
令和３年度 ＜実施設計書＞ （単位：円）

１ . 機 器 製 作 費

役場庁舎設備

遠隔制御装置

再送信/屋外子局設備

戸別受信機

2 . 直　接　工　事　費

(1) 材料部品費

役場庁舎

再送信/屋外子局設備

戸別受信機

雑材料

(2) 労　務　費

役場庁舎

遠隔制御装置

再送信/屋外子局設備

戸別受信機

撤去

3 . 間　接　工　事　費

(1) 共　通　仮　設　費

(2) 現  場  管  理  費

(3) 機　器　間　接　費

4 . 一　般　管　理　費　等

(1) 一　般　管　理　費

総　　　合　　　計

同報系防災行政無線工事　事業費一覧表

項　　　目 全 事 業 費 R3年度工事 備　　　考

計

（小　　　計）

（小　　　計）

計

計

工　事　費　計

請 負 工 事 費 設 計 額

請 負 工 事 費 実 施 額

消　　費　　税

計



明　　　細　　　書

1 機器製作費

  1) 防災行政無線

<1> 役場庁舎設備

放送室

1) 60MHz帯ﾃﾞｼﾞﾀﾙ無線装置 QPSK 台 1

2) 操作卓本体 台 1

3) 電子サイレン送出装置 10パターン 台 1

4) 監視制御装置 子局監視用 台 1

5) 遠方監視制御装置 台 1

6) 音源卓 CD/CF/SD等 台 1

7) 袖卓 台 1

8) ミュージックチャイム 台 1

9) WEB放送制御部 台 1

10) 自動プログラム送出装置 台 1

11) 自動通信記録装置 台 1

12) 地図表示装置 55型（薄型） 台 1

13) 連絡通話装置 単信／複信 台 1

14) 自動電話応答装置 ４回線 台 1

15) 音声合成装置 台 1

16) 情報連携装置 緊速ﾒｰﾙ 台 1

登録制ﾒｰﾙ

17) 発令判断支援システム 台 1

  名　　　称  規　　　格 単 位 数　量 単　価(円) 金　額(円)
単価表
番　号

査　定
番　号

摘 　要

操作卓に含む

操作卓に含む

操作卓に含む

操作卓に含む

操作卓に含む

操作卓に含む

操作卓に含む

操作卓に含む



  名　　　称  規　　　格 単 位 数　量 単　価(円) 金　額(円)
単価表
番　号

査　定
番　号

摘 　要

18) J-ALERT自動起動装置 台 1

19) 被遠隔制御装置 台 1

20) ３素子八木型空中線 60MHz帯 基 1

21) 空中線ﾌｨﾙﾀ 60MHz帯 台 1

22) 同軸避雷器 個 2

23) 同軸分配器 個 1

24) 無停電電源装置 1KVA程度 台 1

25) 直流電源装置 DC48V/30A/30AH 台 1

26) SPD盤 面 1

27) 空調機 3.5KW程度 台 1

設置費用込み

<2> 役場庁舎設備

放送機器室

1) 無停電電源装置 Smart-UPS3000 台 2

SMT3000J

2) NWﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｶｰﾄﾞ AP9641J 枚 2

3) 無停電電源装置 Smart-UPS1500 台 1

SMT1500J

4) NWﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｶｰﾄﾞ AP9640J 枚 1

5) 空調機 3.5KW程度 台 1

設置費用込み

   小     計

<3> 遠隔制御装置

1) Ｂ型遠隔制御装置 台 1

2) 高機能型遠隔制御装置 個 1

操作卓に含む



  名　　　称  規　　　格 単 位 数　量 単　価(円) 金　額(円)
単価表
番　号

査　定
番　号

摘 　要

   小     計

<4> 屋外拡声子局設備

消防支署

1) 屋外拡声子局設備 QPSK 台 1

480W 72h

2) 外部接続箱 台 1

3) 同軸避雷器 個 1

4) ダイポール型空中線 60MHz帯 基 1

5) 高機能スピーカ（120W） TOA中型ﾎｰﾝｱﾚｲ相当 個 4

金具込

<5> 屋外拡声子局設備

再送信子局設備

1) 再送信子局設備 QPSK 台 3

240W 72h

2) 空中線ﾌｨﾙﾀ 個 3

3) 屋外拡声子局設備 QPSK 台 5

120W 72h

4) 屋外拡声子局設備 QPSK 台 11

240W 72h

5) 外部接続箱 台 19

6) 同軸避雷器 個 22

7) ３素子八木型空中線 60MHz帯 基 22

   小     計

<6> 戸別受信機

1) 戸別受信機 QPSK 台 1500

2) ダイポール型空中線 台 248



  名　　　称  規　　　格 単 位 数　量 単　価(円) 金　額(円)
単価表
番　号

査　定
番　号

摘 　要

3) ３素子八木型空中線 台 21

   小     計

