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福井管内トンネル照明設備改修工事 
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福井河川国道事務所 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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

福井管内トンネル照明設備改修工事

鏡

自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　　　　　　　

至：福井県敦賀市鳩原地先

　１）　発注年月　　　　　令和 3年 6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　福井河川国道事務所　防災課　　　　　　　　　　　　

　３）　工事番号　　　　　7070010006　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  230日間 　　　　自　　　令和 3年 7月14日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 4年 2月28日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　福井県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　敦賀市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 3年 5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　　　　　　　2021年 6月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2021年 6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 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年 5月14日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　
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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

福井管内トンネル照明設備改修工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備

電気設備

式         1         32,011,025

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

　ﾄﾝﾈﾙ照明設備工

　【小河ﾄﾝﾈﾙ】

式         1         30,151,605

　　ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工

　　

式         1         12,435,434

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付（基本部）

　　　

LED式

式         1          4,150,584

内-1号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付（入口部）

　　　

LED式

式         1          8,284,850

内-2号

　　道路照明設備設置工

　　

式         1            556,000

　　　道路照明器具設置

　　　

LED式 KCE070-2

台         4          139,000           556,000

単-1号

　　配管･配線工

　　

式         1          9,592,820

　　　ﾋﾟｯﾄ配線

　　　

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+

E3.5mm2

ｍ         8            1,332            10,656

単-2号

　　　ﾋﾟｯﾄ配線

　　　

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+

E3.5mm2

ｍ        11            1,188            13,068

単-3号

　　　ﾋﾟｯﾄ配線

　　　

CV2mm2-3C

ｍ        11            1,033            11,363

単-4号

　　　ﾋﾟｯﾄ配線

　　　

CVV2mm2-2C

ｍ         8              992.2           7,937

単-5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

福井管内トンネル照明設備改修工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備

　　　ﾗｯｸ配線

　　　

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+

E3.5mm2

ｍ     1,510            1,890         2,853,900

単-6号

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

　　　ﾗｯｸ配線

　　　

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+

E3.5mm2

ｍ     1,500            1,746         2,619,000

単-7号

　　　ﾗｯｸ配線

　　　

CVV2mm2-2C

ｍ     1,500            1,551         2,326,500

単-8号

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+

E3.5mm2

ｍ        16            1,890            30,240

単-9号

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+

E3.5mm2

ｍ        16            1,746            27,936

単-10号

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

CV2mm2-3C

ｍ        16            1,591            25,456

単-11号

　　　ﾀﾞｸﾄ配線

　　　

CVV2mm2-2C

ｍ        16            1,551            24,816

単-12号

　　　ﾄﾗﾌ配線

　　　

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+

E3.5mm2

ｍ        12            1,104            13,248

単-13号

　　　ﾄﾗﾌ配線

　　　

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+

E3.5mm2

ｍ        12              959.6          11,515

単-14号

　　　ﾄﾗﾌ配線

　　　

CV2mm2-3C

ｍ        12              804.6           9,655

単-15号

　　　ﾄﾗﾌ配線

　　　

CVV2mm2-2C

ｍ        12              764.6           9,175

単-16号

　　　管内配線

　　　

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+

E3.5mm2

ｍ       103            1,559           160,577

単-17号

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



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

福井管内トンネル照明設備改修工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備

　　　管内配線

　　　

複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+

E3.5mm2

ｍ       103            1,415           145,745

単-18号

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

　　　管内配線

　　　

CV2mm2-3C

ｍ       916            1,260         1,154,160

単-19号

　　　管内配線

　　　

CVV2mm2-2C

ｍ       103            1,220           125,660

単-20号

　　　配線支持金具取付

　　　

SUS KBS-MA

個         3            4,071            12,213

単-21号

　　ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工

　　

式         1          1,644,183

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（不使用）

NHT110LS 取付金具含

む

台        19            7,669           145,711

単-22号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（不使用）

NHT180LS 取付金具含

む

台        12            7,669            92,028

単-23号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（不使用）

NHT220LS 取付金具含

む

台        14            7,669           107,366

単-24号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（不使用）

NHT360LS 取付金具含

む

台        78            7,669           598,182

単-25号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（不使用）

FHP45W×2 取付金具含

む

台        98            7,152           700,896

単-26号

　　道路照明設備撤去工

　　

式         1             37,440

　　　道路照明器具撤去　（不使用）

　　　

KSH-2　NHT180LS

台         4            9,360            37,440

単-27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

福井管内トンネル照明設備改修工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備

　　配管･配線撤去工

　　

式         1          5,885,728

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

　　　ﾋﾟｯﾄ配線撤去

　　　（不使用）

複合ケーブル　VVR14m

m2-3C+VVR3.5mm2

ｍ        17              455.1           7,736

単-28号

　　　ﾋﾟｯﾄ配線撤去

　　　（不使用）

複合ケーブル　VVR5.5

mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ        11              455.1           5,006

単-29号

　　　ﾋﾟｯﾄ配線撤去

　　　（不使用）

複合ケーブル　VVR3.5

mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ         6              455.1           2,730

単-30号

　　　ﾋﾟｯﾄ配線撤去

　　　（不使用）

VVR3.5mm2-3C

ｍ         8              455.1           3,640

単-31号

　　　ﾋﾟｯﾄ配線撤去

　　　（不使用）

CV8mm2-3C

ｍ         6              455.1           2,730

単-32号

　　　ﾋﾟｯﾄ配線撤去

　　　（不使用）

CV2mm2-3C

ｍ         6              455.1           2,730

単-33号

　　　ﾗｯｸ配線撤去

　　　（不使用）

複合ケーブル　VVR14m

m2-3C+VVR3.5mm2

ｍ     1,970              734.4       1,446,768

単-34号

　　　ﾗｯｸ配線撤去

　　　（不使用）

複合ケーブル　VVR8mm

2-3C+VVR3.5mm2

ｍ     1,040              734.4         763,776

単-35号

　　　ﾗｯｸ配線撤去

　　　（不使用）

複合ケーブル　VVR5.5

mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ       730              734.4         536,112

単-36号

　　　ﾗｯｸ配線撤去

　　　（不使用）

複合ケーブル　VVR3.5

mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ     1,500              734.4       1,101,600

単-37号

　　　ﾗｯｸ配線撤去

　　　（不使用）

VVR3.5mm2-3C

ｍ     1,510              734.4       1,108,944

単-38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

福井管内トンネル照明設備改修工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備

　　　ﾀﾞｸﾄ配線撤去

　　　（不使用）

複合ケーブル　VVR14m

m2-3C+VVR3.5mm2

ｍ        33              734.4          24,235

単-39号

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

　　　ﾀﾞｸﾄ配線撤去

　　　（不使用）

複合ケーブル　VVR5.5

mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ        16              734.4          11,750

単-40号

　　　ﾀﾞｸﾄ配線撤去

　　　（不使用）

複合ケーブル　VVR3.5

mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ         8              734.4           5,875

単-41号

　　　ﾀﾞｸﾄ配線撤去

　　　（不使用）

VVR3.5mm2-3C

ｍ        16              734.4          11,750

単-42号

　　　ﾀﾞｸﾄ配線撤去

　　　（不使用）

CV8mm2-3C

ｍ         8              734.4           5,875

単-43号

　　　ﾀﾞｸﾄ配線撤去

　　　（不使用）

CV2mm2-3C

ｍ         8              734.4           5,875

単-44号

　　　ﾄﾗﾌ配線撤去

　　　（不使用）

複合ケーブル　VVR14m

m2-3C+VVR3.5mm2

ｍ        24              341.3           8,191

単-45号

　　　ﾄﾗﾌ配線撤去

　　　（不使用）

複合ケーブル　VVR5.5

mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ        12              341.3           4,095

