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Ⅰ 公共工事設計材料単価（建設系） 
 

 

(１)  ｢公共工事設計材料単価(建設系)｣は、沖縄総合事務局開発建設部が発注す

る土木工事の予定価格設定のための工事費積算に用いる資材単価の一覧表で

す。なお、本資料掲載の資材単価は、平成26年10月単価です。 

(２)  本資料の資材単価は、資材の市場取引価格の実態を調査し、その調査結果

の平均値を採用しています。 

(３)  本資料は、沖縄総合事務局開発建設部において定期的に調査している資材

単価について掲載しています。 

 ただし、｢月刊建設物価｣・「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会発

行)及び｢月刊積算資料｣・「積算資料電子版」((一財)経済調査会発行)に掲

載されている資材単価については、既に公表されているため本資料には掲載

しておりません。 



 土木工事設計材料（公表）単価一覧表

 （2016年10月単価）

 沖縄総合事務局



 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  骨材　　　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考

 北部１  北部２  北部３  北部４  北部５  中部１  中部２  南部１

 沖縄県

 再生クラッシャーラン                             ＲＣ－４０（４０～０）　Ｃｏ９０％ＡｓＣｏ１０％  　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 3,400  2,650  2,900  2,950

 砂                                               クッション用                                     　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 3,900  3,800  3,550  3,350  3,550  3,350  3,600  3,350

 砂                                               埋め戻し用                                       　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 3,900  3,800  3,550  3,350  3,550  3,350  3,600  3,350
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  アスファルト合材　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考

 北部１  北部２  北部３  北部４  北部５  中部１  中部２  南部１

 沖縄県

 排水性アスファルト合材                           ＴＯＰ１３　６号硬質砂岩３０％　６号石灰岩７０％  　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 22,800  22,600  22,600  22,600  22,300  22,300  22,400  22,700

 透水性舗装                                       透水性・白色・１３ｍｍ　改質ＩＩ型（脱色）       　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 56,000  55,800  55,800  55,800  55,500  55,500  55,600  55,900

 透水性舗装                                       透水性・白色・１３ｍｍ　歩道用カラーバインダー   　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 56,000  55,800  55,800  55,800  55,500  55,500  55,600  55,900
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  石材　　　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考

 北部１  北部２  北部３  北部４  北部５  中部１  中部２  南部１

 沖縄県

 切込砕石                                                                                          　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 2,750  2,250  2,250  1,950  2,600

 流しコーラル                                     ４０～０ｍｍ                                     　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 3,650  3,400  3,150  2,850

 山コーラル                                                                                        　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 3,650  3,400  3,150  2,850

 客土                                             赤土                                             　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 2,600  2,750  2,000  1,900  2,200  2,750

 雑石                                             黒５～２００ｋｇ　古生層石灰岩                   　　ｍ３  古生層石灰岩　　　　　　 5,300  4,950  4,600  4,350  5,000  5,900

 雑石                                             白５～２００ｋｇ　琉球石灰岩                     　　ｍ３  琉球石灰岩　　　　　　　 5,800  5,500  5,250  4,900

 捨石                                             白２００ｋｇ内外　琉球石灰岩                     　　ｍ３  琉球石灰岩　　　　　　　 5,900  5,600  5,350  5,000

 捨石                                             黒５００ｋｇ内外　古生層石灰岩                   　　ｍ３  古生層石灰岩　　　　　　 6,500  6,050  6,700  6,400  7,200

 捨石                                             白５００ｋｇ内外　琉球石灰岩                     　　ｍ３  琉球石灰岩　　　　　　　 6,000  5,700  5,450  5,100

 捨石                                             黒１０００～２０００ｋｇ内外　古生層石灰岩       　　ｍ３  古生層石灰岩　　　　　　 7,100  6,650  7,350  7,000  7,850

 捨石                                             白１０００～２０００ｋｇ内外　琉球石灰岩         　　ｍ３  琉球石灰岩　　　　　　　 6,000  5,700  5,450  5,100
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  アスファルト混合物（地）

 品        目  規        格  単  位  備        考

 北部１  北部２  北部３  北部４  北部５  中部１  中部２  南部１

 沖縄県

 アスファルト合材                                 密粒度アスコン２０ｍｍ　標準ＡＳ量４．５～５％   　　　ｔ  標準ＡＳ量４．５～５％　 12,600  12,400  12,400  12,400  12,100  12,100  12,200  12,500

 アスファルト合材                                 アスファルトモルタル５ｍｍ　標準ＡＳ量８．０％   　　　ｔ  標準ＡＳ量８．０％　　　 14,800  14,600  14,600  14,600  14,300  14,300  14,400  14,700

 アスファルト合材                                 カラーアスコン５ｍｍ　標準ＡＳ量７．５％         　　　ｔ  標準ＡＳ量７．５％　　　 42,700  42,500  42,500  42,500  42,200  42,200  42,300  42,600

 アスファルト合材                                 再生密粒度アスコン２０ｍｍ                       　　　ｔ  標準ＡＳ量４．５～５％　 12,600  12,400  12,400  12,400  12,100  12,100  12,200  12,500
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  ＰＨＣパイル　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考

 北部１  北部２  北部３  北部４  北部５  中部１  中部２  南部１

 沖縄県

 ＰＨＣ杭（Ａ種）　外径６００                     厚９０長７　ＭＲＣ１７上下杭                     　　　本  参考重量２６２０Ｋｇ　　 99,300  99,300  97,900  97,900  97,900  95,400  95,400

 ＰＨＣ杭（Ａ種）　外径６００                     厚９０長８　ＭＲＣ１７上下杭                     　　　本  参考重量３０００Ｋｇ　　 108,000  108,000  107,000  107,000  107,000  104,000  104,000

 ＰＨＣ杭（Ａ種）　外径６００                     厚９０長９　ＭＲＣ１７上下杭                     　　　本  参考重量３３７０Ｋｇ　　 118,000  118,000  116,000  116,000  116,000  113,000  113,000

 ＰＨＣ杭（Ａ種）　外径６００                     厚９０長１０　ＭＲＣ１７上下杭                   　　　本  参考重量３７５０Ｋｇ　　 127,000  127,000  125,000  125,000  125,000  122,000  122,000

 ＰＨＣ杭（Ａ種）　外径６００                     厚９０長１１　ＭＲＣ１７上下杭                   　　　本  参考重量４１２０Ｋｇ　　 137,000  137,000  135,000  135,000  135,000  131,000  131,000

 ＰＨＣ杭（Ａ種）　外径６００                     厚９０長１２　ＭＲＣ１７上下杭                   　　　本  参考重量４５００Ｋｇ　　 146,000  146,000  144,000  144,000  144,000  140,000  140,000

 ＰＨＣ杭（Ａ種）　外径６００                     厚９０長１３　ＭＲＣ１７上下杭                   　　　本  参考重量４８７０Ｋｇ　　 156,000  156,000  153,000  153,000  153,000  149,000  149,000
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 土木工事設計材料（公表）単価一覧表

 （2016年10月単価）

 沖縄総合事務局



 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  鋼材　　　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 鋼矢板                                           ＳＹＷ２９５                                     　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 132,000

 鋼矢板                                           ＳＹＷ２９５　ＩＡ，ＶＬ，ＶＩＬ型               　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 137,000
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  鉄鋼　　　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 等辺山形鋼（大形）　（販売）                     無規格　２５０                                   　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 104,000

 溝形鋼（大形）　（販売）                         無規格　３００                                   　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 86,500

 溝形鋼（大形）　（販売）                         無規格　３８０                                   　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 86,500

 Ｉ形鋼（大形）　（販売）                         無規格　２００                                   　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 86,500

 Ｉ形鋼（大形）　（販売）                         無規格　２５０以上                               　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 86,500

 Ｈ形鋼　（販売）　Ｇ３１９２                     無規格広幅３００以下中幅３００以下細幅４００以下  　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 78,500

 Ｈ形鋼　（販売）　Ｇ３１９２                     無規格　広幅３５０中幅５００以下細幅５００以下   　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 80,500

 Ｈ形鋼　（販売）　Ｇ３１９２                     無規格　広幅４００中幅６００細幅６００以下       　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 83,500

 Ｈ形鋼ぐい　（販売）                             無規格　２００～５００                           　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 83,500

 鋼板　（販売）                                   厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５                     　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 116,000

 鋼矢板                                           ＳＹ２９５                                       　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 132,000

 鋼矢板                                           ＳＹ２９５　ＩＡ，ⅤＬ，ＶＩＬ型                 　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 137,000

 冷間圧延ステンレス鋼板                           ＳＵＳ３０４　ｔ＝１                             　　ｋｇ  　　　　　　　　　　　　 350

 冷間圧延ステンレス鋼板                           ＳＵＳ３０４　２≦ｔ≦３                         　　ｋｇ  　　　　　　　　　　　　 335

 - 2 -



 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  鉄鋼二次製品　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 防錆処理高力六角ボルトＦ１０Ｔ（２種Ａ）         Ｍ２２×５０ｍｍ　４９６ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 243

 防錆処理高力六角ボルトＦ１０Ｔ（２種Ａ）         Ｍ２２×５５ｍｍ　５１０ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 250

 防錆処理高力六角ボルトＦ１０Ｔ（２種Ａ）         Ｍ２２×６０ｍｍ　５２５ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 257

 防錆処理高力六角ボルトＦ１０Ｔ（２種Ａ）         Ｍ２２×６５ｍｍ　５４０ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 264

 防錆処理高力六角ボルトＦ１０Ｔ（２種Ａ）         Ｍ２２×７０ｍｍ　５５５ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 272

 防錆処理高力六角ボルトＦ１０Ｔ（２種Ａ）         Ｍ２２×７５ｍｍ　５７０ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 279

 防錆処理高力六角ボルトＦ１０Ｔ（２種Ａ）         Ｍ２２×８０ｍｍ　５８５ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 286

 防錆処理高力六角ボルトＦ１０Ｔ（２種Ａ）         Ｍ２２×８５ｍｍ　６００ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 294