       計



  名　　　称  規　　　格 単 位 数　量 単　価(円) 金　額(円)
単価表
番　号

査　定
番　号

摘 　要



明     細     書

2 材料費

  1) 防災行政無線

<1> 材料

役場庁舎

1) 空中線柱(壁面型) φ139.8×L5000 本 1

取付金具付

2) 電源ケーブル EM-CE60mm2-3C ｍ 103

ころがし

3) 電源ケーブル EM-CE38mm2-3C ｍ 7

ころがし

4) 電源ケーブル EM-CE5.5mm2-2C ｍ 19.6

管内

5) 電源ケーブル EM-CE2mm2-2C ｍ 31.9

ころがし

6) 接地ケーブル EM-IE22mm2 ｍ 12.1

管内

7) 接地ケーブル EM-IE22mm2 ｍ 80.1

ころがし

8) 接地ケーブル EM-IE5.5mm2 ｍ 20

ころがし

9) 同軸ケーブル EM-10D-FB ｍ 24

10) 同軸接栓 NP-10FB 個 6

11) 信号ケーブル EM-FCPEE0.65㎜-20P ｍ 8.1

ころがし

12) 信号ケーブル EM-FCPEE0.65㎜-2P ｍ 8.1

ころがし

13) ＬＡＮケーブル UTP0.5㎜-4P(CAT5e) ｍ 86.4

ころがし

14) ＬＡＮケーブル UTP0.5㎜-4P(CAT5e) ｍ 11

管内

15) 厚鋼電線管 G22 ｍ 10

露出配管

16) ブッシング G22用 個 2

17) 厚鋼電線管 G42 ｍ 12

露出配管

  名　　　称  規　　　格 単 位 数　量 単　価(円) 金　額(円)
単価表
番　号

査　定
番　号

摘 　要



  名　　　称  規　　　格 単 位 数　量 単　価(円) 金　額(円)
単価表
番　号

査　定
番　号

摘 　要

18) ブッシング G42用 個 6

19) ワールドダクター Z-D1S10 個 15

20) ダクタークリップ Z-DC31DC28 個 6

21) ダクタークリップ Z-DC42 個 9

22) ニューエフモール 3号 ｍ 7

23) MKダクト 3号 ｍ 4

24) 空中線取付金具 C-19 個 2

<2> 役場庁舎設備

放送機器室

1) ｻｰﾊﾞｰﾗｯｸ(標準) ITS42-9020W 架 1

2) ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ RPIT73-1(2個入) 組 1

3) 転倒防止ﾍﾞｰｽ RPIT731-2-10 個 1

4) ｹｰﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ RP87-3B 個 1

5) ｹｰﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ RP887-6V(10個入) 組 1

6) ｽﾘｯﾄ付台板 RP15-58LSB 枚 1

7) ｽﾘｯﾄ付ｽﾗｲﾄﾞ式台板 RPG16-592KSB 枚 1

8) ｽﾘｯﾄ付棚板(1U) RP913-01SB 枚 1

9) ｽﾘｯﾄ付棚板(2U) RP913-02SB 枚 1

10) 電源ｺﾝｾﾝﾄﾊﾞｰ(9口) RPDG989S-09Y 本 1

11) 運搬費 ﾁｬｰﾀｰ便 台 1

12) 分電盤 面 1

   小     計



  名　　　称  規　　　格 単 位 数　量 単　価(円) 金　額(円)
単価表
番　号

査　定
番　号

摘 　要

<3> 屋外拡声子局設備

消防支署

1) 空中線取付金具 C-19 個 1

2) 空中線取付柱 白ねじガス管 本 1

100A t4.5

3) スピーカ取付柱 白ねじガス管 本 4

100A t4.5

4) 取付柱支持金具 PSH110KN相当 個 10

5) コンクリートアンカー M12 本 20

6) 電源ケーブル EM-CE5.5mm2-2C ｍ 4

管内

7) 電源ケーブル EM-CE2mm2-2C ｍ 10

ころがし

8) 接地ケーブル EM-IE5.5mm2 ｍ 20

管内

9) プルボックス 400×300×200 個 2

鋼製

10) プルボックス 250×200×150 個 1

鋼製

11) ボックスコネクタ G22用 個 4

12) ボックスコネクタ 防水プリカ用 個 5

13) 厚鋼電線管 G22 ｍ 34

露出配管

14) 金属製可とう電線管 24mm(ﾋﾞﾆﾙ被覆) ｍ 10

屋外露出

15) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ #24用(材料) 個 5

16) ノーマルベンド G22用 個 4

17) ユニバーサルT型 G22用 個 2

18) ブッシング G22用 個 7

19) ワールドダクター Z-D1S10 個 18

