
参考数量書

工事名称 城南衛生管理組合新事務所棟建設工事(主体工事)

工事場所 京都府宇治市宇治折居18番地



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

建築工事        
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        
1   

式
計



建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

事務所棟        
1   

式
渡り廊下        

1   
式

屋外付帯        
1   

式
工場棟改修      

1   
式

計



建築工事　科目別内訳 4
事務所棟

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
土工            

1   
式

地業            
1   

式
鉄筋            

1   
式

コンクリート    
1   

式
型枠            

1   
式

鉄骨            
1   

式
既製コンクリート

1   
式

防水            
1   

式
タイル          

1   
式

木工            
1   

式
屋根及びとい    

1   
式

金属            
1   

式
左官            

1   
式

建具            
1   

式

建築工事  科目別内訳 5
事務所棟

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

塗装            
1   

式
内外装          

1   
式

ユニット及びその他
1   

式
発生材処理      

1   
式

計



建築工事　科目別内訳 6
渡り廊下

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
土工            

1   
式

地業            
1   

式
鉄筋            

1   
式

コンクリート    
1   

式
型枠            

1   
式

鉄骨            
1   

式
防水            

1   
式

屋根及びとい    
1   

式
金属            

1   
式

左官            
1   

式
塗装            

1   
式

内外装          
1   

式
ユニット及びその他

1   
式

発生材処理      
1   

式

建築工事  科目別内訳 7
渡り廊下

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計



建築工事　科目別内訳 8
屋外付帯

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

構内舗装        
1   

式
屋外排水        

1   
式

植栽            
1   

式
雑工作物        

1   
式

撤去            
1   

式
発生材処理      

1   
式

計

建築工事  科目別内訳 9
工場棟改修

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
外部改修        

1   
式

内部改修        
1   

式
建具改修工事    

1   
式

発生材処理      
1   

式
計



建築工事　中科目別内訳 10
事務所棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        

1   
式

計

土工            

1   
式

計

地業            地業            

1   
式

計

鉄筋            躯体            

1   
式

鉄筋            外部仕上        

1   
式

計

コンクリート    躯体            

1   
式

コンクリート    外部仕上        

1   
式

計

型枠            躯体            

1   
式

型枠            外部仕上        

1   
式

型枠            内部仕上        

1   
式

建築工事  中科目別内訳 11
事務所棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計

鉄骨            付帯鉄骨等      

1   
式

計

既製コンクリート 外部            

1   
式

計

防水            外部            

1   
式

防水            内部            

1   
式

計

タイル          外部            

1   
式

タイル          内部            

1   
式

計

木工            部位別          

1   
式

計

屋根及びとい    外部            

1   
式

計



建築工事　中科目別内訳 12
事務所棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

金属            外部            

1   
式

金属            内部            

1   
式

計

左官            外部            

1   
式

左官            内部            

1   
式

計

建具            アルミニウム製建具

1   
式

建具            鋼製建具        

1   
式

建具            鋼製軽量建具    

1   
式

建具            パーティション  

1   
式

建具            スライディングウォール

1   
式

建具            ガラス          

1   
式

計

塗装            外部            

1   
式

塗装            内部            

1   
式

建築工事  中科目別内訳 13
事務所棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計

内外装          外部            

1   
式

内外装          内部            

1   
式

計

ユニット及びその他 外部            

1   
式

ユニット及びその他 内部            

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計



建築工事　中科目別内訳 14
渡り廊下

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        

1   
式

計

土工            

1   
式

計

地業            地業            

1   
式

計

鉄筋            躯体            

1   
式

計

コンクリート    躯体            

1   
式

計

型枠            躯体            

1   
式

型枠            外部仕上        

1   
式

計

鉄骨            本体鉄骨        

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳 15
渡り廊下

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

防水            外部            

1   
式

計

屋根及びとい    外部            

1   
式

計

金属            外部            

1   
式

計

左官            外部            

1   
式

計

塗装            外部            

1   
式

計

内外装          外部            

1   
式

計

ユニット及びその他 外部            

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式



建築工事　中科目別内訳 16
渡り廊下

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

発生材処理      処分            

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳 17
屋外付帯

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

構内舗装        外構            

1   
式

構内舗装        既存ロータリー  

1   
式

構内舗装        敷地外          

1   
式

計

屋外排水        外構            

1   
式

屋外排水        既存ロータリー  

1   
式

計

植栽            外構            

1   
式

植栽            敷地外          

1   
式

計

雑工作物        外構            

1   
式

計

撤去            外構            

1   
式

撤去            既存ロータリー  

1   
式

撤去            敷地外          

1   
式



建築工事　中科目別内訳 18
屋外付帯

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計

発生材処理      発生材運搬      

1   
式

発生材処理      発生材処分      

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳 19
工場棟改修

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

直接仮設        

1   
式

計

外部改修        外部改修        

1   
式

計

内部改修        内部改修        

1   
式

計

建具改修工事    外部            

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計



建築工事　細目別内訳 20
事務所棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            別紙 00-0001
1   

式
墨出し          別紙 00-0002

1   
式

養生            別紙 00-0003
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0004

1   
式

外部足場        別紙 00-0005
1   

式
地足場          別紙 00-0006

1   
式

外部躯体足場    別紙 00-0007
1   

式
内部躯体足場    別紙 00-0008

1   
式

内部仕上足場    別紙 00-0009
1   

式
災害防止        別紙 00-0010

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0011
1   

式
墜落制止用器具  別紙 00-0012

1   
式

計

建築工事  細目別内訳 21
事務所棟 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          つぼ,布掘り                     
深さ2.5m程度                    2,101   

ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     

1,133   
㎡

埋戻し(B種)     -          発生土               
807   

ｍ3
土工機械運搬    別紙 00-0013

1   
式

排水            事務所棟                        別紙 00-0014
1   

式
計



建築工事　細目別内訳 22
事務所棟 地業 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
56.4 

ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業  別紙 00-0015

1   
式

ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ地業 別紙 00-0016
1   

式
床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

659   
㎡

土間下断熱材敷き 3種b 厚さ50㎜                   
389   

㎡
基礎下 地盤改良 柱状改良 1100φ                 

GL-4000 23本､GL-5000 32本       1   
GL-6000 67本､GL-7000 104本      式

計

建築工事  細目別内訳 23
事務所棟 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D10            
異形棒鋼        41.81

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D13            
異形棒鋼        88.37

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D16            
異形棒鋼        8.37

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD345  D19            
異形棒鋼        5.75

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD345  D22            
異形棒鋼        59.58

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD345  D25            
異形棒鋼        18.01

ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  別紙 00-0017

1   
式

溶接閉鎖型鉄筋  SD295A D13                      
7.42

ｔ
鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     213   
ｔ

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 
213   

ｔ
鉄筋加工組立    溶接閉鎖型鉄筋                  

7.4 
ｔ

鉄筋運搬費      溶接閉鎖型鉄筋                  
10ｔ車 30㎞程度                 7.4 

ｔ
ｶﾞｽ圧接         別紙 00-0018

1   
式

定着板          D22                             
484   

か所
梁貫通孔補強    別紙 00-0019

1   
式



建築工事　細目別内訳 24
事務所棟 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

建築工事  細目別内訳 25
事務所棟 鉄筋 外部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

溶接金網敷      径2.6 50×50                    
材工共                          25.2 

㎡
溶接金網敷      径6 100×100                    

材工共                          870   
㎡

計



建築工事　細目別内訳 26
事務所棟 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308   呼び強度18 S15      
粗骨材20                        37.1 

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308   呼び強度24 S15      

粗骨材20                        554   
高性能AE減水剤                  ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308   呼び強度24 S18      
粗骨材20                        1,095   
高性能AE減水剤                  ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0020
1   

式
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送       別紙 00-0021

1   
式

止水板          ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系 厚6 H200              
内部鉄板芯材(0.4)               11.5 

ｍ
構造体強度補正  別紙 00-0022

1   
式

計

建築工事  細目別内訳 27
事務所棟 コンクリート 外部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308   呼び強度18 S18      
粗骨材20                        70.2 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回程度        S15～S18     69.8 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設         
-                  S15～S18     0.4 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3以上100m3/回未満            
圧送            基本料金別途加算                69.8 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3以上100m3/回未満            
基本料金        1   

回
計



建築工事　細目別内訳 28
事務所棟 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    
-                  基礎部       1,333   
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     3,817   
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       17.5 
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠C種                 
ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       473   
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     1,978   
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠C種                 
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     74.7 
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
7,693   

㎡
構造ｽﾘｯﾄ        別紙 00-0023

1   
式

目地棒          別紙 00-0024
1   

式
ｽﾘｰﾌﾞ           別紙 00-0025

1   
式

計

建築工事  細目別内訳 29
事務所棟 型枠 外部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
1,339   

㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 

380   
㎡

計



建築工事　細目別内訳 30
事務所棟 型枠 内部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
262   

㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 

13.8 
㎡

打放し面補修    C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい 
548   

㎡
計

建築工事  細目別内訳 31
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

庇(1)鉄骨       別紙 00-0026
1   

式
目隠しﾙｰﾊﾞｰ下地 別紙 00-0027
鉄骨            1   

式
風除けﾊﾟﾈﾙ      別紙 00-0028
下地鉄          1   
骨              式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ架台鉄骨 別紙 00-0029

1   
式

架台鉄骨        空調室外機･非常用発電機         別紙 00-0030
1   

式
屋根1鉄骨階段   別紙 00-0031

1   
式

風除室架構鉄骨  別紙 00-0032
1   

式
ﾘｻｲｸﾙｱｰﾄぶどう棚 別紙 00-0033
鉄骨            1   

式
計



建築工事　細目別内訳 32
事務所棟 既製コンクリート 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

風除けﾊﾟﾈﾙ ECP-B 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 横張り           
W900 厚60 L2800×H800           1   
Z型金物共                       か所

風除けﾊﾟﾈﾙ      ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ L-50×50×6     
ECP取付金物     L-60×60×5 L120 4か所共        1.6 

ｍ
竪ﾙｰﾊﾞｰ ECP-A   押出成形ｾﾒﾝﾄ板(ﾙｰﾊﾞｰ用)         

W600 厚100 H3620                
Yｸﾘｯﾌﾟ(100mm用)､ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ共   
足元埋め込みPL別計上            

17   
か所

計

建築工事  細目別内訳 33
事務所棟 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      AI-1(保護密着断熱) 平場         
絶縁ｼｰﾄ含 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ     863   
保温板2種 厚50共                ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      AI-1(保護密着断熱) 立上り部     
-         -                     228   

㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      A-1(保護密着)      平場         

絶縁ｼｰﾄ含 -                     35.1 
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      A-1(保護密着)      立上り部     
-         -                     12.3 

㎡
防水押え金物    ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用              

215   
ｍ

立上り  水切金物 ｱﾙﾐ製 既製品 BA-2               
25.1 

ｍ
防水入隅処理    ﾓﾙﾀﾙ                            

366   
ｍ

伸縮目地        成形伸縮目地材 25×80           
ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ                        1,356   

ｍ
成形緩衝材      

366   
ｍ

庇2             ｺﾝｸﾘｰﾄ面 平場                   
天端 塗膜防水   大関化学:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽA-2工法同等品   372   
(P防水B)        ㎡
庇2             ｺﾝｸﾘｰﾄ面 立上り                 
立上り 塗膜防水 大関化学:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽA-2工法同等品   31   
(P防水B)        ㎡
ｴｺｼｬﾌﾄ屋根      ｺﾝｸﾘｰﾄ面 平場 X-2工法           
天端 塗膜防水   9.5 
(P防水A)        ㎡
ｴｺｼｬﾌﾄ屋根      ｺﾝｸﾘｰﾄ面 X-2工法 糸幅200        
見付 塗膜防水   8.7 
(P防水A)        ｍ
配管取出口屋根  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 平場 X-2工法           
天端 塗膜防水   6   
(P防水A)        ㎡
配管取出口屋根  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 X-2工法 糸幅180        
見付 塗膜防水   7.1 
(P防水A)        ｍ



建築工事　細目別内訳 34
事務所棟 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防水立上りｱｺﾞ   W130×H220 糸幅385              
塗膜防水        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 X-2工法                9.5 
(P防水A)        ｍ
基礎            ｺﾝｸﾘｰﾄ面 平場+立上り X-2工法    
天端 塗膜防水   105   
(P防水A)        ㎡
屋外ﾃﾞｯｷ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 W150×H50 糸幅250      
排水溝 塗膜防水 大関化学:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽA-2工法同等品   2.3 
(P防水B)        ｍ
屋外ﾃﾞｯｷ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 W150×H80 糸幅310      
排水溝 塗膜防水 大関化学:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽA-2工法同等品   6.4 
(P防水B)        ｍ
階段            ｺﾝｸﾘｰﾄ面 W150×H30 糸幅210      
排水溝 塗膜防水 大関化学:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽA-2工法同等品   3.8 
(P防水B)        ｍ
階段            ｺﾝｸﾘｰﾄ面 W150×H30 糸幅180      
排水溝 塗膜防水 大関化学:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽA-2工法同等品   3.1 
(P防水B)        ｍ
階段            ｺﾝｸﾘｰﾄ面 W150×H30 糸幅180      
段型排水溝      大関化学:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽA-2工法同等品   20.9 
塗膜防水(P防水B) ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          別紙 00-0034

1   
式

計

建築工事  細目別内訳 35
事務所棟 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EVﾋﾟｯﾄ          ｺﾝｸﾘｰﾄ面 平場                   
塗膜防水(P防水C) 大関化学:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2工法同等品   5.2 

㎡
EVﾋﾟｯﾄ          ｺﾝｸﾘｰﾄ面 立上り                 
塗膜防水(P防水C) 大関化学:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2工法同等品   11.8 

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ          別紙 00-0035

1   
式

計



建築工事　細目別内訳 36
事務所棟 タイル 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾀｲﾙ           150×60×10                     
(階段用ﾀｲﾙ張り) INAX:新階段ﾀｲﾙ同等品            2   

ｍ
床 ﾀｲﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ   

0.1 
㎡

計

建築工事  細目別内訳 37
事務所棟 タイル 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床汚垂石ﾀｲﾙ張り W2560×D500                     
TOTO:ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗPU(薄型)同等品      2   

か所
床ﾀｲﾙ張り(ﾀｲﾙB) 大型床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 施釉           

600mm角ﾀｲﾙ 耐滑り性有り 特注色  163   
八木惣:ｶｰﾙｽﾊﾟｰﾑLｼﾘｰｽﾞ同等品     ㎡

床  ﾀｲﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  
166   

㎡
計



建築工事　細目別内訳 38
事務所棟 木工 部位別

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記無き限り                    
防腐､防蟻処理共(塗布)           
管内産木材:宇治市･城陽市･八幡市･
久御山町･宇治田原町･井手町の    
何れかの市町産                  

床  木製床組    床高H83 合板別計上              
根太45×55@450､大引90×90/2     9.6 
後施工ｱﾝｶｰM10@1800共            ㎡

床  木製床組    床高H133 合板別計上             
根太45×55@450､大引90×90/2     11.6 
後施工ｱﾝｶｰM10@1800共            ㎡

床  木製床組    床高H176 合板別計上             
根太45×55@450､大引90×90/2     6.4 
後施工ｱﾝｶｰM10@1800共            ㎡

床  構造用合板  厚12 木製床組面                 
27.5 

㎡
雑巾掛け取付下地 耐水合板 厚12                   

W880×H200                      2   
か所

ﾓｯﾌﾟ掛け取付下地 耐水合板 厚12                   
W880×H200                      2   

か所
階段            厚12 幅150 LGS壁下地            
腰手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄ下地 (階段)                          4.7 
構造用合板      ｍ
1階男子休憩室､  杉 無節 25×55                  
2階女子更衣室   管内産木材                      25.4 
畳寄            ｍ
1階男子休憩室､  杉 無節 無垢 90×60             
2階女子更衣室   蹴込み板 厚5.5､見切縁20×40共   4.5 
上り框          管内産木材                      ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          厚12.0 W589×H350               
機器取付補強    鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      2   
耐水合板        か所
天井  ﾙｰﾊﾞｰB    杉 無節 70×110 皿ﾋﾞｽ@300止め   

管内産木材 受け金物別計上       227   
ｍ

階段･2階吹抜け  ﾅﾗ集成材 70×30 蒲鉾型          
手摺C木製笠木   自立手摺天端 管内産木材         14   

ｍ
階段腰手摺･     ﾅﾗ集成材 40×40 多角形          
2階吹抜け腰手摺 管内産木材                      25   
手摺C･D木製笠木 ｍ

建築工事  細目別内訳 39
事務所棟 木工 部位別

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1階受付         管内産木材 集成材 ﾀﾓ 厚40       
受付ｶｳﾝﾀｰ       ｺ型 W1725+7132+1725             1   

　　　×D300/536/600            か所
1階受付         管内産木材 集成材 ﾀﾓ 厚40       
車椅子使用者用  W3150×D40～450                 1   
ｶｳﾝﾀｰ           か所

計



建築工事　細目別内訳 40
事務所棟 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 
VP125(差込み式) 張掛け幅 100    6   

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用   塗膜防水用       

VP125(差込み式) 張掛け幅 100    6   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 
SGP 80A         張掛け幅 100    2   

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         縦形ろく屋根用   塗膜防水用     

VP75 (差込み式) 張掛け幅 100    1   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用   塗膜防水用       
VP75 (差込み式) 張掛け幅 100    1   

か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径125                           
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 52.4 

ｍ
竪樋白ｶﾞｽ管(ﾍﾟ  φ80                            
ﾝｷ別途)         0.8 

ｍ
横引き樋白ｶﾞｽ管 φ80                            

5.9 
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径75                            
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 6.6 

ｍ
庇1             SUSφ89 HL 支持金物共           
竪樋            5.4 

ｍ
埋設配管        VPφ75                          

0.8 
ｍ

鋼管とい防露巻き 天井内等         径 80          
6.4 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳 41
事務所棟 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

