

                                                

                                                 ｍ２       162.9          1,599           260,477   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３        61.9          2,519           155,926   

コンクリート用骨材　砂 洗い　細目

 ｍ３         9            4,570            41,130   

埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３        45.9          4,675           214,582   

下層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２       157.4            903.4         142,195   

特殊ブロック舗装 再利用設置                                      

                                                

                                                 ｍ２        56.2          3,197           179,671   

特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm                                 

                                                

                                                 ｍ２        43           10,200           438,600   

        合  計

      1,432,581   

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
現場発生品運搬(電気) 2020.09

第  3号内訳書 2020.09

1.000-00000002000

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m

 14.0km以下 2.0t超2.6t以下 

回         3           13,620            40,860   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

        合  計

         40,860   

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
産業廃棄物運搬･処理 2020.09

第  4号内訳書 2020.09

1.000-00000002000

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 1

4.0km以下 0.1t以下 

回         1            7,208             7,208   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

処分費（ｔ）

ｔ         0.01       800,000             8,000   

        合  計

         15,208   

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
産業廃棄物運搬･処理 2020.09

第  5号内訳書 2020.09

1.000-00000002000

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2

0.0km以下 0.1t超0.2t以下 

回         1           10,850            10,850   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

処分費（ｔ）

ｔ         0.132        50,000             6,600   

        合  計

         17,450   

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002000

単－1号

自動調光装置 制御部,受光部

組

        1          738,000   

機器単体費（組） 738000円/組 機器製作及び据付・調整を行う        

                                                

                                                組         1          738,000           738,000   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

        738,000   

               単価

      738,000   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－2号

坑口照明灯設置

（夜間）

KCE050-2 （照明器具のみ）

基

        1          143,900   

照明器具取付 照明器具取付 新設 持込                          

                                                

                                                台         1           28,500            28,500   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） ＫＣＥ０５０－２                                

                                                

                                                台･本         1          106,000           106,000   

ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ（単相用）

個         1            9,310             9,310   

               計

        143,810   

               単価

      143,900   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－4号

自動調光装置設置

（夜間）

制御部,受光部

組

        1           57,040   

自動点滅器取付（トンネル用受光部） 受光部 新設                                     

                                                

                                                台         1           16,780            16,780   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－3号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置

（夜間）

KWE070B

台

        1          104,900   

トンネル照明器具取付 LED灯ﾌﾟﾚｽ型 新設 壁面方式                       

                                                

                                                台         1           26,530            26,530   

ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型） 入口照明（B） 調光機能なし                      

KWE070B(入口)                                   

                                                台・組         1           78,300            78,300   

               計

        104,830   

               単価

      104,900   円／台

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

自動点滅器取付（トンネル用制御部） 制御部 新設                                     

                                                

                                                組         1           40,260            40,260   

               計

         57,040   

               単価

       57,040   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－6号

地中配線

（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m

        1            2,236   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            1,846             1,846   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－5号

地中配線

（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C

m

        1            1,991   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設 

ｍ         1            1,846             1,846   

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル） 600V CV 3.5mm2 3心 

ｍ         1              145               145   

               計

          1,991   

               単価

        1,991   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

ｍ         1              390               390   

               計

          2,236   

               単価

        2,236   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－8号

屋外配線

管内（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C

m

        1            1,991   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設 

ｍ         1            1,846             1,846   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－7号

地中配線

（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 3心 2.0mm2×3C

m

        1            1,940   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            1,846             1,846   

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 3心                                

                                                

                                                ｍ         1               94                94   

               計

          1,940   

               単価

        1,940   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル） 600V CV 3.5mm2 3心 

ｍ         1              145               145   

               計

          1,991   

               単価

        1,991   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－10号

屋外配線

管内（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 3心 2.0mm2×3C

m

        1            1,940   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            1,846             1,846   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－9号

屋外配線

管内（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m

        1            2,236   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            1,846             1,846   

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

ｍ         1              390               390   

               計

          2,236   

               単価

        2,236   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 3心                                

                                                

                                                ｍ         1               94                94   

               計

          1,940   

               単価

        1,940   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－12号

屋外配線

ﾗｯｸ（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m

        1            2,772   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり                 

                                                

                                                ｍ         1            2,382             2,382   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－11号

屋外配線

ﾗｯｸ（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C

m

        1            2,527   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり                 

                                                

                                                ｍ         1            2,382             2,382   

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル） 600V CV 3.5mm2 3心 

ｍ         1              145               145   

               計

          2,527   

               単価

        2,527   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

ｍ         1              390               390   

               計

          2,772   

               単価

        2,772   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－14号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（夜間）

Hf45 （不使用）

台

        1           13,360   

トンネル照明器具取付 水銀灯250W以下 撤去(不使用) 壁面方式            

                                                

                                                台         1           13,360            13,360   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－13号

屋外配線

ﾗｯｸ（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 3心 2.0mm2×3C

m

        1            2,476   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり                 

                                                

                                                ｍ         1            2,382             2,382   

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 3心                                

                                                

                                                ｍ         1               94                94   

               計

          2,476   

               単価

        2,476   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

         13,360   

               単価

       13,360   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－16号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（夜間）

NHT180 （不使用）

台

        1           12,520   

トンネル照明器具取付 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W                       

撤去(不使用) 壁面方式                           

                                                台         1           12,520            12,520   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－15号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（夜間）

NHT110 （不使用）

台

        1           12,520   

トンネル照明器具取付 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W                       

撤去(不使用) 壁面方式                           

                                                台         1           12,520            12,520   

               計

         12,520   

               単価

       12,520   円／台

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

         12,520   

               単価

       12,520   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－18号

照明器具撤去

（夜間）

NHT110 （不使用）

台

        1           14,250   

照明器具取付 照明器具取付 撤去(不使用) 持込                  

                                                

                                                台         1           14,250            14,250   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－17号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（夜間）

NHT220 （不使用）

台

        1           12,520   

トンネル照明器具取付 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W                       

撤去(不使用) 壁面方式                           

                                                台         1           12,520            12,520   

               計

         12,520   

               単価

       12,520   円／台

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

         14,250   

               単価

       14,250   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－20号

ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ撤去

（夜間）

（不使用）

基

        1            4,193   

ブリンカーライト設置 ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置 撤去(不使用)                      

                                                

                                                個         1            4,193             4,193   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－19号

自動調光装置撤去

（夜間）

制御部,受光部 （不使用）

組

        1           28,520   

自動点滅器取付（トンネル用受光部） 受光部 撤去(不使用)                             

                                                

                                                台         1            8,386             8,386   

自動点滅器取付（トンネル用制御部） 制御部 撤去(不使用)                             

                                                

                                                組         1           20,130            20,130   

               計

         28,516   

               単価

       28,520   円／組

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

          4,193   

               単価

        4,193   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－22号

地中配線撤去

（夜間）

CV5.5mm2-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－21号

地中配線撤去

（夜間）

CV2mm2-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－24号

地中配線撤去

（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m

        1              201.3 

ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 撤去(不使用)                   

                                                

                                                ｍ         1              201.3             201.3 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－23号

地中配線撤去

（夜間）

CV8mm2-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            201.3 

               単価

          201.3 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－26号

屋外配線撤去

管内（夜間）

CV3.5mm-1C （不使用）

m

        1              385.8 

ケーブル及び電線配線 管内配線 10mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              385.8             385.8 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－25号

屋外配線撤去

管内（夜間）

CV2mm-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            385.8 

               単価

          385.8 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－28号

屋外配線撤去

管内（夜間）

CV8mm-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－27号

屋外配線撤去

管内（夜間）

CV5.5mm-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－30号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

CV2mm-2C （不使用）

m

        1            1,191   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            1,191             1,191   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－29号

屋外配線撤去

管内（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m

        1              201.3 

ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 撤去(不使用)                   

                                                

                                                ｍ         1              201.3             201.3 

               計

            201.3 

               単価

          201.3 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

          1,191   

               単価

        1,191   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－32号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

CV8mm-2C （不使用）

m

        1            1,191   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            1,191             1,191   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－31号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

CV5.5mm-2C （不使用）

m

        1            1,191   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            1,191             1,191   

               計

          1,191   

               単価

        1,191   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

          1,191   

               単価

        1,191   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－34号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

VVR8mm2-2C+(E)3.5mm2 （不使用）

m

        1            1,191   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            1,191             1,191   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－33号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

VVR2mm2-2C+(E)3.5mm2 （不使用）

m

        1            1,191   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            1,191             1,191   

               計

          1,191   

               単価

        1,191   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

          1,191   

               単価

        1,191   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－35号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m

        1              251.6 

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 5mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり          

                                                

                                                ｍ         1              251.6             251.6 

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            251.6 

               単価

          251.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－36号

坑口照明灯設置

（夜間）

KCE050-2 （照明器具のみ）

基

        1          143,900   

照明器具取付 照明器具取付 新設 持込                          

                                                

                                                台         1           28,500            28,500   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） ＫＣＥ０５０－２                                

                                                

                                                台･本         1          106,000           106,000   

ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ（単相用）

個         1            9,310             9,310   

               計

        143,810   

               単価

      143,900   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－37号

坑口照明灯設置

（夜間）

KCE070-2 （照明器具のみ）

基

        1          151,900   

照明器具取付 照明器具取付 新設 持込                          

                                                