単-46号

　　　ﾄﾗﾌ配線撤去

　　　（不使用）

複合ケーブル　VVR3.5

mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ         6              341.3           2,047

単-47号

　　　ﾄﾗﾌ配線撤去

　　　（不使用）

VVR3.5mm2-3C

ｍ        12              341.3           4,095

単-48号

　　　ﾄﾗﾌ配線撤去

　　　（不使用）

CV8mm2-3C

ｍ         6              341.3           2,047

単-49号

　　　ﾄﾗﾌ配線撤去

　　　（不使用）

CV2mm2-3C

ｍ         6              341.3           2,047

単-50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

福井管内トンネル照明設備改修工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備

　　　管内配線撤去

　　　（不使用）

複合ケーブル　VVR14m

m2-3C+VVR3.5mm2

ｍ       206              568.9         117,193

単-51号

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

　　　管内配線撤去

　　　（不使用）

複合ケーブル　VVR5.5

mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ       103              568.9          58,596

単-52号

　　　管内配線撤去

　　　（不使用）

複合ケーブル　VVR3.5

mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ        47              568.9          26,738

単-53号

　　　管内配線撤去

　　　（不使用）

VVR3.5mm2-3C

ｍ       103              568.9          58,596

単-54号

　　　管内配線撤去

　　　（不使用）

CV8mm2-3C

ｍ       833              568.9         473,893

単-55号

　　　管内配線撤去

　　　（不使用）

CV5.5mm2-3C

ｍ        29              568.9          16,498

単-56号

　　　管内配線撤去

　　　（不使用）

CV2mm2-3C

ｍ        54              568.9          30,720

単-57号

　　　現場発生品運搬（電気）

　　　

金山除雪基地

式         1           33,840            33,840

単-58号

　仮設工

　

式         1          1,859,420

　　足場工

　　

式         1            176,900

　　　足場費

　　　

式         1          176,900           176,900

単-59号

　　交通管理工

　　

式         1          1,682,520
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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

福井管内トンネル照明設備改修工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備

　　　交通誘導警備員

　　　

式         1          1,682,520

内-3号

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

直接工事費

式         1         32,011,025

共通仮設費

式         1          4,224,287

　共通仮設費

　

式         1             53,287

　　技術管理費

　　

式         1             53,287

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

式         1             53,287

内-4号

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          4,171,000

純工事費

式         1         36,235,312

　現場管理費

　

式         1         17,284,000

工事原価

式         1         90,767,265

　一般管理費等

　

式         1         13,662,735

工事価格

式         1        104,430,000
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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

福井管内トンネル照明設備改修工事 (当　初) 電気通信設備
電気設備

消費税相当額

式         1         10,443,000

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

工事費計

式         1        114,873,000
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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

福井管内トンネル照明設備改修工事(具谷地区) (当　初) 電気通信設備
電気設備

電気設備

式         1         21,482,953

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

　ﾄﾝﾈﾙ照明設備工

　【桜ﾄﾝﾈﾙ】

式         1         19,881,861

　　ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工

　　

式         1         10,223,070

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付（基本部）

　　　

LED式

式         1          2,286,134

内-1号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付（入口部）

　　　

LED式

式         1          7,936,936

内-2号

　　道路照明設備設置工

　　

式         1            139,000

　　　道路照明器具設置

　　　

LED式 KCE070-2

台         1          139,000           139,000

単-1号

　　配管･配線工

　　

式         1          4,803,569

　　　ﾋﾟｯﾄ配線

　　　

複合ｹｰﾌﾞﾙ　CV2mm2-6C

+E3.5mm2

ｍ        18            1,332            23,976

単-2号

　　　ﾋﾟｯﾄ配線

　　　

複合ｹｰﾌﾞﾙ　CV2mm2-4C

+E3.5mm2

ｍ        14            1,188            16,632

単-3号

　　　ﾋﾟｯﾄ配線

　　　

CV2mm2-3C

ｍ         7            1,033             7,231

単-4号

　　　ﾋﾟｯﾄ配線

　　　

CVV2mm2-2C

ｍ        18              992.2          17,859

単-5号

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



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

福井管内トンネル照明設備改修工事(具谷地区) (当　初) 電気通信設備
電気設備

　　　ﾗｯｸ配線

　　　

複合ｹｰﾌﾞﾙ　CV2mm2-6C

+E3.5mm2

ｍ       776            1,890         1,466,640

単-6号

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

　　　ﾗｯｸ配線

　　　

複合ｹｰﾌﾞﾙ　CV2mm2-4C

+E3.5mm2

ｍ       763            1,746         1,332,198

単-7号

　　　ﾗｯｸ配線

　　　

CVV2mm2-2C

ｍ       763            1,551         1,183,413

単-8号

　　　管内配線

　　　

複合ｹｰﾌﾞﾙ　CV2mm2-6C

+E3.5mm2

ｍ       149            1,559           232,291

単-9号

　　　管内配線

　　　

複合ｹｰﾌﾞﾙ　CV2mm2-4C

+E3.5mm2

ｍ       149            1,415           210,835

単-10号

　　　管内配線

　　　

CV2mm2-3C

ｍ        99            1,260           124,740

単-11号

　　　管内配線

　　　

CVV2mm2-2C

ｍ       149            1,220           181,780

単-12号

　　　露出配線

　　　

CVV2mm2-2C

ｍ         1            1,903             1,903

単-13号

　　　配線支持金具取付

　　　

SUS KBS-MA

個         1            4,071             4,071

単-14号

　　ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工

　　

式         1          1,346,384

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（不使用）

NHT110LS 取付金具含

む

台        16            7,669           122,704

単-15号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（不使用）

NHT180LS 取付金具含

む

台        12            7,669            92,028

単-16号

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



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

福井管内トンネル照明設備改修工事(具谷地区) (当　初) 電気通信設備
電気設備

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（不使用）

NHT220LS 取付金具含

む

台        12            7,669            92,028

単-17号

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（不使用）

NHT360LS 取付金具含

む

台        88            7,669           674,872

単-18号

　　　ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

　　　（不使用）

FHP45W×2 取付金具含

む

台        51            7,152           364,752

単-19号

　　道路照明設備撤去工

　　

式         1              9,360

　　　道路照明器具撤去　（不使用）

　　　

KSH-2 NHT180LS

台         1            9,360             9,360

単-20号

　　配管･配線撤去工

　　