<ｽﾁｰﾙ>          

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ点検歩廊 W200 厚1.6 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ厚40         
床 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ     18   

㎡
屋上ﾃﾞｯｷ        ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ H1200           
手摺A           手摺:FB-12×44                  

手摺子:φ12@110                 
支柱:FB-12×38@1100             
手摺子受:FB-12×38              10   
取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ:PL-4.5 2-M8共        ｍ

階段            ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ H1200+270       
手摺B           手摺:FB-12×44                  

手摺子:φ12@104                 
支柱:FB-12×38@1040             
手摺子受:FB-12×44              5.2 
取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-12 2-M12共        ｍ

階段            ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ H1200+446 斜部  
手摺B           手摺:FB-12×44                  

手摺子:φ12@104                 
支柱:FB-12×38@1040             
手摺子受:FB-12×44              7.3 
取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-12 2-M12共        ｍ

屋根小階段      ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ                 
手摺            W600(平250+斜480)×H900         

手摺:FB-12×50                  
手摺子:φ122@100                
支柱:FB-12×44                  1   
下桟:FB-12×44                  か所

ECP竪ﾙｰﾊﾞｰ      ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ                 
埋め込みPL      PL-6 90×550 ｱﾝｶｰ共             34   

か所
天井ｶﾞﾗﾘ        L-20×20×3 錆止塗装共          
取付ｱﾝｸﾞﾙ       8.4 

ｍ
屋上ﾃﾞｯｷ        ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ                 
軒天井 下地ｱﾝｸﾞﾙ L-30×30×3 @600                

取付下地金物:L-50×50×4 @600   
M10ｱﾝｶｰL80共                    

12.5 
㎡

屋上ﾃﾞｯｷ        ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ                 
下り天井        H250 L-30×30×3 @600           
下地ｱﾝｸﾞﾙ       取付下地金物:L-50×50×4 @600   



建築工事　細目別内訳 42
事務所棟 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

M10ｱﾝｶｰL80共                    
13   

ｍ
      小計

<ｱﾙﾐ>           

庇1(車寄せ)     W7680×D6360                    別紙 00-0036
ｱﾙﾐ大型押出形材 FB-E            
ﾊｰﾄﾞﾊﾟﾈﾙ@500×厚60              
ﾊﾟﾈﾙｼﾞｮｲﾝﾄ･化粧ｶﾊﾞｰ･ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ･   
軒先下地･吊りﾁｬﾝﾈﾙ･軒樋         
:ｱﾙﾐ押出型材共                  
落し口:φ89 2か所共             
照明ﾎﾞｯｸｽ:ｱﾙﾐPL-2               1   
L800×D230×H120 3か所共        式
固定ｱﾝｸﾞﾙ:L-20×20×2共         
柱上下ｶﾊﾞｰ:ｱﾙﾐPL-2 (2か所)共    
各部ｼｰﾙ材､取付金物共            
竪樋別計上                      

笠木            ｱﾙﾐ既製品 BA-2 W250             
ｼﾞｮｲﾝﾄ部排水溝付@3000           143   

ｍ
笠木出隅ｺｰﾅｰ    ｱﾙﾐ既製品 BA-2 W250 L500+500    

4   
か所

屋上ﾃﾞｯｷ        ｱﾙﾐ既製品 BA-2                  
笠木入隅ｺｰﾅｰ    鈍角 W250 L500+500              1   

か所
目隠しﾙｰﾊﾞｰ     ｱﾙﾐ押出型材 BA-2 D100×厚25     

斜め@100                        201   
取付金物共                      ㎡

屋上ﾃﾞｯｷ        厚4 小口:ｱﾙﾐｶｰﾙ加工             
天井            ｱﾙﾐｸﾘｯﾌﾟ共                      12.5 
ｱﾙﾐ樹脂複合ﾊﾟﾈﾙA 下地ｱﾝｸﾞﾙ別計上                 ㎡
屋上ﾃﾞｯｷ        H256 厚4 小口:ｱﾙﾐｶｰﾙ加工        
下り天井        ｱﾙﾐｸﾘｯﾌﾟ共                      13   
ｱﾙﾐ樹脂複合ﾊﾟﾈﾙA 下地ｱﾝｸﾞﾙ別計上                 ｍ
      小計

建築工事  細目別内訳 43
事務所棟 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

<ｽﾃﾝﾚｽ>         

屋外ﾃﾞｯｷ        ｽﾃﾝﾚｽ 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 溝幅W150用    
排水溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 受枠:L-30×30×5､L-80×30×5共  2.3 
蓋              ｍ
屋外ﾃﾞｯｷ        ｽﾃﾝﾚｽ 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 溝幅W150用    
排水溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ｽﾃﾝﾚｽ受枠共                     6.4 
蓋              ｍ
配管取出口      SUS 厚1.5 W1460×H720           
配管貫通部      断熱材裏打ち共                  
塞ぎﾊﾟﾈﾙ        四周ｱﾝｸﾞﾙ:L-30×30×3           

ｱﾝｶｰ9 @600共                    
2   

か所
吊り環          環:φ100 SUS304 19φ            

SUS304 FB-65×12 L300           16   
かんざし筋 D13 L600             か所

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管      ｽﾃﾝﾚｽ 既製品 ﾂﾊﾞ付 50φ L270    
ｽﾃﾝﾚｽ製押え金物､防鳥格子付      6   

か所
      小計

<軽鉄下地>      

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0m未満     
下地張りなし@300 ｲﾝｻｰﾄ別途      30.1 
耐風圧仕様(5000Pa)              ㎡

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) 1.0m以上2.5m未満     
下地張りなし@300 ｲﾝｻｰﾄ別途      5.2 
耐風圧仕様(5000Pa)              ㎡

軽量鉄骨天井下地 別紙 00-0037
開口部補強      1   

式
天井ｲﾝｻｰﾄ       一般用                          

35.3 
㎡

      小計

計



建築工事　細目別内訳 44
事務所棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

<ｽﾁｰﾙ>          

風除室          CS-19×25@120                   
屋根            10.6 
ﾎﾞｰﾄﾞ下地       ㎡
受付ｶｳﾝﾀｰ       ｽﾁｰﾙ 縦[-125×65×6×8@600      
壁  鉄骨壁下地  横通し[-125×65×6×8 3本       13.7 

錆止め塗装共                    ㎡
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ       ｽﾁｰﾙ FB-6×90                   
下り壁天端      錆止め塗装共                    7.9 
見切縁          ｍ
天井            ｽﾁｰﾙ PL-1.6曲げ加工 70×30 ｺ型  
ﾙｰﾊﾞｰB受け金物  軒天ﾋﾞｽ止め@900 錆止め塗装共    227   

ｍ
ｴｺｼｬﾌﾄ          W2440×D1860 ｽﾁｰﾙ               
天井ﾙｰﾊﾞｰ取付   RC側[-100×50×5×7.5           
下地            2-M12 G.PL-6                    

RC下地無し側[-100×50×5×7.5   
2-M12 G.PL-6 L-75×75×6        
母屋L-50×50×5 4本             
他吊り材､止め材共               
錆止め塗装共                    1   

か所
階段            水平 H1200 ｽﾁｰﾙ                 
手摺C           支柱FB-9×44@900                

手摺子FB-9×32@100              
手摺子受FB-9×44                
木製笠木受FB-9×50              
足元見切PL-12×75               
腰手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄPL-9×20共          
錆止め塗装共                    1.6 
(階段)　                        ｍ

階段            斜め H1200 ｽﾁｰﾙ                 
手摺C           支柱FB-9×44@900                

手摺子FB-9×32@100              
手摺子受FB-9×44                
木製笠木受FB-9×50              
足元見切PL-12×75               
腰手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄPL-9×20共          
錆止め塗装共                    3   
(階段)　                        ｍ

2階吹抜け       水平 H1200 ｽﾁｰﾙ                 
手摺C           支柱FB-9×44@900                

手摺子FB-9×32@100              
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事務所棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

手摺子受FB-9×44                
木製笠木受FB-9×50              
足元見切PL-12×75               
腰手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄPL-9×20共          
錆止め塗装共                    9.4 
(階段)　                        ｍ

階段腰手摺      ｽﾁｰﾙ (RC壁設置)                 
手摺Dﾌﾞﾗｹｯﾄ     腰手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄPL-9×20 L80+H40    

手摺子受FB-4.5×25              
座金PL-1.6 30×30 皿ﾋﾞｽ2か所    
ｱﾝｶｰL-20×20×3､樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共  
錆止め塗装共                    
(階段)                          

6.3 
ｍ

階段腰手摺      ｽﾁｰﾙ (LGS壁設置)                
手摺Dﾌﾞﾗｹｯﾄ     腰手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄPL-9×20 L80+H40    

手摺子受FB-4.5×25              
座金PL-1.6 30×30 皿ﾋﾞｽ2か所    
溶融亜鉛ﾒｯｷ                     4.7 
(階段)                          ｍ

額縁            ｽﾁｰﾙPLｰ1.6加工                  
W173×H25                       53.7 
錆止め塗装共                    ｍ

額縁            ｽﾁｰﾙPLｰ1.6加工                  
W182×H25                       67.5 
錆止め塗装共                    ｍ

額縁            ｽﾁｰﾙPLｰ1.6加工                  
W195×H25                       45   
錆止め塗装共                    ｍ

額縁            ｽﾁｰﾙPLｰ1.6加工                  
W200×H25                       23.4 
錆止め塗装共                    ｍ

下額縁          ｽﾁｰﾙPLｰ1.6加工                  
W173×H125                      
補強材:S-PL厚9@900　            
錆止め塗装共                    

42.9 
ｍ

下額縁          ｽﾁｰﾙPLｰ1.6加工                  
W195×H125                      
補強材:S-PL厚9@900　            
錆止め塗装共                    

17   
ｍ
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事務所棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

縦額縁          ｽﾁｰﾙPLｰ1.6加工                  
L型 W182+270                    18   
錆止め塗装共                    ｍ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ    ｽﾁｰﾙPLｰ1.6加工                  
W75+100+25×H150 糸幅510        
通材:St-2.3 ｺ型 50×30/50       
馬蹄形ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St-2.3 巾50 P600   
吊ﾎﾞﾙﾄ:3/8W P600                
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾝｶﾞｰ:W3/8(5×35mm)       
錆止め塗装共                    

15.2 
ｍ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ    ｽﾁｰﾙPLｰ1.6加工                  
W105+100+25×H150 糸幅540       
通材:St-2.3 ｺ型 50×30/50       
馬蹄形ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St-2.3 巾50 P600   
吊ﾎﾞﾙﾄ:3/8W P600                
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾝｶﾞｰ:W3/8(5×35mm)       
錆止め塗装共                    

7   
ｍ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ    ｽﾁｰﾙPLｰ1.6加工                  
W185+100+25×H150 糸幅620       
通材:St-2.3 ｺ型 50×30/50       
馬蹄形ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St-2.3 巾50 P600   
吊ﾎﾞﾙﾄ:3/8W P600                
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾝｶﾞｰ:W3/8(5×35mm)       
錆止め塗装共                    

107   
ｍ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ    ｽﾁｰﾙPLｰ1.6加工                  
W200+100+25×H150 糸幅635       
通材:St-2.3 ｺ型 50×30/50       
馬蹄形ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St-2.3 巾50 P600   
吊ﾎﾞﾙﾄ:3/8W P600                
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾝｶﾞｰ:W3/8(5×35mm)       
錆止め塗装共                    

0.6 
ｍ

2階大会議室     ｽﾁｰﾙPLｰ1.6加工 L2500            
ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ      W50+200+25×H220 糸巾750        

取付下地:[-200×20×190 @450    
角座付ﾎﾞﾙﾄ:3分×25 @450         
吊金具:L40×40×3 L310 @450     
吊ﾎﾞﾙﾄ:3分 L550 @450            
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

錆止め塗装共                    
1   

か所
SLW2 天井裏補強 H960                            

吊材C-100×50×20×2.3@910      
受けﾈｺ:L-65×65×6 L300@910     
ｱﾝｶｰM12@910                     
振ﾚ止ﾒ:L30×30×3@1820          
受けﾈｺ:L-50×50×4 L120@1820    
錆止め塗装共                    

7.3 
ｍ

SLW2 天井裏補強 H960                            
吊材L-30×30×3 2本 @300        
受けﾈｺ:L-50×50×4 L300@300     
ｱﾝｶｰM12@300                     
振ﾚ止ﾒ:L30×30×3@600           
受けﾈｺ:L-50×50×4 L120@600     
錆止め塗装共                    

5.4 
ｍ

受付ｶｳﾝﾀｰ受金物 S-FB 厚12 D418.5 ﾘﾌﾞ@900        
取付金物:S-FB 厚12 M-12×4      9.7 
錆止め塗装共                    ｍ

SLW1 ﾚｰﾙ取付金物 H150                            
L-90×90×7 L100                
ｱﾝｶｰM16 @750(収納部@500)        
錆止め塗装共                    

6.3 
ｍ

R階ｴｺｼｬﾌﾄ       ｽﾁｰﾙPLｰ1.6加工 ｺ型 W50×H40     
結露水受        下地:L-20×20×3                4.9 

錆止め塗装共                    ｍ
自動ﾄﾞｱ 安全柵  L700×H750                      

S-FB-65×9 SUS押縁              
取付金物:S-PL-6 ｱﾝｶｰ4-6φ       
錆止め塗装共　                  

4   
か所

棚板取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ  S-FB 厚9.0 150×50              
錆止め塗装共                    4   

か所
1階工房作業室1  ｽﾁｰﾙ L2100                      
建具取合金物    壁小口:70+20×25                

塞ぎ:185×25                    
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事務所棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾁｰﾙPL-1.6加工 皿ﾋﾞｽ@600        
ｽﾁｰﾙPL-1.6 40×20曲げ加工       
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填共                   
錆止め塗装共                    

1   
か所

2階小会議室1    ｽﾁｰﾙ L1800                      
建具取合金物    壁小口:105+20×25               

塞ぎ:185×25                    
ｽﾁｰﾙPL-1.6加工 皿ﾋﾞｽ@600        
ｽﾁｰﾙPL-1.6 40×20曲げ加工       
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填共                   
錆止め塗装共                    

1   
か所

2階個室2        ｽﾁｰﾙ L1800                      
建具取合金物    壁小口:70+20×25                

塞ぎ:L型 185+300×25            
ｽﾁｰﾙPL-1.6加工 皿ﾋﾞｽ@600        
ｽﾁｰﾙPL-1.6 40×20曲げ加工       
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填共                   
錆止め塗装共                    

1   
か所

      小計

<ｱﾙﾐ>           

風除室          H264                            
屋根梁際立上り  ｱﾙﾐ 厚2.0 F-BE                  4.8 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         ｍ
風除室          H354×W390                      
梁下  ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ   ｱﾙﾐ 厚2.0 F-BE                  3.8 

ｍ
風除室　天井    ｱﾙﾐ 押出(ﾌﾗｯﾄ) 厚1.5 BA-2種 A2  
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ     10.8 

㎡
風除室　天井    
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用   13.2 
廻縁            ｍ
天井  ﾙｰﾊﾞｰA    ｱﾙﾐ 100×50 BA-2種 A2 ﾋﾞｽ止め   

569   
ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

風除室          ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ                     
ｵｰﾄﾄﾞｱ点検口    L1465×D400                     4   

取付下地共(ﾒｰｶｰ工事)            か所
      小計

<ｽﾃﾝﾚｽ>         

床  見切縁      ｽﾃﾝﾚｽ FB-6×18 HL 足付          
21.1 

ｍ
ﾎﾞｰﾄﾞ～ｺﾝｸﾘｰﾄ   ｽﾃﾝﾚｽ                           
取合い          5.6 
壁  見切縁      ｍ
ﾎﾞｰﾄﾞ～ｺﾝｸﾘｰﾄ   ｽﾃﾝﾚｽ                           
取合い          3.1 
壁出隅  見切縁  ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端      ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.5 150×30 HL          
化粧棚          1.2 

ｍ
打込みﾀﾗｯﾌﾟ     ｽﾃﾝﾚｽSUS304 φ22 W400           

研磨なし                        15   
か所

人通口握りﾀﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ HL φ20 W400              
22   

か所
      小計

<軽鉄下地>      

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         
39.2 

㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

845   
㎡

軽量鉄骨壁      別紙 00-0038
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨ふかし壁  65形 下地張りあり @450         
下地            22   

㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁  65形 下地張りあり @450         
下地            23   

㎡
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ        65形 下地張りあり @450         
下り壁          9.5 
軽量鉄骨壁下地  ㎡
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度        
下地            60.7 

ｍ
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ       19形(屋内) H110                 
軽量鉄骨下がり壁 7.9 
下地            ｍ
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     497   
㎡

軽量鉄骨段裏下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りなし@225 ｲﾝｻｰﾄ別途      6   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     10.2 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     1,031   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     29.1 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
金属成形板用 @360 鉄骨面溶接共  10.8 
ｲﾝｻｰﾄ別途                       ㎡

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ       19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下り壁下端      下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     4.7 
軽量鉄骨天井下地 ㎡
天井ｲﾝｻｰﾄ       一般用                          

1,574   
㎡

軽量鉄骨天井    別紙 00-0039
開口部補強      1   

式
防煙垂壁        
Mﾊﾞｰ下地        13.8 

ｍ
      小計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

<その他>        

床下点検口      ｽﾃﾝﾚｽ 600角 SUS枠ﾎﾞﾙﾄ式         
防水防臭ﾀｲﾌﾟ                    3   

か所
天井点検口      450角 額縁ﾀｲﾌﾟ                  

77   
か所

天井点検口      450角 目地ﾀｲﾌﾟ(ﾙｰﾊﾞｰ付)         
7   

か所
天井点検口      600角 目地ﾀｲﾌﾟ(ﾙｰﾊﾞｰ付)         

4   
か所

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ       L-50×50×4                     
取付金物        SUS304 PL-3×50@450 ﾎﾞﾙﾄ共      56.1 