 防錆処理高力六角ボルトＦ１０Ｔ（２種Ａ）         Ｍ２２×９０ｍｍ　６１５ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 301

 防錆処理高力六角ボルトＦ１０Ｔ（２種Ａ）         Ｍ２２×９５ｍｍ　６３０ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 308

 防錆処理高力六角ボルトＦ１０Ｔ（２種Ａ）         Ｍ２２×１００ｍｍ　６４５ｇ                     　　　組  　　　　　　　　　　　　 316

 防錆処理高力六角ボルトＦ１０Ｔ（２種Ａ）         Ｍ２２×１０５ｍｍ　６５９ｇ                     　　　組  　　　　　　　　　　　　 323

 防錆処理高力トルシアボルトＳ１０Ｔ               Ｍ２２×５５ｍｍ　４７８ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 229

 防錆処理高力トルシアボルトＳ１０Ｔ               Ｍ２２×６０ｍｍ　４９３ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 236

 防錆処理高力トルシアボルトＳ１０Ｔ               Ｍ２２×６５ｍｍ　５０８ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 244

 防錆処理高力トルシアボルトＳ１０Ｔ               Ｍ２２×７０ｍｍ　５２３ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 251

 防錆処理高力トルシアボルトＳ１０Ｔ               Ｍ２２×７５ｍｍ　５３８ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 258

 防錆処理高力トルシアボルトＳ１０Ｔ               Ｍ２２×８０ｍｍ　５５３ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 265

 防錆処理高力トルシアボルトＳ１０Ｔ               Ｍ２２×８５ｍｍ　５６８ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 272

 防錆処理高力トルシアボルトＳ１０Ｔ               Ｍ２２×９０ｍｍ　５８３ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 280

 防錆処理高力トルシアボルトＳ１０Ｔ               Ｍ２２×９５ｍｍ　５９８ｇ                       　　　組  　　　　　　　　　　　　 287

 防錆処理高力トルシアボルトＳ１０Ｔ               Ｍ２２×１００ｍｍ　６１３ｇ                     　　　組  　　　　　　　　　　　　 294

 防錆処理高力トルシアボルトＳ１０Ｔ               Ｍ２２×１０５ｍｍ　６２８ｇ                     　　　組  　　　　　　　　　　　　 301

 防錆処理高力トルシアボルトＳ１０Ｔ               Ｍ２２×１１０ｍｍ　６４３ｇ                     　　　組  　　　　　　　　　　　　 308

 防錆処理高力トルシアボルトＳ１０Ｔ               Ｍ２２×１１５ｍｍ　６５８ｇ                     　　　組  　　　　　　　　　　　　 316
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  鉄鋼二次製品　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 防錆処理高力トルシアボルトＳ１０Ｔ               Ｍ２２×１２０ｍｍ　６７３ｇ                     　　　組  　　　　　　　　　　　　 323

 スタットジベル                                   φ１９ｍｍ×１００ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 272

 スタットジベル                                   φ１９ｍｍ×１１０ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 275

 スタットジベル                                   φ１９ｍｍ×１２０ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 279

 スタットジベル                                   φ１９ｍｍ×１３０ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 280

 スタットジベル                                   φ１９ｍｍ×１４０ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 287

 スタットジベル                                   φ１９ｍｍ×１５０ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 295

 スタットジベル                                   φ２２ｍｍ×１００ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 370

 スタットジベル                                   φ２２ｍｍ×１１０ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 377

 スタットジベル                                   φ２２ｍｍ×１２０ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 382

 スタットジベル                                   φ２２ｍｍ×１３０ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 388

 スタットジベル                                   φ２２ｍｍ×１４０ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 392

 スタットジベル                                   φ２２ｍｍ×１５０ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 401

 スタットジベル                                   φ２２ｍｍ×２２０ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 495

 異形スタッド                                     Ｄ２２ｍｍ×２００ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 914

 異形スタッド                                     Ｄ２２ｍｍ×３００ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 998

 異形スタッド                                     Ｄ２２ｍｍ×３５０ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 1,050

 異形スタッド                                     Ｄ２２ｍｍ×４００ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 1,090

 異形スタッド                                     Ｄ２２ｍｍ×４５０ｍｍ                           　　　本  溶接込価格　　　　　　　 1,130

 ボルト                                           Ｗ１／２　Ｌ＝２４０                             　　　本  　　　　　　　　　　　　 89

 - 4 -



 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  コンクリート製品　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 歩道用平板ブロック                               ３００×３００×６０                             　　　枚  　　　　　　　　　　　　 360

 境界杭用基礎ブロック                             ３００×３００×２５０                           　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,600
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  木材　　　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 受台                                             型枠受台　松角材　６０×６０                     　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 54,000

 受台                                             基礎受台　松角材　１２０×１２０                 　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 54,000

 受台                                             仮設器材受台　松角材　１５０×１５０             　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 54,000

 松丸太                                           長０．９ｍ　末口９ｃｍ                           　　　本  　　　　　　　　　　　　 393

 松丸太                                           長０．９ｍ　末口１０ｃｍ                         　　　本  　　　　　　　　　　　　 486

 松丸太                                           長１．０ｍ　末口９ｃｍ                           　　　本  　　　　　　　　　　　　 437

 松丸太                                           長１．２ｍ　末口１５ｃｍ                         　　　本  　　　　　　　　　　　　 1,450

 松丸太                                           長１．８ｍ　末口９ｃｍ                           　　　本  　　　　　　　　　　　　 787

 松丸太                                           長２．０ｍ　末口９ｃｍ                           　　　本  　　　　　　　　　　　　 874

 松丸太                                           長２．０ｍ　末口１５ｃｍ                         　　　本  　　　　　　　　　　　　 2,430

 松丸太                                           長２．１ｍ　末口６ｃｍ                           　　　本  　　　　　　　　　　　　 408

 松丸太                                           長１．５ｍ　末口１２ｃｍ                         　　　本  　　　　　　　　　　　　 1,160

 松丸太                                           長１．８ｍ　末口１２ｃｍ                         　　　本  　　　　　　　　　　　　 1,390

 松丸太                                           長２．０ｍ　末口１２ｃｍ                         　　　本  　　　　　　　　　　　　 1,550

 足場板                                           杉　４．０ｍ×３．６ｃｍ×２０ｃｍ               　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 57,000

 バタ角                                           杉　３．０ｍ×９ｃｍ×９ｃｍ                     　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 32,000

 桟木                                             杉　４ｍ×３ｃｍ×６ｃｍ                         　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 48,000

 矢板                                             松　１．５ｍ×３．６ｃｍ×１５ｃｍ               　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 54,000

 矢板                                             松　１．５ｍ×６．０ｃｍ×１５ｃｍ               　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 54,000

 正角材（内地材）                                 杉　３ｍ×９ｃｍ×９ｃｍ　１等                   　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 35,000

 正角材（内地材）                                 杉　４ｍ×１０．５ｃｍ×１０．５　１等           　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 35,000

 正割材                                           杉　３ｍ×４．５ｃｍ×４．５ｃｍ　特１等         　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 55,000

 正割材                                           杉　３ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等                 　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 57,000

 コンクリート接着剤                               打継用                                           　　ｋｇ  　　　　　　　　　　　　 2,550
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  仮設材　　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 型枠　剥離材                                     木製・鋼製型枠用                                 　　　Ｌ  　　　　　　　　　　　　 300
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  鋼材２次製品　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 コンクリート釘                                   ＃１２　２．７７×２５ｍｍ                       　　Ｋｇ  　　　　　　　　　　　　 395

 Ｕボルト                                         Ｍ６×２５×７５　ＰＬ２枚                       　　　組  歩道橋側板用　　　　　　 78

 Ｕボルト（ＳＵＳ）                               Ｍ６×２５×７５　ＰＬ２枚                       　　　組  歩道橋側板用　　　　　　 178
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  河川・砂防・ダム用材　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 ビニールロープ                                   径４ｍｍ                                         　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 9
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  道路・舗装用材　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 保安用材（道路工事中）                           鉄板型１１００×１４００　写真・デザイン看板     　　　枚  写真・デザイン看板　　　 21,000

 保安用材（協力依頼）                             鉄板型５５０×１４００　写真・デザイン看板       　　　枚  写真・デザイン看板　　　 8,400

 バリケード（プラスチックケース）                 １２００×１０００                               　　　組  プラスチックフェンス台付 3,850

 セーフティーコーン                               プラスチック製　Ｈ＝７０                         　　　個  反射付　　　　　　　　　 1,400

 瀝青ゴム系接着剤                                                                                  　　　Ｌ  　　　　　　　　　　　　 590
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  橋梁・トンネル用材　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 アンカーキャップ                                 ３２Ａ×３００円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 475

 アンカーキャップ                                 ３２Ａ×３００隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 554

 アンカーキャップ                                 ４０Ａ×３００円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 547

 アンカーキャップ                                 ４０Ａ×３００隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 639

 アンカーキャップ                                 ４０Ａ×３５０円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 639

 アンカーキャップ                                 ４０Ａ×３５０隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 745

 アンカーキャップ                                 ５０Ａ×３００円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 748

 アンカーキャップ                                 ５０Ａ×３００隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 872

 アンカーキャップ                                 ５０Ａ×３５０円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 872

 アンカーキャップ                                 ５０Ａ×３５０隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,010

 アンカーキャップ                                 ５０Ａ×４００円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 996

 アンカーキャップ                                 ５０Ａ×４００隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,150

 アンカーキャップ                                 ５０Ａ×５００円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,240

 アンカーキャップ                                 ５０Ａ×５００隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,450

 アンカーキャップ                                 ６５Ａ×３００円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,080

 アンカーキャップ                                 ６５Ａ×３００隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,380

 アンカーキャップ                                 ６５Ａ×３５０円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,260

 アンカーキャップ                                 ６５Ａ×３５０隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,610

 アンカーキャップ                                 ６５Ａ×４００円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,450

 アンカーキャップ                                 ６５Ａ×４００隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,850

 アンカーキャップ                                 ６５Ａ×４５０円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,620

