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第1節 適用範囲等 

1. 適用範囲 

この基準書は，広島県の土木事業における電気通信設備を請負施工に付する場合における工事費の積算に適用す

る。 

ただし，この基準書によることが著しく不適当又は困難であると認められるものについては，適用除外とするこ

とができる。 

2. 設計書の作成 

設計書の作成にあたっては，目的とする工事を最も合理的に施工及び監督できるよう施工条件，施工管理，安全

施工等に十分留意し，工法歩掛及び単価などについて調査研究をおこない，明確に作成しなければならない。 

3. 用語の定義 

（1）「技術者」とは，電気通信技術者をいう。 

（2）「技術員」とは，電気通信技術員をいう。 

（3）「技術者等」とは，電気通信技術者及び電気通信技術員をいう。 
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第2節 請負工事の工事費構成 

1. 工事費の基本構成 

1-1 請負工事費の構成は，次のとおりとする。 

（1） 一般工事 

      機器単体費       
   工事価格     工事原価   
請負工事費     工事費      

       一般管理費等    
            
   消費税相当額         
           
（注）製造請負の場合は，「請負工事費」を「設備費」，「工事価格」を「据付価格」，「工事」を「据

付」と読み替えるものとする。 

 

（イ）機器単体費の内訳 

         材料費    
      直接製作費     純製作費 
   工場製作原価     製作費   
機器単体費           

        間接労務費    
      間接製作費      
   一般管理費等     工場管理費    
           

 

（ロ）工事費の内訳 

      直接工事費       
   工事原価        純工事費 
工事費     間接工事費   共通仮設費   

          
         現場管理費    
   一般管理費等        
        機器間接費    
            

 

（2） 鉄塔・反射板工事 

      工場製作原価 
      
   工事原価   架設工事原価 
請負工事費     

     一般管理費等 
      
   消費税相当額    
      
       

 

（イ）工場製作原価の内訳 

      工場塗装費    
         
   直接工事費   材料費   鉄塔製作費 
工場製作原価       

     製作費    
         
      間接労務費    
   間接工事費      
     工場管理費    
         
（注）工場管理費の対象額は直接工事費と間接労務費の和であり，詳細は「土木工事標準積算基準書第Ⅳ

編第 7章 1) 鋼橋製作工」によるものとする。 

 

（ロ）架設工事原価の内訳 

      輸送費    
         
   直接工事費   架設費   純工事費 
架設工事原価       

     現場塗装費    
         
      共通仮設費    
   間接工事費      
     現場管理費    
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第3節 請負工事費の費目 

1. 一般工事の請負工事費は，次の各号に掲げるものとする。 

1-1 工事価格 

工事価格は，機器単体費と工事費の合計である。 

1-1-1 機器単体費 

機器単体費は，電気通信設備の構成要素である機器の単体価格の合計である。 

（1） 工場製作原価 

工場製作原価は，直接製作費，間接製作費の合計である。 

 直接製作費 1)

（イ）材料費 

製作に当たって，直接及び補助的に使用される材料の費用である。 

（ロ）製作費 

工場製作にかかる直接費である。 

 間接製作費 2)

（イ）間接労務費 

工場製作にかかる間接費で，間接作業賃金，事務技術職員給与，間接外注費，製作外注費，横持運搬費

である。 

（ロ）工場管理費 

工場管理費は工場製作にかかる間接費で，福利厚生費，修繕維持費，事務用品費，通信・交通費，動

力・用水・光熱費，交際費，地代家賃，減価償却費，租税公課，保険料，動産賃貸料，電算関係費，雑費

である。 

（2） 一般管理費等 

機器単体費の一般管理費等は，工場製作を行う企業の継続運営に必要な費用をいい，一般管理費及び付加利

益からなる。 

一般管理費等率＝ 
一般管理費等 

工場製作原価 

 