                                                台         1           28,500            28,500   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） ＫＣＥ０７０－２                                

                                                

                                                台･本         1          114,000           114,000   

ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ（単相用）

個         1            9,310             9,310   

               計

        151,810   

               単価

      151,900   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－39号

自動調光装置設置

（夜間）

制御部,受光部

組

        1           57,040   

自動点滅器取付（トンネル用受光部） 受光部 新設                                     

                                                

                                                台         1           16,780            16,780   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－38号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置

（夜間）

KWE070B

台

        1          104,900   

トンネル照明器具取付 LED灯ﾌﾟﾚｽ型 新設 壁面方式                       

                                                

                                                台         1           26,530            26,530   

ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型） 入口照明（B） 調光機能なし                      

KWE070B(入口)                                   

                                                台・組         1           78,300            78,300   

               計

        104,830   

               単価

      104,900   円／台

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

自動点滅器取付（トンネル用制御部） 制御部 新設                                     

                                                

                                                組         1           40,260            40,260   

               計

         57,040   

               単価

       57,040   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－41号

地中配線

（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C

m

        1            1,991   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設 

ｍ         1            1,846             1,846   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－40号

地中配線

（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm2×2C

m

        1            1,926   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設 

ｍ         1            1,846             1,846   

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル） 600V CV   2mm2 2心 

ｍ         1               80                80   

               計

          1,926   

               単価

        1,926   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル） 600V CV 3.5mm2 3心 

ｍ         1              145               145   

               計

          1,991   

               単価

        1,991   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－43号

地中配線

（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m

        1            4,207   

ケーブル及び電線配線 管内配線 40mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            3,355             3,355   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－42号

地中配線

（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-2C+8mm2-2C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m

        1            4,140   

ケーブル及び電線配線 管内配線 40mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            3,355             3,355   

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-2C+8mm2-2C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

ｍ         1              785               785   

               計

          4,140   

               単価

        4,140   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

ｍ         1              852               852   

               計

          4,207   

               単価

        4,207   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－45号

地中配線

（夜間）

IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 3.5mm2

m

        1              438.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 新設 

ｍ         1              402.6             402.6 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－44号

地中配線

（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 3心 2.0mm2×3C

m

        1            1,940   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            1,846             1,846   

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 3心                                

                                                

                                                ｍ         1               94                94   

               計

          1,940   

               単価

        1,940   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線） IV 3.5mm2 

ｍ         1               36                36   

               計

            438.6 

               単価

          438.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－47号

屋外配線

管内（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C

m

        1            1,991   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設 

ｍ         1            1,846             1,846   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－46号

屋外配線

管内（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm2×2C

m

        1            1,926   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設 

ｍ         1            1,846             1,846   

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル） 600V CV   2mm2 2心 

ｍ         1               80                80   

               計

          1,926   

               単価

        1,926   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル） 600V CV 3.5mm2 3心 

ｍ         1              145               145   

               計

          1,991   

               単価

        1,991   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－49号

屋外配線

管内（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m

        1            4,207   

ケーブル及び電線配線 管内配線 40mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            3,355             3,355   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－48号

屋外配線

管内（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-2C+8mm2-2C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m

        1            4,140   

ケーブル及び電線配線 管内配線 40mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            3,355             3,355   

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-2C+8mm2-2C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

ｍ         1              785               785   

               計

          4,140   

               単価

        4,140   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

ｍ         1              852               852   

               計

          4,207   

               単価

        4,207   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－51号

屋外配線

管内（夜間）

IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 3.5mm2

m

        1              438.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 新設 

ｍ         1              402.6             402.6 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－50号

屋外配線

管内（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 3心 2.0mm2×3C

m

        1            1,940   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            1,846             1,846   

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 3心                                

                                                

                                                ｍ         1               94                94   

               計

          1,940   

               単価

        1,940   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線） IV 3.5mm2 

ｍ         1               36                36   

               計

            438.6 

               単価

          438.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－53号

屋外配線

ﾗｯｸ（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-2C+8mm2-2C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m

        1            5,147   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり                 

                                                

                                                ｍ         1            4,362             4,362   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－52号

屋外配線

ﾗｯｸ（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C

m

        1            2,527   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり                 

                                                

                                                ｍ         1            2,382             2,382   

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル） 600V CV 3.5mm2 3心 

ｍ         1              145               145   

               計

          2,527   

               単価

        2,527   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-2C+8mm2-2C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

ｍ         1              785               785   

               計

          5,147   

               単価

        5,147   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－55号

屋外配線

ﾗｯｸ（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 3心 2.0mm2×3C

m

        1            2,476   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり                 

                                                

                                                ｍ         1            2,382             2,382   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－54号

屋外配線

ﾗｯｸ（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m

        1            5,214   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり                 

                                                

                                                ｍ         1            4,362             4,362   

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

ｍ         1              852               852   

               計

          5,214   

               単価

        5,214   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 3心                                

                                                

                                                ｍ         1               94                94   

               計

          2,476   

               単価

        2,476   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－57号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（夜間）

NHT110 （不使用）

台

        1           12,520   

トンネル照明器具取付 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W                       

撤去(不使用) 壁面方式                           

                                                台         1           12,520            12,520   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－56号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（夜間）

Hf45 （不使用）

台

        1           13,360   

トンネル照明器具取付 水銀灯250W以下 撤去(不使用) 壁面方式            

                                                

                                                台         1           13,360            13,360   

               計

         13,360   

               単価

       13,360   円／台

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

         12,520   

               単価

       12,520   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－59号

照明器具撤去

（夜間）

NHT110 （不使用）

台

        1           14,250   

照明器具取付 照明器具取付 撤去(不使用) 持込                  

                                                

                                                台         1           14,250            14,250   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－58号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（夜間）

NHT180 （不使用）

台

        1           12,520   

トンネル照明器具取付 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W                       

撤去(不使用) 壁面方式                           

                                                台         1           12,520            12,520   

               計

         12,520   

               単価

       12,520   円／台

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

         14,250   

               単価

       14,250   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－61号

自動調光装置撤去

（夜間）

制御部,受光部 （不使用）

組

        1           28,520   

自動点滅器取付（トンネル用受光部） 受光部 撤去(不使用)                             

                                                

                                                台         1            8,386             8,386   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－60号

照明器具撤去

（夜間）

NHT180 （不使用）

台

        1           14,250   

照明器具取付 照明器具取付 撤去(不使用) 持込                  

                                                

                                                台         1           14,250            14,250   

               計

         14,250   

               単価

       14,250   円／台

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

自動点滅器取付（トンネル用制御部） 制御部 撤去(不使用)                             

                                                

                                                組         1           20,130            20,130   

               計

         28,516   

               単価

       28,520   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－63号

地中配線撤去

（夜間）

CV5.5mm2-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－62号

地中配線撤去

（夜間）

CV2mm2-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－65号

地中配線撤去

（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m

        1              201.3 

ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 撤去(不使用)                   

                                                

                                                ｍ         1              201.3             201.3 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－64号

地中配線撤去

（夜間）

CV38mm2-2C （不使用）

m

        1            1,678   

ケーブル及び電線配線 管内配線 40mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1            1,678             1,678   

               計

          1,678   

               単価

        1,678   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            201.3 

               単価

          201.3 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－67号

屋外配線撤去

管内（夜間）

CV3.5mm-1C （不使用）

m

        1              385.8 

ケーブル及び電線配線 管内配線 10mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              385.8             385.8 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－66号

屋外配線撤去

管内（夜間）

CV2mm-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            385.8 

               単価

          385.8 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－69号

屋外配線撤去

管内（夜間）

CV38mm-2C （不使用）

m

        1            1,678   

ケーブル及び電線配線 管内配線 40mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1            1,678             1,678   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－68号

屋外配線撤去

管内（夜間）

CV5.5mm-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

          1,678   

               単価

        1,678   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 37 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－71号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

CV2mm-2C （不使用）

m

        1            1,191   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            1,191             1,191   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－70号

屋外配線撤去

管内（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m

        1              201.3 

ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 撤去(不使用)                   

                                                

                                                ｍ         1              201.3             201.3 

               計

            201.3 

               単価

          201.3 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

          1,191   

               単価

        1,191   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－73号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

CV38mm-2C （不使用）

m

        1            1,191   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            1,191             1,191   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－72号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

CV5.5mm-2C （不使用）

m

        1            1,191   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            1,191             1,191   

               計

          1,191   

               単価

        1,191   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

          1,191   

               単価

        1,191   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－75号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

VVR22mm2-2C+(E)3.5mm2 （不使用）

m

        1            2,181   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            2,181             2,181   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－74号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

VVR2mm2-2C+(E)3.5mm2 （不使用）

m

        1            1,191   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            1,191             1,191   

               計

          1,191   

               単価

        1,191   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

          2,181   

               単価

        2,181   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－76号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m

        1              251.6 

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 5mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり          

                                                

                                                ｍ         1              251.6             251.6 

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            251.6 

               単価

          251.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－77号

坑口照明灯設置

（夜間）

KCE050-2 （照明器具のみ）

基

        1          143,900   

照明器具取付 照明器具取付 新設 持込                          

                                                

                                                台         1           28,500            28,500   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） ＫＣＥ０５０－２                                

                                                