 アンカーキャップ                                 ６５Ａ×４５０隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 2,090

 アンカーキャップ                                 ８０Ａ×３００円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,270

 アンカーキャップ                                 ８０Ａ×３００隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,630

 アンカーキャップ                                 ８０Ａ×３５０円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,480
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  橋梁・トンネル用材　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 アンカーキャップ                                 ８０Ａ×３５０隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,910

 アンカーキャップ                                 ８０Ａ×４００円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,700

 アンカーキャップ                                 ８０Ａ×４００隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 2,180

 アンカーキャップ                                 ９０Ａ×３００円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,460

 アンカーキャップ                                 ９０Ａ×３００隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,880

 アンカーキャップ                                 ９０Ａ×３５０円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,710

 アンカーキャップ                                 ９０Ａ×３５０隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 2,200

 アンカーキャップ                                 ９０Ａ×４００円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,950

 アンカーキャップ                                 ９０Ａ×４００隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 2,500

 アンカーキャップ                                 ９０Ａ×９００円形（固定用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 4,410

 アンカーキャップ                                 ９０Ａ×９００隋円（可動用）                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 5,650

 アンカーキャップ                                 １２５Ａ×９００円形（固定用）                   　　　個  　　　　　　　　　　　　 6,550

 アンカーキャップ                                 １２５Ａ×９００隋円（可動用）                   　　　個  　　　　　　　　　　　　 8,400

 ＣＲスポンジ                                     単層　２０ｍｍ                                   　　ｍ２  　　　　　　　　　　　　 40,400

 スパイラル筋                                     φ９×Ｌ                                         　　Ｋｇ  　　　　　　　　　　　　 457

 グリッド筋                                       径６                                             　　　個  　　　　　　　　　　　　 157

 グリッド筋                                       径９                                             　　　個  　　　　　　　　　　　　 346

 グリッド筋                                       径１３                                           　　　個  　　　　　　　　　　　　 2,550
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  木材　　　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 松丸太                                           末口１４ｃｍ以下長２ｍ                           　　ｍ３  １，２等込　梯子トンネル 54,000

 松丸太                                           末口１５～２０ｃｍ長２ｍ                         　　ｍ３  １，２等込　　　　　　　 54,000

 杉角                                             幅１２ｃｍ厚１２ｃｍ長４ｍ                       　　ｍ３  ２等　　　　　　　　　　 40,000

 松角                                             厚１２ｃｍ幅１２ｃｍ長１．５ｍ                   　　ｍ３  ２等　　　　　　　　　　 49,000

 松角                                             厚１２ｃｍ幅１２ｃｍ長４ｍ                       　　ｍ３  １等　　　　　　　　　　 53,000

 松角                                             厚６ｃｍ幅６ｃｍ長４ｍ                           　　ｍ３  １等　　　　　　　　　　 53,000

 松角                                             厚１０ｃｍ幅１０ｃｍ長４ｍ                       　　ｍ３  ２等　支保工　　　　　　 49,000

 松角                                             厚６ｃｍ幅６ｃｍ長４ｍ                           　　ｍ３  ２等　支保工　　　　　　 49,000

 メラピー板材                                     厚１．５ｃｍ幅２４ｃｍ長４ｍ                     　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 250,000

 メラピー板材                                     厚４．５ｃｍ幅６ｃｍ長４ｍ                       　　ｍ３  　　　　　　　　　　　　 250,000
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  造園・緑化用材　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 サルスベリ                                       Ｈ２．５０×Ｃ―×Ｗ１．００ｍ                   　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 10,500

 サルスベリ                                       Ｈ３．００×Ｃ０．１５×Ｗ１．２０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 21,000

 サルスベリ                                       Ｈ３．５０×Ｃ０．２５×Ｗ２．００ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 42,000

 ヤマモモ                                         Ｈ２．００×Ｃ―×Ｗ０．５０ｍ                   　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 10,500

 ヤマモモ                                         Ｈ３．５０×Ｃ０．３０×Ｗ１．００ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 56,000
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  道路用コンクリート製品　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 鉄筋コンクリートＬ型側溝                         左右（Ｈ１５０）　ＰＬ３型                       　　　個  ＰＬ３型　注　　　　　　 3,390

 鉄筋コンクリートＬ型側溝                         中間（Ｈ１５０）　ＰＬ３型                       　　　個  ＰＬ３型　注　　　　　　 3,200

 鉄筋コンクリートＬ型側溝                         縁塊７００（Ｈ１５０）　ＰＬ３型                 　　　個  ＰＬ３型　注　　　　　　 15,500

 鉄筋コンクリートＬ型側溝                         ＰＬ３－Ｂ５００－Ｈ２００　ＰＬ３型             　　　個  ＰＬ３型　注　　　　　　 4,160

 鉄筋コンクリートＬ型側溝                         左右（Ｈ２００）　ＰＬ３型                       　　　個  ＰＬ３型　注　　　　　　 4,120

 鉄筋コンクリートＬ型側溝                         中間（Ｈ２００）　ＰＬ３型                       　　　個  ＰＬ３型　注　　　　　　 3,960

 鉄筋コンクリートＬ型側溝                         縁塊７００（Ｈ２００）　ＰＬ３型                 　　　個  ＰＬ３型　注　　　　　　 17,300

 鉄筋コンクリートＬ型側溝                         縁塊１０００（Ｈ２００）　ＰＬ３型               　　　個  ＰＬ３型　注　　　　　　 21,800

 鉄筋コンクリートＬ型側溝                         ＰＬ３－Ｂ５００－Ｈ２５０　ＰＬ３型             　　　個  ＰＬ３型　注　　　　　　 4,430

 鉄筋コンクリートＬ型側溝                         左右（Ｈ２５０）　ＰＬ３型                       　　　個  ＰＬ３型　注　　　　　　 4,260

 鉄筋コンクリートＬ型側溝                         中間（Ｈ２５０）ＰＬ３型                         　　　個  ＰＬ３型　注　　　　　　 4,150

 鉄筋コンクリートＬ型側溝                         縁塊７００（Ｈ２５０）　ＰＬ３型                 　　　個  ＰＬ３型　注　　　　　　 17,400

 鉄筋コンクリートＬ型側溝                         縁塊１０００（Ｈ２５０）　ＰＬ３型               　　　個  ＰＬ３型　注　　　　　　 23,200

 皿型側溝（有筋）                                 Ａ－１　４３０×１３０×６００　参考重量６５ｋｇ  　　　個  参考重量６５Ｋｇ　　　　 1,800

 皿型側溝（有筋）                                 Ａ－２　５３０×１５０×６００　参考重量８７ｋｇ  　　　個  参考重量８７Ｋｇ　　　　 2,200

 皿型側溝（有筋）                                 Ａ－３　６３０×１８０×６００参考重量１１８ｋｇ  　　　個  参考重量１１８Ｋｇ　　　 2,680
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  その他土木資材　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 樹脂                                             樹脂モルタル用                                   　　ｋｇ  　　　　　　　　　　　　 2,550

 接着材                                           ＰＣ桁用　エポキシ樹脂系                         　　ｋｇ  　　　　　　　　　　　　 2,550

 接着材                                           樹脂モルタル用                                   　　ｋｇ  　　　　　　　　　　　　 2,550

 シール材                                         エポキシ                                         　　ｋｇ  　　　　　　　　　　　　 1,950

 注入材                                           エポキシ                                         　　ｋｇ  　　　　　　　　　　　　 2,460

 ガラスロービングクロス                           幅９０                                           　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 913

 ガラスロービングクロス                           幅１４０                                         　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,290

 樹脂                                             ガラスロービングクロス用                         　　ｋｇ  　　　　　　　　　　　　 2,550

 ウォータジェットパイプ取付金具                                                                    　　　個  　　　　　　　　　　　　 270
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  防止柵　　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 横断防止柵フロントビーム　メッキ                 埋込長２０ｃｍ＠３ｍビーム３本                   　　　ｍ  柵高０．８ｍ　注１　　　 4,720

 横断防止柵フロントビーム　メッキ                 埋込長４０ｃｍ＠３ｍビーム３本                   　　　ｍ  柵高０．８ｍ　注２　　　 4,800

 横断防止柵フロントビーム　メッキ                 埋込長１ｍ＠３ｍビーム３本                       　　　ｍ  柵高０．８ｍ　注３　　　 5,200

 転落防止柵フロントビーム　メッキ                 埋込長２０ｃｍ＠３ｍビーム４本                   　　　ｍ  柵高１．１ｍ　注１　　　 6,040

 転落防止柵フロントビーム　メッキ                 埋込長４５ｃｍ＠３ｍビーム４本                   　　　ｍ  柵高１．１ｍ　注２　　　 6,120

 転落防止柵フロントビーム　メッキ                 埋込長１．２ｍ＠３ｍビーム４本                   　　　ｍ  柵高１．１ｍ　注３　　　 6,640

 横断防止柵センタービーム　メッキ                 埋込長２０ｃｍ＠３ｍビーム３本                   　　　ｍ  柵高０．８ｍ　注１　　　 4,720

 横断防止柵センタービーム　メッキ                 埋込長４０ｃｍ＠３ｍビーム３本                   　　　ｍ  柵高０．８ｍ　注２　　　 4,800

 横断防止柵センタービーム　メッキ                 埋込長１ｍ＠３ｍビーム３本                       　　　ｍ  柵高０．８ｍ　注３　　　 5,200

 転落防止柵センタービーム　メッキ                 埋込長２０ｃｍ＠３ｍビーム４本                   　　　ｍ  柵高１．１ｍ　注１　　　 6,040

 転落防止柵センタービーム　メッキ                 埋込長４５ｃｍ＠３ｍビーム４本                   　　　ｍ  柵高１．１ｍ　注２　　　 6,120

 転落防止柵センタービーム　メッキ                 埋込長１．２ｍ＠３ｍビーム４本                   　　　ｍ  柵高１．１ｍ　注３　　　 6,640