1-1-2 工事費 

（1） 工事原価 

工事原価は，直接工事費と間接工事費の合計である。 

（イ）直接工事費 

直接工事費は，箇所又は工事種別により各工事部門を工種，種別，細別及び名称に区分し，それぞれの

区分毎に材料費，労務費，直接経費，機器及び鉄塔・反射板の輸送費の 4要素について積算するものとす

る。 

（ロ）間接工事費 

① 間接工事費は，各工事部門共通の前号以外の工事費及び経費とし，共通仮設費，現場管理費及び機器

間接費に分類するものとする。 

② 共通仮設費は，次に掲げるものについて積算するものとする。 

a.運搬費 

b.準備費 

c.事業損失防止施設費 

d.安全費 

e.役務費 

f.技術管理費 

g.営繕費 
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③ 現場管理費 

現場管理費は，工事施工にあたって，工事を管理するために必要な共通仮設費，機器間接費以外の

経費とし，現場管理費を構成する各費目について積算するか，又は次の現場管理費率を用いて積算す

るものとする。 

現場管理費率＝ 
現場管理費 

純工事費 

ただし，純工事費＝直接工事費＋共通仮設費 

④ 機器間接費 

機器間接費は，技術者間接費と機器管理費の合計である。 

a.技術者間接費 

技術者間接費は，工事施工にあたって，機器の製作工場等から派遣される技術者等に対する製作工

場等にかかる間接費であり，次の技術者間接費率を用いて積算するものとする。 

技術者間接費率＝ 
技術者間接費 

派遣労力費 

ただし，派遣労力費とは，技術労力費のうち当該機器の製作工場等から派遣される労力費をいう。 

b.機器管理費 

機器管理費は，工事施工にあたって機器の調達，機器の施工現場での適切な管理等に要する経費で

あり，次の機器管理費率を用いて積算するものとする。 

機器管理費率＝ 
機器管理費 

機器単体費 

 

（2） 一般管理費等 

一般管理費等は，工事施工にあたる企業の継続運営に必要な費用をいい，一般管理費及び付加利益からなり，

次の一般管理費等率を用いて積算するものとする。 

一般管理費等率＝ 
一般管理費等 

工事原価 

 

1-2 消費税相当額 

消費税相当額は，消費税及び地方消費税相当分を積算するものとする。 
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2. 鉄塔・反射板工事の請負工事費は，次の各号に掲げるものとする。 

2-1 工事価格 

工事価格は，工場製作原価，架設工事原価，一般管理費等の合計である。 

2-1-1 工場製作原価 

工場製作原価は，設備の構成要素である鉄塔・反射板の工場製作費である。 

2-1-1-1 直接工事費 

（1） 工場塗装費 

工場において行う製品の塗装に要する費用である。 

（2） 材料費 

「土木工事標準積算基準書第Ⅳ編第 7章 1) 鋼橋製作工」によるものとする。 

（3） 製作費 

「土木工事標準積算基準書第Ⅳ編第 7章 1) 鋼橋製作工」によるものとする。 

2-1-1-2 間接工事費 

（1） 間接労務費 

「土木工事標準積算基準書第Ⅳ編第 7章 1) 鋼橋製作工」によるものとする。 

（2） 工場管理費 

「土木工事標準積算基準書第Ⅳ編第 7章 1) 鋼橋製作工」によるものとする。 

2-1-2 架設工事原価 

架設工事原価は，直接工事費と間接工事費の合計である。 

2-1-2-1 直接工事費 

直接工事費は，輸送費，架設費，施工現場塗装費の合計である。 

（1） 輸送費 

工場製作品を施工現場まで運搬する輸送費である。 

（2） 架設費 

「土木工事標準積算基準書第Ⅳ編第 7章 1) 鋼橋製作工」によるものとする。 

（3） 施工現場塗装費 

据付時に行う設備の塗装に要する費用である。 

2-1-2-2 間接工事費 

間接工事費は，共通仮設費と現場管理費の合計である。 

（1） 共通仮設費 

一般工事の共通仮設費によるものとする。 

（2） 現場管理費 

一般工事の現場管理費によるものとする。 

2-1-3 一般管理費等 

一般管理費等は，工事施工にあたる企業の継続運営に必要な費用をいい，一般管理費及び付加利益から

なり，次の一般管理費等率を用いて積算するものとする。 

（工場製作から現場架設まで一括請負とする場合） 

一般管理費等率＝ 
一般管理費等 

工場製作原価＋架設工事原価 

 

2-2 消費税相当額 

一般工事の消費税相当額によるものとする。 

 




