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令和１年度 

 

 

富山県立大学環境工学実験棟建築工事 

参考数量調書 
 

 

公立大学法人富山県立大学 



１式 円

１式 円

１式 円

工事場所 射水市　地内

工事概要 富山県立大学環境工学実験棟建築工事　

環境工学実験棟　鉄骨造　平屋建　

延床面積　　748.95m2

建築工事　一式

外構工事　一式

消費税相当額

工事設計額

工事価格
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

富山県立大学環境工学実験棟建築工事

Ａ 純工事費

　直接工事費 1.0 式

　共通仮設費 指定仮設費含む 1.0 式

　　小　計

Ｂ 諸経費

　現場管理費 1.0 式

　一般管理費 1.0 式

　　小　計

　　工事価格

　　消費税相当額 1.0 式

　　工事費
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

直接工事費内訳

1 直接仮設工事 1.0 式

2 土工事 1.0 式

3 地業工事 1.0 式

4 コンクリート工事 1.0 式

5 型枠工事 1.0 式

6 鉄筋工事 1.0 式

7 鉄骨工事 1.0 式

8 防水工事 1.0 式

9 石工事 1.0 式

10 屋根及びとい工事 1.0 式

11 金属工事 1.0 式

12 左官工事 1.0 式

13 建具工事 1.0 式

14 ガラス工事 1.0 式

15 塗装・吹付工事 1.0 式

16 内外装工事 1.0 式

17 仕上げユニット工事 1.0 式

18 外構工事 1.0 式

建築 直接工事費計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

1 直接仮設工事

　やり方 一般 755.0 m2

　墨出し Ｓ造　地上階 749.0 m2

　養生費 Ｓ造　地上階 749.0 m2

　整理、清掃、後片付け Ｓ造　地上階 749.0 m2

　地足場 755.0 m2

　枠組本足場（手摺先行方式） W=900　Ｈ＝12ｍ未満　　6カ月 878.0 m2

　最上部安全手摺 6カ月 150.0 m

　垂直養生 メッシュシート張り 878.0 m2

　内部足場　脚立足場 脚立足場　4ｍ以下 749.0 m2

　ポーチ部　脚立足場 脚立足場　4ｍ以下 11.8 m2

　　小　計  
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

2 土工事

　根切り 　つぼ・布堀り 893.0 ｍ3

　床付 860.0 ｍ2

　埋戻し（Ｂ種） 　発生土 409.0 ｍ3

　盛土（Ｂ種） 　発生土 301.0 ｍ3

　浅層地盤改良(GL-0.6ｍ面) セメント添加量100kg/m3 281.0 ｍ3

　杭間ざらい 　φ350～600 33.0 本

　土工機械運搬 　バックホウ 1.0 往復

　砕石地業 　基礎下（再生材） 18.4 ｍ3

　砕石地業 　土間下（再生材） 101.0 ｍ3

　土間下防湿シ－ト 　t=0.15：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 443.0 ｍ2

　土間下断熱材 　t=30：押出し法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 373.0 ｍ2

　発生土処理(残土) 　場内仮置き 184.0 ｍ2

　購入土 　再生コンクリート砂 118.0 ｍ3

　　小　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

3 地業工事

ａ 材料費

　節付ＰＨＣ 　Ｌ＝9ｍ　φ650－500Ａ種 4.0 本

　ＰＨＣ 　Ｌ＝9ｍ　φ500Ｂ種 4.0 本

　節付ＰＨＣ 　Ｌ＝9ｍ　φ550－400－500Ａ種 29.0 本

　ＰＨＣ 　Ｌ＝9ｍ　φ500Ｂ種 29.0 本

計

機械器具運搬費 1.0 式

機械器具組立解体費 1.0 式

サイロ運賃・仮設費 1.0 基

掘削施工費 ヤットコ45含むφ550 567.0 ｍ

掘削施工費 ヤットコ6含むφ650 78.0 ｍ

無溶接接手金具 φ500 33.0 個

注入費 φ550 522.0 ｍ

注入費 φ650 72.0 ｍ

セメントミルク圧縮試験費 6.0 Set

敷鉄板損料 1.0 式

回転埋設用金具 φ500 33.0 Set

残土処分費 場内処分　　予想残土量230ｍ3 1.0 式

計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

ＮＣＰアンカー’02　Ｄ16×720Ｌ 10*4杭 40.0 本

ＮＣＰアンカー’02　Ｄ16×720Ｌ 10*29杭 290.0 本

ＮＣＰアンカー施工費　Ｄ16 330.0 本

ＮＣＰクロセル 400.0 ケ

計

　　小　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

4 コンクリート工事

　捨てコンクリート 　FC18-18-25 18.7 ｍ3

　土間コンクリート 　FC21-18-25 63.1 ｍ3

　基礎コンクリ－ト 　FC24-18-25 196.0 ｍ3