 横断防止柵（縦型）　メッキ                       Ｅ　土中用                                       　　　ｍ  柵高０．８ｍ　　　　　　 7,520

 横断防止柵（縦型）　メッキ                       Ｗ　天端コンクリート用                           　　　ｍ  柵高０．８ｍ　　　　　　 6,920

 横断防止柵（縦型）　メッキ                       Ｃ　コンクリート根固め用                         　　　ｍ  柵高０．８ｍ　　　　　　 7,040

 転落防止柵（縦型）　メッキ                       Ｅ　土中用                                       　　　ｍ  柵高１．１ｍ　　　　　　 9,640

 転落防止柵（縦型）　メッキ                       Ｗ　天端コンクリート用                           　　　ｍ  柵高１．１ｍ　　　　　　 8,920

 転落防止柵（縦型）　メッキ                       Ｃ　コンクリート根固め用                         　　　ｍ  柵高１．１ｍ　　　　　　 9,000
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  落石防止柵　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 落石防止柵　中間支柱                             ＨＤＺ５５以上　ステー付                         　　　本  柵高３．５ｍ　　　　　　 43,600

 落石防止柵　中間支柱                             ＨＤＺ５５以上　ステー付                         　　　本  柵高４．０ｍ　　　　　　 88,600

 落石防止柵　端末支柱                             ＨＤＺ５５以上　ステー付                         　　　本  柵高３．５ｍ　　　　　　 200,000

 落石防止柵　端末支柱                             ＨＤＺ５５以上　ステー付                         　　　本  柵高４．０ｍ　　　　　　 242,000
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  擬木　　　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 ＰＣ擬木　くぬ木                                 横柵２段φ１００×１５００                       　　　ｍ  支柱φ１５０×１２００　 10,500

 ＰＣ擬木　くぬ木                                 端末柱１本　横柵２段                             　　　本  　　　　　　　　　　　　 6,730

 ＰＣ擬木　焼杉                                   横柵２段φ１００×１５００                       　　　ｍ  支柱φ１５０×１２００　 10,500

 ＰＣ擬木　焼杉                                   端末柱１本　横柵２段                             　　　本  　　　　　　　　　　　　 6,730

 ＰＣ擬木　くぬ木                                 横柵３段φ１００×１５００                       　　　ｍ  支柱φ１５０×１２００　 13,200

 ＰＣ擬木　くぬ木                                 端末柱１本　横柵３段                             　　　本  　　　　　　　　　　　　 6,870

 ＰＣ擬木　焼杉                                   横柵３段φ１００×１５００                       　　　ｍ  支柱φ１５０×１２００　 13,200

 ＰＣ擬木　焼杉                                   端末柱１本　横柵３段                             　　　本  　　　　　　　　　　　　 6,870

 プラ擬木                                         端末柱１本　横柵２段                             　　　本  　　　　　　　　　　　　 16,800

 プラ擬木　焼杉                                   横柵３段φ１００×１５００                       　　　ｍ  支柱φ１５０×１８００　 25,000

 プラ擬木　焼杉                                   端末柱１本　横柵３段                             　　　本  　　　　　　　　　　　　 13,800
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  溶接材料　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 電気溶接棒                                       軟鋼用φ２．６ｍｍ                               　　Ｋｇ  　　　　　　　　　　　　 410

 電気溶接棒                                       軟鋼用φ６．０ｍｍ                               　　Ｋｇ  　　　　　　　　　　　　 330
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  ボーリング資材　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径４６ｍｍ１２ｃｔ加工料                         　　　式  シングル用　　　　　　　 19,700

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径４６ｍｍ１２ｃｔ新品価格                       　　　個  シングル用　　　　　　　 128,000

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径４６ｍｍ１２ｃｔダイヤ価格                     　　　式  シングル用　　　　　　　 117,120

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径５６ｍｍ１４ｃｔ加工料                         　　　式  シングル用　　　　　　　 24,200

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径５６ｍｍ１４ｃｔ新品価格                       　　　個  シングル用　　　　　　　 149,000

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径５６ｍｍ１４ｃｔダイヤ価格                     　　　式  シングル用　　　　　　　 136,640

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径６６ｍｍ１８ｃｔ加工料                         　　　式  シングル用　　　　　　　 27,400

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径６６ｍｍ１８ｃｔ新品価格                       　　　個  シングル用　　　　　　　 189,000

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径６６ｍｍ１８ｃｔダイヤ価格                     　　　式  シングル用　　　　　　　 175,680

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径７６ｍｍ２４ｃｔ加工料                         　　　式  シングル用　　　　　　　 34,300

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径７６ｍｍ２４ｃｔ新品価格                       　　　個  シングル用　　　　　　　 251,000

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径７６ｍｍ２４ｃｔダイヤ価格                     　　　式  シングル用　　　　　　　 234,240

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径８６ｍｍ２８ｃｔ加工料                         　　　式  シングル用　　　　　　　 42,500

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径８６ｍｍ２８ｃｔ新品価格                       　　　個  シングル用　　　　　　　 295,000

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径８６ｍｍ２８ｃｔダイヤ価格                     　　　式  シングル用　　　　　　　 273,280

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径１１６ｍｍ３４ｃｔ加工料                       　　　式  シングル用　　　　　　　 53,100

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径１１６ｍｍ３４ｃｔ新品価格                     　　　個  シングル用　　　　　　　 360,000

 サーフェイスダイヤモンドビット                   径１１６ｍｍ３４ｃｔダイヤ価格                   　　　式  シングル用　　　　　　　 331,840

 ダイヤモンドリーミングシェル                     径４６ｍｍ４ｃｔ加工料                           　　　式  シングル用　　　　　　　 20,300

 ダイヤモンドリーミングシェル                     径４６ｍｍ４ｃｔダイヤ価格                       　　　式  シングル用　　　　　　　 35,520

 ダイヤモンドリーミングシェル                     径５６ｍｍ５ｃｔ加工料                           　　　式  シングル用　　　　　　　 24,900

 ダイヤモンドリーミングシェル                     径５６ｍｍ５ｃｔダイヤ価格                       　　　式  シングル用　　　　　　　 44,400

 ダイヤモンドリーミングシェル                     径６６ｍｍ６ｃｔ加工料                           　　　式  シングル用　　　　　　　 29,300

 ダイヤモンドリーミングシェル                     径６６ｍｍ６ｃｔダイヤ価格                       　　　式  シングル用　　　　　　　 53,280

 ダイヤモンドリーミングシェル                     径７６ｍｍ７ｃｔ加工料                           　　　式  シングル用　　　　　　　 35,700
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  ボーリング資材　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 ダイヤモンドリーミングシェル                     径７６ｍｍ７ｃｔダイヤ価格                       　　　式  シングル用　　　　　　　 62,160

 ダイヤモンドリーミングシェル                     径８６ｍｍ７ｃｔ加工料                           　　　式  シングル用　　　　　　　 44,600

 ダイヤモンドリーミングシェル                     径８６ｍｍ７ｃｔダイヤ価格                       　　　式  シングル用　　　　　　　 62,160

 ダイヤモンドリーミングシェル                     径１１６ｍｍ１０ｃｔ加工料                       　　　式  シングル用　　　　　　　 55,700

 ダイヤモンドリーミングシェル                     径１１６ｍｍ１０ｃｔダイヤ価格                   　　　式  シングル用　　　　　　　 88,800

 コアチューブ                                     ダブル７６ｍｍ　１．５ｍ                         　　　本  　　　　　　　　　　　　 86,700

 コアチューブ                                     ダブル８６ｍｍ　１．５ｍ                         　　　本  　　　　　　　　　　　　 97,100

 ケーシング                                       φ４３　１．５ｍ                                 　　　本  ヘッドシュー込　　　　　 5,870

 ケーシング                                       φ５３　１．５ｍ                                 　　　本  ヘッドシュー込　　　　　 6,620

 ケーシング                                       φ６３　１．５ｍ                                 　　　本  ヘッドシュー込　　　　　 7,870

 ケーシング                                       φ７３　１．５ｍ                                 　　　本  ヘッドシュー込　　　　　 9,000

 ケーシング                                       φ８３　１．５ｍ                                 　　　本  ヘッドシュー込　　　　　 10,060

 ケーシング                                       φ９７　１．５ｍ                                 　　　本  ヘッドシュー込　　　　　 13,530

 ケーシング                                       φ１１２　１．５ｍ                               　　　本  ヘッドシュー込　　　　　 14,990
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  除草用切刃　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 除草用切刃                                       ＨＭＡ－９１用                                   　　　枚  草刈車用　　　　　　　　 400

 除草用切刃                                       丸鋸刃　直径１０吋                               　　　枚  肩掛式　　　　　　　　　 680

 除草用切刃                                       巴刃　直径１０吋                                 　　　枚  肩掛式　　　　　　　　　 610
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  ＰＣ橋桁関係資材　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 亜鉛メッキシース                                 φ３５ｍｍ                                       　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 203

 亜鉛メッキシース                                 φ４０ｍｍ                                       　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 237

 亜鉛メッキシース                                 φ４５ｍｍ                                       　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 270

 亜鉛メッキシース                                 φ５０ｍｍ                                       　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 358

 亜鉛メッキシース                                 φ５５ｍｍ                                       　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 391

 亜鉛メッキシース                                 φ６０ｍｍ                                       　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 421

 亜鉛メッキシース                                 φ６５ｍｍ                                       　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 448

 亜鉛メッキシース                                 φ７０ｍｍ                                       　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 489

 亜鉛メッキシース                                 φ７５ｍｍ                                       　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 541

 亜鉛メッキシース                                 φ８０ｍｍ                                       　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 576
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  名板及び標示板　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 橋名板　黄銅　板厚８ｍｍ　字厚５ｍｍ             ６００×４００×１３                             　　　枚  字厚５ｍｍ　　　　　　　 124,000

 用地境界板　真鍮                                 Ｂ型１００×４０×２                             　　　枚  接着タイプ　　　　　　　 1,260