式         1          3,360,478

　　　ﾋﾟｯﾄ配線撤去

　　　（不使用）

複合ｹｰﾌﾞﾙ VVR14mm2-3

C+VVR3.5mm2

ｍ        36              455.1          16,383

単-21号

　　　ﾋﾟｯﾄ配線撤去

　　　（不使用）

複合ｹｰﾌﾞﾙ VVR3.5mm2-

4C+VVR3.5mm2

ｍ        27              455.1          12,287

単-22号

　　　ﾋﾟｯﾄ配線撤去

　　　（不使用）

VVR3.5mm2-3C

ｍ        18              455.1           8,191

単-23号

　　　ﾋﾟｯﾄ配線撤去

　　　（不使用）

CV2mm2-2C

ｍ         7              455.1           3,185

単-24号

　　　ﾗｯｸ配線撤去

　　　（不使用）

複合ｹｰﾌﾞﾙ VVR14mm2-3

C+VVR3.5mm2

ｍ       102              734.4          74,908

単-25号

　　　ﾗｯｸ配線撤去

　　　（不使用）

複合ｹｰﾌﾞﾙ VVR8mm2-3C

+VVR3.5mm2

ｍ     1,440              734.4       1,057,536

単-26号

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



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

福井管内トンネル照明設備改修工事(具谷地区) (当　初) 電気通信設備
電気設備

　　　ﾗｯｸ配線撤去

　　　（不使用）

複合ｹｰﾌﾞﾙ VVR3.5mm2-

4C+VVR3.5mm2

ｍ     1,510              734.4       1,108,944

単-27号

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

　　　ﾗｯｸ配線撤去

　　　（不使用）

VVR3.5mm2-3C

ｍ       779              734.4         572,097

単-28号

　　　管内配線撤去

　　　（不使用）

複合ｹｰﾌﾞﾙ VVR14mm2-3

C+VVR3.5mm2

ｍ       298              568.9         169,532

単-29号

　　　管内配線撤去

　　　（不使用）

複合ｹｰﾌﾞﾙ VVR3.5mm2-

4C+VVR3.5mm2

ｍ       298              568.9         169,532

単-30号

　　　管内配線撤去

　　　（不使用）

VVR3.5mm2-3C

ｍ       149              568.9          84,766

単-31号

　　　管内配線撤去

　　　（不使用）

CV2mm2-2C

ｍ        99              568.9          56,321

単-32号

　　　管内配線撤去

　　　（不使用）

IV3.5mm2

ｍ        23              124.2           2,856

単-33号

　　　現場発生品運搬（電気）

　　　

大良防災機器格納庫

式         1           23,940            23,940

単-34号

　仮設工

　

式         1          1,601,092

　　足場工

　　

式         1            170,932

　　　足場費

　　　

式         1            170,932

内-3号

　　交通管理工

　　

式         1          1,430,160

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



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

福井管内トンネル照明設備改修工事(具谷地区) (当　初) 電気通信設備
電気設備

　　　交通誘導警備員

　　　

式         1          1,430,160

内-4号

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

直接工事費

式         1         21,482,953

共通仮設費

式         1          3,224,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          3,224,000

純工事費

式         1         24,706,953

　現場管理費

　

式         1         12,541,000

工事原価

式         1         37,247,953

              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
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付（基本部） 2021.06

第  1号内訳書 2021.06

1.000-00000002000

トンネル照明器具取付 LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式                        

                                                

                                                台        28           10,350           289,800   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

ＬＥＤトンネル照明灯具（ 基本照明重耐塩仕様（BLS－J）                    

建電協型） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D）            

蓄電池機能なし                                  台・組        24           62,100         1,490,400   

ＬＥＤトンネル照明灯具（ 基本照明重耐塩仕様（BLS－J）                    

建電協型） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D）            

蓄電池内蔵形（P）                               台・組         4          120,000           480,000   

トンネル照明器具取付金具

組        28           21,300           596,400   

トンネル照明器材用落下防 ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット

止材

組        28           24,300           680,400   

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ M10×70L SUS

本       112              287            32,144   

番号札 アクリル　１５０×６０（トンネル照明）

枚        28            1,310            36,680   

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ M6×45L SUS

本        56              113             6,328   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含 CV2mm2-4C+E3.5mm2～分岐CV2mm2-3C

む)

箇所        27           13,820           373,140   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含 CV2mm2-4C+E3.5mm2～分岐CV2mm2-3C(3.8m)

む)

箇所         1           14,100            14,100   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含 CVV2mm2-2C～分岐CVV2mm2-2C

む)

箇所        27            5,393           145,611   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含 CVV2mm2-2C～分岐CVV2mm2-2C(3.8m)

む)

箇所         1            5,581             5,581   

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付（基本部） 2021.06

第  1号内訳書 2021.06

1.000-00000002000

        合  計

      4,150,584   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



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
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付（入口部） 2021.06

第  2号内訳書 2021.06

1.000-00000002000

トンネル照明器具取付 LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式                        

                                                

                                                台        50           10,350           517,500   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具（建電協 重耐塩 ｱﾙﾐ製 調光機能なし 蓄電機能なし 415～460V

型）KAE300BS-J

台・組        12          128,000         1,536,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具（建電協 重耐塩 ｱﾙﾐ製 調光機能なし 蓄電機能なし 415～460V

型）KAE250BS-J

台・組         8          118,000           944,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具（建電協 重耐塩 ｱﾙﾐ製 調光機能なし 蓄電機能なし 415～460V

型）KAE200BS-J

台・組         8          102,000           816,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具（建電協 重耐塩 ｱﾙﾐ製 調光機能なし 蓄電機能なし 415～460V

型）KAE150BS-J

台・組         4           88,500           354,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具（建電協 重耐塩 ｱﾙﾐ製 調光機能なし 蓄電機能なし 415～460V

型）KAE100BS-J

台・組         6           74,600           447,600   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具（建電協 重耐塩 ｱﾙﾐ製 調光機能なし 蓄電機能なし 415～460V

型）KAE070BS-J

台・組         8           63,100           504,800   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具（建電協 重耐塩 ｱﾙﾐ製 調光機能なし 蓄電機能なし 415～460V

型）KAE035BS-J

台・組         4           54,900           219,600   

トンネル照明器具取付金具

組        50           25,100         1,255,000   

トンネル照明器材用落下防 ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット

止材

組        50           24,300         1,215,000   

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ M10×70L SUS

本       200              287            57,400   

番号札 アクリル　１５０×６０（トンネル照明）

枚        50            1,310            65,500   

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



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
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付（入口部） 2021.06

第  2号内訳書 2021.06

1.000-00000002000

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ M6×45L SUS

本       100              113            11,300   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含 CV2mm2-6C+E3.5mm2～分岐CV2mm2-3C

む)

箇所        50            6,823           341,150   

        合  計

      8,284,850   

              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
交通誘導警備員 2021.06

第  3号内訳書 2021.06

1.000-00000002000

交通誘導警備員Ａ

人日        21           15,020           315,420   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

交通誘導警備員Ｂ

人日       105           13,020         1,367,100   

        合  計

      1,682,520   

              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
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 2021.06

第  4号内訳書 2021.06

1.000-00000002000

技術員  

人         1.75        30,450            53,287   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

        合  計

         53,287   

              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
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付（基本部） 2021.06

第  1号内訳書 2021.06

1.000-00000002000

トンネル照明器具取付 LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式                        

                                                

                                                台        15           10,350           155,250   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

ＬＥＤトンネル照明灯具（ 基本照明重耐塩仕様（BLS－J）                    

建電協型） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D）            

蓄電池機能なし                                  台・組        13           65,600           852,800   

ＬＥＤトンネル照明灯具（ 基本照明重耐塩仕様（BLS－J）                    

建電協型） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D）            

蓄電池内蔵形（P）                               台・組         2          135,000           270,000   

トンネル照明器具取付金具

組        15           21,000           315,000   

トンネル照明器材用落下防 ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット

止材

組        15           24,300           364,500   

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ M10×70L SUS

本        60              287            17,220   

番号札 アクリル　１５０×６０（トンネル照明）

枚        15            1,310            19,650   

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ M6×45L SUS

本        30              113             3,390   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含 CV2mm2-4C+E3.5mm2～分岐CV2mm2-3C

む)

箇所        14           13,820           193,480   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含 CV2mm2-4C+E3.5mm2～分岐CV2mm2-3C(2.1m)

む)

箇所         1           13,900            13,900   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含 CVV2mm2-2C～分岐CVV2mm2-2C

む)