吊ﾎﾞﾙﾄ9φ @900                  ｍ
      小計

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          849   

㎡
庇天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均 金ごて 直均し仕上げ             
し仕上げ        364   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ 幅100       
仕上げ          10.9 

ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 
仕上げ          898   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               
仕上げ          35.1 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      

7   
㎡

踊場  ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      
9.4 

㎡
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      

18.3 
㎡

階段            金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30 H30      
床小口 ﾓﾙﾀﾙ塗り 4.6 

ｍ
階段段床小口    金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30 H70      
ﾓﾙﾀﾙ塗り        10.8 

ｍ
側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均 金ごて 幅150                    
し仕上げ        8.7 

ｍ
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて 幅150                    

6.4 
ｍ

側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて 幅250                    
101   

ｍ
階段            金ごて W150×H30 糸幅210        
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り    3.8 

ｍ
階段            金ごて W150×H30 糸幅180        
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り    3.1 

ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

階段            金ごて W150×H30 糸幅180        
段型側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り 20.9 

ｍ
防水立上りｱｺﾞ   金ごて 幅130                    
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 9.5 
げ              ｍ
立上天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ 金ごて 幅180                    
面直均し仕上げ  149   

ｍ
壁天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて 幅220                    
直均し仕上げ    14.7 

ｍ
ｴｺｼｬﾌﾄ屋根      金ごて 直均し仕上げ             
天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均 9.5 
し仕上げ        ㎡
配管取出口屋根  金ごて 直均し仕上げ             
天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均 6   
し仕上げ        ㎡
基礎            金ごて 直均し仕上げ             
天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均 49.4 
し仕上げ        ㎡
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        453   

ｍ
      小計

<左官仕上材>    

複層塗材E       ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     
(吹付A)         ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    688   

下地調整費共                    ㎡
吹付C           ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        

下地調整費共                    336   
㎡

軒裏            ｺﾝｸﾘｰﾄ面  砂壁状 吹付け         
外装薄塗材E     下地調整費共                    355   

㎡
段裏            ｺﾝｸﾘｰﾄ面  砂壁状 吹付け         
外装薄塗材E     下地調整費共                    24.8 

㎡
      小計



建築工事　細目別内訳 54
事務所棟 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計
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事務所棟 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          372   

㎡
EVﾋﾟｯﾄ          金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  5.2 
仕上げ          ㎡
配管ﾋﾟｯﾄ        金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  314   
仕上げ          ㎡
配管ﾋﾟｯﾄ釜場    金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  1.5 
仕上げ          ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 厚張物下地               
仕上げ          266   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               
仕上げ          782   

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて 一般ﾀｲﾙ下地    厚37      

166   
㎡

踊場  ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      
5.2 

㎡
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      

16.5 
㎡

梁天端  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて 直均し仕上げ             
直均し仕上げ    5.2 

㎡
機械基礎        金ごて 直均し仕上げ             
天端  ｺﾝｸﾘｰﾄ面直 1.6 
均し仕上げ      ㎡
建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        48.2 

ｍ
      小計

計



建築工事　細目別内訳 56
事務所棟 建具 アルミニウム製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記なき限り下記とする。        
表面処理:BA-2 標準              
性能等級:B種                    
耐風圧性:S-5 気密性:A-3         
水密性:W-4                      
その他付属金物一式              
その他仕様は特記仕様者･建具表に 
よる。                          

(外部)          

AW1             W4990×H2966                    
引き分け自動ﾄﾞｱ 上部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ厚2.0共              
+FIX窓          自動開閉装置 引分け 光線ｾﾝｻｰ    

可動部寸法W1755×H2666 1か所共  
1   

か所
AW3             W7360+12245×H3600              
縦すべり出し連続 網戸(ﾌﾟﾘｰﾂﾀｲﾌﾟ)                 1   
窓+FIX窓        ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ厚2.0共                  か所
AW4             W2450×H2100                    
片引き窓        網戸(ﾌﾟﾘｰﾂﾀｲﾌﾟ)                 1   

か所
AW5             W5010×H2100                    
片引き連続窓    網戸(ﾌﾟﾘｰﾂﾀｲﾌﾟ)                 1   

か所
AW6             W11480×H3725                   
縦すべり出し連続 網戸(ﾌﾟﾘｰﾂﾀｲﾌﾟ)                 1   
窓+両開窓+FIX窓 か所
AW7             W14000×H2100                   
片引き連続窓+   網戸(ﾌﾟﾘｰﾂﾀｲﾌﾟ)                 1   
FIX窓           か所
AW8             W11480×H3310                   
FIX連続窓       1   

か所
AW9             W5060×H3310                    
縦すべり出し連続 網戸(ﾌﾟﾘｰﾂﾀｲﾌﾟ)                 1   
窓+FIX窓        か所
AW10            W600×H2575                     
FIX窓           1   

か所
AW11            W2330×H2700                    
両開き扉+FIX窓  1   

か所
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事務所棟 建具 アルミニウム製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AW12            W4860×H2575                    
FIX連続窓       1   

か所
AW13            W11260×H3310                   
縦すべり出し連続 網戸(ﾌﾟﾘｰﾂﾀｲﾌﾟ)                 1   
窓+FIX窓        か所
AW14            W8850×H1800                    
片引き連続窓+   網戸(ﾌﾟﾘｰﾂﾀｲﾌﾟ)                 1   
FIX窓           か所
AW15            W2450×H1800                    
片引き窓        網戸(ﾌﾟﾘｰﾂﾀｲﾌﾟ)                 1   

か所
AW16            W17795×H1800                   
片引き連続窓+   網戸(ﾌﾟﾘｰﾂﾀｲﾌﾟ)                 2   
FIX窓           か所
AW17            W600×H1500                     
縦すべり出し窓  網戸(ﾌﾟﾘｰﾂﾀｲﾌﾟ)                 9   

か所
AW18            W2460×H880                     
突き出し連続窓  網戸(固定)                      2   

電動OP(埋込型)                  か所
AG              W1200×D200                     
軒天ｶﾞﾗﾘ        AL-FB-3×30 @15開口率80%        1   

SUS防虫網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ共       か所
AG              W1000×D200                     
軒天ｶﾞﾗﾘ        AL-FB-3×30 @15開口率80%        2   

SUS防虫網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ共       か所
      小計

(内部)          

AW2             W2800+3890+2320×H2966          
引き分け自動ﾄﾞｱ+ 上部ｱﾙﾐ型材(ﾘﾌﾞ付)共            
FIX窓           上部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ厚2.0共              

自動開閉装置 引分け 光線ｾﾝｻｰ    
可動部寸法 W1755×H2666 1か所共 1   

か所
      小計

計
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事務所棟 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記なき限り下記とする。        
その他付属金物一式              
その他仕様は特記仕様者･建具表に 
よる。ﾏｽﾀｰｷｰ:作成する           
(2ｸﾞﾙｰﾌﾟ､各ｸﾞﾙｰﾌﾟ2個)           
鍵の製作本数:3本1組             

(外部)          

SD1             W1250×H2100                    
親子開き扉      SAT GW充填(枠共)                1   

電気錠                          か所
SD2             W1800×H2100                    
両開き扉        SAT GW充填(枠共)                1   

か所
SD3             W1800×H2100                    
両開き扉        SAT GW充填(枠共)                2   

か所
SD4             W850×H2100                     
片開き扉        SAT GW充填(枠共)                1   

ﾎﾃﾙ錠                           か所
SD7             W800×H1000 4方枠:S-FB 12×50   
片開き扉        格子:S-FB 9×32 @100            2   

支柱:□-100×100×2.3           か所
SD9             W600×H600                      
片開き扉        特定防火設備 SAT                1   

GW充填(枠共)                    か所
      小計

(内部)          

SD5             W750×H2100                     
片開き片面ﾌﾗｯｼｭ 4   
扉              か所
SD10            W1250×H2100                    
親子開き扉      特定防火設備                    1   

耐熱強化ｶﾞﾗｽt5共                か所
SD6             W1800×H2100                    
両開き扉        遮音性T-3                       2   

枠･扉3方:ST-FB-9共              か所
SD8             W400×H600                      
片開き片面ﾌﾗｯｼｭ 3   
扉              か所
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事務所棟 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SW1             W1275+6640+1275×H2100          
引違い連続窓+FIX 1   
窓              か所
SF1             W850×H2100                     
三方枠          4   

か所
SF2             W850×H2100                     
三方枠          2   

か所
SF3             H=2100                          
一方枠          10   

か所
      小計

計
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事務所棟 建具 鋼製軽量建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記なき限り下記とする。        
その他付属金物一式              
その他仕様は特記仕様者･建具表に 
よる。ﾏｽﾀｰｷｰ:作成する           
(2ｸﾞﾙｰﾌﾟ､各ｸﾞﾙｰﾌﾟ2個)           
鍵の製作本数:3本1組             

(内部)          

LD1             W1250×H2100                    
親子開き扉      3   

か所
LD2             W850×H2100                     
片開き扉        2   

か所
LD3             W850×H2100                     
片開き扉        1   

か所
LD4             W800×H2100                     
片開き扉        ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄH=10                    1   

か所
LD5             W900×H2100                     
片引きﾊﾝｶﾞｰ扉   2   

か所
LD5             W800×H2100                     
片引きﾊﾝｶﾞｰ扉   (授乳室)                        1   

か所
LD6             W1800×H2100                    
両開き扉        ﾎﾃﾙ錠                           3   

か所
LD7             W1800×H2100                    
両開き扉        1   

か所
LD8             W1250×H2100                    
親子開き扉      1   

か所
LD9             W1250×H2100                    
親子開き扉      電池錠                          1   

か所
LD10            W850×H2100                     
片開き扉        1   

か所
LD11            W750×H2100                     
片開き扉        ﾎﾃﾙ錠                           1   

か所
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事務所棟 建具 鋼製軽量建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LD12            W1250×H2100                    
親子開き扉      ﾎﾃﾙ錠                           1   

か所
LD13            W900×H2100                     
片開き扉        1   

か所
LD14            W1250×H2100                    
親子開き扉      3   

か所
LD15            W1800×H2100                    
両開き扉        枠･扉3方:ST-FB-9共              2   

か所
LD16            W850×H2100                     
片開き扉        電池錠                          1   

か所
計



建築工事　細目別内訳 62
事務所棟 建具 パーティション

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記なき限り下記とする。        
その他付属金物一式              
その他仕様は特記仕様者･建具表に 
よる。                          

(内部)          

SPT1-南         W5550×H2700 遮音ﾀｲﾌﾟ           
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ    亜鉛めっき鋼板 焼付塗装         1   

GW充填 32Kg/m3 厚25             か所
SPT1-北         W7550×H2700 遮音ﾀｲﾌﾟ           
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ    亜鉛めっき鋼板 焼付塗装         1   

GW充填 32Kg/m3 厚25             か所
SPT2            延W18709(5750+6359+6600)×H2700 
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ    遮音ﾀｲﾌﾟ                        

亜鉛めっき鋼板 焼付塗装         
GW充填 32Kg/m3 厚25             
ｶﾞﾗｽ･ﾌｨﾙﾑ別計上                 1   

か所
計

建築工事  細目別内訳 63
事務所棟 建具 スライディングウォール

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特記なき限り下記とする。        
その他付属金物一式              
その他仕様は特記仕様者･建具表に 
よる。                          

(内部)          

SLW1            W6290×H2935 遮音ﾀｲﾌﾟ           
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ   GW充填 32kg/m3 厚50             1   

塗装下用ｸﾛｽ別計上               か所
SLW2            W7300×H2635 遮音ﾀｲﾌﾟ           
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ   亜鉛めっき鋼板 焼付塗装         1   

GW充填 32kg/m3 厚50             か所
計



建築工事　細目別内訳 64
事務所棟 建具 ガラス

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ6  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           38.3 

㎡
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ8  特寸 2.18㎡以下          

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           2   
㎡

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ8  特寸 4.45㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           17.4 

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        FL6(Low-E)+A6+FL5               

特寸 2.0㎡以下                  44.2 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           ㎡

複層ｶﾞﾗｽ        FL6(Low-E)+A6+FL5               
特寸 4.0㎡以下                  113   
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           ㎡

複層ｶﾞﾗｽ        FL6(Low-E)+A6+FL8               
特寸 2.0㎡以下                  3.5 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           ㎡

複層ｶﾞﾗｽ        FL6(Low-E)+A6+FL8               
特寸 4.0㎡以下                  43.2 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           ㎡

複層ｶﾞﾗｽ        FL8(Low-E)+A6+FL8               
特寸 4.0㎡以下                  103   
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           ㎡

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 10㎜ 特寸 4.0㎡以下        
ﾋｰﾄｿｰｸ処理                      13.7 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           ㎡

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下         
W80×H1780　ﾋｰﾄｿｰｸ処理          1   
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           枚

飛散防止ﾌｨﾙﾑ    
13.7 

㎡
乳白ﾌｨﾙﾑ        

3.7 
㎡

遮熱ﾌｨﾙﾑ        
57.7 

㎡
      小計
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事務所棟 建具 ガラス

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下         
ﾋｰﾄｿｰｸ処理                      2.6 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           ㎡

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 10㎜ 特寸 4.0㎡以下        
ﾋｰﾄｿｰｸ処理                      30.9 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           ㎡

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 10㎜ 特寸 6.0㎡以下        
ﾋｰﾄｿｰｸ処理                      8.3 
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           ㎡

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下         
W80×H1780　ﾋｰﾄｿｰｸ処理          19   
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           枚

PT用ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ    厚さ 10㎜ 特寸 2.18㎡以下       
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           2.2 

㎡
突合せｼｰﾘﾝｸﾞ    I型 厚10                        

5.3 
ｍ

飛散防止ﾌｨﾙﾑ    
44   

㎡
乳白ﾌｨﾙﾑ        

2.8 
㎡

      小計

(その他内部)    

安全柵          厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し   
網入磨き板ｶﾞﾗｽ  L700×H690                      4   

清掃共                          枚
      小計

計



建築工事　細目別内訳 66
事務所棟 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＤＰ塗り        亜鉛めっき鋼 1級                
錆止工程A種 塗料A種             28.2 

㎡
ＤＰ塗り        ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ面 1級               

錆止工程A種 塗料A種             1.7 
㎡

ＤＰ塗り        押出成形板面 A種                
素地ごしらえA種                 81.2 

㎡
ＤＰ塗り        鋼製建具面   1級                

錆止工程A種 塗料A種             47   
㎡

ＤＰ塗り        鋼製建具面   1級                
素地ごしらえ及び下塗り別途      47   

㎡
ＥＰ塗り        けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  

素地B種                         35.3 
㎡

計
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事務所棟 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＰ塗り        ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(床面)  
素地B種                         2.6 

㎡
ＥＰ塗り        ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  

素地B種                         244   
㎡

ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面(目透し)  工程B種(一般)  
素地B種                         1,357   

㎡
ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  

素地A種                         52.1 
㎡

ＥＰ塗り        けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  
素地B種                         72.7 

㎡
ＥＰ塗り        塗装下地用ｸﾛｽ面  工程B種(一般)  

素地B種                         37   
㎡

ＥＰ塗り        ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(見上)  
素地B種                         13.8 

㎡
ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  

素地B種                         24.2 
㎡

階段            ﾎﾞｰﾀﾞｰH120×45 糸幅165          
ＥＰ塗り        ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  5.4 

素地B種                         ｍ
ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  
(糸幅300㎜以下) 素地B種                         39.5 

ｍ
ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  
(糸幅300㎜以下) 素地B種                         106   

ｍ
ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 　　　工程B種(ﾎﾞｰﾄﾞ目地)
(糸幅300㎜以下) 素地B種                         2,363   

ｍ
ＵＣ塗り        木部             工程B種        
(２－ＵＣ)      素地B種                         54.2 

(ﾘﾌﾞﾊﾟﾈﾙ面)                     ㎡
ＵＣ塗り        木部             工程B種        
(２－ＵＣ)      素地B種                         271   
(糸幅300㎜以下) ｍ
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  

錆止工程A塗料A                  115   
㎡
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事務所棟 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     -       塗料1種  
錆止別途                        221   

㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種          
(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共                   772   

ｍ
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  

錆止工程A塗料A                  14   
手摺C1.25m2/m                   ｍ

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
錆止工程A塗料A                  11   
手摺Dﾌﾞﾗｹｯﾄ部0.04m2/m           ｍ

計
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事務所棟 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

階段            厚さ2.0 一般床 熱溶接工法       
踊り場 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ柄 ﾓﾙﾀﾙ面                  9.4 

㎡
階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   厚さ2.0 段床 熱溶接工法         
(VS-D)          ﾏｰﾌﾞﾙ柄 ﾓﾙﾀﾙ面                  18.3 

㎡
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ    厚さ2.0 一般床 熱溶接工法       
(VS-E)          ﾏｰﾌﾞﾙ柄 ｺﾝｸﾘｰﾄ面                35.1 

㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     突付け                          35.3 

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

10.6 
ｍ

壁 断熱材D      現場発泡工法 厚30               
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ A種IH              2   

㎡
ｽﾗﾌﾞ裏 断熱材D  現場発泡工法 厚30               

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ A種IH              5.2 
㎡

ｶﾞﾗﾘ廻り 断熱材D 現場発泡工法 厚30               
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ A種IH              7.7 

㎡
計
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事務所棟 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床  ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ   厚さ5.0 一般床                  
(VT-A)          ﾏｰﾌﾞﾙ柄 ｺﾝｸﾘｰﾄ面                69   

㎡
踊場  ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 厚さ5.0 一般床                  
(VT-A)          ﾏｰﾌﾞﾙ柄 ﾓﾙﾀﾙ面                  5.2 

㎡
階段  ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 厚さ5.0 一般床                  
(VT-A)          ﾏｰﾌﾞﾙ柄 ﾓﾙﾀﾙ面                  16.5 

㎡
床  ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ   厚さ4.0 一般床                  
(VT-B)          木目柄 ｺﾝｸﾘｰﾄ面                 260   

㎡
床  ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   厚さ2.0 一般床 熱溶接工法       
(VS-A)          ﾏｰﾌﾞﾙ柄 ｺﾝｸﾘｰﾄ面                263   