 - 25 -



 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  タイロッド　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　２５                 Ａ断面積４９１鋼棒                               　円／ｍ  注　　　　　　　　　　　 1,140

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　２５                 Ｂ断面積４９１加工費                             　円／本  注　　　　　　　　　　　 3,350

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　２５                 Ｃ断面積４９１ターンバックル                     　円／個  注　　　　　　　　　　　 4,910

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　２５                 Ｄ断面積４９１定着ナット                         　円／組  ２個１組　注　　　　　　 608

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　２５                 Ｅ断面積４９１リングジョイント                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 4,690

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　２８                 Ａ断面積６１５鋼棒                               　円／ｍ  注　　　　　　　　　　　 1,390

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　２８                 Ｂ断面積６１５加工費                             　円／本  注　　　　　　　　　　　 3,910

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　２８                 Ｃ断面積６１５ターンバックル                     　円／個  注　　　　　　　　　　　 5,210

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　２８                 Ｄ断面積６１５定着ナット                         　円／組  ２個１組　注　　　　　　 678

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　２８                 Ｅ断面積６１５リングジョイント                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 5,010

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　３２                 Ａ断面積８０４鋼棒                               　円／ｍ  注　　　　　　　　　　　 1,610

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　３２                 Ｂ断面積８０４加工費                             　円／本  注　　　　　　　　　　　 4,400

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　３２                 Ｃ断面積８０４ターンバックル                     　円／個  注　　　　　　　　　　　 5,620

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　３２                 Ｄ断面積８０４定着ナット                         　円／組  ２個１組　注　　　　　　 990

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　３２                 Ｅ断面積８０４リングジョイント                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 5,760

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　３６                 Ａ断面積１０１８鋼棒                             　円／ｍ  注　　　　　　　　　　　 1,820

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　３６                 Ｂ断面積１０１８加工費                           　円／本  注　　　　　　　　　　　 4,900

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　３６                 Ｃ断面積１０１８ターンバックル                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 7,470

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　３６                 Ｄ断面積１０１８定着ナット                       　円／組  ２個１組　注　　　　　　 1,480

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　３６                 Ｅ断面積１０１８リングジョイン                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 6,620

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　３８                 Ａ断面積１１３４鋼棒                             　円／ｍ  注　　　　　　　　　　　 2,010

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　３８                 Ｂ断面積１１３４加工費                           　円／本  注　　　　　　　　　　　 5,380

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　３８                 Ｃ断面積１１３４ターンバックル                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 8,290

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　３８                 Ｄ断面積１１３４定着ナット                       　円／組  ２個１組　注　　　　　　 1,970

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　３８                 Ｅ断面積１１３４リングジョイン                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 7,040
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  タイロッド　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　４２                 Ａ断面積１３８５鋼棒                             　円／ｍ  注　　　　　　　　　　　 2,380

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　４２                 Ｂ断面積１３８５加工費                           　円／本  注　　　　　　　　　　　 6,010

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　４２                 Ｃ断面積１３８５ターンバックル                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 9,920

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　４２                 Ｄ断面積１３８５定着ナット                       　円／組  ２個１組　注　　　　　　 2,510

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　４２                 Ｅ断面積１３８５リングジョイン                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 8,650

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　４４                 Ａ断面積１５２０鋼棒                             　円／ｍ  注　　　　　　　　　　　 2,680

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　４４                 Ｂ断面積１５２０加工費                           　円／本  注　　　　　　　　　　　 6,650

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　４４                 Ｃ断面積１５２０ターンバックル                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 9,920

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　４４                 Ｄ断面積１５２０定着ナット                       　円／組  ２個１組　注　　　　　　 2,510

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　４４                 Ｅ断面積１５２０リングジョイン                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 9,720

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　４６                 Ａ断面積１６６２鋼棒                             　円／ｍ  注　　　　　　　　　　　 2,920

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　４６                 Ｂ断面積１６６２加工費                           　円／本  注　　　　　　　　　　　 7,210

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　４６                 Ｃ断面積１６６２ターンバックル                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 10,800

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　４６                 Ｄ断面積１６６２定着ナット                       　円／組  ２個１組　注　　　　　　 2,800

 普通鋼タイロッドＳＳ４００　４６                 Ｅ断面積１６６２リングジョイン                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 10,200

 高張力タイロッド　２５                           Ａ断面積４９１鋼棒                               　円／ｍ  注　　　　　　　　　　　 1,500

 高張力タイロッド　２５                           Ｂ断面積４９１加工費                             　円／本  注　　　　　　　　　　　 4,610

 高張力タイロッド　２５                           Ｃ断面積４９１ターンバックル                     　円／個  注　　　　　　　　　　　 5,420

 高張力タイロッド　２５                           Ｄ断面積４９１定着ナット                         　円／組  ２個１組　注　　　　　　 1,400

 高張力タイロッド　２５                           Ｅ断面積４９１リングジョイント                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 4,910

 高張力タイロッド　２８                           Ａ断面積６１６鋼棒                               　円／ｍ  注　　　　　　　　　　　 1,660

 高張力タイロッド　２８                           Ｂ断面積６１６加工費                             　円／本  注　　　　　　　　　　　 5,250

 高張力タイロッド　２８                           Ｃ断面積６１６ターンバックル                     　円／個  注　　　　　　　　　　　 5,930

 高張力タイロッド　２８                           Ｄ断面積６１６定着ナット                         　円／組  ２個１組　注　　　　　　 1,630

 高張力タイロッド　２８                           Ｅ断面積６１６リングジョイント                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 5,110
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 高張力タイロッド　３２                           Ａ断面積８０４鋼棒                               　円／ｍ  注　　　　　　　　　　　 2,020

 高張力タイロッド　３２                           Ｂ断面積８０４加工費                             　円／本  注　　　　　　　　　　　 5,950

 高張力タイロッド　３２                           Ｃ断面積８０４ターンバックル                     　円／個  注　　　　　　　　　　　 6,440

 高張力タイロッド　３２                           Ｄ断面積８０４定着ナット                         　円／組  ２個１組　注　　　　　　 1,810

 高張力タイロッド　３２                           Ｅ断面積８０４リングジョイント                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 5,970

 高張力タイロッド　３６                           Ａ断面積１０１８鋼棒                             　円／ｍ  注　　　　　　　　　　　 2,380

 高張力タイロッド　３６                           Ｂ断面積１０１８加工費                           　円／本  注　　　　　　　　　　　 6,650

 高張力タイロッド　３６                           Ｃ断面積１０１８ターンバックル                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 8,080

 高張力タイロッド　３６                           Ｄ断面積１０１８定着ナット                       　円／組  ２個１組　注　　　　　　 2,300

 高張力タイロッド　３６                           Ｅ断面積１０１８リングジョイン                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 7,040

 高張力タイロッド　３８                           Ａ断面積１１３４鋼棒                             　円／ｍ  注　　　　　　　　　　　 2,920

 高張力タイロッド　３８                           Ｂ断面積１１３４加工費                           　円／本  注　　　　　　　　　　　 7,350

 高張力タイロッド　３８                           Ｃ断面積１１３４ターンバックル                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 9,210

 高張力タイロッド　３８                           Ｄ断面積１１３４定着ナット                       　円／組  ２個１組　注　　　　　　 2,570

 高張力タイロッド　３８                           Ｅ断面積１１３４リングジョイン                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 8,010

 高張力タイロッド　４２                           Ａ断面積１３８５鋼棒                             　円／ｍ  注　　　　　　　　　　　 3,500

 高張力タイロッド　４２                           Ｂ断面積１３８５加工費                           　円／本  注　　　　　　　　　　　 7,980

 高張力タイロッド　４２                           Ｃ断面積１３８５ターンバックル                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 11,800

 高張力タイロッド　４２                           Ｄ断面積１３８５定着ナット                       　円／組  ２個１組　注　　　　　　 3,600

 高張力タイロッド　４２                           Ｅ断面積１３８５リングジョイン                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 9,500

 高張力タイロッド　４４                           Ａ断面積１５２１鋼棒                             　円／ｍ  注　　　　　　　　　　　 3,790

 高張力タイロッド　４４                           Ｂ断面積１５２１加工費                           　円／本  注　　　　　　　　　　　 8,880

 高張力タイロッド　４４                           Ｃ断面積１５２１ターンバックル                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 11,800

 高張力タイロッド　４４                           Ｄ断面積１５２１定着ナット                       　円／組  ２個１組　注　　　　　　 3,600

 高張力タイロッド　４４                           Ｅ断面積１５２１リングジョイン                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 10,400
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 高張力タイロッド　４８                           Ａ断面積１８１０鋼棒                             　円／ｍ  注　　　　　　　　　　　 4,500

 高張力タイロッド　４８                           Ｂ断面積１８１０加工費                           　円／本  注　　　　　　　　　　　 10,000

 高張力タイロッド　４８                           Ｃ断面積１８１０ターンバックル                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 14,400

 高張力タイロッド　４８                           Ｄ断面積１８１０定着ナット                       　円／組  ２個１組　注　　　　　　 4,680

 高張力タイロッド　４８                           Ｅ断面積１８１０リングジョイン                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 12,500

 高張力タイロッド　５０                           Ａ断面積１９６４鋼棒                             　円／ｍ  注　　　　　　　　　　　 4,910

 高張力タイロッド　５０                           Ｂ断面積１９６４加工費                           　円／本  注　　　　　　　　　　　 10,700

 高張力タイロッド　５０                           Ｃ断面積１９６４ターンバックル                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 15,600

 高張力タイロッド　５０                           Ｄ断面積１９６４定着ナット                       　円／組  ２個１組　注　　　　　　 4,680

 高張力タイロッド　５０                           Ｅ断面積１９６４リングジョイン                   　円／個  注　　　　　　　　　　　 14,400
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 保安用材（警戒標識）                             １．６倍（２１３）                               　　　枚  封入レンズ式　　　　　　 19,700

 保安用材（警戒標識）                             １．６倍（２１１）                               　　　枚  封入レンズ式　　　　　　 19,700