20) ダクタークリップ G22用 個 28

21) スピーカケーブル EM-CEE1.25mm2-8C ｍ 25.5

屋外管内

22) スピーカケーブル EM-CEE1.25mm2-4C ｍ 8.5

屋外管内



  名　　　称  規　　　格 単 位 数　量 単　価(円) 金　額(円)
単価表
番　号

査　定
番　号

摘 　要

23) スピーカ端子箱 SP-10 個 2

24) 同軸ケーブル EM-10D-FB ｍ 11.5

25) 同軸接栓 NP-10FB 個 2

<4> 屋外拡声子局設備

再送信子局設備

1) 鋼管柱 S-18XM相当 本 1

2) 同軸接栓 NP-8 個 20

3) 筐体取付金具 RABX 組 38

4) 取付バンド IBT-308 本 38

屋外拡声子局用

5) 取付バンド IBT-308 本 38

外部接続箱用

6) 付加増幅器取付金具 RABX 組 28

7) 取付バンド IBT-308 本 28

付加増幅器用

8) 空中線取付金具 RABA 個 19

9) 自在バンド(ｱﾝﾃﾅ用) 3BD-HD-12 個 38

10) スピーカ端子箱 SP-10 個 20

11) ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ SFT-N209 本 19

12) ﾚﾌﾚｯｸｽﾎｰﾝ取付金具 RANH 個 1

13) ﾚﾌﾚｯｸｽﾎｰﾝ取付バンド RABD-16 個 2

14) ｽﾄﾚｰﾄﾎｰﾝ取付金具 RADH-9-2 個 3

15) ｽﾄﾚｰﾄﾎｰﾝ取付バンド 3BD-HD-12 個 6

16) 電力ｹｰﾌﾞﾙ引留金具 RL-O、ﾎﾞﾙﾄ付き 個 1

17) 自在バンド IBT-308 本 1

18) 同軸ケーブル EM-8D-2E ｍ 228



  名　　　称  規　　　格 単 位 数　量 単　価(円) 金　額(円)
単価表
番　号

査　定
番　号

摘 　要

19) スピーカケーブル EM-CEE1.25mm2-8C ｍ 304

屋外管内

20) 機器間接続ケーブル UTP0.5㎜-4P(CAT5e) ｍ 170

屋外管内

21) 電源ケーブル EM-CE3.5㎜2-2C ｍ 152

屋外管内

22) 電源ケーブル EM-CE2㎜2-2C ｍ 48

屋外管内

23) 接地ケーブル EM-IE5.5mm2 ｍ 58

屋外管内

24) 金属製可とう電線管 24mm(ﾋﾞﾆﾙ被覆) ｍ 145

屋外露出

25) 金属製可とう電線管 30mm(ﾋﾞﾆﾙ被覆) ｍ 40

屋外露出

26) 金属製可とう電線管 24mm 個 214

付属品ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ

27) 金属製可とう電線管 30mm 個 40

付属品ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ

28) 接地棒 14φ-1500㎜ 本 1

連結式、ﾘｰﾄﾞ端子付き

29) スパイラルダクト φ800×1000 t0.8 本 1

<5> 屋外拡声子局設備【同報系】

土木工事

1) 購入土 土砂 m3 1.93

   小     計

<6> 戸別受信機

1) 空中線柱 ZA-7相当 個 21

   小     計

<7> 雑材料 1%以内

管内単価表P26



  名　　　称  規　　　格 単 位 数　量 単　価(円) 金　額(円)
単価表
番　号

査　定
番　号

摘 　要

      計



明     細     書

3 労務費

  1) 防災行政無線

<1> 労務費

役場庁舎

1) 60MHz 据付 架 1

無線送受信装置

2) 60MHz 調整 架 1

無線送受信装置

3) 操作卓 据付 台 1

4) 地図表示盤 据付 面 1

5) 地図表示盤 調整 面 1

6) 連絡通話装置 据付 式 1

7) 電話応答装置 据付 台 1

8) 電話応答装置 調整 台 1

9) J-ALERTｼｽﾃﾑ 据付 式 1

10) J-ALERTｼｽﾃﾑ 調整 式 1

11) 被遠隔制御装置 据付 台 1

12) 被遠隔制御装置 調整 台 1

13) 空中線(八木型) 据付 基 2

60MHz指向 地上高15m

14) 空中線(八木型) 調整 基 2

60MHz指向

15) 空中線ﾌｨﾙﾀｰ 据付 台 1

16) 同軸避雷器 据付 台 2

17) 電力分配器 据付 台 1

単価表
番　号

査　定
番　号

摘 　要

Ⅷ-4-11 3-1 テレメータ監視
局装置据付 監視局装置 適用

Ⅷ-4-11 3-2 テレメータ監視
局装置調整 監視局装置 無線
機含む 適用

  名　　　称  規　　　格 単 位 数　量 単　価(円) 金　額(円)