                                                台･本         1          106,000           106,000   

ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ（単相用）

個         1            9,310             9,310   

               計

        143,810   

               単価

      143,900   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 42 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－78号

坑口照明灯設置

（夜間）

KCE070-2 （照明器具のみ）

基

        1          151,900   

照明器具取付 照明器具取付 新設 持込                          

                                                

                                                台         1           28,500            28,500   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） ＫＣＥ０７０－２                                

                                                

                                                台･本         1          114,000           114,000   

ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ（単相用）

個         1            9,310             9,310   

               計

        151,810   

               単価

      151,900   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 43 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－80号

地中配線

（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C

m

        1            1,948   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設 

ｍ         1            1,846             1,846   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－79号

自動調光装置設置

（夜間）

制御部,受光部

組

        1           57,040   

自動点滅器取付（トンネル用受光部） 受光部 新設                                     

                                                

                                                台         1           16,780            16,780   

自動点滅器取付（トンネル用制御部） 制御部 新設                                     

                                                

                                                組         1           40,260            40,260   

               計

         57,040   

               単価

       57,040   円／組

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル） 600V CV   2mm2 3心 

ｍ         1              102               102   

               計

          1,948   

               単価

        1,948   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－82号

地中配線

（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 3心 2.0mm2×3C

m

        1            1,940   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            1,846             1,846   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－81号

地中配線

（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m

        1            2,332   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            1,846             1,846   

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

ｍ         1              486               486   

               計

          2,332   

               単価

        2,332   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 3心                                

                                                

                                                ｍ         1               94                94   

               計

          1,940   

               単価

        1,940   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 45 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－84号

屋外配線

管内（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m

        1            2,332   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            1,846             1,846   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－83号

屋外配線

管内（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C

m

        1            1,948   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設 

ｍ         1            1,846             1,846   

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル） 600V CV   2mm2 3心 

ｍ         1              102               102   

               計

          1,948   

               単価

        1,948   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

ｍ         1              486               486   

               計

          2,332   

               単価

        2,332   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 46 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－86号

屋外配線

ﾗｯｸ（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m

        1            2,868   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり                 

                                                

                                                ｍ         1            2,382             2,382   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－85号

屋外配線

管内（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 3心 2.0mm2×3C

m

        1            1,940   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            1,846             1,846   

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 3心                                

                                                

                                                ｍ         1               94                94   

               計

          1,940   

               単価

        1,940   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

ｍ         1              486               486   

               計

          2,868   

               単価

        2,868   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－88号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（夜間）

Hf45 （不使用）

台

        1           13,360   

トンネル照明器具取付 水銀灯250W以下 撤去(不使用) 壁面方式            

                                                

                                                台         1           13,360            13,360   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－87号

屋外配線

ﾗｯｸ（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 3心 2.0mm2×3C

m

        1            2,476   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり                 

                                                

                                                ｍ         1            2,382             2,382   

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 3心                                

                                                

                                                ｍ         1               94                94   

               計

          2,476   

               単価

        2,476   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

         13,360   

               単価

       13,360   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－90号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（夜間）

NHT180 （不使用）

台

        1           12,520   

トンネル照明器具取付 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W                       

撤去(不使用) 壁面方式                           

                                                台         1           12,520            12,520   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－89号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（夜間）

NHT110 （不使用）

台

        1           12,520   

トンネル照明器具取付 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W                       

撤去(不使用) 壁面方式                           

                                                台         1           12,520            12,520   

               計

         12,520   

               単価

       12,520   円／台

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

         12,520   

               単価

       12,520   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－92号

照明器具撤去

（夜間）

NHT110 （不使用）

台

        1           14,250   

照明器具取付 照明器具取付 撤去(不使用) 持込                  

                                                

                                                台         1           14,250            14,250   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－91号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（夜間）

NHT220 （不使用）

台

        1           12,520   

トンネル照明器具取付 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W                       

撤去(不使用) 壁面方式                           

                                                台         1           12,520            12,520   

               計

         12,520   

               単価

       12,520   円／台

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

         14,250   

               単価

       14,250   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－94号

自動調光装置撤去

（夜間）

制御部,受光部 （不使用）

組

        1           28,520   

自動点滅器取付（トンネル用受光部） 受光部 撤去(不使用)                             

                                                

                                                台         1            8,386             8,386   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－93号

照明器具撤去

（夜間）

NHT180 （不使用）

台

        1           14,250   

照明器具取付 照明器具取付 撤去(不使用) 持込                  

                                                

                                                台         1           14,250            14,250   

               計

         14,250   

               単価

       14,250   円／台

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

自動点滅器取付（トンネル用制御部） 制御部 撤去(不使用)                             

                                                

                                                組         1           20,130            20,130   

               計

         28,516   

               単価

       28,520   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－96号

地中配線撤去

（夜間）

CV2mm2-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－95号

ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ撤去

（夜間）

（不使用）

基

        1            4,193   

ブリンカーライト設置 ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置 撤去(不使用)                      

                                                

                                                個         1            4,193             4,193   

               計

          4,193   

               単価

        4,193   円／基

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－98号

地中配線撤去

（夜間）

CV38mm2-2C （不使用）

m

        1            1,678   

ケーブル及び電線配線 管内配線 40mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1            1,678             1,678   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－97号

地中配線撤去

（夜間）

CV3.5mm2-1C （不使用）

m

        1              385.8 

ケーブル及び電線配線 管内配線 10mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              385.8             385.8 

               計

            385.8 

               単価

          385.8 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

          1,678   

               単価

        1,678   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－100号

屋外配線撤去

管内（夜間）

CV2mm-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－99号

地中配線撤去

（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m

        1              201.3 

ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 撤去(不使用)                   

                                                

                                                ｍ         1              201.3             201.3 

               計

            201.3 

               単価

          201.3 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 54 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－102号

屋外配線撤去

管内（夜間）

CV38mm-2C （不使用）

m

        1            1,678   

ケーブル及び電線配線 管内配線 40mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1            1,678             1,678   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－101号

屋外配線撤去

管内（夜間）

CV3.5mm-1C （不使用）

m

        1              385.8 

ケーブル及び電線配線 管内配線 10mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              385.8             385.8 

               計

            385.8 

               単価

          385.8 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

          1,678   

               単価

        1,678   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－104号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

CV2mm-2C （不使用）

m

        1            1,191   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            1,191             1,191   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－103号

屋外配線撤去

管内（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m

        1              201.3 

ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 撤去(不使用)                   

                                                

                                                ｍ         1              201.3             201.3 

               計

            201.3 

               単価

          201.3 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

          1,191   

               単価

        1,191   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－106号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

CV38mm-2C （不使用）

m

        1            1,191   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            1,191             1,191   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－105号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

CV3.5mm-1C （不使用）

m

        1              486.5 

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 10mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1              486.5             486.5 

               計

            486.5 

               単価

          486.5 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

          1,191   

               単価

        1,191   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－108号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

VVR22mm2-2C+(E)3.5mm2 （不使用）

m

        1            2,181   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            2,181             2,181   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－107号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

VVR2mm2-2C+(E)3.5mm2 （不使用）

m

        1            1,191   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            1,191             1,191   

               計

          1,191   

               単価

        1,191   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

          2,181   

               単価

        2,181   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－109号

坑口照明灯設置

（夜間）

KCE050-2 （照明器具のみ）

基

        1          143,900   

照明器具取付 照明器具取付 新設 持込                          

                                                

                                                台         1           28,500            28,500   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） ＫＣＥ０５０－２                                

                                                

                                                台･本         1          106,000           106,000   

ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ（単相用）

個         1            9,310             9,310   

               計

        143,810   

               単価

      143,900   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 59 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－110号

坑口照明灯設置

（夜間）

KCE070-2 （照明器具のみ）

基

        1          151,900   

照明器具取付 照明器具取付 新設 持込                          

                                                

                                                台         1           28,500            28,500   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） ＫＣＥ０７０－２                                

                                                

                                                台･本         1          114,000           114,000   

ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ（単相用）

個         1            9,310             9,310   

               計

        151,810   

               単価

      151,900   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 60 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－112号

地中配線

（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C

m

        1            1,948   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設 

ｍ         1            1,846             1,846   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－111号

自動調光装置設置

（夜間）

制御部,受光部

組

        1           57,040   

自動点滅器取付（トンネル用受光部） 受光部 新設                                     

                                                

                                                台         1           16,780            16,780   

自動点滅器取付（トンネル用制御部） 制御部 新設                                     

                                                

                                                組         1           40,260            40,260   

               計

         57,040   

               単価

       57,040   円／組

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル） 600V CV   2mm2 3心 

ｍ         1              102               102   

               計

          1,948   

               単価

        1,948   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 61 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－114号

地中配線

（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 3心 2.0mm2×3C

m

        1            1,940   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            1,846             1,846   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－113号

地中配線

（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m

        1            2,236   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            1,846             1,846   

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

ｍ         1              390               390   

               計

          2,236   

               単価

        2,236   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 3心                                

                                                

                                                ｍ         1               94                94   

               計

          1,940   

               単価

        1,940   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 62 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－116号

屋外配線

管内（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m

        1            2,236   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            1,846             1,846   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－115号