 保安用材（警戒標識）                             １．６倍（２１２－２）                           　　　枚  封入レンズ式　　　　　　 19,700

 保安用材（規制標識）                             １．５倍（３１１－Ｅ）                           　　　枚  封入レンズ式　　　　　　 22,300

 保安用材（規制標識）                             １．５倍（３２９）                               　　　枚  封入レンズ式　　　　　　 23,200

 保安用材（道路工事中）                           鉄板型１８７０×１１００                         　　　枚  　　　　　　　　　　　　 8,750

 保安用材（協力依頼）                             鉄板型１８７０×１１００                         　　　枚  　　　　　　　　　　　　 8,750

 道路灯                                           電池式Ｈ＝１０００ｍｍ                           　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,120

 道路灯電池                                       ３Ｖ                                             　　　個  　　　　　　　　　　　　 420

 保安用材（歩道棚）                               ８００×９００                                   　　　台  バリケード（鉄製折畳み式 1,750

 保安用材（黄色回転灯）                           Ｈ＝１８００ｍｍ                                 　　　本  三脚付　　　　　　　　　 11,900

 保安用材（工事区間終り）                         ５５０×１４００                                 　　　枚  　　　　　　　　　　　　 3,710

 保安用材（片側交互通行）                         ５５０×１４００                                 　　　枚  　　　　　　　　　　　　 3,710

 バリケード（鉄製折畳み式）　                     ８００×１２００　                               　　　台  Ｂ５Ａ型相当　　　　　　 1,890

 セフティーコーン                                 ゴム製黄黒色塗Ｈ＝７０                           　　　個  反射なし　　　　　　　　 3,850

 セフティーコーン                                 プラスチック製Ｈ＝７０                           　　　個  カラーコーン　　　　　　 1,050

 標識柱　２．５～４．５ｍ                         鋼管６０．５×３．２                             　　　ｍ  ＨＤＺ５５以上　　　　　 2,640

 標識柱　２．５～４．５ｍ                         鋼管７６．３×３．２                             　　　ｍ  ＨＤＺ５５以上　　　　　 3,570

 標識柱                                           鋼管単柱φ８９．１ｍｍ以上                       　　　ｔ  亜鉛メッキ　　　　　　　 546,000

 標識柱                                           鋼管オーバーハングＦ・Ｒ・Ｔ                     　　　ｔ  亜鉛メッキ　　　　　　　 831,000

 標識柱                                           鋼管オーバーヘッドトラス型                       　　　ｔ  亜鉛メッキ　　　　　　　 1,140,000

 標識柱                                           アンカーボルト                                   　　　ｔ  亜鉛メッキ　　　　　　　 620,000

 案内標識　全面反射　                             耐食アルミ板カプセルレンズ型                     　　ｍ２  素地ブルー文字ホワイト　 66,800

 案内標識　全面反射　                             耐食アルミ板カプセルレンズ型                     　　ｍ２  素地ホワイト文字ブルー　 66,800

 案内標識　全面反射　                             耐食アルミ板封入レンズ型                         　　ｍ２  素地ブルー文字ホワイト　 47,700
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 案内標識　全面反射　                             耐食アルミ板封入レンズ型                         　　ｍ２  素地ホワイト文字ブルー　 47,700

 路線番号　全面反射　                             耐食アルミ板カプセルレンズ型                     　　ｍ２  　　　　　　　　　　　　 56,400

 路線番号　全面反射　                             耐食アルミ板封入レンズ型                         　　ｍ２  　　　　　　　　　　　　 38,200

 警戒標識　全面反射　                             耐食アルミ板カプセルレンズ型                     　　ｍ２  　　　　　　　　　　　　 56,400

 警戒標識　全面反射　                             耐食アルミ板封入レンズ型                         　　ｍ２  　　　　　　　　　　　　 38,200

 取付金具　高リブ５０＊５０＊Ｌ                   案内標識０．５～１ｍ２未満                       　　ｍ２  ブラケット無　ＨＤＺ５５ 9,230

 取付金具　高リブ５０＊５０＊Ｌ                   案内標識０．５～１ｍ２未満                       　　ｍ２  ブラケット付　ＨＤＺ５５ 28,500

 取付金具　高リブ５０＊５０＊Ｌ                   案内標識１．０～２．５ｍ２未満                   　　ｍ２  ブラケット無　ＨＤＺ５５ 8,150

 取付金具　高リブ５０＊５０＊Ｌ                   案内標識１．０～２．５ｍ２未満                   　　ｍ２  ブラケット付　ＨＤＺ５５ 21,000

 取付金具　高リブ５０＊５０＊Ｌ                   案内標識２．５ｍ２以上                           　　ｍ２  ブラケット無　ＨＤＺ５５ 5,150

 取付金具　高リブ５０＊５０＊Ｌ                   案内標識２．５ｍ２以上                           　　ｍ２  ブラケット付　ＨＤＺ５５ 14,800

 取付金具　Ｕ型バンド                             路線番号警戒標識１倍                             　　　枚  ＨＤＺ５５　　　　　　　 472

 取付金具　Ｕ型バンド                             路線番号警戒標識１．３倍                         　　　枚  ＨＤＺ５５　　　　　　　 756

 取付金具　Ｕ型バンド                             路線番号警戒標識１．６倍                         　　　枚  ＨＤＺ５５　　　　　　　 924

 取付金具　Ｕ型バンド                             路線番号警戒標識２倍                             　　　枚  ＨＤＺ５５　　　　　　　 1,660

 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 １８０×６００カプセルレンズ型                   　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 4,860

 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 １８０×６００封入レンズ型                       　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 3,060

 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 ２２０×６００カプセルレンズ型                   　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 5,980

 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 ２２０×６００封入レンズ型                       　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 3,790

 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 ３１０×６００カプセルレンズ型                   　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 8,650

 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 ３１０×６００板封入レンズ型                     　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 5,470

 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 ４２０×６００カプセルレンズ型                   　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 10,800

 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 ４２０×６００封入レンズ型                       　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 7,510

 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 ４８０×６００カプセルレンズ型                   　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 12,400

 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 ４８０×６００封入レンズ型                       　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 10,200
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 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 ５９０×６００カプセルレンズ型                   　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 13,500

 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 ５９０×６００封入レンズ型                       　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 10,300

 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 ６８０×６００カプセルレンズ型                   　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 15,400

 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 ６８０×６００封入レンズ型                       　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 10,900

 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 ７４０×６００カプセルレンズ型                   　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 16,300

 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 ７４０×６００封入レンズ型                       　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 11,800

 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 ５０７－Ｃ　カプセルレンズ型                     　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 5,430

 補助標識（取付金具付）　アルミ板                 ５０７－Ｃ　板封入レンズ型                       　　　枚  １倍　ＨＤＺ５５　　　　 3,950

 道路鋲　アルミ製　                               ＡＳ用１３０×１５０片面レンズ　                 　　　個  キャッツアイ９型相当　　 1,930

 道路鋲　アルミ製　                               ＡＳ用１３０×１５０両面レンズ　                 　　　個  キャッツアイ８型相当　　 2,090

 境界鋲                                           ５０×８５アルミ合金（鋳物）                     　　　個  足２本付き　　　　　　　 1,420

 境界杭                                           １２×１２×９０（土中用）                       　　　個  文字入り頭赤ペンキ　　　 1,600

 切刃                                             肩掛け式用φ１０インチ                           　　　枚  ４枚刃　　　　　　　　　 610

 路面切削機用切刃                                 切削幅２．０ｍ                                   　　　本  　　　　　　　　　　　　 1,520

 樹脂系薄装舗装用（すべり止め）                   樹脂（ＥＰＮ）                                   　　Ｋｇ  　　　　　　　　　　　　 1,420

 ノンスリップタイル　モルタルＣ型                 ３００×３００×２５　階段用                     　　　枚  １７ｍｍ幅階段用ゴム３条 2,080

 ノンスリップタイル　カラーＣ型                   ３００×３００×２２　階段用                     　　　枚  １７ｍｍ幅階段用ゴム３条 2,520

 ノンスリップタイル　テラゾーＣ型                 ３００×３００×３０　階段用                     　　　枚  １７ｍｍ幅階段用ゴム３条 6,970

 ノンスリップタイル　モルタルＬ型                 ３００×３００×２５　平面用                     　　　枚  １７ｍｍ幅平面用ゴム３条 1,790

 ノンスリップタイル　カラーＬ型                   ３００×３００×２５　平面用                     　　　枚  １７ｍｍ幅平面用ゴム３条 2,190

 ノンスリップタイル　テラゾーＬ型                 ３００×３００×３０　平面用                     　　　枚  １７ｍｍ幅平面用ゴム３条 4,690

 ノンスリップタイル　モルタルＨ型                 ３００×３００×２５　斜面用                     　　　枚  １７ｍｍ幅斜面用ゴム３条 1,790

 ノンスリップタイル　カラーＨ型                   ３００×３００×２５　斜面用                     　　　枚  １７ｍｍ幅斜面用ゴム３条 2,190

 ノンスリップタイル　テラゾーＨ型                 ３００×３００×３０　斜面用                     　　　枚  １７ｍｍ幅斜面用ゴム３条 5,040

 ノンスリップタイル　モルタルＢ型                 ３００×１００×２５　階段用                     　　　枚  １７ｍｍ幅階段用ゴム２条 1,610
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 ノンスリップタイル　カラーＢ型                   ３００×１００×２５　階段用                     　　　枚  １７ｍｍ幅階段用ゴム２条 1,960

 ノンスリップタイル　テラゾーＢ型                 ３００×１００×３０　階段用                     　　　枚  １７ｍｍ幅階段用ゴム３条 5,320

 貼紙防止材                                       ｔ＝１．６ｍｍ　ｗ＝１．２ｍ                     　　ｍ２  　　　　　　　　　　　　 4,600

 硬質塩化ビニール板                               ３ｍｍ乳白色目隠し板                             　　ｍ２  切り損料率含まず　　　　 4,820