箇所        14            5,393            75,502   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含 CVV2mm2-2C～分岐CVV2mm2-2C(2.1m)

む)

箇所         1            5,442             5,442   

              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
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付（基本部） 2021.06

第  1号内訳書 2021.06

1.000-00000002000

        合  計

      2,286,134   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

              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
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付（入口部） 2021.06

第  2号内訳書 2021.06

1.000-00000002000

トンネル照明器具取付 LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式                        

                                                

                                                台        48           10,350           496,800   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具（建電協 重耐塩 ｱﾙﾐ製 調光機能なし 蓄電機能なし 415～460V

型）KAE350BS-J

台・組         1          139,000           139,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具（建電協 重耐塩 ｱﾙﾐ製 調光機能なし 蓄電機能なし 415～460V

型）KAE300BS-J

台・組         9          128,000         1,152,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具（建電協 重耐塩 ｱﾙﾐ製 調光機能なし 蓄電機能なし 415～460V

型）KAE250BS-J

台・組         9          118,000         1,062,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具（建電協 重耐塩 ｱﾙﾐ製 調光機能なし 蓄電機能なし 415～460V

型）KAE200BS-J

台・組         7          102,000           714,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具（建電協 重耐塩 ｱﾙﾐ製 調光機能なし 蓄電機能なし 415～460V

型）KAE150BS-J

台・組         6           88,500           531,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具（建電協 重耐塩 ｱﾙﾐ製 調光機能なし 蓄電機能なし 415～460V

型）KAE100BS-J

台・組         4           74,600           298,400   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具（建電協 重耐塩 ｱﾙﾐ製 調光機能なし 蓄電機能なし 415～460V

型）KAE070BS-J

台・組         7           63,100           441,700   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具（建電協 重耐塩 ｱﾙﾐ製 調光機能なし 蓄電機能なし 415～460V

型）KAE035BS-J

台・組         5           54,900           274,500   

トンネル照明器具取付金具

組        48           25,100         1,204,800   

トンネル照明器材用落下防 ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット

止材

組        48           24,300         1,166,400   

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M10×70L SUS

本       192              287            55,104   

              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
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付（入口部） 2021.06

第  2号内訳書 2021.06

1.000-00000002000

番号札 アクリル　１５０×６０（トンネル照明）

枚        48            1,310            62,880   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M6×45L SUS

本        96              113            10,848   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含 CV2mm2-6C+E3.5mm2～分岐CV2mm2-3C

む)

箇所        48            6,823           327,504   

        合  計

      7,936,936   

              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
足場費 2021.06

第  3号内訳書 2021.06

1.000-00000002000

足場工 単管足場 不要 標準                              

                                                

                                                掛ｍ２        44            3,303           145,332   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ（3段型）車輪付 基本料金

き

基         5            3,250            16,250   

ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ（3段型）車輪付 賃貸料

き

基・日        55              170             9,350   

        合  計

        170,932   

              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
交通誘導警備員 2021.06

第  4号内訳書 2021.06

1.000-00000002000

交通誘導警備員Ａ

人日        12           15,020           180,240   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

交通誘導警備員Ｂ

人日        96           13,020         1,249,920   

        合  計

      1,430,160   

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－1号

道路照明器具設置 LED式 KCE070-2

台

        1          139,000   

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

                                                

                                                台         1           18,720            18,720   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

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

                                                

                                                台･本         1          114,000           114,000   

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） 専用ケーブル直線型ポール用                      

                                                

                                                台･本         1            6,250             6,250   

               計

        138,970   

               単価

      139,000   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－3号

ﾋﾟｯﾄ配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+E3.5mm2

ｍ

        1            1,188   

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1              910.2             910.2 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－2号

ﾋﾟｯﾄ配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+E3.5mm2

ｍ

        1            1,332   

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1              910.2             910.2 

CV複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+E3.5mm2

ｍ         1              421               421   

               計

          1,331.2 

               単価

        1,332   円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

CV複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+E3.5mm2

ｍ         1              277               277   

               計

          1,187.2 

               単価

        1,188   円／ｍ

              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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－5号

ﾋﾟｯﾄ配線 CVV2mm2-2C

ｍ

        1              992.2 

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1              910.2             910.2 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－4号

ﾋﾟｯﾄ配線 CV2mm2-3C

ｍ

        1            1,033   

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1              910.2             910.2 

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

                                                

                                                ｍ         1              122               122   

               計

          1,032.2 

               単価

        1,033   円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 2心                                

                                                

                                                ｍ         1               82                82   

               計

            992.2 

               単価

          992.2 円／ｍ

              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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－7号

ﾗｯｸ配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+E3.5mm2

ｍ

        1            1,746   

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            1,469             1,469   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－6号

ﾗｯｸ配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+E3.5mm2

ｍ

        1            1,890   

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            1,469             1,469   

CV複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+E3.5mm2

ｍ         1              421               421   

               計

          1,890   

               単価

        1,890   円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

CV複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+E3.5mm2

ｍ         1              277               277   

               計

          1,746   

               単価

        1,746   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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－9号

ﾀﾞｸﾄ配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+E3.5mm2

ｍ

        1            1,890   

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            1,469             1,469   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－8号

ﾗｯｸ配線 CVV2mm2-2C

ｍ

        1            1,551   

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            1,469             1,469   

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 2心                                

                                                

                                                ｍ         1               82                82   

               計

          1,551   

               単価

        1,551   円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

CV複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+E3.5mm2

ｍ         1              421               421   

               計

          1,890   

               単価

        1,890   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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－11号

ﾀﾞｸﾄ配線 CV2mm2-3C

ｍ

        1            1,591   

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            1,469             1,469   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－10号

ﾀﾞｸﾄ配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+E3.5mm2

ｍ

        1            1,746   

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            1,469             1,469   

CV複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+E3.5mm2

ｍ         1              277               277   

               計

          1,746   

               単価

        1,746   円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

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

                                                

                                                ｍ         1              122               122   

               計

          1,591   

               単価

        1,591   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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－13号

ﾄﾗﾌ配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+E3.5mm2

ｍ

        1            1,104   

ケーブル及び電線配線 ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 新設                 

                                                

                                                ｍ         1              682.6             682.6 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－12号

ﾀﾞｸﾄ配線 CVV2mm2-2C

ｍ

        1            1,551   

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            1,469             1,469   

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 2心                                

                                                

                                                ｍ         1               82                82   

               計

          1,551   

               単価

        1,551   円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

CV複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+E3.5mm2

ｍ         1              421               421   

               計

          1,103.6 

               単価

        1,104   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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－15号

ﾄﾗﾌ配線 CV2mm2-3C

ｍ

        1              804.6 

ケーブル及び電線配線 ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 新設                 

                                                

                                                ｍ         1              682.6             682.6 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－14号

ﾄﾗﾌ配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+E3.5mm2

ｍ

        1              959.6 

ケーブル及び電線配線 ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 新設                 

                                                

                                                ｍ         1              682.6             682.6 

CV複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+E3.5mm2

ｍ         1              277               277   

               計

            959.6 

               単価

          959.6 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

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

                                                

                                                ｍ         1              122               122   

               計

            804.6 

               単価

          804.6 円／ｍ

              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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－17号

管内配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+E3.5mm2

ｍ

        1            1,559   

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

                                                

                                                ｍ         1            1,138             1,138   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－16号

ﾄﾗﾌ配線 CVV2mm2-2C

ｍ

        1              764.6 

ケーブル及び電線配線 ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 新設                 

                                                

                                                ｍ         1              682.6             682.6 

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 2心                                

                                                