屋外配線

管内（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C

m

        1            1,948   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設 

ｍ         1            1,846             1,846   

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル） 600V CV   2mm2 3心 

ｍ         1              102               102   

               計

          1,948   

               単価

        1,948   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

ｍ         1              390               390   

               計

          2,236   

               単価

        2,236   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－118号

屋外配線

ﾗｯｸ（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C

m

        1            2,484   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり                 

                                                

                                                ｍ         1            2,382             2,382   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－117号

屋外配線

管内（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 3心 2.0mm2×3C

m

        1            1,940   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            1,846             1,846   

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 3心                                

                                                

                                                ｍ         1               94                94   

               計

          1,940   

               単価

        1,940   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル） 600V CV   2mm2 3心 

ｍ         1              102               102   

               計

          2,484   

               単価

        2,484   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 64 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－120号

屋外配線

ﾗｯｸ（夜間）

CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 3心 2.0mm2×3C

m

        1            2,476   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり                 

                                                

                                                ｍ         1            2,382             2,382   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－119号

屋外配線

ﾗｯｸ（夜間）

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

m

        1            2,772   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり                 

                                                

                                                ｍ         1            2,382             2,382   

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-4C+2mm2-2C+(E)3.5mm2

ｍ         1              390               390   

               計

          2,772   

               単価

        2,772   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 3心                                

                                                

                                                ｍ         1               94                94   

               計

          2,476   

               単価

        2,476   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 65 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－122号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（夜間）

Hf45 （不使用）

台

        1           13,360   

トンネル照明器具取付 水銀灯250W以下 撤去(不使用) 壁面方式            

                                                

                                                台         1           13,360            13,360   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－121号

ｹｰﾌﾞﾙ接続

（夜間）

CV2mm2-3C 分岐接続

箇所

        1           12,030   

低圧電力ケ－ブル接続処理 8mm2×3C以下 3心                                

                                                

                                                箇所         1            6,709             6,709   

接続材料 ﾚｼﾞﾝ注入形 Y0（Y分岐）

組         1            5,320             5,320   

               計

         12,029   

               単価

       12,030   円／箇所

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

         13,360   

               単価

       13,360   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 66 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－124号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（夜間）

NHT180 （不使用）

台

        1           12,520   

トンネル照明器具取付 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W                       

撤去(不使用) 壁面方式                           

                                                台         1           12,520            12,520   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－123号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（夜間）

NHT110 （不使用）

台

        1           12,520   

トンネル照明器具取付 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W                       

撤去(不使用) 壁面方式                           

                                                台         1           12,520            12,520   

               計

         12,520   

               単価

       12,520   円／台

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

         12,520   

               単価

       12,520   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－126号

照明器具撤去

（夜間）

NHT110 （不使用）

台

        1           14,250   

照明器具取付 照明器具取付 撤去(不使用) 持込                  

                                                

                                                台         1           14,250            14,250   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－125号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（夜間）

NHT220 （不使用）

台

        1           12,520   

トンネル照明器具取付 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W                       

撤去(不使用) 壁面方式                           

                                                台         1           12,520            12,520   

               計

         12,520   

               単価

       12,520   円／台

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

         14,250   

               単価

       14,250   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 68 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－128号

自動調光装置撤去

（夜間）

制御部,受光部 （不使用）

組

        1           28,520   

自動点滅器取付（トンネル用受光部） 受光部 撤去(不使用)                             

                                                

                                                台         1            8,386             8,386   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－127号

照明器具撤去

（夜間）

NHT180 （不使用）

台

        1           14,250   

照明器具取付 照明器具取付 撤去(不使用) 持込                  

                                                

                                                台         1           14,250            14,250   

               計

         14,250   

               単価

       14,250   円／台

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

自動点滅器取付（トンネル用制御部） 制御部 撤去(不使用)                             

                                                

                                                組         1           20,130            20,130   

               計

         28,516   

               単価

       28,520   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 69 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－130号

地中配線撤去

（夜間）

CV3.5mm2-1C （不使用）

m

        1              385.8 

ケーブル及び電線配線 管内配線 10mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              385.8             385.8 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－129号

地中配線撤去

（夜間）

CV2mm2-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            385.8 

               単価

          385.8 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 70 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－132号

地中配線撤去

（夜間）

CV14mm2-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－131号

地中配線撤去

（夜間）

CV3.5mm2-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 71 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－134号

屋外配線撤去

管内（夜間）

CV2mm-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－133号

地中配線撤去

（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m

        1              201.3 

ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 撤去(不使用)                   

                                                

                                                ｍ         1              201.3             201.3 

               計

            201.3 

               単価

          201.3 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 72 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－136号

屋外配線撤去

管内（夜間）

CV3.5mm-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－135号

屋外配線撤去

管内（夜間）

CV3.5mm-1C （不使用）

m

        1              385.8 

ケーブル及び電線配線 管内配線 10mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              385.8             385.8 

               計

            385.8 

               単価

          385.8 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 73 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－138号

屋外配線撤去

管内（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m

        1              201.3 

ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 撤去(不使用)                   

                                                

                                                ｍ         1              201.3             201.3 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－137号

屋外配線撤去

管内（夜間）

CV14mm-2C （不使用）

m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            201.3 

               単価

          201.3 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 74 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－140号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

CV3.5mm-1C （不使用）

m

        1              486.5 

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 10mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1              486.5             486.5 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－139号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

CV2mm-2C （不使用）

m

        1            1,191   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            1,191             1,191   

               計

          1,191   

               単価

        1,191   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            486.5 

               単価

          486.5 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 75 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－142号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

CV14mm-2C （不使用）

m

        1            1,191   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            1,191             1,191   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－141号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

CV3.5mm-2C （不使用）

m

        1            1,191   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            1,191             1,191   

               計

          1,191   

               単価

        1,191   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

          1,191   

               単価

        1,191   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 76 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－144号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

VVR14mm2-2C+(E)3.5mm2 （不使用）

m

        1            1,191   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            1,191             1,191   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－143号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

VVR2mm2-2C+(E)3.5mm2 （不使用）

m

        1            1,191   

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                ｍ         1            1,191             1,191   

               計

          1,191   

               単価

        1,191   円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

          1,191   

               単価

        1,191   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 77 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－146号

交通誘導警備員

（夜間）

A

人日

        1           20,790   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           20,790            20,790   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－145号

屋外配線撤去

ﾗｯｸ（夜間）

IV3.5mm2 （不使用）

m

        1              251.6 

ケーブル及び電線配線（ラック配線） 仕上外径 5mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり          

                                                

                                                ｍ         1              251.6             251.6 

               計

            251.6 

               単価

          251.6 円／m

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

         20,790   

               単価

       20,790   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 78 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－147号

交通誘導警備員

（夜間）

B

人日

        1           18,120   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           18,120            18,120   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

         18,120   

               単価

       18,120   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 79 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002000

機器単体費（組） 738000円/組 機器製作及び据付・調整を行う        

                                                

                                                

組

        1          738,000   

機器単体費  

組         1          738,000           738,000   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

        738,000   

               単価

      738,000   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 80 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

照明器具取付 照明器具取付 新設 持込                          

                                                

                                                

台

       10           28,500   

電工  

人         4.1         33,547           137,542   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

普通作業員  

人         2.1         29,925            62,842   

高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名

時間         9            9,398            84,582   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 34   

               計

        285,000   

               単価

       28,500   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 81 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） ＫＣＥ０５０－２                                

                                                

                                                

台･本

        1          106,000   

ＬＥＤ道路照明器具（建電協型） ＫＣＥ０５０－２

台         1          106,000           106,000   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

        106,000   

               単価

      106,000   円／台･本

              国土交通省　近畿地方整備局- 82 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

トンネル照明器具取付 LED灯ﾌﾟﾚｽ型 新設 壁面方式                       

                                                

                                                

台

        1           26,530   

電工  

人         0.3         33,547            10,064   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

普通作業員  

人         0.55        29,925            16,458   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         26,530   

               単価

       26,530   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 83 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

低圧電力ケ－ブル接続処理 8mm2×3C以下 3心                                

                                                

                                                

箇所

        1            6,709   

電工  

人         0.2         33,547             6,709   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

管理番号札取付

枚

        1              598   

普通作業員  

人         0.02        29,925               598   

               計

            598   

               単価

          598   円／枚

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,709   

               単価

        6,709   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 84 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型

）

入口照明（B） 調光機能なし                      

KWE070B(入口)                                   

                                                

台・組

        1           78,300   

ＬＥＤトンネル照明器具（建電協型　一般形） ＫＷＥ０７０Ｂ（入口）

台         1           78,300            78,300   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

低圧電力ケ－ブル端末処理 14mm2×3C以下 3心                               

                                                

                                                

箇所

        1            6,709   

電工  

人         0.2         33,547             6,709   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,709   

               単価

        6,709   円／箇所

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

         78,300   

               単価

       78,300   円／台・組

              国土交通省　近畿地方整備局- 85 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

自動点滅器取付（トンネル用制御部

）

制御部 新設                                     

                                                

                                                

組

        1           40,260   

電工  

人         1.2         33,547            40,256   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

自動点滅器取付（トンネル用受光部

）

受光部 新設                                     

                                                

                                                

台

        1           16,780   

電工  

人         0.5         33,547            16,773   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         16,780   

               単価

       16,780   円／台

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         40,260   

               単価

       40,260   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 86 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケ

ーブル）

600V CV 3.5mm2 3心 

ｍ

        1              145   

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　３心

ｍ         1              145               145   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設 

ｍ

      100            1,846   

電工  

人         5.5         33,547           184,508   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 92   

               計

        184,600   

               単価

        1,846   円／ｍ

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            145   

               単価

          145   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 87 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ケーブル及び電線配線（ラック配線

）

仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり                 

                                                

                                                

ｍ

      100            2,382   

電工  

人         7.1         33,547           238,183   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 3心                                

                                                

                                                

ｍ

        1               94   

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心

ｍ         1               94.7              94   

               計

             94   

               単価

           94   円／ｍ

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 17   

               計

        238,200   

               単価

        2,382   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 88 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

トンネル照明器具取付 水銀灯250W以下 撤去(不使用) 壁面方式            

                                                

                                                

台

        1           13,360   

電工  

人         0.175        33,547             5,870   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

普通作業員  

人         0.25        29,925             7,481   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         13,360   

               単価

       13,360   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 89 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

トンネル照明器具取付 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W                       

撤去(不使用) 壁面方式                           

                                                

台

        1           12,520   

電工  

人         0.15        33,547             5,032   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

普通作業員  

人         0.25        29,925             7,481   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         12,520   

               単価

       12,520   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 90 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

照明器具取付 照明器具取付 撤去(不使用) 持込                  

                                                

                                                

台

       10           14,250   

電工  

人         2.05        33,547            68,771   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

普通作業員  

人         1.05        29,925            31,421   

高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名

時間         4.5          9,398            42,291   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 17   

               計

        142,500   

               単価

       14,250   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 91 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

自動点滅器取付（トンネル用制御部

）

制御部 撤去(不使用)                             

                                                

                                                

組

        1           20,130   

電工  

人         0.6         33,547            20,128   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

自動点滅器取付（トンネル用受光部

）

受光部 撤去(不使用)                             

                                                

                                                

台

        1            8,386   

電工  

人         0.25        33,547             8,386   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,386   

               単価

        8,386   円／台

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         20,130   

               単価

       20,130   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 92 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002000

処分費（式）

式

        1           10,000   

水銀ﾗﾝﾌﾟ処分費 （株）浜田

式         1             10,000   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ブリンカーライト設置 ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置 撤去(不使用)                      

                                                

                                                

個

        1            4,193   

電工  

人         0.125        33,547             4,193   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,193   

               単価

        4,193   円／個

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

         10,000   

               単価

       10,000   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 93 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002000

処分費（ｔ）

ｔ

      100           50,000   

安定器処分費 （株）浜田

ｔ       100           50,000         5,000,000   

2020.09

2020.09

1.000-00000002000

処分費（ｔ）

ｔ

      100          500,000   

ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ処分費 （株）浜田

ｔ       100          500,000        50,000,000   

               計

     50,000,000   

               単価

      500,000   円／ｔ

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

      5,000,000   

               単価

       50,000   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 94 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 撤去(不使用)                   

                                                

                                                

ｍ

      100              201.3 

電工  

人         0.6         33,547            20,128   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                

ｍ

      100              922.6 

電工  

人         2.75        33,547            92,254   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         92,260   

               単価

          922.6 円／ｍ

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         20,130   

               単価

          201.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 95 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ケーブル及び電線配線（ラック配線

）

仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                

ｍ

      100            1,191   

電工  

人         3.55        33,547           119,091   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ケーブル及び電線配線 管内配線 10mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                

ｍ

      100              385.8 

電工  

人         1.15        33,547            38,579   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         38,580   

               単価

          385.8 円／ｍ

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

        119,100   

               単価

        1,191   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 96 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） ＫＣＥ０７０－２                                

                                                

                                                

台･本

        1          114,000   

ＬＥＤ道路照明器具（建電協型） ＫＣＥ０７０－２

台         1          114,000           114,000   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ケーブル及び電線配線（ラック配線

）

仕上外径 5mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり          

                                                

                                                

ｍ

      100              251.6 

電工  

人         0.75        33,547            25,160   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         25,160   

               単価

          251.6 円／ｍ

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

        114,000   

               単価

      114,000   円／台･本

              国土交通省　近畿地方整備局- 97 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケ

ーブル）

600V CV   2mm2 2心 

ｍ

        1               80   

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　２心

ｍ         1               80.6              80   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

管理番号札取付

枚

        1              598   

普通作業員  

人         0.02        29,925               598   

               計

            598   

               単価

          598   円／枚

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

             80   

               単価

           80   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 98 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 新設 

ｍ

      100              402.6 

電工  

人         1.2         33,547            40,256   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ケーブル及び電線配線 管内配線 40mm以下 新設                          

                                                

                                                

ｍ

      100            3,355   

電工  

人        10           33,547           335,470   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 30   

               計

        335,500   

               単価

        3,355   円／ｍ

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         40,260   

               単価

          402.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 99 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ケーブル及び電線配線（ラック配線

）

仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり                 

                                                

                                                

ｍ

      100            4,362   

電工  

人        13           33,547           436,111   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線

）

IV 3.5mm2 

ｍ

        1               36   

６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　３．５ｍｍ２

ｍ         1               36.4              36   

               計

             36   

               単価

           36   円／ｍ

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 89   

               計

        436,200   

               単価

        4,362   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 100 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ケーブル及び電線配線（ラック配線

）

仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                

ｍ

      100            2,181   

電工  

人         6.5         33,547           218,055   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ケーブル及び電線配線 管内配線 40mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                

ｍ

      100            1,678   

電工  

人         5           33,547           167,735   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 65   

               計

        167,800   

               単価

        1,678   円／ｍ

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 45   

               計

        218,100   

               単価

        2,181   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 101 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケ

ーブル）

600V CV   2mm2 3心 

ｍ

        1              102   

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　３心

ｍ         1              102               102   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

管理番号札取付

枚

        1              598   

普通作業員  

人         0.02        29,925               598   

               計

            598   

               単価

          598   円／枚

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            102   

               単価

          102   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 102 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

管理番号札取付

枚

        1              598   

普通作業員  

人         0.02        29,925               598   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ケーブル及び電線配線（ラック配線

）

仕上外径 10mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり         

                                                

                                                

ｍ

      100              486.5 

電工  

人         1.45        33,547            48,643   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         48,650   

               単価

          486.5 円／ｍ

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

               計

            598   

               単価

          598   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 103 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           20,790   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           20,790            20,790   

2020.09

2020.09

1.000-00000002000

輸送費（電気） 36500円/台                                      

                                                

                                                

台

        1           36,500   

貨物自動車運送料金（電気）  

台         1           36,500            36,500   

               計

         36,500   

               単価

       36,500   円／台

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         20,790   

               単価

       20,790   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 104 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           18,120   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           18,112            18,112   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         18,120   

               単価

       18,120   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 105 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

高所作業車［トラック架装・伸縮ブ

ーム］

バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名

時間

        1            9,398   

運転手（特殊）  

人         0.19        33,547             6,373   

[大阪府枚方市長尾東町３丁目他                    ]

軽油  １．２号

Ｌ         4.2            106               445   

高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名

時間         1            2,580             2,580   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,398   

               単価

        9,398   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 106 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002000

単－1号

道路照明柱製作  多目的柱① 10m φ75-95.5･φ163.0-242.5（段付）（

塗装（貼紙防止･防食塗装含む）） 基

        1        1,134,000   

多目的柱（500kg以下） 段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

ｋｇ       381.49         2,600           991,874   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

貼紙防止塗装 工場塗装

 ｍ２         2.41        45,900           110,619   

防食塗装 工場塗装

 ｍ２         1.52        20,400            31,008   

               計

      1,133,501   

               単価

    1,134,000   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 107 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002000

単－2号

道路照明柱製作  多目的柱② 10m φ75-95.5･φ163.0-242.5（段付）（

塗装（貼紙防止･防食塗装含む）） 基

        1        1,134,000   

多目的柱（500kg以下） 段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

ｋｇ       381.33         2,600           991,458   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

貼紙防止塗装 工場塗装

 ｍ２         2.41        45,900           110,619   

防食塗装 工場塗装

 ｍ２         1.52        20,400            31,008   

               計

      1,133,085   

               単価

    1,134,000   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 108 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002000

単－3号

道路照明柱製作  多目的柱③ 10m φ75-95.5･φ163.0-242.5（段付）（

塗装（貼紙防止･防食塗装含む）） 基

        1        1,416,000   

多目的柱（500kg超～1,500kg以下） 段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

ｋｇ       551.01         2,220         1,223,242.2 

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

貼紙防止塗装 工場塗装

 ｍ２         3.2         45,900           146,880   

防食塗装 工場塗装

 ｍ２         2.21        20,400            45,084   

               計

      1,415,206.2 

               単価

    1,416,000   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 109 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002000

単－4号

道路照明柱製作  多目的柱④ 10m φ75-95.5･φ263.0-342.5（段付）（

塗装（貼紙防止･防食塗装含む）） 基

        1        1,498,000   

多目的柱（500kg超～1,500kg以下） 段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

ｋｇ       584.1          2,220         1,296,702   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

貼紙防止塗装 工場塗装

 ｍ２         3.38        45,900           155,142   

防食塗装 工場塗装

 ｍ２         2.22        20,400            45,288   

               計

      1,497,132   

               単価

    1,498,000   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 110 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002000