㎡
床  ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   厚さ2.0 一般床 熱溶接工法       
(VS-A)          ﾏｰﾌﾞﾙ柄 OA面                    8.3 

㎡
床  ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   厚さ2.0 一般床 熱溶接工法       
(VS-B)          ﾏｰﾌﾞﾙ柄 ｺﾝｸﾘｰﾄ面                134   

㎡
床  ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   厚さ2.0 多湿部 熱溶接工法       
(VS-C)          ﾏｰﾌﾞﾙ柄 ｺﾝｸﾘｰﾄ面                55.5 

㎡
床  ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ   厚さ6.5 500角 ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ          
(TC-A)          ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面                   160   

㎡
床  ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ   厚さ6.5 500角 ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ          
(TC-B)          OA面                            347   

㎡
床  ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ   厚さ6.5 500角 ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ          
(TC-B)          ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        77.7 

㎡
2階女子更衣室   厚15                            
床  ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ     ｵｽﾓ:76190ｵｰｸﾅﾁｭﾗﾙ15mmｸﾘｱ同等品  6.4 

㎡
床  防塵塗装    水性型ｱｸﾘﾙ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面           

16.3 
㎡

床  防塵塗装    水性型ｱｸﾘﾙ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面           
(二重床下)      356   

㎡
畳敷き          標仕B種  畳表C1 柄へり  Ht      

畳床WR-2              半畳      13   
施工規模30枚以下程度            枚
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事務所棟 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

巾木  ﾋﾞﾆﾙ巾木  H60 軟質 厚さ1.5                
701   

ｍ
巾木  ﾋﾞﾆﾙ巾木  H100 軟質 厚さ1.5               

18.5 
ｍ

SLW             ﾎﾞｰﾄﾞ面                         
塗装下地用ｸﾛｽ   素地A種                         37   

㎡
壁　壁紙        準不燃 ｹｲｶﾙ面 目透し            

素地B種                         81   
㎡

壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      6.5 
張り(GB-R)      下張GB-R      厚 9.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      
張り(GB-R)      (薄型LGS)                       

下地GB-R 厚 9.5共               
2.4 

㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      1,405   
張り(GB-R)      下地GB-NC     厚 9.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      
張り(GB-R)      (薄型LGS)                       

下地GB-NC     厚 9.5共          
556   

㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      13.7 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      21.5 
張り(GB-R)      (薄型LGS)                       ㎡
SPT-1･2天井裏   厚12.5   不燃                   
壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付          112   
張り(GB-R)      ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      238   
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5 不燃                     
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      67.4 
張り(GB-S)      (薄型LGS)                       ㎡
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事務所棟 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      39.9 

下張GB-R      厚 12.5共         ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      

(薄型LGS)                       
下張GB-R      厚 12.5共         

43.1 
㎡

壁  化粧けい酸  厚 6.0 不燃                     
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      312   

㎡
壁  化粧板A     厚 3.0 不燃                     

鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      14.5 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          厚12.5   不燃                   
壁  ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      22.5 
こうﾎﾞｰﾄﾞ張り   -             -                 ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          厚 6.0 不燃                     
壁  化粧けい酸  鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      23   
ｶﾙｼｳﾑ板張り     ㎡
受付ｶｳﾝﾀｰ       厚23 ﾀﾓ ﾎﾞｰﾄﾞ面                 
腰壁  ﾘﾌﾞ付ﾊﾟﾈﾙ 12.7 

㎡
下り壁 せっこう H300                            
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 厚12.5   不燃                   39.5 

下地GB-NC     厚 9.5共          ｍ
下り壁 ｶﾗｰﾛｯｸｳｰﾙ H110                            
化粧吸音板(DR)  ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12    不燃         21.2 

下張GB-NC     厚 9.5共          ｍ
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ       H110 準不燃 ｹｲｶﾙ面 目透し       
下がり壁　壁紙  素地B種                         7.9 

ｍ
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ       準不燃 ｹｲｶﾙ面 目透し            
下がり壁　壁紙  素地B種                         9.5 

㎡
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ       準不燃 ｹｲｶﾙ面 目透し            
下がり壁下端    素地B種                         4.7 
壁紙            ㎡
下り壁 せっこう 厚12.5   不燃   目透かし        
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 下地GB-R      厚 9.5共          2.7 

㎡
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ       H110 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6      
下り壁 けい酸   目透かし                        7.9 
ｶﾙｼｳﾑ板張り     下地GB-NC     厚 9.5共          ｍ
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事務所棟 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ       ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
下り壁 けい酸   目透かし                        9.5 
ｶﾙｼｳﾑ板張り     下地GB-NC     厚 9.5共          ㎡
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ       ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
下り壁下端けい酸 目透かし                        4.7 
ｶﾙｼｳﾑ板張り     下地GB-NC     厚 9.5共          ㎡
軽量鉄骨薄壁下地 薄型LGSｽﾀｯﾄﾞ@303                

面調整用ｻﾎﾟｰﾄ@750共             690   
㎡

天井            厚12.5   不燃   突付け          
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   下張GB-NC     厚 9.5共          24.2 
張り(GB-R)      ㎡
天井　不燃積層  厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け        416   
張り(GB-NC)     ㎡
天井　不燃積層  厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧無し          突付け        91.5 
張り(GB-NC)     ㎡
段裏  不燃積層  厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧無し          突付け        6   
張り(GB-NC)     ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-NC     厚 9.5共          865   
(DR)            ㎡
天井　ｶﾗｰﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-NC     厚 9.5共          171   
(DR)            ㎡
2階大会議室     ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12    不燃         
天井  ﾛｯｸｳｰﾙ    下張GB-F 厚21共 ﾎﾞｰﾄﾞ面         91.5 
化粧吸音板(DR)  ㎡
屋根　不燃積層  厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧無し          下地張り      10.6 
張り(GB-NC)     ㎡
屋根            厚 6.0 不燃                     
化粧けい酸      鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      10.6 
ｶﾙｼｳﾑ板張り     ㎡
機械基礎        水性型ｱｸﾘﾙ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面           
防塵塗装        3.7 

㎡
化粧鏡取付下地  ｹｲｶﾙ板 厚6.0                    

W300×H800                      10   
か所

ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ       ｹｲｶﾙ板 厚6                      
72.7 

㎡
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事務所棟 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｲﾉｯｸﾌｨﾙﾑ      鋼建面                          
1.2 

㎡
ﾀﾞｲﾉｯｸﾌｨﾙﾑ      鋼製枠面                        

5.1 
ｍ

ﾀﾞｲﾉｯｸﾌｨﾙﾑ      鋼建面                          
15.1 

㎡
ﾀﾞｲﾉｯｸﾌｨﾙﾑ      鋼製枠面                        

24   
ｍ

壁              ｺｰﾅｰ保護金物の上目地用ﾊﾟﾃ塗り   
ﾎﾞｰﾄﾞ出隅処理   158   

ｍ
壁              化粧ｹｲｶﾙ板部                    
ﾎﾞｰﾄﾞ出隅処理   45   

ｍ
壁              化粧ｼｰﾄ部                       
ﾎﾞｰﾄﾞ出隅処理   111   

ｍ
壁  ﾎﾞｰﾄﾞ異種   
取合見切縁      5.2 

ｍ
下り壁見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

39.5 
ｍ

下り壁見切縁    ｱﾙﾐ 10×30 ﾌﾞﾗｯｸ                
21.2 

ｍ
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ       ｱﾙﾐ L型 電解着色                
下り壁天端      18   
見切縁          ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

926   
ｍ

2階会議室       塩ﾋﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ厚33                  
天井ｽﾘｯﾄ部      142   
見切縁          ｍ
      小計

<吸音材>        
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事務所棟 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

間仕切壁        厚65 24kg/m3                    
ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填     118   

㎡
SLW上部間仕切壁 厚100 24kg/m3                   
ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填     <A036図D-611>                   0.9 

㎡
      小計

<断熱材>        

壁　断熱材A     吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚30 A種IH     
661   

㎡
段裏　断熱材A   吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚30 A種IH     

13.2 
㎡

天井  断熱材B   押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材3種b     
厚50 打込                       288   

㎡
天井　断熱材D   吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚30 A種IH     

63.4 
㎡

      小計

<耐火間仕切>    

耐火間仕切      1時間耐火認定品t109             
ｽﾀｯﾄﾞ65形                       
GB-R-Ht9.5+GB-Ft12.5両面貼り    
<A016図>                        
ﾊｲﾊﾟｰｳｫｰﾙZ-T同等品              45.2 

㎡
耐火間仕切      別紙 00-0040
軽量鉄骨壁      1   
開口部補強      式
耐火間仕切      片面延べ長さ                    
四周処理        62.6 

ｍ
      小計



建築工事　細目別内訳 76
事務所棟 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

建築工事  細目別内訳 77
事務所棟 ユニット及びその他 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ECP竪ﾙｰﾊﾞｰ足元  SUS304 10φ                     
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ     <A033図D-306>                   17   

か所
定礎            御影石 450×600×30 文字掘込共  

定礎箱:銅板製 400×300×60      1   
か所

床 白線引き     ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ W50                 
31.3 

ｍ
階段滑り止め    SUS304 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂入り W35     

接着工法                        43   
ｍ

点字鋲          注意喚起 300×300 ｽﾃﾝﾚｽ         
表面樹脂埋込(黄色)              10   

か所
      小計

<ｻｲﾝ>           

OS-1            H=1300                          
外壁施設ﾛｺﾞﾏｰｸ  本体/SUS箱文字加工(D=120)       1   
ｻｲﾝ (箱文字)    焼付塗装仕上げ                  か所
S-01            H=125                           
施設名称ｻｲﾝ     表示:SUS5.0t 切文字加工 焼付塗装 1   
(切文字)        か所
      小計

計



建築工事　細目別内訳 78
事務所棟 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

<二重床>        

床  OAﾌﾛｱ       床高さH50 耐震1.0G              
荷重500kgf/50Φ                 356   

㎡
床              床高さH50 耐震1.0G              
OAﾌﾛｱ壁際ﾊﾟﾈﾙ   140   

ｍ
      小計

<住設>          

1階研修ｺｰﾅｰ2    W2100×D620×H800               
ｷｯﾁﾝ            天板:ｽﾃﾝﾚｽSUS304 厚1.0          1   

腰ﾊﾟﾈﾙ:樹脂ｺｰﾄ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ  か所
1､2階給湯室     W1193×D500×H1900              
ﾐﾆｷｯﾁﾝ          天板:ｽﾃﾝﾚｽSUS430                2   

両面ｺｰﾄ紙貼化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚15 か所
1階男性休憩室   W1193×D500×H1900              
ﾐﾆｷｯﾁﾝ          天板:ｽﾃﾝﾚｽSUS430                1   

両面ｺｰﾄ紙貼化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚15 か所
女性便所        L2444×D450×H800/930           
洗面ｶｳﾝﾀｰ       ｶｳﾝﾀｰ:人工大理石厚15 洗面3か所  

下地耐水合板 厚18               
ﾌﾞﾗｹｯﾄ@800内外共                
ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ扉               2   
巾木:ｽﾃﾝﾚｽ厚1.5加工HL H60       か所

男性便所        L1609×D450×H800/930           
洗面ｶｳﾝﾀｰ       ｶｳﾝﾀｰ:人工大理石厚15 洗面2か所  

下地耐水合板 厚18               
ﾌﾞﾗｹｯﾄ@800内外共                
ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ扉               2   
巾木:ｽﾃﾝﾚｽ厚1.5加工HL H60       か所

      小計

<ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ>       

女性便所        ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 厚40           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L1654×H2500(扉H2000)           

扉W550 1か所                    

建築工事  細目別内訳 79
事務所棟 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

前面ﾊﾟﾈﾙ W1654                  
戸当り帽子掛け付                2   
非常解錠装置付                  か所

女性便所        ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 厚40           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         延L3303×H2500(扉H2000)         

扉W550 2か所                    
前面ﾊﾟﾈﾙ W1654                  
隔ﾊﾟﾈﾙ W1649 1枚                
戸当り帽子掛け付                
非常解錠装置付                  

2   
か所

男性便所        ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 厚40           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         延L5134×H2500(扉H2000)         

扉W500 1か所､W550 2か所         
前面ﾊﾟﾈﾙ W3374                  
隔ﾊﾟﾈﾙ W880 2枚                 
戸当り帽子掛け付                
非常解錠装置付                  

2   
か所

男性便所        ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板 厚40           
隔て板          W800×H2500                     2   

か所
      小計

<掲示板>        

2階ﾎｰﾙ          W1800×H900                     
屋内掲示板      ｱﾙﾐﾆｳﾑ製品(B-2) ｱｸﾘﾙ焼付塗装    1   

か所
      小計

<ｻｲﾝ>           

S-02            H=400                           
大会議室ﾛｺﾞｻｲﾝ  SUS PL-3.0t ﾚｰｻﾞｰ切文字加工     1   

焼付塗装仕上げ                  か所
S-03            W900×H1800                     
総合案内ｻｲﾝ     板面:透明ｱｸﾘﾙ板3.0t             

裏面ｸﾞﾗﾌｨｯｸｼｰﾄ貼り(木目)        
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事務所棟 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り          
ﾏｯﾌﾟ:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ出力貼り(姿切)  
UV点字加工                      
台板:ｱﾙﾐ複合板3.0t              

1   
か所

S-04            W900×H1800                     
ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ      板面:透明ｱｸﾘﾙ板3.0t             

裏面ｸﾞﾗﾌｨｯｸｼｰﾄ貼り(木目)        
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り          
ﾏｯﾌﾟ:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ出力貼り(姿切)  2   
台板:ｱﾙﾐ複合板3.0t              か所

S-05            H=375                           
室名ｻｲﾝ(切文字) 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り(ｶﾞﾗｽ貼り) 1   

か所
S-06            W250×H150                      
室名ｻｲﾝ(突出)   表示板:透明ｱｸﾘﾙ3.0t             

表示:裏面･ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼り   
表面･塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り          
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ST3.2t加工 焼付塗装      8   

か所
S-07            W250×H150                      
室名ｻｲﾝ(平付)   表示板:透明ｱｸﾘﾙ3.0t             

表示:裏面･ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼り   
表面･塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り          
台板:ｱﾙﾐ複合板3.0t              10   

か所
S-08            W250×H150                      
室名ｻｲﾝ(在空)   表示板:透明ｱｸﾘﾙ板3.0t+3.0t+3.0t 

側板:白ｱｸﾘﾙ板3.0t               
表示:裏面･ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ出力貼り   
表面･塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り          
ﾂﾏﾐ:透明ｱｸﾘﾙ板5.0t              
ﾍﾞｰｽ:ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板1.6t              
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ共                   4   

か所
S-09            H=30                            
室名ｻｲﾝ         表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り          18   
(ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ)      か所
S-10            W200×H90                       
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出)   透明ｱｸﾘﾙ板3.0t                  

ﾚｰｻﾞｰ加工                       
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ出力貼り             
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ST PL-1.2t加工           2   
焼付塗装仕上げ                  か所

建築工事  細目別内訳 81
事務所棟 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

S-11            H=150                           
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(壁付)   表示:ｱｸﾘﾙ板5.0t                 

ﾚｰｻﾞｰ切文字加工                 
塗装仕上げ                      

10   
か所

S-12            W250×H250                      
ﾄｲﾚ触知ｻｲﾝ      表示板:透明ｱｸﾘﾙ板3.0t           

表示:裏面･ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ出力裏貼り 
表面:UV点字加工                 
台板:ｱﾙﾐ複合板3.0t              2   

か所
S-13            W130×H150                      
手摺点字ｻｲﾝ     ﾍﾞｰｽ:透明圧着ｼｰﾄ                

表示:ｼﾙｸ印刷(指定色)            
UV点字加工                      

12   
か所

S-14            25φ @150                       
衝突防止ｻｲﾝ     表示板:SUS PL1.5t HL仕上げ      53.5 

表示:ｴｯﾁﾝｸﾞ加工色入れ           ｍ
      小計

<その他>        

段鼻            ｽﾃﾝﾚｽ既製品                     
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物     39.2 
(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ1)      ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端      人工大理石 150×30              
化粧棚          L-1.6×25P L300 @450 飼木共     5.2 

<A037図 D-703>                  ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端      人工大理石 200×30              
化粧棚          L-1.6×25P L300 @450 飼木共     9.7 

<A037図 D-703>                  ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端      人工大理石 250×30              
化粧棚          L-1.6×25P L300 @450 飼木共     3.5 

<A037図 D-703>                  ｍ
消火器収納ﾎﾞｯｸｽ 埋込型                          

4   
か所

防煙垂壁        L2400×H500 不燃ｼｰﾄ 厚0.18      
枠:ｱﾙﾐ押出型材 F-BE             1   

か所
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事務所棟 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防煙垂壁        L5700×H500 不燃ｼｰﾄ 厚0.18      
枠:ｱﾙﾐ押出型材 F-BE             2   

か所
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ       ｱﾙﾐ押出しﾚｰﾙ                    

可動式ﾌｯｸ 1か所/m               
ﾚｰﾙ安全荷重 30kg/m              
ﾊﾝｶﾞｰﾜｲﾔｰH1000 1か所/m          

56.1 
ｍ

点字鋲          注意喚起 300×300 ｽﾃﾝﾚｽ         
表面樹脂埋込(黄色)              22   

か所
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ収納   W650×D600×H330                

天井ｶﾊﾞｰ､吊材4か所､取付金物共   1   
か所

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ       ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 厚12               
天井ｶﾊﾞｰ        W630×D580                      1   
化粧板          か所
女性便所        厚5.0 W300×H800 防錆防露仕様   
化粧鏡          SUS鏡押え厚2.0(四周)鏡面仕上    6   

か所
男性便所        厚5.0 W300×H800 防錆防露仕様   
化粧鏡          SUS鏡押え厚2.0(四周)鏡面仕上    4   

か所
小便器手摺      

2   
か所

SK 棚板         ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.5 HL                  
L589×D300                      2   

か所
雑巾がけ        既製品                          

2   
か所

ﾓｯﾌﾟ掛け        既製品                          
4   

か所
鍵箱            釣下式 30組用                   

3   
か所

EV天井ﾌｯｸ       材料ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ支給                 
設置手間        補強筋:4-D16 L1000              1   