                                                ｍ         1               82                82   

               計

            764.6 

               単価

          764.6 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

CV複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+E3.5mm2

ｍ         1              421               421   

               計

          1,559   

               単価

        1,559   円／ｍ

              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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－19号

管内配線 CV2mm2-3C

ｍ

        1            1,260   

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

                                                

                                                ｍ         1            1,138             1,138   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－18号

管内配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+E3.5mm2

ｍ

        1            1,415   

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

                                                

                                                ｍ         1            1,138             1,138   

CV複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+E3.5mm2

ｍ         1              277               277   

               計

          1,415   

               単価

        1,415   円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

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

                                                

                                                ｍ         1              122               122   

               計

          1,260   

               単価

        1,260   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－20号

管内配線 CVV2mm2-2C

ｍ

        1            1,220   

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

                                                

                                                ｍ         1            1,138             1,138   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 2心                                

                                                

                                                ｍ         1               82                82   

               計

          1,220   

               単価

        1,220   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－21号

配線支持金具取付 SUS KBS-MA

個

        1            4,071   

ダクター取付 ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設                        

                                                

                                                個         1            3,103             3,103   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

配線支持金具 KBS-MA

個         1              500               500   

配線押さえ金具 KCVS-11

個         2              234               468   

               計

          4,071   

               単価

        4,071   円／個

              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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－23号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（不使用）

NHT180LS 取付金具含む

台

        1            7,669   

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            7,669             7,669   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－22号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（不使用）

NHT110LS 取付金具含む

台

        1            7,669   

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            7,669             7,669   

               計

          7,669   

               単価

        7,669   円／台

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

          7,669   

               単価

        7,669   円／台

              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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－25号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（不使用）

NHT360LS 取付金具含む

台

        1            7,669   

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            7,669             7,669   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－24号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（不使用）

NHT220LS 取付金具含む

台

        1            7,669   

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            7,669             7,669   

               計

          7,669   

               単価

        7,669   円／台

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

          7,669   

               単価

        7,669   円／台

              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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－27号

道路照明器具撤去　（不使用） KSH-2　NHT180LS

台

        1            9,360   

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

                                                

                                                台         1            9,360             9,360   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－26号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（不使用）

FHP45W×2 取付金具含む

台

        1            7,152   

トンネル照明器具取付 蛍光灯40W×2 撤去(不使用) 壁面方式              

                                                

                                                台         1            7,152             7,152   

               計

          7,152   

               単価

        7,152   円／台

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

          9,360   

               単価

        9,360   円／台

              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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－29号

ﾋﾟｯﾄ配線撤去

（不使用）

複合ケーブル　VVR5.5mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              455.1 

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              455.1             455.1 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－28号

ﾋﾟｯﾄ配線撤去

（不使用）

複合ケーブル　VVR14mm2-3C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              455.1 

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              455.1             455.1 

               計

            455.1 

               単価

          455.1 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            455.1 

               単価

          455.1 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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－31号

ﾋﾟｯﾄ配線撤去

（不使用）

VVR3.5mm2-3C

ｍ

        1              455.1 

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              455.1             455.1 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－30号

ﾋﾟｯﾄ配線撤去

（不使用）

複合ケーブル　VVR3.5mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              455.1 

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              455.1             455.1 

               計

            455.1 

               単価

          455.1 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            455.1 

               単価

          455.1 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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－33号

ﾋﾟｯﾄ配線撤去

（不使用）

CV2mm2-3C

ｍ

        1              455.1 

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              455.1             455.1 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－32号

ﾋﾟｯﾄ配線撤去

（不使用）

CV8mm2-3C

ｍ

        1              455.1 

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              455.1             455.1 

               計

            455.1 

               単価

          455.1 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            455.1 

               単価

          455.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－35号

ﾗｯｸ配線撤去

（不使用）

複合ケーブル　VVR8mm2-3C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              734.4 

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              734.4             734.4 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－34号

ﾗｯｸ配線撤去

（不使用）

複合ケーブル　VVR14mm2-3C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              734.4 

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              734.4             734.4 

               計

            734.4 

               単価

          734.4 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            734.4 

               単価

          734.4 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－37号

ﾗｯｸ配線撤去

（不使用）

複合ケーブル　VVR3.5mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              734.4 

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              734.4             734.4 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－36号

ﾗｯｸ配線撤去

（不使用）

複合ケーブル　VVR5.5mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              734.4 

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              734.4             734.4 

               計

            734.4 

               単価

          734.4 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            734.4 

               単価

          734.4 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－39号

ﾀﾞｸﾄ配線撤去

（不使用）

複合ケーブル　VVR14mm2-3C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              734.4 

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              734.4             734.4 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－38号

ﾗｯｸ配線撤去

（不使用）

VVR3.5mm2-3C

ｍ

        1              734.4 

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              734.4             734.4 

               計

            734.4 

               単価

          734.4 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            734.4 

               単価

          734.4 円／ｍ

              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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－41号

ﾀﾞｸﾄ配線撤去

（不使用）

複合ケーブル　VVR3.5mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              734.4 

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              734.4             734.4 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－40号

ﾀﾞｸﾄ配線撤去

（不使用）

複合ケーブル　VVR5.5mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              734.4 

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              734.4             734.4 

               計

            734.4 

               単価

          734.4 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            734.4 

               単価

          734.4 円／ｍ

              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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－43号

ﾀﾞｸﾄ配線撤去

（不使用）

CV8mm2-3C

ｍ

        1              734.4 

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              734.4             734.4 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－42号

ﾀﾞｸﾄ配線撤去

（不使用）

VVR3.5mm2-3C

ｍ

        1              734.4 

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              734.4             734.4 

               計

            734.4 

               単価

          734.4 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            734.4 

               単価

          734.4 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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－45号

ﾄﾗﾌ配線撤去

（不使用）

複合ケーブル　VVR14mm2-3C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              341.3 

ケーブル及び電線配線 ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 撤去(不使用)         

                                                

                                                ｍ         1              341.3             341.3 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－44号

ﾀﾞｸﾄ配線撤去

（不使用）

CV2mm2-3C

ｍ

        1              734.4 

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              734.4             734.4 

               計

            734.4 

               単価

          734.4 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            341.3 

               単価

          341.3 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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－47号

ﾄﾗﾌ配線撤去

（不使用）

複合ケーブル　VVR3.5mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              341.3 

ケーブル及び電線配線 ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 撤去(不使用)         

                                                

                                                ｍ         1              341.3             341.3 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－46号

ﾄﾗﾌ配線撤去

（不使用）

複合ケーブル　VVR5.5mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              341.3 

ケーブル及び電線配線 ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 撤去(不使用)         

                                                

                                                ｍ         1              341.3             341.3 

               計

            341.3 

               単価

          341.3 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            341.3 

               単価

          341.3 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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－49号

ﾄﾗﾌ配線撤去

（不使用）

CV8mm2-3C

ｍ

        1              341.3 

ケーブル及び電線配線 ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 撤去(不使用)         

                                                

                                                ｍ         1              341.3             341.3 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－48号

ﾄﾗﾌ配線撤去

（不使用）

VVR3.5mm2-3C

ｍ

        1              341.3 

ケーブル及び電線配線 ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 撤去(不使用)         

                                                

                                                ｍ         1              341.3             341.3 

               計

            341.3 

               単価

          341.3 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            341.3 

               単価

          341.3 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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－51号

管内配線撤去

（不使用）

複合ケーブル　VVR14mm2-3C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              568.9 

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

                                                

                                                ｍ         1              568.9             568.9 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－50号