Ⅷ-4-11 3-1 テレメータ監視
局装置据付 監視局装置 適用

Ⅷ-4-11 3-2 テレメータ監視
局装置調整 監視局装置 無線
機含む 適用

Ⅷ-4-22 3-1 デジタル陸上移
動通信装置据付 遠隔通信制
御装置 適用

Ⅷ-4-23 3-2 デジタル陸上移
動通信装置調整 遠隔通信制
御装置 適用

Ⅷ-4-20 3-10 移動体通信用
空中線据付 八木、ブラウ
ン、スリーブ 地上高15m
60MHz 適用

Ⅷ-4-20 3-11 移動体通信用
空中線調整 八木 適用

Ⅷ-4-11 3-1 テレメータ監視
局装置据付 操作卓 適用

Ⅷ-4-11 3-1 テレメータ監視
局装置据付 表示盤 壁掛用
適用

Ⅷ-4-11 3-2 テレメータ監視
局装置調整 表示盤 壁掛用
適用

Ⅷ-4-11 3-1 テレメータ監視
局装置据付 記録装置 適用

Ⅷ-5-25 3-1 電話応答(通報)
装置据付 電話応答(通報)装
置 適用

Ⅷ-5-25 3-2 電話応答(通報)
装置調整 電話応答(通報)装
置 適用

Ⅷ-4-20 3-12 移動体通信用
付属品取付 耐雷変圧器 0.5
～1kVA 適用

Ⅷ-4-20 3-12 移動体通信用
付属品取付 同軸避雷器 適用

Ⅷ-4-20 3-12 移動体通信用
付属品取付 同軸避雷器 適用



単価表
番　号

査　定
番　号

摘 　要  名　　　称  規　　　格 単 位 数　量 単　価(円) 金　額(円)

18) 無停電電源装置 据付･調整 台 1

5kVA以下

19) 直流電源装置 据付 台 1

48V系

20) 直流電源装置 調整 台 1

48V系 20N

21) 分電盤 取付 面 1

前面1.6㎡以下

22) 親局総合試験 調整 式 1

<2> 労務費

役場庁舎材料

1) 鋼管柱 建柱 本 1

7m

2) 空中線柱(壁面型) 運搬費 本 1

3) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 103

ﾄﾗﾌ･ころがし配線 外径40㎜以下

4) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 7

ﾄﾗﾌ･ころがし配線 外径40㎜以下

5) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 19.6

管内配線 外径20㎜以下

6) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 31.9

ﾄﾗﾌ･ころがし配線 外径10㎜以下

7) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 12.1

管内配線 外径20㎜以下

8) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 80.1

ﾄﾗﾌ･ころがし配線 外径20㎜以下

9) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 20

ﾄﾗﾌ･ころがし配線 外径5㎜以下

10) 同軸ｹｰﾌﾞﾙ 敷設 m 24

20mmφ以下

11) 同軸ｹｰﾌﾞﾙ 端末処理 箇所 6

12) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 8.1

管内配線 外径20㎜以下

13) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 8.1

ﾄﾗﾌ･ころがし配線 外径10㎜以下

14) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 86.4

ﾄﾗﾌ･ころがし配線 外径5㎜以下

15) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 11

管内配線 外径5㎜以下

16) 厚鋼電線管 ｻﾄﾞﾙ留め 敷設 m 10

22mm以下 配管

Ⅷ-2-19 3-2 分電盤取付 露
出 前面1.6?以下 適用

Ⅷ-4-20 3-7 K-COS総合調整
総合調整 適用

Ⅷ-2-19 3-1 コンクリート柱
建柱  7m以下 (0.5倍) 換算
適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 トラフ・ころがし
配線 40mm以下 (1m換算) 換
算適用