単－5号

道路照明柱製作  多目的柱⑤ 10m φ75-95.5･φ239.0-318.5（段付）（

塗装（貼紙防止･防食塗装含む）） 基

        1        1,416,000   

多目的柱（500kg超～1,500kg以下） 段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

ｋｇ       551.01         2,220         1,223,242.2 

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

貼紙防止塗装 工場塗装

 ｍ２         3.2         45,900           146,880   

防食塗装 工場塗装

 ｍ２         2.21        20,400            45,084   

               計

      1,415,206.2 

               単価

    1,416,000   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 111 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002000

単－6号

道路照明柱製作  多目的柱⑥ 10m φ75-95.5･φ239.0-318.5（段付）（

塗装（貼紙防止･防食塗装含む）） 基

        1        1,415,000   

多目的柱（500kg超～1,500kg以下） 段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

ｋｇ       550.84         2,220         1,222,864.8 

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

貼紙防止塗装 工場塗装

 ｍ２         3.2         45,900           146,880   

防食塗装 工場塗装

 ｍ２         2.21        20,400            45,084   

               計

      1,414,828.8 

               単価

    1,415,000   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 112 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002000

単－7号

道路照明柱製作  多目的柱⑦ 10m φ75-95.5･φ239.0-318.5（段付）（

塗装（貼紙防止･防食塗装含む）） 基

        1        1,415,000   

多目的柱（500kg超～1,500kg以下） 段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

ｋｇ       550.68         2,220         1,222,509.6 

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

貼紙防止塗装 工場塗装

 ｍ２         3.2         45,900           146,880   

防食塗装 工場塗装

 ｍ２         2.21        20,400            45,084   

               計

      1,414,473.6 

               単価

    1,415,000   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 113 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002000

単－8号

道路照明柱製作  多目的柱⑧ 10m φ75-95.5･φ239.0-318.5（段付）（

塗装（貼紙防止･防食塗装含む）） 基

        1        1,415,000   

多目的柱（500kg超～1,500kg以下） 段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

ｋｇ       550.84         2,220         1,222,864.8 

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

貼紙防止塗装 工場塗装

 ｍ２         3.2         45,900           146,880   

防食塗装 工場塗装

 ｍ２         2.21        20,400            45,084   

               計

      1,414,828.8 

               単価

    1,415,000   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 114 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002000

単－9号

道路照明柱製作  多目的柱⑨ 10m φ75-95.5･φ123.0-202.5（段付）（

塗装（貼紙防止･防食塗装含む）） 基

        1          902,600   

多目的柱（500kg以下） 段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

ｋｇ       301.27         2,600           783,302   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

貼紙防止塗装 工場塗装

 ｍ２         2.1         45,900            96,390   

防食塗装 工場塗装

 ｍ２         1.12        20,400            22,848   

               計

        902,540   

               単価

      902,600   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 115 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－10号

道路照明灯設置

（夜間）

300kg超1000kg以下

基

        1           64,280   

道路照明灯建柱 GL8～12m 質量1000kg以下 0円/基                  

0円/基 割増あり 1.3無                           

                                                基         1           42,010            42,010   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ（単相用）

個         1            9,310             9,310   

管理番号札･灯柱銘板取付

枚         2              598             1,196   

管理番号札 シート式

枚         1            3,780             3,780   

灯柱銘板 真鍮製

枚         1            6,000             6,000   

グリスキャップ Ｍ２４

個         4              495             1,980   

               計

         64,276   

               単価

       64,280   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 116 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－11号

道路照明灯設置

（夜間）

300kg超1000kg以下 自動点滅器含む 10m

基

        1           69,400   

道路照明灯建柱 GL8～12m 質量1000kg以下 0円/基                  

0円/基 割増あり 1.3無                           

                                                基         1           42,010            42,010   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２２－Ｎ（単相用）

個         1            6,900             6,900   

自動点滅器取付（ポール取付） 自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設                       

                                                

                                                個         1            4,026             4,026   

自動点滅器（プラグ式） （本体のみ）２００Ｖ　６Ａ

個         1            2,510             2,510   

自動点滅器（プラグ式受け台） （ソケットのみ）６Ａ１０Ａ共通

個         1              990               990   

管理番号札･灯柱銘板取付

枚         2              598             1,196   

管理番号札 シート式

枚         1            3,780             3,780   

灯柱銘板 真鍮製

枚         1            6,000             6,000   

グリスキャップ Ｍ２４

個         4              495             1,980   

               計

         69,392   

               単価

       69,400   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 117 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－12号

道路照明灯設置

（夜間）

IA10.3B-C （塗装（貼紙防止･防食塗装含む）

基

        1          395,100   

道路照明灯建柱 GL8～12m 質量350kg以下 0円/基                   

0円/基 割増あり 1.3無                           

                                                基         1           35,470            35,470   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１０ｍ埋設型 ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）        

                                                

                                                本         1          280,000           280,000   

貼紙防止塗装 工場塗装

 ｍ２         1.249        45,900            57,329.1 

ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ（単相用）

個         1            9,310             9,310   

管理番号札･灯柱銘板取付

枚         2              598             1,196   

管理番号札 シート式

枚         1            3,780             3,780   

灯柱銘板 真鍮製

枚         1            6,000             6,000   

グリスキャップ Ｍ２４

個         4              495             1,980   

               計

        395,065.1 

               単価

      395,100   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 118 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－13号

道路照明灯設置

（夜間）

IA10.3B-C（特） （塗装（貼紙防止･防食塗装含む）

基

        1          435,100   

道路照明灯建柱 GL8～12m 質量350kg以下 0円/基                   

0円/基 割増あり 1.3無                           

                                                基         1           35,470            35,470   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

照明用ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ（鋼製）（建電協型）10m埋設型 IA10.3B-C（ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装）※埋設部ﾆｯﾌﾟﾙ含む

本         1          320,000           320,000   

貼紙防止塗装 工場塗装

 ｍ２         1.249        45,900            57,329.1 

ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ（単相用）

個         1            9,310             9,310   

管理番号札･灯柱銘板取付

枚         2              598             1,196   

管理番号札 シート式

枚         1            3,780             3,780   

灯柱銘板 真鍮製

枚         1            6,000             6,000   

グリスキャップ Ｍ２４

個         4              495             1,980   

               計

        435,065.1 

               単価

      435,100   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 119 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－14号

道路照明灯設置

（夜間）

IA10.3B-S （塗装（貼紙防止･防食塗装含む）

基

        1          404,200   

道路照明灯建柱 GL8～12m 質量350kg以下 0円/基                   

0円/基 割増あり 1.3無                           

                                                基         1           35,470            35,470   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１０ｍ埋設型 ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）        

                                                

                                                本         1          284,000           284,000   

貼紙防止塗装 工場塗装

 ｍ２         1.249        45,900            57,329.1 

ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２２－Ｎ（単相用）

個         1            6,900             6,900   

自動点滅器取付（ポール取付） 自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設                       

                                                

                                                個         1            4,026             4,026   

自動点滅器（プラグ式） （本体のみ）２００Ｖ　６Ａ

個         1            2,510             2,510   

自動点滅器（プラグ式受け台） （ソケットのみ）６Ａ１０Ａ共通

個         1              990               990   

管理番号札･灯柱銘板取付

枚         2              598             1,196   

管理番号札 シート式

枚         1            3,780             3,780   

灯柱銘板 真鍮製

枚         1            6,000             6,000   

グリスキャップ Ｍ２４

個         4              495             1,980   

              国土交通省　近畿地方整備局- 120 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－14号

道路照明灯設置

（夜間）

IA10.3B-S （塗装（貼紙防止･防食塗装含む）

基

        1          404,200   

               計

        404,181.1 

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

               単価

      404,200   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 121 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－15号

道路照明灯設置

（夜間）

IA10.3B-S（特） （塗装（貼紙防止･防食塗装含む）

基

        1          444,200   

道路照明灯建柱 GL8～12m 質量350kg以下 0円/基                   

0円/基 割増あり 1.3無                           

                                                基         1           35,470            35,470   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

照明用ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ（鋼製）（建電協型）10m埋設型 IA10.3B-S（ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装）※埋設部ﾆｯﾌﾟﾙ含む

本         1          324,000           324,000   

貼紙防止塗装 工場塗装

 ｍ２         1.249        45,900            57,329.1 

ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２２－Ｎ（単相用）

個         1            6,900             6,900   

自動点滅器取付（ポール取付） 自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設                       

                                                

                                                個         1            4,026             4,026   

自動点滅器（プラグ式） （本体のみ）２００Ｖ　６Ａ

個         1            2,510             2,510   

自動点滅器（プラグ式受け台） （ソケットのみ）６Ａ１０Ａ共通

個         1              990               990   

管理番号札･灯柱銘板取付

枚         2              598             1,196   

管理番号札 シート式

枚         1            3,780             3,780   

灯柱銘板 真鍮製

枚         1            6,000             6,000   

グリスキャップ Ｍ２４

個         4              495             1,980   

              国土交通省　近畿地方整備局- 122 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－15号

道路照明灯設置

（夜間）

IA10.3B-S（特） （塗装（貼紙防止･防食塗装含む）

基

        1          444,200   

               計

        444,181.1 

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

               単価

      444,200   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 123 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－16号