ﾄﾗﾌ配線撤去

（不使用）

CV2mm2-3C

ｍ

        1              341.3 

ケーブル及び電線配線 ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 撤去(不使用)         

                                                

                                                ｍ         1              341.3             341.3 

               計

            341.3 

               単価

          341.3 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            568.9 

               単価

          568.9 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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－53号

管内配線撤去

（不使用）

複合ケーブル　VVR3.5mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              568.9 

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

                                                

                                                ｍ         1              568.9             568.9 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－52号

管内配線撤去

（不使用）

複合ケーブル　VVR5.5mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              568.9 

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

                                                

                                                ｍ         1              568.9             568.9 

               計

            568.9 

               単価

          568.9 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            568.9 

               単価

          568.9 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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－55号

管内配線撤去

（不使用）

CV8mm2-3C

ｍ

        1              568.9 

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

                                                

                                                ｍ         1              568.9             568.9 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－54号

管内配線撤去

（不使用）

VVR3.5mm2-3C

ｍ

        1              568.9 

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

                                                

                                                ｍ         1              568.9             568.9 

               計

            568.9 

               単価

          568.9 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            568.9 

               単価

          568.9 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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－57号

管内配線撤去

（不使用）

CV2mm2-3C

ｍ

        1              568.9 

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

                                                

                                                ｍ         1              568.9             568.9 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－56号

管内配線撤去

（不使用）

CV5.5mm2-3C

ｍ

        1              568.9 

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

                                                

                                                ｍ         1              568.9             568.9 

               計

            568.9 

               単価

          568.9 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            568.9 

               単価

          568.9 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－58号

現場発生品運搬（電気） 金山除雪基地

式

        1           33,840   

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

 9.0km以下 2.6t超2.95t以下 

回         3           11,280            33,840   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

         33,840   

               単価

       33,840   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－59号

足場費

式

        1          176,900   

足場工 単管足場 不要 標準                              

                                                

                                                掛ｍ２        44            3,303           145,332   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ（3段型）車輪付き 基本料金

基         5            3,250            16,250   

ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ（3段型）車輪付き 賃貸料

基・日        90              170            15,300   

               計

        176,882   

               単価

      176,900   円／式

              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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型

）

基本照明重耐塩仕様（BLS－J）                    

アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D）            

蓄電池機能なし                                  

台・組

        1           62,100   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE060BLS-J-D(基本・調光) 200～240V

台         1           62,100            62,100   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

トンネル照明器具取付 LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式                        

                                                

                                                

台

        1           10,350   

電工  

人         0.5         20,685            10,342   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         10,350   

               単価

       10,350   円／台

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

         62,100   

               単価

       62,100   円／台・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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含む) CV2mm2-4C+E3.5mm2～分岐CV2mm2-3C

箇所

        1           13,820   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材 CV2mm2-4C+E3.5mm2～分岐CV2mm2-3C

個         1           13,644            13,644   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型

）

基本照明重耐塩仕様（BLS－J）                    

アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D）            

蓄電池内蔵形（P）                               

台・組

        1          120,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP060BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 200～240V

台         1          120,000           120,000   

               計

        120,000   

               単価

      120,000   円／台・組

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

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

                                                

                                                ｍ         1.5            122               183   

               計

         13,827   

               単価

       13,820   円／箇所

              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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含む) CVV2mm2-2C～分岐CVV2mm2-2C

箇所

        1            5,393   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材 92-JA1

個         1            5,270             5,270   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含む) CV2mm2-4C+E3.5mm2～分岐CV2mm2-3C(3.8m)

箇所

        1           14,100   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材 CV2mm2-4C+E3.5mm2～分岐CV2mm2-3C

個         1           13,644            13,644   

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

                                                

                                                ｍ         3.8            122               463   

               計

         14,107   

               単価

       14,100   円／箇所

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 2心                                

                                                

                                                ｍ         1.5             82               123   

               計

          5,393   

               単価

        5,393   円／箇所

              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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含む) CV2mm2-6C+E3.5mm2～分岐CV2mm2-3C

箇所

        1            6,823   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材 CV2mm2-6C+E3.5mm2～分岐CV2mm2-3C

個         1            6,640             6,640   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含む) CVV2mm2-2C～分岐CVV2mm2-2C(3.8m)

箇所

        1            5,581   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材 92-JA1

個         1            5,270             5,270   

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 2心                                

                                                

                                                ｍ         3.8             82               311   

               計

          5,581   

               単価

        5,581   円／箇所

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

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

                                                

                                                ｍ         1.5            122               183   

               計

          6,823   

               単価

        6,823   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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

                                                

                                                

台

       10           18,720   

電工  

人         4.1         20,685            84,808   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

普通作業員  

人         2.1         18,270            38,367   

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            7,113            64,017   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

        187,200   

               単価

       18,720   円／台

              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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） 専用ケーブル直線型ポール用                      

                                                

                                                

台･本

        1            6,250   

ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル 直線型ポール用

本         1            6,250             6,250   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

          6,250   

               単価

        6,250   円／台･本

              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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケ

ーブル）

600V CV   2mm2 3心                              

                                                

                                                

ｍ

        1              122   

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              122               122   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                

ｍ

      100              910.2 

電工  

人         4.4         20,685            91,014   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         91,020   

               単価

          910.2 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            122   

               単価

          122   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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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            1,469   

電工  

人         7.1         20,685           146,863   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 2心                                

                                                

                                                

ｍ

        1               82   

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　２心

ｍ         1               82.5              82   

               計

             82   

               単価

           82   円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 37   

               計

        146,900   

               単価

        1,469   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



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）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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

                                                

                                                

ｍ

      100            1,138   

電工  

人         5.5         20,685           113,767   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ケーブル及び電線配線 ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 新設                 

                                                

                                                

ｍ

      100              682.6 

電工  

人         3.3         20,685            68,260   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         68,260   

               単価

          682.6 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 33   

               計

        113,800   

               単価

        1,138   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

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ダクター取付 ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設                        

                                                

                                                

個

       10            3,103   

電工  

人         1.5         20,685            31,027   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         31,030   

               単価

        3,103   円／個

              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

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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            7,669   

電工  

人         0.15        20,685             3,102   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

普通作業員  

人         0.25        18,270             4,567   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,669   

               単価

        7,669   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 43 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

トンネル照明器具取付 蛍光灯40W×2 撤去(不使用) 壁面方式              

                                                

                                                

台

        1            7,152   

電工  

人         0.125        20,685             2,585   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

普通作業員  

人         0.25        18,270             4,567   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,152   

               単価

        7,152   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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

                                                

                                                

台

       10            9,360   

電工  

人         2.05        20,685            42,404   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

普通作業員  

人         1.05        18,270            19,183   

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          7,113            32,008   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         93,600   

               単価

        9,360   円／台

              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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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              734.4 

電工  

人         3.55        20,685            73,431   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                

ｍ

      100              455.1 

電工  

人         2.2         20,685            45,507   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         45,510   

               単価

          455.1 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         73,440   

               単価

          734.4 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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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

                                                

                                                

ｍ

      100              568.9 

電工  

人         2.75        20,685            56,883   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ケーブル及び電線配線 ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 撤去(不使用)         

                                                

                                                

ｍ

      100              341.3 

電工  

人         1.65        20,685            34,130   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         34,130   

               単価

          341.3 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         56,890   

               単価

          568.9 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

足場工 単管足場 不要 標準                              

                                                

                                                

掛ｍ２

      100            3,303   

土木一般世話役  

人         1.7         24,045            40,876   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

とび工  

人         6.3         23,310           146,853   

普通作業員  

人         1.6         18,270            29,232   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.8         41,600            33,280   