Ⅷ-3-14 3-3 小容量無停電電
源装置据付・調整  5kVA以下
適用

Ⅷ-3-16 3-1 直流電源装置据
付 48V系 適用

Ⅷ-3-16 3-2 直流電源装置調
整 48V系 20N 適用

Ⅷ-2-10 3-1(2) 同軸ケーブ
ル敷設 70MHz～2.5GHz 20mm
φ以下 (1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-10 3-1(2) 同軸ケーブ
ル敷設 70MHz～2.5GHz 端末
処理 適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 管内配線 20mm以下
(1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 トラフ・ころがし
配線 10mm以下 (1m換算) 換
算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 トラフ・ころがし
配線 5mm以下 (1m換算) 換算
適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 管内配線 5mm以下
(1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 トラフ・ころがし
配線 40mm以下 (1m換算) 換
算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 管内配線 20mm以下
(1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 トラフ・ころがし
配線 10mm以下 (1m換算) 換
算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 管内配線 20mm以下
(1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 トラフ・ころがし
配線 20mm以下 (1m換算) 換
算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 トラフ・ころがし
配線 5mm以下 (1m換算) 換算
適用

Ⅷ-2-3 3-1(6) 電線管敷設
厚鋼電線管 22mm以下 サドル
留め (1m換算) 換算適用



単価表
番　号

査　定
番　号

摘 　要  名　　　称  規　　　格 単 位 数　量 単　価(円) 金　額(円)

17) ﾀﾞｸﾀｰ 取付 個 6

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付含む 75mm×40mm以下

18) 合成樹脂線ぴ 取付 m 7

60×18mm

19) 合成樹脂線ぴ 取付 m 4

60×18mm

20) ｺﾝｸﾘｰﾄ穴あけ 直径2.5cm 箇所 2

厚さ12cm

21) ｺﾝｸﾘｰﾄ穴あけ 直径7.5cm 箇所 2

厚さ12cm

<3> 役場庁舎設備

放送機器室

1) 機器収容架 据付 架 1

2) 無停電電源装置 据付･調整 台 2

5kVA以下

3) 無停電電源装置 据付･調整 台 1

5kVA以下

   小     計

<4> 遠隔制御装置

1) 遠隔制御装置 据付 台 1

2) 遠隔制御装置 調整 台 1

3) 遠隔制御装置 据付 台 1

4) 遠隔制御装置 調整 台 1

   小     計

5) 屋外拡声子局装置 据付 式 1

ANS付

6) 屋外拡声子局装置 調整 式 1

ANS付

7) 屋外拡声子局装置 据付 台 3

増幅装置

Ⅷ-5-2 3-1 各種情報設備据
付 収容架 適用

Ⅷ-3-14 3-3 小容量無停電電
源装置据付・調整  5kVA以下
適用

Ⅷ-3-14 3-3 小容量無停電電
源装置据付・調整  5kVA以下
適用

Ⅷ-2-9 3-2(2) ダクター取付
75mm×40mm以下 (1個換算)
換算適用

Ⅷ-2-9 3-1 (2)4種線ぴ類取
付

Ⅷ-2-9 3-1 (2)4種線ぴ類取
付

Ⅷ-2-7 3-10 コンクリート穴
あけ・はつり 穴あけ 直径
2.5cm厚さ12cm 適用

Ⅷ-2-7 3-10 コンクリート穴
あけ・はつり 穴あけ 直径
7.5cm厚さ12cm 適用

Ⅷ-4-18 3-2 放流警報警報局
装置調整 警報局装置 無線機
含む 適用

Ⅷ-4-14 3-1 テレメータ観測
局装置据付 複量化 適用

Ⅷ-4-22 3-1 デジタル陸上移
動通信装置据付 遠隔通信装
置 適用

Ⅷ-4-23 3-2 デジタル陸上移
動通信装置調整 遠隔通信装
置 適用

Ⅷ-4-22 3-1 デジタル陸上移
動通信装置据付 遠隔通信装
置 適用

Ⅷ-4-23 3-2 デジタル陸上移
動通信装置調整 遠隔通信装
置 適用

Ⅷ-4-18 3-1 放流警報警報局
装置据付 警報局装置 無線機
含む 適用



単価表
番　号

査　定
番　号
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8) 外部接続箱 据付 式 1

通話機能有

9) 同軸避雷器 据付 台 1

10) 空中線(ｽﾘｰﾌﾞ型) 据付 基 1

60MHz指向 地上高15m

11) 中距離ｽﾋﾟｰｶｰ 据付 台 1

12) 中距離ｽﾋﾟｰｶｰ 据付 台 3

(2台目以降)