か所
      小計

建築工事  細目別内訳 83
事務所棟 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

<昇降機>        

No.1 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ    乗用 車いす仕様                 別紙 00-0041
積載量 750kg(11人)              
速度 60m/min                    
停止階 1､2階                    

1   
式

      小計

計



建築工事　細目別内訳 84
事務所棟 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   1,294   
 6.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  DID区間あり        335   
 19.5㎞以下　産廃土(地盤改良)   ｍ3

計

建築工事  細目別内訳 85
事務所棟 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土      山城北管内                      
　処分地費用    指定地処分                      1,294   

ｍ3
建設発生土      産廃土(地盤改良)                
　処分地費用    場外搬出指定地処分              369   

ｔ
計
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渡り廊下 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            別紙 00-0042
1   

式
墨出し          別紙 00-0043

1   
式

養生            別紙 00-0044
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0045

1   
式

外部足場        別紙 00-0046
1   

式
地足場          別紙 00-0047

1   
式

内部躯体足場    別紙 00-0048
1   

式
災害防止        別紙 00-0049

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0050
1   

式
計

建築工事  細目別内訳 87
渡り廊下 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          つぼ,布掘り                     
深さ2.5m程度                    226   

ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     

46.5 
㎡

埋戻し(B種)     -          発生土               
132   

ｍ3
土工機械運搬    別紙 00-0051

1   
式

山留            別紙 00-0052
1   

式
計



建築工事　細目別内訳 88
渡り廊下 地業 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業  別紙 00-0053
1   

式
ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ地業 別紙 00-0054

1   
式

基礎下 地盤改良 柱状改良 1100φ                 
GL-5600 27本                    1   

式
計

建築工事  細目別内訳 89
渡り廊下 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D10            
異形棒鋼        1.42

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D13            
異形棒鋼        2.63

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D16            
異形棒鋼        1.41

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD345  D19            
異形棒鋼        0.53

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD345  D25            
異形棒鋼        5.26

ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  別紙 00-0055

1   
式

鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      
階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     10.8 

ｔ
鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

10.8 
ｔ

ｶﾞｽ圧接         別紙 00-0056
1   

式
計
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渡り廊下 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308   呼び強度24 S15      
粗骨材20                        35.3 
高性能AE減水剤                  ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308   呼び強度24 S18      
粗骨材20                        66.5 
高性能AE減水剤                  ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0057
1   

式
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送       別紙 00-0058

1   
式

構造体強度補正  別紙 00-0059
1   

式
計

建築工事  細目別内訳 91
渡り廊下 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    
-                  基礎部       46.8 
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠　曲面              
-                  基礎部       1.6 
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     11.1 
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠            普通合板型枠　曲面              
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     16   
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       1.4 
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種　曲面           
ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       0.6 
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     118   
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠B種　曲面           
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     30   
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
226   

㎡
床型枠用鋼製ﾃﾞｯｷ t1.0　山高さH75 材工共          
ﾌﾟﾚｰﾄ           105   

㎡
目地棒          別紙 00-0060

1   
式

計



建築工事　細目別内訳 92
渡り廊下 型枠 外部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
111   

㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

曲面                            30.6 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 
8.9 

㎡
計

建築工事  細目別内訳 93
渡り廊下 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

切板鋼板        SS400 PL-6                      
0.32

ｔ
切板鋼板        SS400 PL-9                      

0.32
ｔ

切板鋼板        SS400 PL-12                     
0.33

ｔ
切板鋼板        SS400 PL-16                     

0.07
ｔ

切板鋼板        SN400B PL-6                     
0.39

ｔ
切板鋼板        SN400B PL-9                     

2.12
ｔ

切板鋼板        SN490C PL-19                    
0.65

ｔ
切板鋼板        SN490C PL-22                    

0.67
ｔ

切板鋼板        SN490C PL-28                    
0.35

ｔ
H形鋼           SS400 H-300×150×6.5×9        

0.61
ｔ

H形鋼           SS400 H-294×200×8×12         
0.12

ｔ
H形鋼           SN400B H-300×150×6.5×9       

5.72
ｔ

H形鋼           SN400B H-294×200×8×12        
6.16

ｔ
溝形鋼          SS400 [-250×90×9×13          

3.71
ｔ

等辺山形鋼      SS400 L-65×65×6               
0.3 

ｔ



建築工事　細目別内訳 94
渡り廊下 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼管            STK400 φ216.3×12.7            
0.24

ｔ
角型鋼管        BCR295 □-200×200×16          

11.28
ｔ

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      SSC400 C-100×50×20×2.3       
0.8 

ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  別紙 00-0061

1   
式

工場加工組立    工場溶接 98.1m/t 副資材共       
32.6 

ｔ
鉄骨現場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           

73.2 
ｍ

軽量鉄骨加工    母屋.胴縁の類 一 般             
・組立          普通ﾎﾞﾙﾄ締共                    0.8 

ｔ
溶融亜鉛ﾒｯｷ     A種 HDZ55                       

32.6 
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ     A種 HDZ35                       
0.8 

ｔ
鉄骨運搬        11t車                           

33.4 
ｔ

鉄骨現場建方    低層(標準) 建方機械別途         
32.6 

ｔ
溶接部試験(工場) 第三者機関                      

超音波探傷試験                  60   
か所

溶接部試験(現場) 第三者機関                      
超音波探傷試験                  60   

か所
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎ    F8T M16 L=45                    
ﾞﾙﾄ             125   

本
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎ    F8T M20 L=50                    
ﾞﾙﾄ             31   

本

建築工事  細目別内訳 95
渡り廊下 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎ    F8T M20 L=55                    
ﾞﾙﾄ             578   

本
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎ    F8T M20 L=60                    
ﾞﾙﾄ             2,581   

本
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎ    F8T M20 L=65                    
ﾞﾙﾄ             374   

本
亜鉛ﾒｯｷ         ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   3,000本以上4,000本未満         3,548   

施工手間                        本
亜鉛ﾒｯｷ普通ﾎﾞﾙﾄ F8T M12 L=40                    

166   
本

ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ       M19 L=100                       
627   

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        ABR490 M24 L480 ﾌｯｸ付き         

32   
本

定着板          PL-16 75×75                    
32   

ヶ所
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径22～25(主柱)   取付手間       
(B種)           32   

本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    A種 厚50 300×300               

8   
か所

ﾌﾞﾚｰｽ           JIS A5540 建築用                
M18 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 L2000            1   
溶融亜鉛ﾒｯｷ共                   本

ﾌﾞﾚｰｽ           JIS A5540 建築用                
M18 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 L2150            1   
溶融亜鉛ﾒｯｷ共                   本

ﾌﾞﾚｰｽ           JIS A5540 建築用                
M18 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 L2850            2   
溶融亜鉛ﾒｯｷ共                   本

鉄骨足場        別紙 00-0062
1   

式
計



建築工事　細目別内訳 96
渡り廊下 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

立上り 塗膜防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        
(P防水B)        大関化学:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽA-2工法同等品   7.9 

㎡
立上り天端      ｺﾝｸﾘｰﾄ面 幅175                  
塗膜防水        大関化学:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽA-2工法同等品   99   
(P防水B)        ｍ
排水溝 塗膜防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 W50×H25 糸幅75        
(P防水B)        大関化学:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽA-2工法同等品   99   

<A034図>                        ｍ
排水溝 塗膜防水 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 W150×H70 糸幅290      
(P防水B)        大関化学:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽA-2工法同等品   2   

<A031図>                        ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          別紙 00-0063

1   
式

計

建築工事  細目別内訳 97
渡り廊下 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根 金属板A    ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 竪葺き 厚0.5       
裏貼り:ﾎﾟﾘｽｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ厚4.0        
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材:ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ厚25      
ｺﾞﾑｱｽ防水ｼｰﾄ厚1.0共             
ﾖﾄﾞｺｳ:ﾖﾄﾞｺｳ:ﾖﾄﾞﾙｰﾌﾀｲﾗ400同等品  129   
<A034図D-410>                   ㎡

屋根 野地板     木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚30                 
<A034図D-410>                   129   

㎡
屋根 棟ｶﾊﾞｰ     幅360 屋根同材                  

下地:PL-1.6加工共               49.6 
<A034図D-410>                   ｍ

屋根 下り棟ｶﾊﾞｰ 屋根同材                        
下地:PL-1.6加工共               2   
<A034図D-410>                   ｍ

屋根 谷部役物   屋根同材                        
2   

ｍ
屋根 ｹﾗﾊﾞ水切   屋根同材                        

<A031図>                        5.6 
ｍ

屋根 軒先水切   屋根同材                        
<A034図D-410>                   98.3 

ｍ
屋根 軒先唐草   屋根同材                        

<A034図D-410>                   98.3 
ｍ

軒樋            W150×H100 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 既製品  
吊金物共                        5.6 
<A031図>                        ｍ

軒樋 落し口     ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板軒樋用 既製品       
ｱﾙﾐ竪樋70φ用                   2   
<A031図>                        か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ用       塗膜防水用       
VP75 (差込み式) 張掛け幅 100    1   

か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径75                            
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 10.9 

ｍ
横引き樋        径75                            
硬質ﾎﾟﾘ塩化     2.4 
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) ｍ

計



建築工事　細目別内訳 98
渡り廊下 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

<ｽﾁｰﾙ>          

床接続部        CHPL-6 W2000×D340              
ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ      1   

か所
床接続部        ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ L-65×65×5     
ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ       ｱﾝｶｰ共                          4   

ｍ
手摺E           ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ H1150           

手摺･下桟:FB-12×44             
ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ切欠き加工 裏面:化粧ﾅｯﾄ  
表面:化粧ﾋﾞｽM6                  
手摺子:φ12@110                 
支柱:FB-12×44                  
足元固定金物:FB-12×75 L型      
鉄骨柱部固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ共            99   

ｍ
水切            ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ                 

PL-3曲げ加工 W150 先端折り曲げ  98.3 
ｽﾀｯﾄﾞM8 @2000共                 ｍ

      小計

<ｽﾃﾝﾚｽ>         

排水溝          ｽﾃﾝﾚｽ 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 溝幅W150用    
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      ｽﾃﾝﾚｽ受枠共                     2   

ｍ
床接続部 見切   ｽﾃﾝﾚｽ PL-曲げ加工 糸幅60        

ｸﾘｱﾗﾝｽ10                        4   
ｍ

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ     SUS □-40×40 L200              
32   

か所
      小計

計

建築工事  細目別内訳 99
渡り廊下 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               
仕上げ          99.7 

㎡
立上天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ 金ごて 幅175                    
直均し仕上げ    99   

ｍ
壁天端          金ごて 直均し仕上げ             
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し    7.2 
仕上げ          ㎡
側溝            金ごて 幅50                     
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し    99   
仕上げ          ｍ
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて 幅150                    

2   
ｍ

<左官仕上材>    

複層塗材E       ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凹凸状   吹付け       
(吹付A)         ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    139   

下地調整費共                    ㎡
計



建築工事　細目別内訳 100
渡り廊下 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＤＰ塗り        亜鉛めっき鋼 1級                
錆止工程A種 塗料A種             630   

㎡
ＤＰ塗り        亜鉛めっき鋼 1級 (見上)         

錆止工程A種 塗料A種             201   
㎡

ＮＡＤ塗り      木毛ｾﾒﾝﾄ板面    工程B種(見上)   
素地B種                         97.9 

㎡
計

建築工事  細目別内訳 101
渡り廊下 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ    厚さ2.0 一般床 熱溶接工法       
(VS-E)          ﾏｰﾌﾞﾙ柄 ｺﾝｸﾘｰﾄ面                99.7 

㎡
計



建築工事　細目別内訳 102
渡り廊下 ユニット及びその他 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

<ｻｲﾝ>           

OS-2            L=2400                          
安全ﾊﾞｰ         塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟφ38                   2   

塩ﾋﾞｼｰﾄ貼り                     か所
S-15            W200×H200                      
渡り廊下手摺注意 ﾍﾞｰｽ:透明圧着ｼｰﾄ                8   
喚起ｻｲﾝ         表示:ｼﾙｸ印刷                    か所

計

建築工事  細目別内訳 103
渡り廊下 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   93.9 
 6.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  DID区間あり        35   
 19.5㎞以下　産廃土(地盤改良)   ｍ3

計



建築工事　細目別内訳 104
渡り廊下 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土      山城北管内                      
　処分地費用    指定地処分                      93.9 

ｍ3
建設発生土      産廃土(地盤改良)                
　処分地費用    場外搬出指定地処分              38.5 

ｔ
計

建築工事  細目別内訳 105
屋外付帯 構内舗装 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      厚1000                          
表層 密粒度ｱｽｺﾝ(改質Ⅱ型) 厚50  
基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ 厚50        
再生密粒度調整砕石 厚150        
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚250               2,812   

㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装  厚190                           

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 透水性 厚60          
敷砂 厚30                       
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚100               

298   
㎡

緑化ﾌﾞﾛｯｸ舗装   厚470 緑化率60%                 
植生用ﾌﾞﾛｯｸ厚80                 
ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ厚20 透水ｼｰﾄ           
透水性瀝青安定処理厚80          
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚190                   192   
ﾌｨﾙﾀｰ層(砂) 厚100               ㎡

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ   境界ﾌﾞﾛｯｸ JIS A 5307            
150×150                        201   

ｍ
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ JIS A 5307      

180/205×250                    12.6 
ｍ

車止ﾌﾞﾛｯｸ       140/160×120×L620              
2か所/車室                      36   
一般用                          か所

車止ﾌﾞﾛｯｸ       250×180×L1200                 
2か所/車室                      6   
ﾊﾞｽ用                           か所

白線引き        溶融式 W150                     
491   

ｍ
白線引き        溶融式 W150                     

ｾﾞﾌﾞﾗｿﾞｰﾝ                       27   
ｍ

矢印表示        右折 溶融式 L5000               
W150/600                        1   

か所
矢印表示        左折 溶融式 L5000               

W150/600                        4   
か所

矢印表示        直進+右折 溶融式 L5000          
W150/600                        1   

か所



建築工事　細目別内訳 106
屋外付帯 構内舗装 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

身障者ﾏｰｸ       溶融式                          
W1500×D1500                    2   

か所
横断歩道        溶融式 L6000                    

W1500×D450 6本                 2   
か所

すきとり        積み込み共 H300程度             
1,927   

ｍ3
建築発生土運搬  別紙 00-0064

1   
式

建築発生土処分  別紙 00-0065
1   

式
計

建築工事  細目別内訳 107
屋外付帯 構内舗装 既存ロータリー

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧  厚500                           
表層 密粒度ｱｽｺﾝ(改質Ⅱ型) 厚50  
基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ 厚50        
再生密粒度調整砕石 厚150        
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚250               266   

㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装  厚190                           
復旧            ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 透水性 厚60          

敷砂 厚30                       
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚100               

8   
㎡

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ   境界ﾌﾞﾛｯｸ JIS A 5307            
R部 150×150                    13.9 

ｍ
車止ﾌﾞﾛｯｸ       140/160×120×L620              

2か所/車室                      6   
一般用                          か所

白線引き復旧    溶融式 W150                     
70.5 

ｍ
白線引き復旧    溶融式 W150                     

ｾﾞﾌﾞﾗｿﾞｰﾝ                       147   
ｍ

身障者ﾏｰｸ復旧   溶融式                          
W1500×D1500                    2   

か所
計



建築工事　細目別内訳 108
屋外付帯 構内舗装 敷地外

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧  厚500                           
表層 密粒度ｱｽｺﾝ(改質Ⅱ型) 厚50  
基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ 厚50        
再生密粒度調整砕石 厚150        
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚250               277   

㎡
白線引き復旧    溶融式 W150                     

51   
ｍ

白線引き復旧    溶融式 W150                     
ｾﾞﾌﾞﾗｿﾞｰﾝ                       34.8 

ｍ
消防活動空地表示 溶融式 6000×12000              
復旧            文字:6文字 L2000×D1000         1   

ﾗｲﾝ:W150                        か所
横断歩道復旧    溶融式 L7000                    

W1500×D450 8本                 1   
か所

停止線復旧      溶融式 L3000×D450              
2   

か所
文字書き復旧    溶融式 「止まれ」               

ﾗｲﾝW150 L3000×D2400            2   
一文字:W900×D2400              か所

文字書き復旧    溶融式 「徐行」                 
ﾗｲﾝW150 L900×D5000             1   
一文字:W900×D2400              か所

計

建築工事  細目別内訳 109
屋外付帯 屋外排水 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

PC桝            360角 H580                      
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    2   

か所
PC桝            360角 H600                      

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    7   
か所

PC桝            450角 H630                      
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    1   

か所
PC浸透桝        450角 H1100                     

浸透側溝部                      3   
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-2共                 か所

PC浸透桝        450角 H1100                     
浸透菅部                        2   
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-2共                 か所

PC浸透桝        450角 H1250                     
浸透側溝部                      1   
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-2共                 か所

PC浸透桝        600角 H1400                     
浸透側溝部                      3   
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-2共                 か所

PC浸透桝        600角 H1600                     
浸透側溝部                      1   
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-2共                 か所

PC浸透桝        600角 H1600                     
浸透菅部                        2   
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-2共                 か所

PC浸透桝        600角 H1800                     
浸透側溝部                      1   
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-2共                 か所

PC浸透桝        600角 H1800                     
浸透菅部                        1   
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-2共                 か所

浸透側溝        W300                            
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-25共                197   

ｍ
浸透側溝        R部 W300                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-25共                6.5 
ｍ

V字側溝         W500                            
30.6 

ｍ
排水管          VU150φ 砂基礎共                

12.5 
ｍ



建築工事　細目別内訳 110
屋外付帯 屋外排水 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水管          HP150φ 90°固定基礎            
4.2 