諸雑費（率＋まるめ）

        32%

式         1             80,059   

               計

        330,300   

               単価

        3,303   円／掛ｍ２

              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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           13,020   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           13,020            13,020   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           15,020   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           15,015            15,015   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         15,020   

               単価

       15,020   円／人日

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         13,020   

               単価

       13,020   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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            7,113   

運転手（特殊）  

人         0.19        21,210             4,029   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ         4.2            120               504   

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

          7,113   

               単価

        7,113   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－1号

道路照明器具設置 LED式 KCE070-2

台

        1          139,000   

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

                                                

                                                台         1           18,720            18,720   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

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

                                                

                                                台･本         1          114,000           114,000   

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） 専用ケーブル直線型ポール用                      

                                                

                                                台･本         1            6,250             6,250   

               計

        138,970   

               単価

      139,000   円／台

              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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－3号

ﾋﾟｯﾄ配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ　CV2mm2-4C+E3.5mm2

ｍ

        1            1,188   

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1              910.2             910.2 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－2号

ﾋﾟｯﾄ配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ　CV2mm2-6C+E3.5mm2

ｍ

        1            1,332   

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1              910.2             910.2 

CV複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+E3.5mm2

ｍ         1              421               421   

               計

          1,331.2 

               単価

        1,332   円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

CV複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+E3.5mm2

ｍ         1              277               277   

               計

          1,187.2 

               単価

        1,188   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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－5号

ﾋﾟｯﾄ配線 CVV2mm2-2C

ｍ

        1              992.2 

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1              910.2             910.2 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－4号

ﾋﾟｯﾄ配線 CV2mm2-3C

ｍ

        1            1,033   

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1              910.2             910.2 

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

                                                

                                                ｍ         1              122               122   

               計

          1,032.2 

               単価

        1,033   円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 2心                                

                                                

                                                ｍ         1               82                82   

               計

            992.2 

               単価

          992.2 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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－7号

ﾗｯｸ配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ　CV2mm2-4C+E3.5mm2

ｍ

        1            1,746   

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            1,469             1,469   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－6号

ﾗｯｸ配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ　CV2mm2-6C+E3.5mm2

ｍ

        1            1,890   

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            1,469             1,469   

CV複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+E3.5mm2

ｍ         1              421               421   

               計

          1,890   

               単価

        1,890   円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

CV複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+E3.5mm2

ｍ         1              277               277   

               計

          1,746   

               単価

        1,746   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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－9号

管内配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ　CV2mm2-6C+E3.5mm2

ｍ

        1            1,559   

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

                                                

                                                ｍ         1            1,138             1,138   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－8号

ﾗｯｸ配線 CVV2mm2-2C

ｍ

        1            1,551   

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            1,469             1,469   

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 2心                                

                                                

                                                ｍ         1               82                82   

               計

          1,551   

               単価

        1,551   円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

CV複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-6C+E3.5mm2

ｍ         1              421               421   

               計

          1,559   

               単価

        1,559   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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－11号

管内配線 CV2mm2-3C

ｍ

        1            1,260   

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

                                                

                                                ｍ         1            1,138             1,138   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－10号

管内配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ　CV2mm2-4C+E3.5mm2

ｍ

        1            1,415   

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

                                                

                                                ｍ         1            1,138             1,138   

CV複合ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-4C+E3.5mm2

ｍ         1              277               277   

               計

          1,415   

               単価

        1,415   円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

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

                                                

                                                ｍ         1              122               122   

               計

          1,260   

               単価

        1,260   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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－13号

露出配線 CVV2mm2-2C

ｍ

        1            1,903   

ケーブル及び電線配線 露出配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         1            1,821             1,821   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－12号

管内配線 CVV2mm2-2C

ｍ

        1            1,220   

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

                                                

                                                ｍ         1            1,138             1,138   

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 2心                                

                                                

                                                ｍ         1               82                82   

               計

          1,220   

               単価

        1,220   円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 2心                                

                                                

                                                ｍ         1               82                82   

               計

          1,903   

               単価

        1,903   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－14号

配線支持金具取付 SUS KBS-MA

個

        1            4,071   

ダクター取付 ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設                        

                                                

                                                個         1            3,103             3,103   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

配線支持金具 KBS-MA

個         1              500               500   

配線押さえ金具 KCVS-11

個         2              234               468   

               計

          4,071   

               単価

        4,071   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－16号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（不使用）

NHT180LS 取付金具含む

台

        1            7,669   

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            7,669             7,669   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－15号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（不使用）

NHT110LS 取付金具含む

台

        1            7,669   

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            7,669             7,669   

               計

          7,669   

               単価

        7,669   円／台

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

          7,669   

               単価

        7,669   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 59 -



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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－18号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（不使用）

NHT360LS 取付金具含む

台

        1            7,669   

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            7,669             7,669   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－17号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（不使用）

NHT220LS 取付金具含む

台

        1            7,669   

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            7,669             7,669   

               計

          7,669   

               単価

        7,669   円／台

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

          7,669   

               単価

        7,669   円／台

              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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－20号

道路照明器具撤去　（不使用） KSH-2 NHT180LS

台

        1            9,360   

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

                                                

                                                台         1            9,360             9,360   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－19号

ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去

（不使用）

FHP45W×2 取付金具含む

台

        1            7,152   

トンネル照明器具取付 蛍光灯40W×2 撤去(不使用) 壁面方式              

                                                

                                                台         1            7,152             7,152   

               計

          7,152   

               単価

        7,152   円／台

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

          9,360   

               単価

        9,360   円／台

              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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－22号

ﾋﾟｯﾄ配線撤去

（不使用）

複合ｹｰﾌﾞﾙ VVR3.5mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              455.1 

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              455.1             455.1 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－21号

ﾋﾟｯﾄ配線撤去

（不使用）

複合ｹｰﾌﾞﾙ VVR14mm2-3C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              455.1 

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              455.1             455.1 

               計

            455.1 

               単価

          455.1 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            455.1 

               単価

          455.1 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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－24号

ﾋﾟｯﾄ配線撤去

（不使用）

CV2mm2-2C

ｍ

        1              455.1 

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              455.1             455.1 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－23号

ﾋﾟｯﾄ配線撤去

（不使用）

VVR3.5mm2-3C

ｍ

        1              455.1 

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                ｍ         1              455.1             455.1 

               計

            455.1 

               単価

          455.1 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            455.1 

               単価

          455.1 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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－26号

ﾗｯｸ配線撤去

（不使用）

複合ｹｰﾌﾞﾙ VVR8mm2-3C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              734.4 

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              734.4             734.4 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－25号

ﾗｯｸ配線撤去

（不使用）

複合ｹｰﾌﾞﾙ VVR14mm2-3C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              734.4 

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              734.4             734.4 

               計

            734.4 

               単価

          734.4 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            734.4 

               単価

          734.4 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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－28号

ﾗｯｸ配線撤去

（不使用）

VVR3.5mm2-3C

ｍ

        1              734.4 

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              734.4             734.4 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－27号

ﾗｯｸ配線撤去

（不使用）

複合ｹｰﾌﾞﾙ VVR3.5mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              734.4 

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              734.4             734.4 

               計

            734.4 

               単価

          734.4 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            734.4 

               単価

          734.4 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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－30号

管内配線撤去

（不使用）

複合ｹｰﾌﾞﾙ VVR3.5mm2-4C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              568.9 

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

                                                

                                                ｍ         1              568.9             568.9 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－29号

管内配線撤去

（不使用）

複合ｹｰﾌﾞﾙ VVR14mm2-3C+VVR3.5mm2

ｍ

        1              568.9 

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

                                                

