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原 設 計 額
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県営住宅修繕（電気）工事（参考設計書）

原 工 事 価 格

円也

円也

令和 2年度県営住宅建物管理台帳

名　　称 単位 数量 設　　計　　金　　額 摘　　要

　Ⅰ．直接工事費

　Ⅱ．共通仮設費

　Ⅲ．現場管理費

　Ⅳ．一般管理費 等

式

式

式

式

　１

　１

　１

　１

　　　　小　　計

　　　　工事価格

　　　　合　　計

　１式　　　　消費税相当額
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電気設備工事0331001 台所換気扇取付 羽根径200 箇所 5.00 材工

電気設備工事0331002 台所換気扇取付 羽根径250 箇所 5.00 材工

電気設備工事0331003 浴室・便所・洗面換気扇取付 ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ静圧OP/風量60ｍ3/h程度　接合口径100　角形 箇所 5.00 材工

電気設備工事0331005 浴室・便所・洗面天井埋込換気扇取付 樹脂製　静圧OP/風量50ｍ3/h程度　接合径100 箇所 5.00 材工

電気設備工事0331006 玄関・廊下照明器具取付 天井直付　LED小型ｼｰﾘﾝｸﾞ照明 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331007 台所照明器具取付 天井直付　20形LED照明　FL20*2灯器具同等 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331008 流し元灯器具取付 棚下壁面兼用　直管形LED照明　20形相当　ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331009 洗面脱衣照明器具取付 天井直付　LED小型ｼｰﾘﾝｸﾞ照明　60形相当 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331010 便所照明器具取付 天井直付　LED小型ｼｰﾘﾝｸﾞ照明　50形相当 個所 3.00 材工

電気設備工事0331011 浴室照明器具取付 天井・壁直付型　LEDﾎﾟｰﾁ照明　40形相当　防湿防雨型 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331012 共用廊下照明器具取付 天井直付型　直管LED照明　富士型　FL20*2灯　防湿防雨型 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331013 共用階段照明取付(ﾌﾞﾗｹｯﾄﾀｲﾌﾟ) 壁直付型 直管LED照明 ﾌﾞﾗｹｯﾄ型 防湿防雨型 箇所 4.00 材工

電気設備工事0331014 共用階段照明取付 FSS 9-321-PN同等品 箇所 4.00 材工

電気設備工事0331015 ｽｲｯﾁ取付 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付 3ｺ用 1P15A*3(ﾈｰﾑなし) 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331016 ｽｲｯﾁ取付 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付 3W15A*1(ﾈｰﾑなし) 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331017 ｽｲｯﾁ取付 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付　1ｺ用1P15A*1(ﾈｰﾑ無) 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331018 ｽｲｯﾁ取付 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付　1ｺ用1P15A*1(ﾈｰﾑ無)PL*1 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331019 ｽｲｯﾁ取付 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付　2ｺ用 1P15A*2(ﾈｰﾑ無) 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331020 ｽｲｯﾁ取付 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付　2ｺ用1P15A*2(ﾈｰﾑ無)PL*1 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331021 コンセント取付 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付2口 2P15A*2 箇所 5.00 材工

電気設備工事0331022 コンセント取付 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付2口 2P15A*2(接地端子付) 箇所 5.00 材工

電気設備工事0331023 漏電遮断器取付 2P1E　30AF(OC付)LB321TH30A30MA同等品以上 箇所 4.00 材工

電気設備工事0331024 安全ブレーカー取付 2P1E　30AF　LB321GB30A30MA同等品以上 箇所 5.00 材工

電気設備工事0331025 チャイム押釦取付 EG　331　同等品以上 防雨型 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331026 来客報知用ﾁｬｲﾑ取付 EB　721　同等品以上 箇所 4.00 材工
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電気設備工事0331027 引掛シーリング取付 丸型露出用 耳付き 箇所 5.00 材工

電気設備工事0331028 引掛シーリング取付 丸型露出用 箇所 5.00 材工

電気設備工事0331029 光電式自動点滅器取付 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式ﾊﾞｲﾒﾀﾙ(受台付)3A/100V金具ﾊﾞﾝﾄﾞ取付 箇所 4.00 材工

電気設備工事0331031 防犯灯取付/ﾎﾟｰﾙ含まない LED照明 蛍光ﾗﾝﾌﾟ20W*1灯防犯灯相当 箇所 4.00 材工

電気設備工事0331032 防犯灯ﾎﾟｰﾙ(塗装共) T3.5 箇所 4.00 材工

電気設備工事0331033 防犯灯ﾎﾟｰﾙ(塗装共) T4.0 箇所 5.00 材工

電気設備工事0331034 設備機器補修・取替施工費 電工 人 5.00 手間

電気設備工事0331035 配線改修施工費 電工 人 5.00 手間

電気設備工事0331037 防犯灯撤去 HID灯 再使用なし 個 5.00 手間

電気設備工事0331038 蛍光灯撤去 FL20W*2 露出型 再使用しない 個 5.00 手間

電気設備工事0331039 白熱灯撤去 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再使用しない 個 5.00 手間

電気設備工事0331040 蛍光灯取外し FL20W*2 露出型 再使用する 個 5.00 手間

電気設備工事0331041 白熱灯取外し ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再使用する 個 5.00 手間