道路照明灯設置

（夜間）

IA5.3B-C （塗装（貼紙防止塗装･地際部腐食防止補強

含む） KHE030 基

        1          463,800   

水銀灯器具取付（屋外） ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下 新設 補正なし                  

補正なし                                        

                                                灯         1           97,290            97,290   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

照明用ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ（鋼製）（建電協型）10m埋設型 IA5.3B-C（ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装）

本         1          242,000           242,000   

貼紙防止塗装 工場塗装

 ｍ２         1.173        45,900            53,840.7 

ＬＥＤ歩道照明灯具（建電協型） ＫＨＥ０３０                                    

                                                

                                                台         1           57,700            57,700   

管理番号札･灯柱銘板取付

枚         2              598             1,196   

管理番号札 シート式

枚         1            3,780             3,780   

灯柱銘板 真鍮製

枚         1            6,000             6,000   

グリスキャップ Ｍ２４

個         4              495             1,980   

               計

        463,786.7 

               単価

      463,800   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 124 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－18号

照明器具設置

（夜間）

KCE100-2

台

        1          154,500   

照明器具取付 照明器具取付 新設 持込                          

                                                

                                                台         1           28,500            28,500   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－17号

照明器具設置

（夜間）

KCE070-2

台

        1          142,500   

照明器具取付 照明器具取付 新設 持込                          

                                                

                                                台         1           28,500            28,500   

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） ＫＣＥ０７０－２                                

                                                

                                                台･本         1          114,000           114,000   

               計

        142,500   

               単価

      142,500   円／台

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） ＫＣＥ１００－２                                

                                                

                                                台･本         1          126,000           126,000   

               計

        154,500   

               単価

      154,500   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 125 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－20号

照明器具設置

（夜間）

既設照明器具流用

台

        1           28,500   

照明器具取付 照明器具取付 新設 持込                          

                                                

                                                台         1           28,500            28,500   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－19号

照明器具設置

（夜間）

KCE150-3

台

        1          160,500   

照明器具取付 照明器具取付 新設 持込                          

                                                

                                                台         1           28,500            28,500   

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） ＫＣＥ１５０－３                                

                                                

                                                台･本         1          132,000           132,000   

               計

        160,500   

               単価

      160,500   円／台

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

               計

         28,500   

               単価

       28,500   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 126 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－22号

地中配線

（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm2×2C

m

        1            1,926   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設 

ｍ         1            1,846             1,846   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－21号

地中配管

（夜間）

FEP30 1条

m

        1              385.8 

波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条                

0%                                              

                                                ｍ         1              385.8             385.8 

               計

            385.8 

               単価

          385.8 円／m

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル） 600V CV   2mm2 2心 

ｍ         1               80                80   

               計

          1,926   

               単価

        1,926   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 127 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－24号

屋外配線

（夜間）

VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ) 3心 SV 1.6mm-3C

m

        1            1,944   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設 

ｍ         1            1,846             1,846   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－23号

屋外配管

（夜間）

G22 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり

m

        1            2,710   

電線管敷設 厚鋼 22mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満              

補正あり                                        

                                                ｍ         1            2,349             2,349   

厚鋼電線管（Ｇ） 呼び径 22 15%                                   

                                                

                                                ｍ         1              361               361   

               計

          2,710   

               単価

        2,710   円／m

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル） VV-R(SV) 1.6mm -3C 

ｍ         1               98                98   

               計

          1,944   

               単価

        1,944   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 128 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－26号

埋設標識ｼｰﾄ敷設

（夜間）

300mm 2倍

m

        1              380.2 

埋設標識シート敷設 埋設標識ｼｰﾄ敷設                                 

                                                

                                                ｍ         1              134.2             134.2 

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－25号

屋外配線

（夜間）

CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm2×2C   

                                          m

        1            1,926   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設 

ｍ         1            1,846             1,846   

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル） 600V CV   2mm2 2心 

ｍ         1               80                80   

               計

          1,926   

               単価

        1,926   円／m

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

埋設標識シート 300mm×50m 2倍                                  

                                                

                                                巻         0.02        12,300               246   

               計

            380.2 

               単価

          380.2 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 129 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－28号

配管配線附属品 ﾍﾞﾙﾏｳｽ FEP30用

個

        1              411   

波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用） ベルマウス　３０ｍｍ

個         1              411               411   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－27号

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ削孔

（夜間）

FEP30用

箇所

        1            8,435   

コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） 30mmを超え43mm以下 500mm以下                    

全ての費用                                      

                                                孔         1            8,435             8,435   

               計

          8,435   

               単価

        8,435   円／箇所

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

               計

            411   

               単価

          411   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 130 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－30号

配管配線附属品 異種管接続材料 FEP30-G28用

個

        1            3,210   

波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用） 異種管接続材料（Ｈ型）　　３０ｍｍ

組         1            3,210             3,210   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－29号

配管配線附属品 異種管接続材料 FEP30-G22用

個

        1            3,210   

波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用） 異種管接続材料（Ｈ型）　　３０ｍｍ

組         1            3,210             3,210   

               計

          3,210   

               単価

        3,210   円／個

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

               計

          3,210   

               単価

        3,210   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 131 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－32号

殻運搬処理(電気)

（夜間）

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3

        1           11,090   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし               

機械積込 有り 31.5km以下 全ての費用             

                                                 ｍ３         1            4,980             4,980   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－31号

ｹｰﾌﾞﾙ接続

（夜間）

CV 2mm2×2C 分岐接続                            

                                          箇所

        1           10,690   

低圧電力ケ－ブル接続処理 8mm2×3C以下 2心                                

                                                

                                                箇所         1            5,367             5,367   

接続材料（電力ｹｰﾌﾞﾙ用） ﾚｼﾞﾝ注入形 Y0（Y分岐）

組         1            5,320             5,320   

               計

         10,687   

               単価

       10,690   円／箇所

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            6,110             6,110   

               計

         11,090   

               単価

       11,090   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 132 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－33号

残土等運搬処理

（夜間） m3

        1            6,861   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                   ｍ３         1            3,621             3,621   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,240             3,240   

               計

          6,861   

               単価

        6,861   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 133 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－34号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置

（夜間）

□600×600

箇所

        1           93,210   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用                    

                                                 ｍ２         0.865         1,422             1,230.03

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

プレキャストマンホール 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外       

全ての費用                                      

                                                基         1           32,170            32,170   

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-6

組         1           59,800            59,800   

               計

         93,200.03

               単価

       93,210   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 134 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－36号

道路照明灯撤去

（夜間）

共架ｱｰﾑ （不使用）

基

        1            5,689   

腕金取付 腕金900mm以下 撤去(不使用)                      

                                                

                                                本         1            5,689             5,689   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－35号

道路照明灯撤去

（夜間）

350kg以下

基

        1           17,740   

道路照明灯撤去 GL8～12m 質量350kg以下 割増あり                 

1.3無                                           

                                                基         1           17,740            17,740   

               計

         17,740   

               単価

       17,740   円／基

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

               計

          5,689   

               単価

        5,689   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 135 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－38号

道路照明灯撤去

（夜間）

照明器具 （再使用）

基

        1           28,500   

照明器具取付 照明器具取付 撤去(再使用) 持込                  

                                                

                                                台         1           28,500            28,500   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－37号

道路照明灯撤去

（夜間）

照明器具 （不使用）

基

        1           14,250   

照明器具取付 照明器具取付 撤去(不使用) 持込                  

                                                

                                                台         1           14,250            14,250   

               計

         14,250   

               単価

       14,250   円／基

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

               計

         28,500   

               単価

       28,500   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 136 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－40号

屋外配管撤去

（夜間）

G22 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり （不使用）

m

        1            1,175   

電線管敷設 厚鋼 22mm以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め             

2m未満 補正あり                                 

                                                ｍ         1            1,175             1,175   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－39号

照明灯基礎撤去

（夜間）

φ500×1900L

箇所

        1            8,434   

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要              

                                                

                                                 ｍ３         0.373        22,610             8,433.53

               計

          8,433.53

               単価

        8,434   円／箇所

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

               計

          1,175   

               単価

        1,175   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 137 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002000

単－42号

引込金具撤去 （不使用）

個

        1            1,616   

ピン碍子ラック取付 ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ 撤去(不使用)                         

                                                

                                                個         1            1,616             1,616   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－41号

屋外配線撤去

（夜間）

VVR 2mm-2C （不使用）                           

                                          m

        1              922.6 

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              922.6             922.6 

               計

            922.6 

               単価

          922.6 円／m

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

               計

          1,616   

               単価

        1,616   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 138 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－44号

交通誘導警備員

（夜間）

B

人日

        1           18,120   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           18,120            18,120   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

単－43号

交通誘導警備員

（夜間）

A

人日

        1           20,790   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           20,790            20,790   

               計

         20,790   

               単価

       20,790   円／人日

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

               計

         18,120   

               単価

       18,120   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 139 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

仮設材等の積込み，取卸し費 積込み,取卸し(片道分)                           

                                                

                                                

ｔ

        1            1,500   

積込み．取卸し費（仮設材等）  

ｔ         1            1,500             1,500   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板

、敷鉄板等)の運

関東･中部･近畿 3.5km 12m以内                    

深夜早朝割増 無                                 

                                                

ｔ

        1            5,655   

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 10kmまで

t         1            5,655             5,655   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,655   