 デリネーター　ソーラー式柱                       φ６０．５×１５００                             　　　基  メッキ品（黄・橙）　　　 14,500

 縁石鋲　ソーラー式　両面                         １１５×１００×４４                             　　　個  　　　　　　　　　　　　 5,860
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  造園材　　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 竹                                               長４．５ｍ径３．０ｃｍ                           　　　本  １本支柱（ＩＩ）　　　　 360

 杉梢丸太                                         長３．０ｍ元口６ｃｍ                             　　　本  二脚鳥居支柱（添柱付）　 800

 杉梢丸太                                         長３．５ｍ元口６ｃｍ                             　　　本  二脚鳥居支柱（添柱付）　 1,040

 杉切丸太                                         長０．６ｍ末口４．５ｃｍ                         　　　本  二脚・三脚鳥居支柱　　　 175

 しゅろ縄                                         長４０ｍ径３ｍｍ                                 　　　束  　　　　　　　　　　　　 208

 杉梢丸太                                         長３．０ｍ末口４．５ｃｍ                         　　　本  丸太三本支柱　　　　　　 960

 杉梢丸太                                         長３．５ｍ末口４．５ｃｍ                         　　　本  丸太三本支柱　　　　　　 1,040

 支柱材                                           ３×３㎝×０．７ｍ                               　　　本  ＡＣＱ加工県産品（椎木） 70

 支柱材                                           ４×４㎝×０．７ｍ                               　　　本  ＡＣＱ加工県産品（椎木） 130

 支柱材                                           ４×４㎝×１．５ｍ                               　　　本  ＡＣＱ加工県産品（椎木） 280

 支柱材                                           ５×５㎝×０．７ｍ                               　　　本  ＡＣＱ加工県産品（椎木） 205

 支柱材                                           ５×５㎝×１．５ｍ                               　　　本  ＡＣＱ加工県産品（椎木） 455

 支柱材                                           ６×６㎝×０．８ｍ                               　　　本  ＡＣＱ加工県産品（椎木） 335

 支柱材                                           ６×６㎝×１．５ｍ                               　　　本  ＡＣＱ加工県産品（椎木） 930

 支柱材                                           ７×７㎝×０．８ｍ                               　　　本  ＡＣＱ加工県産品（椎木） 455

 支柱材                                           ７．５×７．５㎝×０．６ｍ                       　　　本  ＡＣＱ加工県産品（椎木） 390

 支柱材                                           ７．５×７．５㎝×１．４ｍ                       　　　本  ＡＣＱ加工県産品（椎木） 920

 土壌改良剤                                       ピートモス                                       　　　Ｌ  　　　　　　　　　　　　 11

 肥料                                             ＩＢ化成                                         　　Ｋｇ  ２０ｋｇ入り　　　　　　 218
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  植栽樹木　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 イジュ                                           Ｈ３．００×Ｃ０．１５×Ｗ１．００ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 17,500

 イジュ                                           Ｈ３．００×Ｃ０．２１×Ｗ１．２０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 31,500

 オオバアカテツ                                   Ｈ３．００×Ｃ０．２１×Ｗ１．２０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 31,500

 コバテイシ（モモタマナ）                         Ｈ３．５０×Ｃ０．２５×Ｗ２．００ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 42,000

 サルスベリ                                       Ｈ３．００×Ｃ０．２１×Ｗ１．５０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 28,000

 サンゴジュ                                       Ｈ３．００×Ｃ０．１５×Ｗ１．００ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 17,500

 サンゴジュ                                       Ｈ３．００×Ｃ０．２１×Ｗ１．００ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 24,500

 トックリキワタ                                   Ｈ３．００×Ｃ０．２１×Ｗ１．５０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 24,500

 トックリキワタ                                   Ｈ３．００×Ｃ０．２５×Ｗ１．５０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 31,500

 トックリキワタ                                   Ｈ４．００×Ｃ０．４０×Ｗ１．５０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 56,000

 ヒカンザクラ（カンヒザクラ）                     Ｈ３．００×Ｃ０．１５×Ｗ１．２０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 21,000

 ヒカンザクラ（カンヒザクラ）                     Ｈ３．５０×Ｃ０．２１×Ｗ１．５０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 31,500

 ヒカンザクラ（カンヒザクラ）                     Ｈ４．００×Ｃ０．３０×Ｗ２．００ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 49,000

 フクギ                                           Ｈ２．００×Ｃ―×Ｗ０．５０ｍ                   　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 14,000

 フクギ                                           Ｈ２．５０×Ｃ０．１０×Ｗ０．６０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 17,500

 フクギ                                           Ｈ３．００×Ｃ０．１５×Ｗ０．７０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 24,500

 フクギ                                           Ｈ３．５０×Ｃ０．２５×Ｗ１．００ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 49,000

 フクギ                                           Ｈ４．００×Ｃ０．３０×Ｗ１．２０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 59,500

 フクギ                                           Ｈ５．００×Ｃ０．４５×Ｗ１．２０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 105,000

 フクギ                                           Ｈ５．００×Ｃ０．６０×Ｗ１．５０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 140,000

 ホウオウボク                                     Ｈ３．００×Ｃ０．２１×Ｗ１．２０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 28,000

 ホウオウボク                                     Ｈ３．５０×Ｃ０．２５×Ｗ１．５０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 42,000

 ホウオウボク                                     Ｈ４．００×Ｃ０．４０×Ｗ１．５０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 77,000

 ホウオウボク                                     Ｈ４．００×Ｃ０．４５×Ｗ２．００ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 84,000

 モンパノキ                                       Ｈ０．８０×Ｃ―×Ｗ０．５０ｍ                   　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 3,500
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  植栽樹木　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 ヤマモモ                                         Ｈ３．００×Ｃ０．２１×Ｗ０．８０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 35,000

 ヤマモモ                                         Ｈ４．００×Ｃ０．４０×Ｗ１．５０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 70,000

 ヤマモモ                                         Ｈ４．５０×Ｃ０．５０×Ｗ１．５０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 140,000

 リュウキュウマツ                                 Ｈ２．００×Ｃ―×Ｗ０．９０ｍ                   　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 10,500

 リュウキュウマツ                                 Ｈ３．００×Ｃ０．１５×Ｗ１．２０ｍ             　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 21,000

 ココヤシ                                         Ｈ１．００×Ｃ０．９０×Ｗ―ｍ                   　　　本  生長点×根元周×枝張　　 56,000

 ココヤシ                                         Ｈ３．００×Ｃ１．２０×Ｗ―ｍ                   　　　本  生長点×根元周×枝張　　 175,000

 ミツヤヤシ                                       Ｈ２．００×Ｃ０．７０×Ｗ―ｍ                   　　　本  生長点×根元周×枝張　　 56,000

 アラマンダ                                       蔓長０．５０ｍ幹周ーｍ枝張ーｍ                   　　　鉢  枝数２本以上　　　　　　 700

 イヌシバ（セントオーガスチン）                   ３本芽立　６鉢                                   　　　鉢  ポット栽培　　　　　　　 46

 アメリカハマグルマ（ウェデリア）                 ３本芽立                                         　　　鉢  ポット栽培　　　　　　　 56

 タマスダレ                                       ３球（１株）                                     　　　鉢  （ポット栽培）　　　　　 126

 コバノランタナ                                   Ｈ０．３０×Ｃ―×Ｗ０．２０ｍ                   　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 700

 コバノランタナ                                   Ｈ０．５０×Ｃ―×Ｗ０．２５ｍ                   　　　本  高×幹周×葉張　　　　　 1,050

 - 36 -



 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  配線材料　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＤＳＦ２０ｃ＋ＳＭ４ｃ（４芯テープスロット）     　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 703

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＤＳＦ４０ｃ＋ＳＭ４ｃ（４芯テープスロット）     　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,000

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＤＳＦ６０ｃ＋ＳＭ４ｃ（４芯テープスロット）     　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,360

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＤＳＦ８０ｃ＋ＳＭ４ｃ（４芯テープスロット）     　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,630

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＤＳＦ１００ｃ＋ＳＭ４ｃ（４芯テープスロット）   　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 2,040

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ（４芯テープスロット）   　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 417

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ（４芯テープスロット）   　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 441

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ（４芯テープスロット）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 513

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ（４芯テープスロット）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 649

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ（４芯テープスロット）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 803

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ（４芯テープスロット）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 943

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ１００Ｃ（４芯テープスロット）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,060

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ１２０Ｃ（４芯テープスロット）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,320

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ１４０Ｃ（４芯テープスロット）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,440

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ１６０Ｃ（４芯テープスロット）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,560

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ１８０Ｃ（４芯テープスロット）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,740

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ２００Ｃ（４芯テープスロット）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,860

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ２２０Ｃ（４芯テープスロット）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 2,210

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ２４０Ｃ（４芯テープスロット）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 2,330

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ２６０Ｃ（４芯テープスロット）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 2,450

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ２８０Ｃ（４芯テープスロット）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 2,570

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ３００Ｃ（４芯テープスロット）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 2,700

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＤＳＦ４０Ｃ＋ＳＭ４Ｃ（４芯テープＳＳＦ）       　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,140

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＤＳＦ６０Ｃ＋ＳＭ４Ｃ（４芯テープＳＳＦ）       　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,490

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＤＳＦ８０Ｃ＋ＳＭ４Ｃ（４芯テープＳＳＦ）       　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,760
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  配線材料　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＤＳＦ１００Ｃ＋ＳＭ４Ｃ（４芯テープＳＳＦ）     　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 2,170

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）   　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 643

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）   　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 779

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）   　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 933

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）   　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,070

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ（４芯テープＳＳＦ）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,190

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,450

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,570

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,690

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,870

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ（４芯テープＳＳＦ）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 1,990

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　２２０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 2,340

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　２４０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 2,460

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　２６０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 2,580

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　２８０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 2,700

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　３００Ｃ（４芯テープＳＳＦ）  　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 2,830

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　２Ｃ（スペーサ型）           　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 327

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ（スペーサ型）           　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 385

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　６Ｃ（スペーサ型）           　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 442