電気設備工事0331042 押釦撤去 枠、ﾌﾟﾚ-ﾄ共 個 4.00 手間

電気設備工事0331043 自動点滅器撤去 個 4.00 手間

電気設備工事0331044 コンセント撤去 2P15A*2　ﾌﾟﾚ-ﾄ、枠共 個 4.00 手間

電気設備工事0331045 スイッチ撤去 1P15A*1　ﾌﾟﾚ-ﾄ、枠共 個 4.00 手間

電気設備工事0331046 漏電ブレーカー撤去 2P　20A程度 個 4.00 手間

電気設備工事0331047 直列ユニット CS-7F-RW(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) 個 4.00 材工

電気設備工事0331048 薄鋼電線管 露出配管(塗装有)19㎜ ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331049 薄鋼電線管 露出配管(塗装有)25㎜ ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331050 薄鋼電線管 露出配管(塗装有)31㎜ ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331051 合成樹脂製可とう電線管(PF単層) 露出配管16㎜ ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331052 合成樹脂製可とう電線管(PF単層) 露出配管22㎜ ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331053 合成樹脂製可とう電線管(PF単層) 露出配管28㎜ ｍ 5.00 材工
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電気設備工事0331054 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV) 2.0㎜ ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331055 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV) 8.0㎜ ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331056 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)(PF管内) 2.0㎜ ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331057 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)(PF管内) 8.0㎜ ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331058 600V耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) 2.0㎜ ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331059 600V耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) 8.0㎜ ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331060 600V耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内) 2.0㎜ ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331061 600V耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内) 8.0㎜ ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331062 VVFｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜-3C管内 ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331063 VVFｹｰﾌﾞﾙ 1.6㎜-3C管内 ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331064 EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜-3C管内 ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331065 EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6㎜-3C管内 ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331066 VVFｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜-2CFEP(PF-CD) ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331067 VVFｹｰﾌﾞﾙ 1.6㎜-2CFEP(PF-CD) ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331068 VVFｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜-3CFEP(PF-CD) ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331069 VVFｹｰﾌﾞﾙ 1.6㎜-3CFEP(PF-CD) ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331070 EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜-2CFEP(PF-CD) ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331071 EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6㎜-2CFEP(PF-CD) ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331072 EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜-3CFEP(PF-CD) ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331073 EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6㎜-3CFEP(PF-CD) ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331074 同軸ｹｰﾌﾞﾙ S-5C-FB(管内) ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331075 同軸ｹｰﾌﾞﾙ S-5C-FB　FEP内(PF-CD) ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331076 同軸ｹｰﾌﾞﾙ S-7C-FB(管内) ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331077 同軸ｹｰﾌﾞﾙ S-7C-FBFEP内(PF-CD) ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331078 EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-S-5C-FB(管内) ｍ 4.00 材工
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電気設備工事0331079 EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-S-5C-FB　FEP内(PF-CD) ｍ 4.00 材工

電気設備工事0331080 EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-S-7C-FB(管内) ｍ 4.00 材工

電気設備工事0331081 EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-S-7C-FBFEP内(PF-CD) ｍ 4.00 材工

電気設備工事0331082 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取付 60㎝幅　3段速調　BDR-3HL-601　同等品以上 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331083 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取付壁ｽｲｯﾁ式 60㎝幅　2段速調　BDR-3HLK-2　同等品以上 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331084 ｺﾝｾﾝﾄ取付 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付 1口 2P15A*1 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331085 ｺﾝｾﾝﾄ取付 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付 1口 2P15A*1(接地端子付) 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331086 ｺﾝｾﾝﾄ取付 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付 2口 2P15A*2(一体型) 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331087 ｺﾝｾﾝﾄ取付 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付 2口 2P15A*2(接地端子付一体型) 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331088 ﾃﾚﾋﾞ端子取付 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付 CS-7FSW 箇所 3.00 材工

電気設備工事0331089 1種金属線ぴ A型 ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331090 1種金属線ぴ B型 ｍ 5.00 材工

電気設備工事0331091 1種金属線ぴ付属品 A型1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 個 5.00 材工

電気設備工事0331092 合成樹脂線ぴ PR24 ｍ 7.00 材工

電気設備工事0331093 合成樹脂線ぴ PR35A ｍ 5.00 材工

0小　　　　　計

電気（調査・点
検）0332001 ２時間程度／労務費・交通費含む 一般（AM8:00-PM5:00） 回 4.00 手間

電気（調査・点
検）0332002 ２時間程度/労務費･交通費含む 一般夜間(PM:5:00-PM10:00) 回 3.00 手間

電気（調査・点
検）0332003 ２時間程度／労務費・交通費含む 一般深夜（PM10:00-AM7:00） 回 3.00 手間

電気（調査・点
検）0332005 ２時間程度／労務費・交通費含む 休日（AM8:00-PM5:00） 回 4.00 手間

電気（調査・点
検）0332006 ２時間程度/労務費･交通費含む 休日夜間(PM5:00-PM10:00) 回 3.00 手間

電気（調査・点
検）0332007 ２時間程度／労務費・交通費含む 休日深夜（PM10:00-AM7:00） 回 3.00 手間

0小　　　　　計

電気（その他）0333001 年末年始待機 日 6.00 手間

電気（その他）0333002 平日夜間労務費 電工／一般夜間(PM5:00-PM10:00) 人 2.00 手間
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電気（その他）0333003 平日深夜労務費 電工／一般深夜(PM10:00-AM8:00) 人 2.00 手間

電気（その他）0333004 休日一般労務費 電工／休日(AM8:00-PM5:00) 人 2.00 手間

電気（その他）0333005 休日夜間労務費 電工／休日夜間(PM5:00-PM10:00) 人 2.00 手間

電気（その他）0333006 休日深夜労務費 電工／休日深夜(PM10:00-AM8:00) 人 2.00 手間

0小　　　　　計

0直接工事費
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