<5> 屋外拡声子局設備

消防支署材料

1) ｶﾒﾗ架台 据付 台 1

壁面用

2) ｶﾒﾗ架台 据付 台 4

壁面用

3) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 4

管内配線 外径20㎜以下

4) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 10

管内配線 外径20㎜以下

5) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 20

管内配線 外径5㎜以下

6) ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 設置 個 2

400×400×200

7) ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 設置 個 1

300×300×200

8) 厚鋼電線管 ｻﾄﾞﾙ留め 敷設 m 34

22mm以下 配管

9) 金属製可とう電線管 敷設 m 10

24mm以下 配管

10) ﾀﾞｸﾀｰ 取付 個 18

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付含む 75mm×40mm以下

11) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 25.5

管内配線 外径20㎜以下

12) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 8.5

管内配線 外径20㎜以下

13) 端子盤 取付 面 2

10P

14) 同軸ｹｰﾌﾞﾙ 敷設 m 11.5

20mmφ以下

15) 同軸ｹｰﾌﾞﾙ 端末処理 箇所 2

16) ｺﾝｸﾘｰﾄ穴あけ 直径2.5cm 箇所 2

厚さ12cm

Ⅷ-4-11 3-1 テレメータ監視
局装置据付 記録装置 適用

Ⅷ-4-20 3-12 移動体通信用
付属品取付 同軸避雷器 適用

Ⅷ-4-20 3-10 移動体通信用
空中線据付 八木、ブラウ
ン、スリーブ 地上高15m
60MHz 適用

Ⅷ-4-18 3-1 放流警報警報局
装置据付 サイレン 適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 管内配線 5mm以下
(1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-18 3-1 プルボックス設
置  400×400×200mm 適用

Ⅷ-2-18 3-1 プルボックス設
置  300×300×200mm 適用

Ⅷ-2-3 3-1(6) 電線管敷設
厚鋼電線管 22mm以下 サドル
留め (1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-4 3-1(8) 金属製可とう
電線管敷設  24mm以下 (1m換
算) 換算適用

Ⅷ-2-9 3-2(2) ダクター取付
75mm×40mm以下 (1個換算)
換算適用

Ⅷ-4-18 3-1 放流警報警報局
装置据付 サイレン (0.7倍)
換算適用

Ⅷ-5-21 3-1 CCTV装置据付
カメラ架台 壁面用 適用

Ⅷ-5-21 3-1 CCTV装置据付
カメラ架台 壁面用 適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 管内配線 20mm以下
(1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 管内配線 20mm以下
(1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 管内配線 20mm以下
(1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 管内配線 20mm以下
(1m換算) 換算適用

Ⅷ-4-33 3-9 端子盤取付 端
子盤 10P 適用

Ⅷ-2-10 3-1(2) 同軸ケーブ
ル敷設 70MHz～2.5GHz 20mm
φ以下 (1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-10 3-1(2) 同軸ケーブ
ル敷設 70MHz～2.5GHz 端末
処理 適用

Ⅷ-2-7 3-10 コンクリート穴
あけ・はつり 穴あけ 直径
2.5cm厚さ12cm 適用
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<6> 屋外拡声子局設備