 光ケーブル（ノンメタリック）                     ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ（スペーサ型）           　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 500
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  管路材・ダクト（電気）　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 クランプベース（ケーブル支持金具）               ＫＣＶ－３０                                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 215

 クランプベース（ケーブル支持金具）               ＫＣＶ－６０                                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 300

 支持金物                                         溶融亜鉛メッキ３０×４０×４００ｍｍ             　　　個  　　　　　　　　　　　　 496

 支持金物                                         溶融亜鉛メッキ３０×４０×６００ｍｍ             　　　個  　　　　　　　　　　　　 655

 支持金物                                         溶融亜鉛メッキ３０×４０×７００ｍｍ             　　　個  　　　　　　　　　　　　 734

 支持金物                                         溶融亜鉛メッキ３０×４０×８００ｍｍ             　　　個  　　　　　　　　　　　　 813

 支持金物                                         ステンレス３０×４０×４００ｍｍ                 　　　個  　　　　　　　　　　　　 914

 支持金物                                         ステンレス３０×４０×６００ｍｍ                 　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,240

 支持金物                                         ステンレス３０×４０×７００ｍｍ                 　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,400

 支持金物                                         ステンレス３０×４０×８００ｍｍ                 　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,580
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  諸材料　　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 生石灰                                           特号２０ｋｇ袋                                   　　　袋  　　　　　　　　　　　　 870

 吸出防止材                                       Ｓ－１０厚１０ｍｍ                               　　ｍ２  　　　　　　　　　　　　 460

 吸出防止材                                       Ｓ－２０厚２０ｍｍ                               　　ｍ２  　　　　　　　　　　　　 850

 路盤紙                                           １×５０ｍ巻き                                   　　ｍ２  　　　　　　　　　　　　 28

 排水桝                                           ＦＣ１５～２５（目皿込）                         　　Ｋｇ  　　　　　　　　　　　　 1,113

 橋面防水シート                                                                                    　　ｍ２  　　　　　　　　　　　　 1,020

 低圧遮断器                                       ６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ                         　　　個  　　　　　　　　　　　　 4,890

 低圧遮断器                                       ６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ                       　　　個  　　　　　　　　　　　　 14,300

 低圧遮断器                                       ６００Ｖ　３Ｐ　４００ＡＦ                       　　　個  　　　　　　　　　　　　 73,300

 低圧遮断器                                       ６００Ｖ　３Ｐ　６００ＡＦ                       　　　個  　　　　　　　　　　　　 152,000

 低圧遮断器                                       ６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ                         　　　個  　　　　　　　　　　　　 6,350

 低圧遮断器                                       ６００Ｖ　３Ｐ　２２５ＡＦ                       　　　個  　　　　　　　　　　　　 27,900

 漏電遮断器                                       ６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ                         　　　個  　　　　　　　　　　　　 5,310

 漏電遮断器                                       ６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ                         　　　個  　　　　　　　　　　　　 6,530

 漏電遮断器                                       ６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ                       　　　個  　　　　　　　　　　　　 12,400

 漏電遮断器                                       ６００Ｖ　３Ｐ　２００ＡＦ                       　　　個  　　　　　　　　　　　　 21,300

 漏電遮断器                                       ６００Ｖ　３Ｐ　１０００ＡＦ                     　　　個  　　　　　　　　　　　　 487,000

 漏電遮断器                                       ６００Ｖ　３Ｐ　２２５ＡＦ                       　　　個  　　　　　　　　　　　　 21,300

 漏電遮断器                                       ６００Ｖ　３Ｐ　４００ＡＦ                       　　　個  　　　　　　　　　　　　 168,000

 漏電遮断器                                       ６００Ｖ　３Ｐ　６００ＡＦ                       　　　個  　　　　　　　　　　　　 250,000

 - 40 -



 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  照明器具　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 丸テーパー直線型ポール                           メッキ　ベース式　８ｍ　２灯用                   　　　本  　　　　　　　　　　　　 190,000

 丸テーパー直線型ポール                           メッキ　ベース式　１０ｍ　２灯用                 　　　本  　　　　　　　　　　　　 216,000

 丸テーパー直線型ポール                           メッキ　ベース式　１２ｍ　２灯用                 　　　本  　　　　　　　　　　　　 249,000

 丸テーパー直線型ポール                           メッキ　埋込式　８ｍ　２灯用                     　　　本  　　　　　　　　　　　　 168,000

 丸テーパー直線型ポール                           メッキ　埋込式　１０ｍ　２灯用                   　　　本  　　　　　　　　　　　　 197,000

 丸テーパー直線型ポール                           メッキ　埋込式　１２ｍ　２灯用                   　　　本  　　　　　　　　　　　　 228,000

 自動点滅器取付金具（ニップル式）                 １００Ｖ用　（３Ａ）                             　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,970

 自動点滅器取付金具（ニップル式）                 １００Ｖ用　（６Ａ）                             　　　個  　　　　　　　　　　　　 1,970

 自動点滅器取付金具（ニップル式）                 １００Ｖ用　（１０Ａ）                           　　　個  　　　　　　　　　　　　 2,230

 自動点滅器取付金具（ニップル式）                 ２００Ｖ用　（３Ａ）                             　　　個  　　　　　　　　　　　　 2,230

 自動点滅器取付金具（ニップル式）                 ２００Ｖ用　（６Ａ）                             　　　個  　　　　　　　　　　　　 2,230

 自動点滅器取付金具（ニップル式）                 ２００Ｖ用　（１０Ａ）                           　　　個  　　　　　　　　　　　　 2,230

 新型道路照明灯後方カットルーバー                                                                  　　　個  　　　　　　　　　　　　 10,100
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  道路用グレーチング　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 グレーチング支道部固定横断用                     ６００×９９５×Ｉ７５                           　　　組  Ｔ－２５溝幅５００ｍｍ　 43,900

 グレーチング支道部固定横断用                     ７００×９９５×５Ｆ９０                         　　　組  Ｔ－２５溝幅６００ｍｍ　 53,300

 グレーチング支道部固定横断用                     ７００×９９５×Ｉ７５                           　　　組  Ｔ－１４溝幅６００ｍｍ　 29,900

 グレーチング桝蓋支道用                           ７００×７００                                   　　　組  Ｔ－２５桝穴６００ｍｍ　 25,200

 グレーチング桝蓋支道用                           ９００×９００                                   　　　組  Ｔ－２５桝穴８００ｍｍ　 49,800

 グレーチング桝蓋支道用                           １２００×９００                                 　　　組  Ｔ－２５桝穴１１００ｍｍ 96,100

 グレーチング桝蓋支道用                           １２００×１２００                               　　　組  Ｔ－２５桝穴１１００ｍｍ 101,000

 グレーチング桝蓋歩道用                           ７００×７００                                   　　　組  Ｔ－２桝穴６００ｍｍ　　 14,800

 グレーチング桝蓋歩道用                           ７００×７００　細目                             　　　組  Ｔ－２桝穴６００ｍｍ　　 18,800

 グレーチング桝蓋歩道用                           ９００×９００                                   　　　組  Ｔ－２桝穴８００ｍｍ　　 24,400

 グレーチング桝蓋歩道用                           ９００×９００　細目                             　　　組  Ｔ－２桝穴８００ｍｍ　　 35,400

 グレーチング桝蓋歩道用                           １２００×９００                                 　　　組  Ｔ－２桝穴１１００ｍｍ　 52,800

 グレーチング桝蓋歩道用                           １２００×９００　細目                           　　　組  Ｔ－２桝穴１１００ｍｍ　 68,400

 グレーチング桝蓋歩道用                           １２００×１２００                               　　　組  Ｔ－２桝穴１１００ｍｍ　 67,300

 グレーチング桝蓋歩道用                           １２００×１２００　細目                         　　　組  Ｔ－２桝穴１１００ｍｍ　 90,900
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  夜間割増　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 生コンクリート割増額                             夜間割増　２２：００～５：００                   　　ｍ３  ２２：００～５：００　　
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  機械工具　　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 コアリフター　アッセンブリー                     径４６                                           　　　本  　　　　　　　　　　　　 9,710

 スイーベル　（アンカー用）                       φ８６用                                         　　　個  　　　　　　　　　　　　 57,200

 ダイヤモンドビット損耗費                         径４６　１２ｃｔ                                 　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 2,220

 ダイヤモンドリーマ損耗費                         径４６　４ｃｔ                                   　　　ｍ  　　　　　　　　　　　　 667

 区画線消去用カッター                             ３個／組                                         　　　組  　　　　　　　　　　　　 13,600
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  機械工具類その他　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 路面切削機用タイン                               クローラ式　２．１ｍ                             　　　本  　　　　　　　　　　　　 1,520

 路面切削機用タイン                               ホイール式　１．８ｍ                             　　　本  　　　　　　　　　　　　 1,520

 路面切削機用ビット                               ホイール式　０．７ｍ級                           　　　本  　　　　　　　　　　　　 1,520

 路面切削機用ビット                               ホイール式　１．０ｍ級                           　　　本  　　　　　　　　　　　　 1,520

 路面切削機用ビット                               ホイール式　２．０ｍ級                           　　　本  　　　　　　　　　　　　 1,520

 注入パイプ　（床版補強工）                       径１０×４７ｍｍ　（アルミ製）                   　　　本  　　　　　　　　　　　　 135

 エアー抜パイプ　（床版補強工）                   径１０×１５０ｍｍ（アルミ製）                   　　　本  　　　　　　　　　　　　 110
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  燃料・潤滑油　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 混合油                                           １：２０                                         　　　Ｌ  　　　　　　　　　　　　 130
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 材  料  単  価    【設計】  2016年10月

 沖縄総合事務局  単位：円 種  別  リース料金　　　　　　　

 品        目  規        格  単  位  備        考 沖縄県

 不足分弁償金（敷鉄板）                           ２２×１５２４×６０９６                         　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 80,000

 不足分弁償金（敷鉄板）                           ２２×１５２４×３０４８                         　　　ｔ  　　　　　　　　　　　　 80,000
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