ｍ
排水管          HP250φ 90°固定基礎            

31   
ｍ

排水管          HP300φ 90°固定基礎            
61.4 

ｍ
排水管          HP350φ 90°固定基礎            

23.4 
ｍ

排水管          HP450φ 90°固定基礎            
18.6 

ｍ
排水管          HP150φ 360°固定基礎           

53.4 
ｍ

排水管          HP200φ 360°固定基礎           
43.1 

ｍ
排水管          HP300φ 360°固定基礎           

34.1 
ｍ

浸透菅          300φ                           
17.1 

ｍ
根切り          小規模土工                      

-                               911   
ｍ3

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               
623   

ｍ3
建築発生土運搬  別紙 00-0066

1   
式

建築発生土処分  別紙 00-0067
1   

式
計

建築工事  細目別内訳 111
屋外付帯 屋外排水 既存ロータリー

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

PC浸透桝        450角 H900                      
浸透側溝部                      1   
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-2共                 か所

浸透側溝        R部 W300                        
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-25共                29.4 

ｍ
排水管          HP200φ 90°固定基礎            

10.8 
ｍ

既設桝接続費    HP200φ                         
1   

か所
根切り          小規模土工                      

-                               66.9 
ｍ3

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               
46.2 

ｍ3
建築発生土運搬  別紙 00-0068

1   
式

建築発生土処分  別紙 00-0069
1   

式
計



建築工事　細目別内訳 112
屋外付帯 植栽 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾔﾏｻﾞｸﾗ          H1.5 W1.0                       
1   

本
ﾔﾏｻﾞｸﾗ          H3.0 C0.12 W2.0                 

1   
本

芝張り          こうらい芝 目地張り -           
24.5 

㎡
支柱            二脚鳥居 (添木無)               

2   
本

幹巻き          幹周 15㎝未満                   
2   

本
植付け(高木)    幹周 15㎝未満                   

1   
本

植付け(中低木)  樹高 100～200㎝未満             
1   

本
植栽基盤整備    A種 有効土層 H=60㎝             

-                               3.1 
㎡

植栽基盤整備    A種 有効土層 H=50㎝             
-                               0.8 

㎡
植栽基盤整備    B種 有効土層 H=20㎝             

-                               20.6 
㎡

すきとり        積み込み共 H300程度             
2.5 

ｍ3
建築発生土運搬  別紙 00-0070

1   
式

建築発生土処分  別紙 00-0071
1   

式
計

建築工事  細目別内訳 113
屋外付帯 植栽 敷地外

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾊﾅﾐｽﾞｷ再設置    H1.5 W0.8                       
一時撤去樹木                    2   

本
ｻﾙｽﾍﾞﾘ再設置    H1.5 W0.8                       

一時撤去樹木                    2   
本

ｻﾂｷ再設置       H0.5                            
一時撤去樹木                    150   

本
植付け(中低木)  樹高 100～200㎝未満             

4   
本

植付け(中低木)  樹高 50～100㎝未満              
150   

本
植栽基盤整備    A種 有効土層 H=50㎝             

-                               19.6 
㎡

計



建築工事　細目別内訳 114
屋外付帯 雑工作物 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EV車用急速充電器 W1200×D600×H150               
基礎            1   

か所
駐輪ﾊﾟｲﾌﾟ       ｽﾃﾝﾚｽ HL 埋込型                 

φ40 W2400×H350 取付金物共     2   
か所

根切り          小規模土工                      
-                               1.4 

ｍ3
埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

1.1 
ｍ3

建築発生土運搬  別紙 00-0072
1   

式
建築発生土処分  別紙 00-0073

1   
式

計

建築工事  細目別内訳 115
屋外付帯 撤去 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

雨水桝撤去      600角 H1110                     
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    1   
集積共                          か所

雨水桝撤去      750角 H1450                     
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    1   
集積共                          か所

雨水桝撤去      750角 H1600                     
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    1   
集積共                          か所

U字側溝撤去     U-240                           
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共                    125   
集積共                          ｍ

排水管撤去      HPφ350 90°基礎                
集積共                          92.7 

ｍ
芝生撤去        撤去材共                        

集積共                          4,462   
㎡

計



建築工事　細目別内訳 116
屋外付帯 撤去 既存ロータリー

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  厚500                           
表層 密粒度ｱｽｺﾝ(改質Ⅱ型) 厚50  
基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ 厚50        
再生密粒度調整砕石 厚150        
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚250               272   

㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装  厚190                           
撤去            ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 透水性 厚60          

敷砂 厚30                       
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚100               

8   
㎡

縁石撤去        180/205×250                    
集積共                          16.9 

ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切    厚100                           

集積共                          87.6 
ｍ

L型側溝撤去     W690                            
集積共                          24.8 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳 117
屋外付帯 撤去 敷地外

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  厚500                           
表層 密粒度ｱｽｺﾝ(改質Ⅱ型) 厚50  
基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ 厚50        
再生密粒度調整砕石 厚150        
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚250               277   

㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切    厚100                           

集積共                          268   
ｍ

ﾊﾅﾐｽﾞｷ撤去      H1.5 W0.8                       
一時撤去保管                    2   

本
ｻﾙｽﾍﾞﾘ撤去      H1.5 W0.8                       

一時撤去保管                    2   
本

ｻﾂｷ撤去         H0.5                            
一時撤去保管                    150   

本
計



建築工事　細目別内訳 118
屋外付帯 発生材処理 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外構)          

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    31.2 

ｍ3
発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        

19.7 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        
11.5 

ｍ3
発生材運搬      撤去芝生類                      

44.6 
ｍ3

      小計

(既存ﾛｰﾀﾘｰ)     

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    146   

ｍ3
発生土 積込み   機械                            

0.2 
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        
5.5 

ｍ3
発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        

113   
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄ殻                        
27.2 

ｍ3
発生材運搬      土                              

0.2 
ｍ3

      小計

(敷地外)        

建築工事  細目別内訳 119
屋外付帯 発生材処理 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    138   

ｍ3
発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        

111   
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄ殻                        
27.7 

ｍ3
      小計

計



建築工事　細目別内訳 120
屋外付帯 発生材処理 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外構)          

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        
19.7 

ｍ3
発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        

11.5 
ｍ3

発生材処分      撤去芝生類                      
9.4 

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾁｰﾙ                            

▲2.2 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾃﾝﾚｽ                           
▲0.1 

ｔ
      小計

(既存ﾛｰﾀﾘｰ)     

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        
5.5 

ｍ3
発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        

113   
ｍ3

発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ殻                        
27.2 

ｍ3
発生材処分      土                              

0.2 
ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾁｰﾙ                            
▲0.1 

ｔ
      小計

(敷地外)        

建築工事  細目別内訳 121
屋外付帯 発生材処理 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        
111   

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ殻                        

27.7 
ｍ3

      小計

計



建築工事　細目別内訳 122
工場棟改修 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0074
1   

式
養生            別紙 00-0075

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0076
1   

式
外部足場        別紙 00-0077

1   
式

内部仕上足場    別紙 00-0078
1   

式
災害防止        別紙 00-0079

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0080
1   

式
仮設間仕切り    別紙 00-0081

1   
式

計

建築工事  細目別内訳 123
工場棟改修 外部改修 外部改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(撤去)          

ALC版撤去       人力        集積共              
0.4 

ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ        ALC版厚100程度                  

12.5 
ｍ

      小計

(改修)          

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          
20×20                          4.8 

ｍ
ALC版開口補強   L-20×50×2.0                   

錆止め塗装共                    12.5 
ｍ

吹付            既存ALC面                       
超耐久･低汚染型水性弾性樹脂塗料 1.4 
吹付　下地調整費共              ㎡

外壁撤去部      ｱﾙﾐt1.6 F-BE 600×600           
塞ぎﾌﾟﾚｰﾄ       2   

か所
外壁開口補強鉄骨 別紙 00-0082

1   
式

既設棟外壁取合  ｱﾙﾐ製 幅250                     
水切            2.9 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          2.9 
ｍ

床接続部        CHPL-6 W1950×D450              
ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ      受けｱﾝｸﾞﾙ:L-65×65×5共         1   

か所
床接続部        ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ L-65×65×5     
ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ       ｱﾝｶｰ共                          2   

ｍ
床接続部        ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ                 
塞ぎﾌﾟﾚｰﾄ       PL-1.6曲げ加工 H75              2   

ｍ



建築工事　細目別内訳 124
工場棟改修 外部改修 外部改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床接続部 見切   ｽﾃﾝﾚｽ PL-曲げ加工 糸幅60        
ｸﾘｱﾗﾝｽ10                        2   

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×15                          2   
ｍ

ＤＰ塗り        亜鉛めっき鋼 1級                
錆止工程A種 塗料A種             1.8 

㎡
      小計

計

建築工事  細目別内訳 125
工場棟改修 内部改修 内部改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(撤去)          

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          
0.3 

㎡
壁下地撤去      集積共                          

4.7 
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般     集積共        
撤去            4.7 

㎡
壁ｸﾛｽ撤去       集積共                          

5.4 
㎡

天井下地撤去    集積共                          
0.8 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 一般                   
撤去            集積共                          0.8 

㎡
天井廻り縁撤去  塩ﾋﾞ                            

集積共                          2.5 
ｍ

手摺撤去        ﾋﾞﾆﾙ2段                         
ｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄ共                     2.3 
集積共                          ｍ

      小計

(改修)          

床  ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   厚さ2.0 一般床 熱溶接工法       
(VS)            ﾏｰﾌﾞﾙ柄 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面            0.8 

東ﾘ:ﾉﾝﾜｯｸｽﾘｭｰﾑNW同等品          ㎡
床既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面  
補修            0.8 

㎡
巾木  ﾋﾞﾆﾙ巾木  H60 軟質 厚さ1.5                

1.1 
ｍ

壁  ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ     ﾎﾞｰﾄﾞ面                         
素地A種                         3.1 

㎡



建築工事　細目別内訳 126
工場棟改修 内部改修 内部改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁  ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ     既存ﾎﾞｰﾄﾞ面                     
素地A種                         0.7 
下地補修共                      ㎡

壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      3.1 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R      厚12.5共          0.8 
(DR)            ㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

3.1 
㎡

軽量鉄骨壁      別紙 00-0083
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ再利用   0.8 
㎡

壁　断熱材A     吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚30 A種IH     
1.2 

㎡
壁              ｺｰﾅｰ保護金物の上目地用ﾊﾟﾃ塗り   
ﾎﾞｰﾄﾞ出隅処理   5.9 

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

3.1 
ｍ

壁付ﾋﾞﾆﾙ手摺    2段手摺                         
ｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄ共                     

1   
ｍ

      小計

計

建築工事  細目別内訳 127
工場棟改修 建具改修工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD既1           W1730×H2000                    
両開き扉        SAT                             1   

GW充填(枠共)                    か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

25×10                          1.7 
ｍ

二重ｼｰﾘﾝｸﾞ      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
25×10+25×10                   5.7 

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        7.5 

ｍ
ＤＰ塗り        鋼製建具面   1級                

錆止工程A種 塗料A種             9   
㎡

計



建築工事　細目別内訳 128
工場棟改修 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材積込み    別紙 00-0084
1   

式
発生材運搬      別紙 00-0085

1   
式

計

建築工事  細目別内訳 129
工場棟改修 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0086
1   

式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾁｰﾙ                            

▲26.9 
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ                             
▲0.09

kg
計



建築工事　別紙明細 130
事務所棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            別紙 00-0001
1   

式
遣方            一 般                           

1,008   
㎡

計

墨出し          別紙 00-0002
1   

式
墨出し          一 般  RC･SRC造                 

吹き抜け(その他)                59.9 
㎡

墨出し          一 般  RC･SRC造                 
ﾊﾞﾙｺﾆｰ                          43.5 

㎡
墨出し          一 般  RC･SRC造                 

外部階段                        28.1 
㎡

墨出し          一 般  RC･SRC造                 
地上階                          1,618   

㎡
計

建築工事　別紙明細 131
事務所棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0003
1   

式
養生            一 般  RC･SRC造                 

吹き抜け(その他)                59.9 
㎡

養生            一 般  RC･SRC造                 
ﾊﾞﾙｺﾆｰ                          43.5 

㎡
養生            一 般  RC･SRC造                 

外部階段                        28.1 
㎡

養生            一 般  RC･SRC造                 
地上階                          1,618   

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0004
1   

式
整理清掃        一 般  RC･SRC造                 
後片付け        吹き抜け(その他)                59.9 

㎡
整理清掃        一 般  RC･SRC造                 
後片付け        ﾊﾞﾙｺﾆｰ                          43.5 

㎡
整理清掃        一 般  RC･SRC造                 
後片付け        外部階段                        28.1 

㎡
整理清掃        一 般  RC･SRC造                 
後片付け        地上階                          1,618   

㎡
計



建築工事　別紙明細 132
事務所棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0005
1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 12m未満                         1,432   

事務所棟 7ヶ月想定              ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 事務所棟 7ヶ月想定              159   

ｍ
外部仕上足場    脚立足場                        

階高4.0m以下                    450   
事務所棟 1ヶ月想定              ㎡

外部仕上足場    脚立足場 直列 H1.8m             
目隠しﾙｰﾊﾞｰ 運搬共              77.5 
事務所棟 1ヶ月想定              ｍ

外部階段足場    事務所棟 1ヶ月想定              
25.3 

㎡
計

地足場          別紙 00-0006
1   

式
地足場          事務所棟 1ヶ月想定              

1,008   
㎡

計

建築工事　別紙明細 133
事務所棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部躯体足場    別紙 00-0007
1   

式
外部躯体足場    鉄筋･型枠足場                   

階高4.0m以下           -        174   
事務所棟 1ヶ月想定              ㎡

外部躯体足場    鉄筋･型枠足場                   
(手すり先行方式) 階高4.0m超5.0m未満     -        176   

事務所棟 1ヶ月想定              ㎡
計

内部躯体足場    別紙 00-0008
1   

式
内部躯体足場    鉄筋･型枠足場                   

階高4.0m以下           -        831   
事務所棟 1ヶ月想定              ㎡

内部躯体足場    鉄筋･型枠足場                   
(手すり先行方式) 階高4.0m超5.0m未満     -        831   

事務所棟 1ヶ月想定              ㎡
内部躯体足場    躯体支保工                      
(手すり先行方式) 階高7.4m以上9.1m未満   -        59.9 

事務所棟 1ヶ月想定              ㎡
計



建築工事　別紙明細 134
事務所棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場    別紙 00-0009
1   

式
内部仕上足場    脚立足場                        

階高4.0m以下           -        781   
事務所棟 1ヶ月想定              ㎡

内部仕上足場    枠組棚足場                      
(手すり先行方式) 階高4.0m超5.0m未満     -        808   

事務所棟 1ヶ月想定              ㎡
内部仕上足場    枠組棚足場                      
(手すり先行方式) 階高7.4m以上9.1m未満   -        59.9 

事務所棟 1ヶ月想定              ㎡
内部階段仕上足場 事務所棟 1ヶ月想定              

17   
㎡

ｼｬﾌﾄ内足場      事務所棟 1ヶ月想定              
12.2 

㎡
計

災害防止        別紙 00-0010
1   

式
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

事務所棟 9ヶ月想定              1,432   
㎡

計

建築工事　別紙明細 135
事務所棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0011
1   

式
(外部足場)      

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    1,432   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    159   

ｍ
仮設材運搬      2階建                           
(外部仕上足場   450   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(外部階段       25.3 
仕上足場)       ㎡
(地足場･躯体足場
)               

仮設材運搬      
(地足場)        1,008   

㎡
仮設材運搬      4.0m超5.0m未満                  
(外部躯体足場)  176   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      4.0m超5.0m未満                  
(内部躯体足場)  831   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      7.4m以上9.1m未満                
(内部躯体足場)  59.9 
(手すり先行方式) ㎡
(内部足場)      

仮設材運搬      2階建                           
(内部仕上足場   781   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
仕上足場 棚足場) 808   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬(内部 7.4m以上9.1m未満                
仕上足場 棚足場) 59.9 
(手すり先行方式) ㎡



建築工事　別紙明細 136
事務所棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0011
1   

式
仮設材運搬      
(内部階段       17   
仕上足場)       ㎡
仮設材運搬      
(ｼｬﾌﾄ内足場)    12.2 

㎡
(災害防止)      

仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     1,432   

㎡
計

墜落制止用器具  別紙 00-0012
1   

式
墜落制止用器具  建築工事 下請分                 

月数区分 13ヶ月                 1   
式

計

建築工事　別紙明細 137
事務所棟 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

土工機械運搬    別紙 00-0013
1   

式
土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               2   
往復

計

排水            事務所棟                        別紙 00-0014
1   

式
排水            釜場 作業時排水                 

事務所棟 2ヶ月想定              1   
か所

計



建築工事　別紙明細 138
事務所棟 地業 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業  別紙 00-0015
1   

式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308   呼び強度18 S15      

粗骨材20                        43.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
30m3/回程度        S15～S18     43.3 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     30m3/回未満                     
圧送            基本料金別途加算                43.3 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3/回未満                     
基本料金        2   

回
計

ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ地業 別紙 00-0016
1   

式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308   呼び強度18 S15      

粗骨材20                        5.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50m3/回未満        S15～S18     5.5 
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     30m3/回未満                     
圧送            基本料金別途加算                5.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3/回未満                     
基本料金        1   

回
計

建築工事　別紙明細 139
事務所棟 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  別紙 00-0017
1   

式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

▲5.97
ｔ

計

ｶﾞｽ圧接         別紙 00-0018
1   

式
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D19 -D19                        

189   
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D22 -D22                        
1,881   

か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D25 -D25                        

420   
か所

計



建築工事　別紙明細 140
事務所棟 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

梁貫通孔補強    別紙 00-0019
1   

式
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D10            
異形棒鋼        0.01

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D13            
異形棒鋼        7.5 

ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

▲0.2 
ｔ

鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      
階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     7.2 