               単価

        5,655   円／ｔ

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,500   

               単価

        1,500   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 140 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

道路照明灯建柱 GL8～12m 質量1000kg以下 0円/基                  

0円/基 割増あり 1.3無                           

                                                

基

       10           42,010   

電工  

人         6           33,547           201,282   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

普通作業員  

人         4.8         29,925           143,640   

照明ポール  

本        10                0                 0   

アンカーボルト  

組        10                0                 0   

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         1.9         39,520            75,088   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 90   

               計

        420,100   

               単価

       42,010   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 141 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

自動点滅器取付（ポール取付） 自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設                       

                                                

                                                

個

       10            4,026   

電工  

人         1.2         33,547            40,256   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

管理番号札･灯柱銘板取付

枚

        1              598   

普通作業員  

人         0.02        29,925               598   

               計

            598   

               単価

          598   円／枚

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         40,260   

               単価

        4,026   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 142 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

道路照明灯建柱 GL8～12m 質量350kg以下 0円/基                   

0円/基 割増あり 1.3無                           

                                                

基

       10           35,470   

電工  

人         5           33,547           167,735   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

普通作業員  

人         4           29,925           119,700   

照明ポール  

本        10                0                 0   

アンカーボルト  

組        10                0                 0   

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         1.7         39,520            67,184   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 81   

               計

        354,700   

               単価

       35,470   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 143 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

照明用テーパーポール(鋼製)(建電

協型)１０ｍ埋設

ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）        

                                                

                                                

本

        1          284,000   

直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　単独） ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）

本         1          284,000           284,000   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

照明用テーパーポール(鋼製)(建電

協型)１０ｍ埋設

ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）        

                                                

                                                

本

        1          280,000   

直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　連接） ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）

本         1          280,000           280,000   

               計

        280,000   

               単価

      280,000   円／本

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

               計

        284,000   

               単価

      284,000   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 144 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ＬＥＤ歩道照明灯具（建電協型） ＫＨＥ０３０                                    

                                                

                                                

台

        1           57,700   

ＬＥＤ歩道照明器具（建電協型） ＫＨＥ０３０

台         1           57,700            57,700   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

水銀灯器具取付（屋外） ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下 新設 補正なし                  

補正なし                                        

                                                

灯

        1           97,290   

電工  

人         2.9         33,547            97,286   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         97,290   

               単価

       97,290   円／灯

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

               計

         57,700   

               単価

       57,700   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 145 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

照明器具取付 照明器具取付 新設 持込                          

                                                

                                                

台

       10           28,500   

電工  

人         4.1         33,547           137,542   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

普通作業員  

人         2.1         29,925            62,842   

高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名

時間         9            9,398            84,582   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 34   

               計

        285,000   

               単価

       28,500   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 146 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） ＫＣＥ１００－２                                

                                                

                                                

台･本

        1          126,000   

ＬＥＤ道路照明器具（建電協型） ＫＣＥ１００－２

台         1          126,000           126,000   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） ＫＣＥ０７０－２                                

                                                

                                                

台･本

        1          114,000   

ＬＥＤ道路照明器具（建電協型） ＫＣＥ０７０－２

台         1          114,000           114,000   

               計

        114,000   

               単価

      114,000   円／台･本

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

               計

        126,000   

               単価

      126,000   円／台･本

              国土交通省　近畿地方整備局- 147 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） ＫＣＥ１５０－３                                

                                                

                                                

台･本

        1          132,000   

ＬＥＤ道路照明器具（建電協型） ＫＣＥ１５０－３

台         1          132,000           132,000   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

               計

        132,000   

               単価

      132,000   円／台･本

              国土交通省　近畿地方整備局- 148 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条                

0%                                              

                                                

ｍ

      100              385.8 

電工  

人         0.5         33,547            16,773   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

波付硬質ポリエチレン電線管 ＦＥＰ　３０ｍｍ

ｍ       100              218            21,800   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         38,580   

               単価

          385.8 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 149 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケ

ーブル）

600V CV   2mm2 2心 

ｍ

        1               80   

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　２心

ｍ         1               80.6              80   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設 

ｍ

      100            1,846   

電工  

人         5.5         33,547           184,508   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 92   

               計

        184,600   

               単価

        1,846   円／ｍ

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

               計

             80   

               単価

           80   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 150 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

厚鋼電線管（Ｇ） 呼び径 22 15%                                   

                                                

                                                

ｍ

        1              361   

厚鋼電線管 Ｇ２２

ｍ         1              314               314   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

電線管敷設 厚鋼 22mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満              

補正あり                                        

                                                

ｍ

      100            2,349   

電工  

人         7           33,547           234,829   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 71   

               計

        234,900   

               単価

        2,349   円／ｍ

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

附属品費

        15%

式         1                 47   

               計

            361   

               単価

          361   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 151 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

埋設標識シート敷設 埋設標識ｼｰﾄ敷設                                 

                                                

                                                

ｍ

      100              134.2 

電工  

人         0.4         33,547            13,418   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶

縁ケーブル）

VV-R(SV) 1.6mm -3C 

ｍ

        1               98   

６００Ｖビニル絶縁シースケーブル ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１．６ｍｍ　３心

ｍ         1               98.3              98   

               計

             98   

               単価

           98   円／ｍ

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         13,420   

               単価

          134.2 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 152 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

低圧電力ケ－ブル接続処理 8mm2×3C以下 2心                                

                                                

                                                

箇所

        1            5,367   

電工  

人         0.16        33,547             5,367   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

埋設標識シート 300mm×50m 2倍                                  

                                                

                                                

巻

        1           12,300   

埋設標識シート ３００ｍｍ×５０ｍ　２倍

巻         1           12,300            12,300   

               計

         12,300   

               単価

       12,300   円／巻

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,367   

               単価

        5,367   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 153 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,240   

残土等処分費 （株）ﾗﾝﾃｯｸ

 ｍ３       100            3,240           324,000   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            6,110   

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費 ﾘｻｲｸﾙ協同組合

 ｍ３       100            6,110           611,000   

               計

        611,000   

               単価

        6,110   円／ｍ３

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

               計

        324,000   

               単価

        3,240   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 154 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

道路照明灯撤去 GL8～12m 質量350kg以下 割増あり                 

1.3無                                           

                                                

基

       10           17,740   

電工  

人         2.5         33,547            83,867   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

普通作業員  

人         2           29,925            59,850   

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         0.85        39,520            33,592   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 91   

               計

        177,400   

               単価

       17,740   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 155 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

腕金取付 腕金900mm以下 撤去(不使用)                      

                                                

                                                

本

        1            5,689   

電工  

人         0.125        33,547             4,193   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

普通作業員  

人         0.05        29,925             1,496   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,689   

               単価

        5,689   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 156 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

照明器具取付 照明器具取付 撤去(不使用) 持込                  

                                                

                                                

台

       10           14,250   

電工  

人         2.05        33,547            68,771   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

普通作業員  

人         1.05        29,925            31,421   

高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名

時間         4.5          9,398            42,291   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 17   

               計

        142,500   

               単価

       14,250   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 157 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

照明器具取付 照明器具取付 撤去(再使用) 持込                  

                                                

                                                

台

       10           28,500   

電工  

人         4.1         33,547           137,542   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

普通作業員  

人         2.1         29,925            62,842   

高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名

時間         9            9,398            84,582   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 34   

               計

        285,000   

               単価

       28,500   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 158 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002000

処分費（ｔ）

ｔ

      100           50,000   

安定器処分費 （株）浜田

ｔ       100           50,000         5,000,000   

2020.09

2020.09

1.000-00000002000

処分費（ｔ）

ｔ

      100          800,000   

ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ処分費 （株）ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ｱｰﾙ

ｔ       100          800,000        80,000,000   

               計

     80,000,000   

               単価

      800,000   円／ｔ

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

               計

      5,000,000   

               単価

       50,000   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 159 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

電線管敷設 厚鋼 22mm以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め             

2m未満 補正あり                                 

                                                

ｍ

      100            1,175   

電工  

人         3.5         33,547           117,414   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要              

                                                

                                                

 ｍ３

        1           22,610   

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無

 ｍ３         1           22,606.2          22,606   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         22,610   

               単価

       22,610   円／ｍ３

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 86   

               計

        117,500   

               単価

        1,175   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 160 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                

ｍ

      100              922.6 

電工  

人         2.75        33,547            92,254   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         92,260   

               単価

          922.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 161 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00000002000

ピン碍子ラック取付 ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ 撤去(不使用)                         

                                                

                                                

個

        1            1,616   

電工  

人         0.05        22,365             1,118   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

普通作業員  

人         0.025        19,950               498   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,616   

               単価

        1,616   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 162 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           18,120   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           18,112            18,112   

2020.09

2020.09

1.000-00000002500

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           20,790   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           20,790            20,790   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         20,790   

               単価

       20,790   円／人日

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         18,120   

               単価

       18,120   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 163 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.09

2020.09

1.000-00000002500

高所作業車［トラック架装・伸縮ブ

ーム］

バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名

時間

        1            9,398   

運転手（特殊）  

人         0.19        33,547             6,373   

[自）大阪府大阪市城東区中央１丁目８　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ         4.2            106               445   

高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名

時間         1            2,580             2,580   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,398   

               単価

        9,398   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 164 -