再送信子局設備

1) 再送信子局装置 据付 式 3

2) 再送信子局装置 調整 式 3

3) 屋外拡声子局装置 据付 台 3

増幅装置

4) 空中線(八木型) 据付 基 6

60MHz指向 地上高15m

5) 空中線(八木型) 調整 基 6

60MHz指向

6) 同軸避雷器 据付 台 3

7) 空中線ﾌｨﾙﾀｰ 据付 台 3

8) 屋外拡声子局装置 据付 式 5

ANS付

9) 屋外拡声子局装置 調整 式 5

ANS付

10) 屋外拡声子局装置 据付 式 11

ANS付

11) 屋外拡声子局装置 調整 式 11

ANS付

12) 屋外拡声子局装置 据付 台 11

増幅装置

13) 外部接続箱 据付 式 16

通話機能有

14) 空中線(八木型) 据付 基 16

60MHz指向 地上高15m

15) 空中線(八木型) 調整 基 16

60MHz指向

16) 空中線(ｽﾘｰﾌﾞ型) 据付 基 1

60MHz指向 地上高15m

17) 再送信子局 式 3

総合動作試験

18) 屋外拡声子局 式 17

総合動作試験

<7> 屋外拡声子局設備

再送信子局設備　材料

1) 鋼管柱 建柱 本 1

15m

Ⅷ-4-19 3-3 K-COS基地局装
置据付 基地局装置 適用

Ⅷ-4-20 3-4 K-COS基地局装
置調整 基本部 適用

Ⅷ-4-14 3-1 テレメータ観測
局装置据付 複量化 適用

Ⅷ-4-20 3-10 移動体通信用
空中線据付 八木、ブラウ
ン、スリーブ 地上高15m
60MHz 適用

Ⅷ-4-20 3-11 移動体通信用
空中線調整 八木 適用

Ⅷ-4-14 3-1 テレメータ観測
局装置据付 複量化 適用

Ⅷ-4-11 3-1 テレメータ監視
局装置据付 記録装置 適用

Ⅷ-4-20 3-10 移動体通信用
空中線据付 八木、ブラウ
ン、スリーブ 地上高15m
60MHz 適用

Ⅷ-4-20 3-11 移動体通信用
空中線調整 八木 適用

Ⅷ-4-20 3-10 移動体通信用
空中線据付 八木、ブラウ
ン、スリーブ 地上高15m
60MHz 適用

Ⅷ-4-20 3-7 K-COS総合調整
総合調整 適用

Ⅷ-4-20 3-12 移動体通信用
付属品取付 同軸避雷器 適用

Ⅷ-4-20 3-12 移動体通信用
付属品取付 耐雷変圧器 0.5
～1kVA 適用

Ⅷ-4-18 3-1 放流警報警報局
装置据付 警報局装置 無線機
含む 適用

Ⅷ-4-18 3-2 放流警報警報局
装置調整 警報局装置 無線機
含む 適用

Ⅷ-4-18 3-1 放流警報警報局
装置据付 警報局装置 無線機
含む 適用

Ⅷ-4-18 3-2 放流警報警報局
装置調整 警報局装置 無線機
含む 適用

Ⅷ-4-16 3-2 放流警報監視局
装置調整 警報監視局装置 無
線機含む 適用

Ⅷ-2-19 3-1 コンクリート柱
建柱  15m以下 (0.5倍) 換算
適用
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2) 同軸ｹｰﾌﾞﾙ 端末処理 箇所 10

3) ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶｰ 据付 台 3

(2台目以降)

4) ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶｰ 据付 台 1

5) 端子盤 取付 面 20

10P

6) 同軸ｹｰﾌﾞﾙ 敷設 m 228

10mmφ以下

7) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 304

管内配線 外径20㎜以下

8) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 170

屋内露出配線(木質壁) 外径5㎜以下

9) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 152

管内配線 外径20㎜以下

10) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 48

管内配線 外径10㎜以下

11) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 配線 m 58

管内配線 外径5㎜以下

12) 金属製可とう電線管 敷設 m 145

24mm以下 配管

13) 金属製可とう電線管 敷設 m 40

38mm以下 配管

14) D種接地 掘削･設置･ 極 1

接地線敷設･測定

15) 根切り m3 4.4

16) 基面整正 m2 0.84

17) 砂利地業 m3 0.16

18) 型枠 m3 0.65

19) ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 m3 0.48

20) 埋戻し m3 4.4

21) スパイラルダクト 運搬費 本 1

   小     計

Ⅷ-4-33 3-9 端子盤取付 端
子盤 10P 適用

Ⅷ-2-10 3-1(2) 同軸ケーブ
ル敷設 70MHz～2.5GHz 10mm
φ以下 (1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 管内配線 20mm以下
(1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 屋内露出配線(木質
壁) 5mm以下 (1m換算) 換算
適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 管内配線 20mm以下
(1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 管内配線 10mm以下
(1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-10 3-1(2) 同軸ケーブ
ル敷設 70MHz～2.5GHz 端末
処理 適用

Ⅷ-4-18 3-1 放流警報警報局
装置据付 スピーカー (0.7
倍) 換算適用

Ⅷ-4-18 3-1 放流警報警報局
装置据付 スピーカー 適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 管内配線 5mm以下
(1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-4 3-1(8) 金属製可とう
電線管敷設  24mm以下 (1m換
算) 換算適用

Ⅷ-2-4 3-1(8) 金属製可とう
電線管敷設  38mm以下 (1m換
算) 換算適用

Ⅷ-2-26 3-1 接地設置 D種接
地 適用
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<8> 戸別受信機設備

1) 戸別受信機 据付 台 1500

2) 空中線 据付 台 248

3) 空中線(八木型) 据付 基 21

60MHz指向 地上高6m

4) 空中線(八木型) 調整 基 21

60MHz指向

5) 鋼管柱 建柱 本 21

7m

6) 根切り m3 11.34

7) 埋戻し m3 11.34

   小     計

<9> 労務費

親局撤去

1) 操作卓 撤去(廃棄) 台 1

2) 空中線(八木型) 撤去(廃棄) 基 1

60MHz指向 地上高15m

3) 鋼管柱 撤去(廃棄) 本 1

7m

4) 遠隔制御装置 撤去(廃棄) 台 1

<10> 労務費

屋外拡声子局装置撤去

1) 屋外拡声子局装置 撤去(廃棄) 式 24

ANS無

2) 外部接続箱 撤去(廃棄) 式 24

通話機能無

3) ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶｰ 撤去(再使用) 台 3

(2台目以降)

4) ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶｰ 撤去(再使用) 台 1

5) ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶｰ 撤去(廃棄) 台 1

6) ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶｰ 撤去(廃棄) 台 7

(2台目以降)

Ⅷ-4-11 3-1 テレメータ監視
局装置据付 操作卓 換算適用

Ⅷ-4-20 3-10 移動体通信用
空中線据付 八木、ブラウ
ン、スリーブ 地上高15m
60MHz 換算適用

Ⅷ-5-3 3-1 IPネットワーク
装置据付 IPエンコーダ・デ
コーダ 適用

Ⅷ-4-20 3-10 移動体通信用
空中線据付 ホイップ 車載
適用

Ⅷ-4-20 3-10 移動体通信用
空中線据付 八木、ブラウ
ン、スリーブ 地上高15m
60MHz (6mに補正) 換算適用

Ⅷ-4-20 3-11 移動体通信用
空中線調整 八木 適用

Ⅷ-2-19 3-1 コンクリート柱
建柱  7m以下 (0.5倍) 換算
適用

Ⅷ-4-18 3-1 放流警報警報局
装置据付 スピーカー 換算適
用

Ⅷ-4-18 3-1 放流警報警報局
装置据付 スピーカー 換算適
用

Ⅷ-4-18 3-1 放流警報警報局
装置据付 スピーカー (0.7
倍) 換算適用

Ⅷ-2-19 3-1 コンクリート柱
建柱  7m以下 (0.5倍) 換算
適用

Ⅷ-4-22 3-1 デジタル陸上移
動通信装置据付 遠隔通信装
置 換算適用

Ⅷ-4-18 3-1 放流警報警報局
装置据付 警報局装置 無線機
含む 換算適用

Ⅷ-4-11 3-1 テレメータ監視
局装置据付 記録装置 換算適
用

Ⅷ-4-18 3-1 放流警報警報局
装置据付 スピーカー (0.7
倍) 換算適用
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7) ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶｰ 撤去(廃棄) 台 7

(2台目以降)

8) 端子盤 撤去(廃棄) 面 24

10P

9) 同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去(廃棄) m 288

10mmφ以下

10) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 撤去(廃棄) m 384

管内配線 外径20㎜以下

11) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 撤去(廃棄) m 48

管内配線 外径5㎜以下

12) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 撤去(廃棄) m 192

管内配線 外径20㎜以下

13) ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 撤去(廃棄) m 24

管内配線 外径5㎜以下

14) 鋼管柱 撤去(廃棄) 本 4

15m

15) ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 撤去(廃棄) 本 1

15m

16) 光ｹｰﾌﾞﾙ架空配線 撤去(廃棄) m 1200

自己支持型 外径11mm以下

17) 根切り 撤去 m3 26.61

18) 埋戻し 撤去 m3 28.49

19) 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去 m3 0.19

<11> 産廃処理

1) 金属くず 親局 廃棄 ｔ 0.17

主要機器類・鋼管柱

2) 発生材積込 親局 廃棄 m3 0.71

金属くず

3) 金属くず 子局 廃棄 ｔ 3.92

主要機器類・鋼管柱

4) 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(安定型混合物B)廃棄 ｔ 0.168

ｹｰﾌﾞﾙ類 子局

5) ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ(無筋)子局 廃棄 ｔ 3.53

6) ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ(有筋)子局 廃棄 ｔ 1.3

7) 発生材積込 子局 廃棄 m3 16.368

金属くず

8) 発生材積込 子局 廃棄 m3 0.702

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(安定型混合物B)

Ⅷ-4-18 3-1 放流警報警報局
装置据付 スピーカー (0.7
倍) 換算適用

Ⅷ-4-33 3-9 端子盤取付 端
子盤 10P 換算適用

Ⅷ-2-10 3-1(2) 同軸ケーブ
ル敷設 70MHz～2.5GHz 10mm
φ以下 (1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-15 3-2 光ケーブル架空
配線 自己支持型 11mm以下
(径間を平均50mとしてm換算)
換算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 管内配線 20mm以下
(1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 管内配線 5mm以下
(1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 管内配線 20mm以下
(1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-5 3-2(1) ケーブル及び
電線配線 管内配線 5mm以下
(1m換算) 換算適用

Ⅷ-2-19 3-1 コンクリート柱
建柱  15m以下 (0.5倍) 換算
適用

Ⅷ-2-19 3-1 コンクリート柱
建柱  15m以下 換算適用
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9) 発生材積込 子局 廃棄 m3 20.127

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ

10) 運搬費 廃棄 ｈ 16

4tﾀﾞﾝﾌﾟ4h×4

11) 運搬費 廃棄 ｈ 16

作業員

   小     計

       計