                                                ｍ         1              568.9             568.9 

               計

            568.9 

               単価

          568.9 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            568.9 

               単価

          568.9 円／ｍ

              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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－32号

管内配線撤去

（不使用）

CV2mm2-2C

ｍ

        1              568.9 

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

                                                

                                                ｍ         1              568.9             568.9 

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－31号

管内配線撤去

（不使用）

VVR3.5mm2-3C

ｍ

        1              568.9 

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

                                                

                                                ｍ         1              568.9             568.9 

               計

            568.9 

               単価

          568.9 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            568.9 

               単価

          568.9 円／ｍ

              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

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－34号

現場発生品運搬（電気） 大良防災機器格納庫

式

        1           23,940   

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

 5.0km以下 2.6t超2.95t以下 

回         2            9,010            18,020   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

単－33号

管内配線撤去

（不使用）

IV3.5mm2

ｍ

        1              124.2 

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

                                                

                                                ｍ         1              124.2             124.2 

               計

            124.2 

               単価

          124.2 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

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 5

.0km以下 1.5t超2.0t以下 

回         1            5,912             5,912   

               計

         23,932   

               単価

       23,940   円／式

              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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型

）

基本照明重耐塩仕様（BLS－J）                    

アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D）            

蓄電池機能なし                                  

台・組

        1           65,600   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE070BLS-J-D(基本・調光) 200～240V

台         1           65,600            65,600   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

トンネル照明器具取付 LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式                        

                                                

                                                

台

        1           10,350   

電工  

人         0.5         20,685            10,342   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         10,350   

               単価

       10,350   円／台

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

         65,600   

               単価

       65,600   円／台・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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含む) CV2mm2-4C+E3.5mm2～分岐CV2mm2-3C

箇所

        1           13,820   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材 CV2mm2-4C+E3.5mm2 分岐CV2mm2-3C

個         1           13,644            13,644   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ＬＥＤトンネル照明灯具（建電協型

）

基本照明重耐塩仕様（BLS－J）                    

アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D）            

蓄電池内蔵形（P）                               

台・組

        1          135,000   

LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP070BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 200～240V

台         1          135,000           135,000   

               計

        135,000   

               単価

      135,000   円／台・組

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

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

                                                

                                                ｍ         1.5            122               183   

               計

         13,827   

               単価

       13,820   円／箇所

              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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含む) CVV2mm2-2C～分岐CVV2mm2-2C

箇所

        1            5,393   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材 92-JA1

個         1            5,270             5,270   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含む) CV2mm2-4C+E3.5mm2～分岐CV2mm2-3C(2.1m)

箇所

        1           13,900   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材 CV2mm2-4C+E3.5mm2 分岐CV2mm2-3C

個         1           13,644            13,644   

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

                                                

                                                ｍ         2.1            122               256   

               計

         13,900   

               単価

       13,900   円／箇所

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 2心                                

                                                

                                                ｍ         1.5             82               123   

               計

          5,393   

               単価

        5,393   円／箇所

              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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含む) CV2mm2-6C+E3.5mm2～分岐CV2mm2-3C

箇所

        1            6,823   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材 CV2mm2-6C+E3.5mm2～分岐CV2mm2-3C

個         1            6,640             6,640   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材(分岐ｹｰﾌﾞﾙ含む) CVV2mm2-2C～分岐CVV2mm2-2C(2.1m)

箇所

        1            5,442   

ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材 92-JA1

個         1            5,270             5,270   

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 2心                                

                                                

                                                ｍ         2.1             82               172   

               計

          5,442   

               単価

        5,442   円／箇所

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

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

                                                

                                                ｍ         1.5            122               183   

               計

          6,823   

               単価

        6,823   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 72 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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

                                                

                                                

台

       10           18,720   

電工  

人         4.1         20,685            84,808   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

普通作業員  

人         2.1         18,270            38,367   

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            7,113            64,017   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

        187,200   

               単価

       18,720   円／台

              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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型） 専用ケーブル直線型ポール用                      

                                                

                                                

台･本

        1            6,250   

ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル 直線型ポール用

本         1            6,250             6,250   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

          6,250   

               単価

        6,250   円／台･本

              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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケ

ーブル）

600V CV   2mm2 3心                              

                                                

                                                

ｍ

        1              122   

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              122               122   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                

ｍ

      100              910.2 

電工  

人         4.4         20,685            91,014   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         91,020   

               単価

          910.2 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

               計

            122   

               単価

          122   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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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            1,469   

電工  

人         7.1         20,685           146,863   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線） CVV  2.0 mm2 2心                                

                                                

                                                

ｍ

        1               82   

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　２心

ｍ         1               82.5              82   

               計

             82   

               単価

           82   円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 37   

               計

        146,900   

               単価

        1,469   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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ケーブル及び電線配線 露出配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                

ｍ

      100            1,821   

電工  

人         8.8         20,685           182,028   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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

                                                

                                                

ｍ

      100            1,138   

電工  

人         5.5         20,685           113,767   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 33   

               計

        113,800   

               単価

        1,138   円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 72   

               計

        182,100   

               単価

        1,821   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 77 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ダクター取付 ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設                        

                                                

                                                

個

       10            3,103   

電工  

人         1.5         20,685            31,027   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         31,030   

               単価

        3,103   円／個

              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

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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            7,669   

電工  

人         0.15        20,685             3,102   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

普通作業員  

人         0.25        18,270             4,567   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,669   

               単価

        7,669   円／台

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

トンネル照明器具取付 蛍光灯40W×2 撤去(不使用) 壁面方式              

                                                

                                                

台

        1            7,152   

電工  

人         0.125        20,685             2,585   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

普通作業員  

人         0.25        18,270             4,567   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,152   

               単価

        7,152   円／台

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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

                                                

                                                

台

       10            9,360   

電工  

人         2.05        20,685            42,404   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

普通作業員  

人         1.05        18,270            19,183   

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          7,113            32,008   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         93,600   

               単価

        9,360   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 81 -



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）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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              734.4 

電工  

人         3.55        20,685            73,431   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

ケーブル及び電線配線 ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)                  

                                                

                                                

ｍ

      100              455.1 

電工  

人         2.2         20,685            45,507   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         45,510   

               単価

          455.1 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         73,440   

               単価

          734.4 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 82 -



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）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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

                                                

                                                

ｍ

      100              124.2 

電工  

人         0.6         20,685            12,411   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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

                                                

                                                

ｍ

      100              568.9 

電工  

人         2.75        20,685            56,883   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         56,890   

               単価

          568.9 円／ｍ

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         12,420   

               単価

          124.2 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 83 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

足場工 単管足場 不要 標準                              

                                                

                                                

掛ｍ２

      100            3,303   

土木一般世話役  

人         1.7         24,045            40,876   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

とび工  

人         6.3         23,310           146,853   

普通作業員  

人         1.6         18,270            29,232   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.8         41,600            33,280   

諸雑費（率＋まるめ）

        32%

式         1             80,059   

               計

        330,300   

               単価

        3,303   円／掛ｍ２

              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）

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           13,020   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           13,020            13,020   

2021.06

2021.06

1.000-00000002000

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           15,020   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           15,015            15,015   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         15,020   

               単価

       15,020   円／人日

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         13,020   

               単価

       13,020   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 85 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00000002000

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            7,113   

運転手（特殊）  

人         0.19        21,210             4,029   

[自：福井県南条郡南越前町具谷地先　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ         4.2            120               504   

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

          7,113   

               単価

        7,113   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 86 -