ｔ
鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

7.2 
ｔ

ｽﾘｰﾌﾞ補強       d40-100φ S6-2R                 
MAXｳｴｳﾞﾚﾝ                       74   

枚
ｽﾘｰﾌﾞ補強       d50-100φ S6-2R                 

MAXｳｴｳﾞﾚﾝ                       120   
枚

ｽﾘｰﾌﾞ補強       d40-125φ S6-2R                 
MAXｳｴｳﾞﾚﾝ                       2   

枚
ｽﾘｰﾌﾞ補強       d40-150φ S6-2R                 

MAXｳｴｳﾞﾚﾝ                       88   
枚

ｽﾘｰﾌﾞ補強       d50-150φ S6-2R                 
MAXｳｴｳﾞﾚﾝ                       14   

枚
ｽﾘｰﾌﾞ補強       d40-175φ S6-2R                 

MAXｳｴｳﾞﾚﾝ                       22   
枚

ｽﾘｰﾌﾞ補強       d40-200φ S6-2R                 
MAXｳｴｳﾞﾚﾝ                       4   

枚
ｽﾘｰﾌﾞ補強       d40-250φ S8-2R                 

MAXｳｴｳﾞﾚﾝ                       162   
枚

ｽﾘｰﾌﾞ補強       d40-300φ S8-2R                 
MAXｳｴｳﾞﾚﾝ                       130   

枚

建築工事　別紙明細 141
事務所棟 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

梁貫通孔補強    別紙 00-0019
1   

式
ｽﾘｰﾌﾞ補強       d50-550φ S10-2R                

MAXｳｴｳﾞﾚﾝ                       8   
枚

計



建築工事　別紙明細 142
事務所棟 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0020
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回程度        S15～S18     37.1 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
100m3/回以上       S15～S18     663   
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
100m3/回以上       S15～S18     939   
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50m3/回未満        S15～S18     46.5 
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

計

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送       別紙 00-0021
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     100m3/回以上                    
圧送            基本料金別途加算                1,603   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     30m3以上 50m3/回未満            
圧送            基本料金別途加算                83.6 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上                    
基本料金        7   

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            
基本料金        2   

回
計

建築工事　別紙明細 143
事務所棟 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造体強度補正  別紙 00-0022
1   

式
構造体強度補正  基礎部 FC24+6N S15              

554   
ｍ3

構造体強度補正  基礎部 FC24+6N S18              
109   

ｍ3
構造体強度補正  1階 FC24+3N S18                 

472   
ｍ3

構造体強度補正  2階 FC24+3N S18                 
468   

ｍ3
構造体強度補正  R階 FC24+3N S18                 

46.5 
ｍ3

計



建築工事　別紙明細 144
事務所棟 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造ｽﾘｯﾄ        別紙 00-0023
1   

式
耐震ｽﾘｯﾄ        垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型    

防水   ｽﾘｯﾄ厚35                 1.2 
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ        垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型    
防水   ｽﾘｯﾄ厚25                 46.8 

ｍ
耐震ｽﾘｯﾄ        垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型    

防水   ｽﾘｯﾄ厚30                 8.9 
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ        垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型    
防水   ｽﾘｯﾄ厚35                 22.6 

ｍ
耐震ｽﾘｯﾄ        水平 全貫通型 壁厚150 耐火型    

防水   ｽﾘｯﾄ厚25                 1.4 
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ        水平 全貫通型 壁厚180 耐火型    
防水   ｽﾘｯﾄ厚25                 44.8 

ｍ
計

目地棒          別紙 00-0024
1   

式
型枠目地棒      打継目地 幅20 ×深さ10          

350   
ｍ

型枠目地棒      誘発目地 幅20 ×深さ10          
152   

ｍ
型枠目地棒      水切目地 幅15/20 ×深さ20       

311   
ｍ

計

建築工事　別紙明細 145
事務所棟 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾘｰﾌﾞ           別紙 00-0025
1   

式
人通口          600φ L600                      

4   
か所

通気管          VP50φ L600                     
8   

か所
連通管          VP100φ 半割 L600               

8   
か所

計



建築工事　別紙明細 146
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

庇(1)鉄骨       別紙 00-0026
1   

式
切板鋼板        SS400 PL-6                      

0.03
ｔ

切板鋼板        SS400 PL-9                      
0.01

ｔ
切板鋼板        SN400B PL-6                     

0.03
ｔ

切板鋼板        SN400B PL-12                    
0.06

ｔ
切板鋼板        SN490C PL-16                    

0.04
ｔ

切板鋼板        SN490C PL-22                    
0.04

ｔ
H形鋼           SS400 H-250×125×6×9          

0.3 
ｔ

H形鋼           SN400B H-250×125×6×9         
0.36

ｔ
鋼管            STK400 φ267.4×12.7            

0.72
ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              
▲0.05

ｔ
工場加工組立    工場溶接 45.5m/t 副資材共       

1.5 
ｔ

溶接部試験(工場) 第三者機関                      
超音波探傷試験                  20   

か所
溶融亜鉛ﾒｯｷ     A種 HDZ55                       

1.5 
ｔ

鉄骨運搬        11t車                           
1.5 

ｔ

建築工事　別紙明細 147
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

庇(1)鉄骨       別紙 00-0026
1   

式
鉄骨現場建方    低層(標準) 建方機械別途         

1.5 
ｔ

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎ    F8T M16 L=50                    
ﾞﾙﾄ             125   

本
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎ    F8T M20 L=50                    
ﾞﾙﾄ             17   

本
亜鉛ﾒｯｷ         ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    136   

施工手間                        本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        ABR400 M16 L=L320 ﾌｯｸ付き       

8   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径16～19(主柱)   取付手間       
(B種)           8   

本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    A種 厚50 350×350               

2   
か所

鉄骨足場        単管吊り足場                    
20   

㎡
仮設材運搬       1節                            
(鉄骨足場)      20   

㎡
安全ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(水平張り)      庇(1)鉄骨 1ヶ月想定             20   

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     20   

㎡
計



建築工事　別紙明細 148
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

目隠しﾙｰﾊﾞｰ下地 別紙 00-0027
鉄骨            1   

式
切板鋼板        SS400 PL-6                      

0.16
ｔ

切板鋼板        SS400 PL-12                     
0.25

ｔ
切板鋼板        SS400 PL-28                     

0.67
ｔ

H形鋼           SS400 H-148×100×6×9          
2.8 

ｔ
H形鋼           SS400 H-150×150×7×10         

2.14
ｔ

等辺山形鋼      SS400 L-50×50×4               
0.5 

ｔ
等辺山形鋼      SS400 L-65×65×6               

0.07
ｔ

等辺山形鋼      SS400 L-100×100×7             
0.08

ｔ
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      SSC400 C-100×50×20×2.3       

0.61
ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              
▲0.23

ｔ
工場加工組立    工場溶接 27.2m/t 副資材共       

6.4 
ｔ

軽量鉄骨加工    母屋.胴縁の類 一 般             
・組立          普通ﾎﾞﾙﾄ締共                    0.6 

ｔ
溶接部試験(工場) 第三者機関                      

超音波探傷試験                  20   
か所

溶融亜鉛ﾒｯｷ     A種 HDZ55                       
5.9 

ｔ

建築工事　別紙明細 149
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

目隠しﾙｰﾊﾞｰ下地 別紙 00-0027
鉄骨            1   

式
溶融亜鉛ﾒｯｷ     A種 HDZ45                       

0.5 
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ     A種 HDZ35                       
0.6 

ｔ
鉄骨運搬        11t車                           

6.9 
ｔ

鉄骨現場建方    低層(標準) 建方機械別途         
6.9 

ｔ
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎ    F8T M16 L=40                    
ﾞﾙﾄ             166   

本
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎ    F8T M16 L=50                    
ﾞﾙﾄ             175   

本
亜鉛ﾒｯｷ         ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    328   

施工手間                        本
亜鉛ﾒｯｷ普通ﾎﾞﾙﾄ F8T M12 L=40                    

173   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400 M22 L=L440 ﾌｯｸ付き        
96   

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径22～25(主柱)   取付手間       
(B種)           96   

本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    A種 厚50 350×350               

24   
か所

ﾌﾞﾚｰｽ           JIS A5540 建築用                
M16 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 L3450            28   
溶融亜鉛ﾒｯｷ共                   本

ﾌﾞﾚｰｽ           JIS A5540 建築用                
M16 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 L3550            8   
溶融亜鉛ﾒｯｷ共                   本

ﾌﾞﾚｰｽ           JIS A5540 建築用                
M16 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 L3600            4   
溶融亜鉛ﾒｯｷ共                   本



建築工事　別紙明細 150
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

目隠しﾙｰﾊﾞｰ下地 別紙 00-0027
鉄骨            1   

式
計

建築工事　別紙明細 151
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

風除けﾊﾟﾈﾙ      別紙 00-0028
下地鉄          1   
骨              式
切板鋼板        SS400 PL-9                      

0.01
ｔ

切板鋼板        SS400 PL-19                     
0.02

ｔ
H形鋼           SS400 H-100×50×5×7           

0.05
ｔ

H形鋼           SS400 H-100×100×6×8          
0.04

ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

▲4   
kg

工場加工組立    工場溶接 38m/t 副資材共         
0.1 

ｔ
溶接部試験(工場) 第三者機関                      

超音波探傷試験                  4   
か所

溶融亜鉛ﾒｯｷ     A種 HDZ55                       
0.1 

ｔ
溶融亜鉛ﾒｯｷ     A種 HDZ45                       

0.04
ｔ

鉄骨運搬        11t車                           
0.1 

ｔ
鉄骨現場建方    低層(標準) 建方機械別途         

0.1 
ｔ

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎ    F8T M16 L=40                    
ﾞﾙﾄ             8   

本
亜鉛ﾒｯｷ         ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    8   

施工手間                        本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400 M16 L=L320 ﾌｯｸ付き        

4   
本



建築工事　別紙明細 152
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

風除けﾊﾟﾈﾙ      別紙 00-0028
下地鉄          1   
骨              式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径16～19(主柱)   取付手間       
(B種)           4   

本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    A種 厚30 250×250               

2   
か所

計

建築工事　別紙明細 153
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ架台鉄骨 別紙 00-0029
1   

式
切板鋼板        SS400 PL-9                      

0.06
ｔ

切板鋼板        SS400 PL-12                     
0.07

ｔ
切板鋼板        SS400 PL-19                     

0.02
ｔ

H形鋼           SS400 H-150×150×7×10         
1.02

ｔ
溝形鋼          SS400 [-150×75×6.5×10        

0.44
ｔ

等辺山形鋼      SS400 L-50×50×5               
3   

kg
縞鋼板          SS400 CHPL-4.5                  

0.02
ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              
▲0.05

ｔ
工場加工組立    工場溶接 33.4m/t 副資材共       

1.6 
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ     A種  HDZ55                      
1.5 

ｔ
溶融亜鉛ﾒｯｷ     A種  HDZ45                      

0.02
ｔ

鉄骨運搬        11t車                           
1.6 

ｔ
鉄骨現場建方    低層(標準) 建方機械別途         

1.6 
ｔ

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎ    F8T M20 L=50                    
ﾞﾙﾄ             58   

本



建築工事　別紙明細 154
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ架台鉄骨 別紙 00-0029
1   

式
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎ    F8T M20 L=55                    
ﾞﾙﾄ             33   

本
亜鉛ﾒｯｷ         ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    88   

施工手間                        本
亜鉛ﾒｯｷ普通ﾎﾞﾙﾄ F8T M12 L=40                    

8   
本

普通ﾎﾞﾙﾄ締付    径 9～13 施工手間               
8   

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400 M16 L=320 ﾌｯｸ付き         

4   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400 M20 L=400 ﾌｯｸ付き         
32   

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径13～16(間柱等) 取付手間       
(B種)           4   

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径16～19(主柱)   取付手間       
(B種)           32   

本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    A種 厚30 350×150               

2   
か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ    A種 厚50 300×300               
8   

か所
計

建築工事　別紙明細 155
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

架台鉄骨        空調室外機･非常用発電機         別紙 00-0030
1   

式
切板鋼板        SS400 PL-6                      

0.07
ｔ

切板鋼板        SS400 PL-12                     
0.07

ｔ
H形鋼           SS400 H-150×150×7×10         

1.03
ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              
▲0.04

ｔ
工場加工組立    工場溶接 81.2m/t 副資材共       

1.1 
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ     A種  HDZ55                      
1.1 

ｔ
鉄骨運搬        11t車                           

1.1 
ｔ

鉄骨現場建方    低層(標準) 建方機械別途         
1.1 

ｔ
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎ    F8T M20 L=55                    
ﾞﾙﾄ             75   

本
亜鉛ﾒｯｷ         ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    72   

施工手間                        本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400 M20 L=400 ﾌｯｸ付き         

136   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径16～19(主柱)   取付手間       
(B種)           136   

本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    A種 厚50 150×100               

8   
か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ    A種 厚50 300×300               
30   

か所



建築工事　別紙明細 156
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

架台鉄骨        空調室外機･非常用発電機         別紙 00-0030
1   

式
計

建築工事　別紙明細 157
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根1鉄骨階段   別紙 00-0031
1   

式
切板鋼板        SS400 PL-12                     

0.07
ｔ

切板鋼板        SS400 PL-19                     
0.02

ｔ
溝形鋼          SS400 [-100×50×5×7.5         

0.01
ｔ

等辺山形鋼      SS400 L-50×50×5               
0.01

ｔ
縞鋼板          SS400 CHPL-4.5                  

0.06
ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              
▲4   

kg
工場加工組立    工場溶接 41.8m/t 副資材共       

0.2 
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ     A種  HDZ55                      
0.1 

ｔ
溶融亜鉛ﾒｯｷ     A種  HDZ45                      

0.1 
ｔ

鉄骨運搬        11t車                           
0.2 

ｔ
鉄骨現場建方    低層(標準) 建方機械別途         

0.2 
ｔ

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎ    F8T M20 L=60                    
ﾞﾙﾄ             4   

本
亜鉛ﾒｯｷ         ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    4   

施工手間                        本
亜鉛ﾒｯｷ普通ﾎﾞﾙﾄ F8T M12 L=40                    

12   
本



建築工事　別紙明細 158
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根1鉄骨階段   別紙 00-0031
1   

式
普通ﾎﾞﾙﾄ締付    径 9～13 施工手間               

12   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400 M12 L=240 ﾌｯｸ付き         
3   

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400 M16 L=320 ﾌｯｸ付き         

4   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径13～16(間柱等) 取付手間       
(B種)           7   

本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    A種 厚30 100×100               

3   
か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ    A種 厚30 350×150               
2   

か所
計

建築工事　別紙明細 159
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

風除室架構鉄骨  別紙 00-0032
1   

式
切板鋼板        SS400 PL-6                      

0.1 
ｔ

切板鋼板        SS400 PL-16                     
0.07

ｔ
H形鋼           SS400 H-150×150×7×10         

0.36
ｔ

鋼管            STK400 φ139.8×6.0             
0.26

ｔ
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      SSC400 C-120×60×20×3.2       

0.02
ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              
▲0.03

ｔ
工場加工組立    工場溶接 47.5m/t 副資材共       

0.8 
ｔ

軽量鉄骨加工    母屋.胴縁の類 一 般             
・組立          普通ﾎﾞﾙﾄ締共                    0.02

ｔ
溶接部試験(工場) 第三者機関                      

超音波探傷試験                  16   
か所

錆止め塗料塗り  鉄鋼面(屋内外)         工程B種  
塗料A種      工場1回目          19.3 
素地C種                         ㎡

錆止め塗料塗り  鉄鋼面(屋内外)         工程A種  
塗料A種      現場2回目          19.3 
1回目別途                       ㎡

鉄骨運搬        11t車                           
0.8 

ｔ
鉄骨現場建方    低層(標準) 建方機械別途         

0.8 
ｔ

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M16 L=50                   
37   

本



建築工事　別紙明細 160
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

風除室架構鉄骨  別紙 00-0032
1   

式
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M16 L=55                   

100   
本

ﾄﾙｼｱ形          ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    132   

施工手間                        本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400 M16 L=320 ﾌｯｸ付き         

16   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径16～19(主柱)   取付手間       
(B種)           16   

本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    A種 厚50 250×250               

4   
か所

鉄骨足場        単管吊り足場                    
8.2 

㎡
仮設材運搬       1節                            
(鉄骨足場)      8.2 

㎡
安全ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(水平張り)      風除室架構鉄骨 1ヶ月想定        8.2 

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     8.2 

㎡
計

建築工事　別紙明細 161
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾘｻｲｸﾙｱｰﾄぶどう棚 別紙 00-0033
鉄骨            1   

式
切板鋼板        SS400 PL-9                      

0.05
ｔ

H形鋼           SS400 H-350×175×7×11         
0.35

ｔ
溝形鋼          SS400 [-100×50×5×7.5         

0.22
ｔ

等辺山形鋼      SS400 L-75×75×6               
0.02

ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

▲0.02
ｔ

工場加工組立    工場溶接 30.8m/t 副資材共       
0.6 

ｔ
錆止め塗料塗り  鉄鋼面(屋内外)         工程B種  

塗料A種      工場1回目          20.8 
素地C種                         ㎡

錆止め塗料塗り  鉄鋼面(屋内外)         工程A種  
塗料A種      現場2回目          20.8 
1回目別途                       ㎡

鉄骨運搬        11t車                           
0.6 

ｔ
鉄骨現場建方    低層(標準) 建方機械別途         

0.6 
ｔ

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M16 L=35                   
17   

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M16 L=40                   

33   
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20 L=45                   
8   

本
ﾄﾙｼｱ形          ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    56   

施工手間                        本



建築工事　別紙明細 162
事務所棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾘｻｲｸﾙｱｰﾄぶどう棚 別紙 00-0033
鉄骨            1   

式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400 M16 L=320 ﾌｯｸ付き         

15   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径13～16(間柱等) 取付手間       
(B種)           15   

本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    A種 厚50 200×320 (梁側面)      

2   
か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ    A種 厚30 100×100 (壁側面)      
7   

か所
計

建築工事　別紙明細 163
事務所棟 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          別紙 00-0034
1   

式
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

10×10                          13.6 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
15×10                          30.1 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×15                          0.9 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
20×12                          17.8 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

25×10                          12.5 
ｍ

二重ｼｰﾘﾝｸﾞ      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
25×10+25×10                   582   

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)       

10×10                          18.1 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)       
20×10                          104   

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)       

25×10                          23.4 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)       
25×20                          25.3 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)       

35×10                          8.6 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          
20×10                          472   

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          

25×20                          62.3 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          
30×20                          5.9 

ｍ



建築工事　別紙明細 164
事務所棟 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          別紙 00-0034
1   

式
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          

35×20                          22.6 
ｍ

計

建築工事　別紙明細 165
事務所棟 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          別紙 00-0035
1   

式
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

10×10                          1.3 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
15×10                          21.7 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×15                          7.9 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            
5×5 防かびﾀｲﾌﾟ                 672   

ｍ
計



建築工事　別紙明細 166
事務所棟 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

庇1(車寄せ)     W7680×D6360                    別紙 00-0036
ｱﾙﾐ大型押出形材 FB-E            
ﾊｰﾄﾞﾊﾟﾈﾙ@500×厚60              
ﾊﾟﾈﾙｼﾞｮｲﾝﾄ･化粧ｶﾊﾞｰ･ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ･   
軒先下地･吊りﾁｬﾝﾈﾙ･軒樋         
:ｱﾙﾐ押出型材共                  
落し口:φ89 2か所共             
照明ﾎﾞｯｸｽ:ｱﾙﾐPL-2               1   
L800×D230×H120 3か所共        式

ﾊｰﾄﾞﾊﾟﾈﾙ        t=60 大型ｱﾙﾐ押出形材            
ｼﾞｮｲﾝﾄ･ｽﾍﾟｰｻｰ付                 48.8 
ﾊﾟﾈﾙ吊りﾁｬﾝﾈﾙ［-125×65×t6.0共 ㎡

軒樋            H85                             
ｱﾙﾐ押出形材                     7.7 
軒先下地共                      ｍ

化粧ﾁｬﾝﾈﾙ       ｱﾙﾐ押出形材［-100×38×t5.0     
ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰF型H85共                20.4 

ｍ
柱上下ｶﾊﾞｰ      AL PL-2曲げ                     

2   
か所

照明ｶﾊﾞｰ        AL PL-2曲げ L800×D230×H120    
ﾌｯ素焼付塗装 ﾊﾟﾈﾙ穴加工         3   
固定ｱﾝｸﾞﾙ:L-20×20×2共         か所

落し口          竪樋SUSφ89 HL共                
ﾉﾝﾊﾞﾝﾄﾞ取付金具共               2   

か所
施工費          諸経費･運搬費･その他金物共      

1   
式

計

軽量鉄骨天井下地 別紙 00-0037
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井下地 25形(屋外)  1200×200㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

耐風仕様下地                    か所
計

建築工事　別紙明細 167
事務所棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      別紙 00-0038
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       750×2100㎜程度                5   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       850×2100㎜程度                11   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×2100㎜程度                4   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1250×2100㎜程度                8   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1790×2100㎜程度                1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1800×2100㎜程度                7   

か所
軽量鉄骨壁       65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            
開口部補強       400× 600㎜程度                2   

か所
軽量鉄骨壁       65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            
開口部補強      9030×2100㎜程度                1   

か所
計



建築工事　別紙明細 168
事務所棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井    別紙 00-0039
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  950× 950mm程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 32   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1030× 640mm程度    
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  700× 625mm程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 9   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1235× 220mm程度    
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 12   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 84   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600× 600㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 26   

か所
計

建築工事　別紙明細 169
事務所棟 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐火間仕切      別紙 00-0040
軽量鉄骨壁      1   
開口部補強      式
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1250×2100㎜程度                1   

か所
計



建築工事　別紙明細 170
事務所棟 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

No.1 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ    乗用 車いす仕様                 別紙 00-0041
積載量 750kg(11人)              
速度 60m/min                    
停止階 1､2階                    

1   
式

主要機器､かご   主要機器(巻上機､電動機､ﾌﾞﾚｰｷ、  
電源盤及び制御盤､安全装置､      
ﾏｼﾝﾋﾞｰﾑ､ﾚｰﾙ､ﾛｰﾌﾟ､釣合おもり)､   
かご､その他部材                 

1   
式

三方枠          1､2階                           
2   

か所
乗場敷居        1､2階                           

2   
か所

乗場戸          1､2階                           
2   

か所
乗場ﾎﾞﾀﾝ        1､2階                           

専用乗場ﾎﾞﾀﾝ一体型              2   
か所

電気配管配線    
1   

式
消耗品雑材料    

1   
式

労務費          
1   

式
運搬費          

1   
式

法定福利費      
1   

式
計

建築工事　別紙明細 171
渡り廊下 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            別紙 00-0042
1   

式
遣方            一 般                           

111   
㎡

計

墨出し          別紙 00-0043
1   

式
墨出し          一 般  S造                      

外部廊下                        111   
㎡

計

養生            別紙 00-0044
1   

式
養生            一 般  S造                      

外部廊下                        111   
㎡

(個別養生)      

外壁養生        ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ                         
既存太陽光ﾊﾟﾈﾙ部                56   

㎡
建具養生        ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ                         

既存SD-1部                      3.5 
㎡

計



建築工事　別紙明細 172
渡り廊下 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け 別紙 00-0045
1   

式
整理清掃        一 般  S造                      
後片付け        外部廊下                        111   

㎡
計

外部足場        別紙 00-0046
1   

式
枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
(手すり先行方式) 12m未満                         750   

渡り廊下 4ヶ月想定              ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 渡り廊下 4ヶ月想定              96.8 

ｍ
外部仕上足場    枠組棚足場                      
(手すり先行方式) 階高4.0m超5.0m未満     -        58   

渡り廊下 1ヶ月想定              ㎡
外部仕上足場    枠組棚足場                      
(手すり先行方式) 階高5.0m超5.7m未満     -        65.9 

渡り廊下 1ヶ月想定              ㎡
外部仕上足場    脚立足場                        

階高4.0m以下                    124   
渡り廊下 1ヶ月想定              ㎡

計

地足場          別紙 00-0047
1   

式
地足場          渡り廊下 1ヶ月想定              

53.2 
㎡

計

建築工事　別紙明細 173
渡り廊下 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部躯体足場    別紙 00-0048
1   

式
内部躯体足場    建枠 600×1700    布枠500×1枚  
枠組本足場      12m未満 -      -                242   
(手すり先行方式) 渡り廊下 1ヶ月想定              ㎡

計

災害防止        別紙 00-0049
1   

式
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

渡り廊下 4ヶ月想定              750   
㎡

計



建築工事　別紙明細 174
渡り廊下 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0050
1   

式
(外部足場)      

仮設材運搬      建枠幅600                       
(枠組本足場)    750   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    96.8 

ｍ
仮設材運搬(外部 4.0m超5.0m未満                  
仕上足場 棚足場) 58   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬(外部 5.0m以上5.7m未満                
仕上足場 棚足場) 65.9 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      平家建                          
(外部仕上足場   124   
脚立足場)       ㎡
(地足場･躯体足場
)               

仮設材運搬      
(地足場)        53.2 

㎡
仮設材運搬      建枠幅600                       
(躯体足場)      (枠組本足場)                    242   

(手すり先行方式)                ㎡
(災害防止)      

仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     750   

㎡
計

建築工事　別紙明細 175
渡り廊下 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

土工機械運搬    別紙 00-0051
1   

式
土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               2   
往復

計

山留            別紙 00-0052
1   

式
山留            ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ 見付H5300  L17900      

 渡り廊下  1 ヶ月想定            
 

94.9 
壁㎡

計



建築工事　別紙明細 176
渡り廊下 地業 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業  別紙 00-0053
1   

式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308   呼び強度18 S15      

粗骨材20                        2.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
30m3/回程度        S15～S18     2.3 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     30m3/回未満                     
圧送            基本料金別途加算                2.3 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3/回未満                     
基本料金        1   

回
計

ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ地業 別紙 00-0054
1   

式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308   呼び強度18 S15      

粗骨材20                        48.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50m3/回未満        S15～S18     48.5 
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     30m3以上 50m3/回未満            
圧送            基本料金別途加算                48.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            
基本料金        1   

回
計

建築工事　別紙明細 177
渡り廊下 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  別紙 00-0055
1   

式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

▲0.3 
ｔ

計

ｶﾞｽ圧接         別紙 00-0056
1   

式
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D25 -D25                        

144   
か所

計



建築工事　別紙明細 178
渡り廊下 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0057
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     35.3 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50m3/回未満        S15～S18     66.5 
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

計

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送       別紙 00-0058
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     30m3以上 50m3/回未満            
圧送            基本料金別途加算                102   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            
基本料金        3   

回
計

構造体強度補正  別紙 00-0059
1   

式
構造体強度補正  基礎部 FC24+3N S15              

35.3 
ｍ3

構造体強度補正  1階 FC24+6N S18                 
39.1 

ｍ3
構造体強度補正  2階 FC24+6N S18                 

27.4 
ｍ3

計

建築工事　別紙明細 179
渡り廊下 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

目地棒          別紙 00-0060
1   

式
型枠目地棒      化粧目地 幅20 ×深さ10程度      

79.2 
ｍ

計



建築工事　別紙明細 180
渡り廊下 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  別紙 00-0061
1   

式
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

▲1.07
ｔ

計

鉄骨足場        別紙 00-0062
1   

式
鉄骨足場        単管吊り足場                    

231   
㎡

仮設材運搬       1節                            
(鉄骨足場)      231   

㎡
安全ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(水平張り)      渡り廊下 1ヶ月想定              231   

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     231   

㎡
計

建築工事　別紙明細 181
渡り廊下 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          別紙 00-0063
1   

式
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

10×10                          10.2 
ｍ

二重ｼｰﾘﾝｸﾞ      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
20×10+20×5                    103   

ｍ
計



建築工事　別紙明細 182
屋外付帯 構内舗装 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築発生土運搬  別紙 00-0064
1   

式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   1,927   
 6.5㎞以下                      ｍ3

計

建築発生土処分  別紙 00-0065
1   

式
建設発生土      山城北管内                      
　処分地費用    指定地処分                      1,927   

ｍ3
計

建築工事　別紙明細 183
屋外付帯 屋外排水 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築発生土運搬  別紙 00-0066
1   

式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   288   
 6.5㎞以下                      ｍ3

計

建築発生土処分  別紙 00-0067
1   

式
建設発生土      山城北管内                      
　処分地費用    指定地処分                      288   

ｍ3
計



建築工事　別紙明細 184
屋外付帯 屋外排水 既存ロータリー

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築発生土運搬  別紙 00-0068
1   

式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   20.7 
 6.5㎞以下                      ｍ3

計

建築発生土処分  別紙 00-0069
1   

式
建設発生土      山城北管内                      
　処分地費用    指定地処分                      20.7 

ｍ3
計

建築工事　別紙明細 185
屋外付帯 植栽 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築発生土運搬  別紙 00-0070
1   

式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   2.5 
 6.5㎞以下                      ｍ3

計

建築発生土処分  別紙 00-0071
1   

式
建設発生土      山城北管内                      
　処分地費用    指定地処分                      2.5 

ｍ3
計



建築工事　別紙明細 186
屋外付帯 雑工作物 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築発生土運搬  別紙 00-0072
1   

式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   0.3 
 6.5㎞以下                      ｍ3

計

建築発生土処分  別紙 00-0073
1   

式
建設発生土      山城北管内                      
　処分地費用    指定地処分                      0.3 

ｍ3
計

建築工事　別紙明細 187
工場棟改修 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0074
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

0.8 
㎡

墨出し(外壁改修) 建具改修                        
3.5 

㎡
計

養生            別紙 00-0075
1   

式
養生(外壁改修)  

10.5 
㎡

養生(内部改修)  複合改修                        
0.8 

㎡
養生(内部改修)  個別改修                        

1.2 
㎡

(個別養生)      

床養生          ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ                         
<A040図>                        8.2 

㎡
壁養生          ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ                         

<A040図>                        12.2 
㎡

天井養生        ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ                         
<A040図>                        8.2 

㎡
計



建築工事　別紙明細 188
工場棟改修 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け 別紙 00-0076
1   

式
整理清掃後片付け
(外壁改修)      10.5 

㎡
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      0.8 

㎡
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      1.2 

㎡
計

外部足場        別紙 00-0077
1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 12m未満                         81.5 

工場棟改修 2ヶ月想定            ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 工場棟改修 2ヶ月想定            11.3 

ｍ
計

内部仕上足場    別紙 00-0078
1   

式
内部仕上足場    脚立足場                        

階高4.0m以下           -        0.8 
工場棟改修 2ヶ月想定            ㎡

計

建築工事　別紙明細 189
工場棟改修 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

災害防止        別紙 00-0079
1   

式
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

工場棟改修 2ヶ月想定            81.5 
㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0080
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    81.5 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    11.3 

ｍ
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   0.8 
脚立足場)       ㎡
(災害防止)      

仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     81.5 

㎡
計



建築工事　別紙明細 190
工場棟改修 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設間仕切り    別紙 00-0081
1   

式
仮設間仕切り下地 B種 軽鉄下地                    

8.2 
㎡

仮設間仕切り    B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ           
仕上材          8.2 

㎡
計

建築工事　別紙明細 191
工場棟改修 外部改修 外部改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁開口補強鉄骨 別紙 00-0082
1   

式
切板鋼板        SS400 PL-9                      

0.02
ｔ

切板鋼板        SS400 PL-16                     
0.03

ｔ
H形鋼           SS400 H-100×100×6×8          

0.04
ｔ

H形鋼           SS400 H-248×124×5×8          
0.1 

ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

▲0.01
ｔ

工場加工組立    工場溶接なし 副資材共           
0.2 

ｔ
鉄骨現場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           

44.2 
ｍ

錆止め塗料塗り  鉄鋼面(屋内外)         工程B種  
塗料A種      工場1回目          6.1 
素地C種                         ㎡

錆止め塗料塗り  鉄鋼面(屋内外)         工程A種  
塗料A種      現場2回目          6.1 
1回目別途                       ㎡

鉄骨運搬        11t車                           
0.2 

ｔ
鉄骨現場建方    低層(標準) 建方機械別途         

0.2 
ｔ

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M16 L=40                   
19   

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20 L=45                   

8   
本

ﾄﾙｼｱ形          ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    26   

施工手間                        本



建築工事　別紙明細 192
工場棟改修 外部改修 外部改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁開口補強鉄骨 別紙 00-0082
1   

式
計

建築工事　別紙明細 193
工場棟改修 内部改修 内部改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      別紙 00-0083
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1730×2000㎜程度                1   

か所
計



建築工事　別紙明細 194
工場棟改修 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材積込み    別紙 00-0084
1   

式
発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               

0.4 
ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               
0.1 

ｍ3
計

発生材運搬      別紙 00-0085
1   

式
発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        

0.4 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗ類                         
0.01

ｍ3
発生材運搬      石こうﾎﾞｰﾄﾞ類                   

0.1 
ｍ3

計

建築工事　別紙明細 195
工場棟改修 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0086
1   

式
発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        

0.4 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗ類                         
0.01

ｍ3
発生材処分      石こうﾎﾞｰﾄﾞ類                   

0.1 
ｍ3

計



共通仮設費(積上)　明細 196

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(既存歩道部分   
掘削時試掘)     

根切り          小規模土工                      
-                               10   

ｍ3
埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

10   
ｍ3

建設発生土      1000m3以上                      
事前分析検査料  1   
　城陽山砂利公社 一式
VOC測定機器（分 測定ﾊﾞｯｼﾞV5(ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ含5種)
析・報告とも）  28   

個
VOC測定機器（分 測定ﾊﾞｯｼﾞF(ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ用)        
析・報告とも）  28   

個

深層地盤改良    
室内配合試験    1   

か所
深層地盤改良    
六価ｸﾛﾑ溶出試験 1   

か所
深層地盤改良    採取費                          
頭部ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ   4   

か所
深層地盤改良    採取費                          
全長ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ   4深度採取                       4   

か所
深層地盤改良    頭部ｺｱ 4か所                    
ｺｱ圧縮試験      全長ｺｱ 4ｺﾗﾑ 4か所               20   

か所

(事務所棟)      RC造 2F                         
建築面積:1007.60m2              
延床面積:1734.04m2              

共通仮設費(積上)  明細 197

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

地上階躯体用    25tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ                     
楊重機械器具費  事務所棟                        1   

式
地上階仕上用    16tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ                     
楊重機械器具費  事務所棟                        1   

式
鉄骨建方        事務所棟 付帯鉄骨               
揚重機械器具費  1   

式
(渡り廊下)      S造 1F                          

建築面積:111.30m2               
延床面積:111.30m2               

地上階仕上用    16tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ                     
楊重機械器具費  渡り廊下                        1   

式
鉄骨建方        渡り廊下                        
揚重機械器具費  1   

式

仮囲い          13ヶ月                          
万能鋼板(ﾎﾜｲﾄ)H2000             170   
設置+撤去費共                   ｍ

仮囲い          4ヶ月(渡り廊下工事時)           
万能鋼板(ﾎﾜｲﾄ)H2000             58   
設置+撤去費共                   ｍ

仮囲い          3ヶ月(埋設配管+ﾛｰﾀﾘｰ工事時)     
万能鋼板(ﾎﾜｲﾄ)H2000             11.5 
設置+撤去費共                   ｍ

仮囲い          2ヶ月(埋設配管工事時)           
万能鋼板(ﾎﾜｲﾄ)H2000             40   
設置+撤去費共                   ｍ

仮囲い盛替え    万能鋼板(ﾎﾜｲﾄ)H2000             
24   

ｍ
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ        13ヶ月                          

W7000                           1   
設置+撤去費共                   か所



共通仮設費(積上)　明細 198

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ        3ヶ月(埋設配管+ﾛｰﾀﾘｰ工事時)     
W7000                           1   
設置+撤去費共                   か所

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ盛替え  W7000                           
1   

か所
ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ         ｽﾎﾟｯﾄ                           

80   
人日

工事後芝生復旧  こうらい芝 目地張り -           
252   

㎡
計