　上部躯体コンクリ－ト 　FC24-18-25 197.0 ｍ3

　シンダーコンクリート 　FC21-18-25 48.0 ｍ3

　コンクリート打設費 　捨コンクリート　　 18.7 ｍ3

　コンクリート打設費 　土間コンクリート 63.1 ｍ3

　コンクリート打設費 　基礎コンクリート 196.0 ｍ3

　コンクリート打設費 　上部躯体コンクリート 197.0 ｍ3

　コンクリート打設費 　シンダーコンクリート 48.0 ｍ3

　温度補正 　３Ｎ 393.0 ｍ3

　ポンプ圧送費 　基本料金 6.0 回

　ポンプ圧送費 　圧送料金　30～50m3/回 66.7 ｍ3

　ポンプ圧送費 　圧送料金　50～100m3/回 63.1 ｍ3

　ポンプ圧送費 　圧送料金　100m3/回以上 393.0 ｍ3

　　小　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

5 型枠工事

　合板普通型枠 　基礎部 947.0 ｍ2

　合板普通型枠 　地上部 613.0 ｍ2

　打放合板型枠　Ｂ種 　地上部 113.0 ｍ2

　型枠運搬費 　４t車 1673.0 ｍ2

　誘発目地 　25*20 58.6 ｍ

　型枠兼用断熱材打込み 　ｔ40多機能型木繊セメント板 272.0 ｍ2

　打ち放し面補修 113.0 ｍ2

　止水板（非加硫プチルゴム系） 6×150　スパンシール同等品 160.0 ｍ

　　小　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

6 鉄筋工事

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D10　 13.1 ｔ

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D13　 14.9 ｔ

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D16　 2.5 ｔ

　異形棒鋼　　　　ＳＤ345 　D19 3.2 ｔ

　異形棒鋼　　　　ＳＤ345 　D22 3.9 ｔ

　異形棒鋼　　　　ＳＤ345 　D25 13.4 ｔ

　スクラップ控除 　H２ 1.4 ｔ

　鉄筋加工組立費 49.0 ｔ

　鉄筋運搬費 　４ t 車 49.0 ｔ

　ガス圧接 　D25＋D25 78.0 カ所

　スリーブ補強 φ100 20.0 カ所

　スリーブ補強 φ150 18.0 カ所

　　小　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

7 鉄骨工事

ａ 本体工事

　鋼材費 　別紙1参照 1.0 式

　工場加工費 64.7 ｔ

　工場溶接費 64.7 ｔ

　消耗品費 64.7 ｔ

　錆止め塗装費 　Ｋ5674（赤）工場2回、Ｃ種ケレン 64.7 ｔ

　鉄骨運搬費 64.7 ｔ

　現場建方費 　鉄骨機械運転（レッカー代共） 64.7 ｔ

　現場加工費 　 64.7 ｔ

　工作図作成費 64.7 ｔ

　検査費 64.7 ｔ

　超音波探傷試験費 　社内検査費・寸法検査費含む 1.0 式

ａ　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

ｂ 附帯工事

1 　ハイベース

　ハイベースＮＥＯ　 　ＥＢ－400－8－30 6.0 セット

　ハイベースＮＥＯ　 　ＥＢ－300－4－30 22.0 セット

　ハイベースＮＥＯ　 　ＥＢ－175－4－24 2.0 セット

　同上取付溶接費 　（ベース下：無収縮モルタル） 30.0 セット

計

2 胴縁工事 12.2 t

3 設備用下地受け 2.2 t

4 端部ｔ1.6プレート 193.0 ｍ

　ｂ　計

小　計 　ａ＋ｂ
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

別紙1 　( 鋼材費 )

　Ｈ形鋼（SS400） 　　Ｈ-588×300×12×20 6298.0 kg

　Ｈ形鋼（SS400） 　　Ｈ-500×200×10×16 3787.0 kg

　Ｈ形鋼（SS400） 　　Ｈ-400×200×8×13 12374.0 kg

　Ｈ形鋼（SS400） 　　Ｈ-350×175×7×11 5244.0 kg

　Ｈ形鋼（SS400） 　　Ｈ-300×150×6.5×9 5349.0 kg

　Ｈ形鋼（SS400） 　　Ｈ-250×125×6×9 274.0 kg

　Ｈ形鋼（SS400） 　　Ｈ-200×100×5.5×8 2874.0 kg

　ＳＴＫＲ４００ 　　□-400×400×22 5878.0 kg

　ＳＴＫＲ４００ 　　□-300×300×12 12174.0 kg

　ＳＴＫＲ４００ 　　□-175×175×9 400.0 kg

　プレート（SN490C） 　　ＰＬ-28（切板・ひも付規格切板） 561.0 ㎏

　プレート（SN490C） 　　ＰＬ-22（切板・ひも付規格切板） 400.0 ㎏

　プレート（SN490C） 　　ＰＬ-19（切板・ひも付規格切板） 844.0 ㎏

　プレート（SN490C） 　　ＰＬ-16（切板・ひも付規格切板） 63.0 ㎏

　プレート（SＮ490B） 　　ＰＬ-16（切板・ひも付規格切板） 198.0 ㎏

　プレ－ト（SS400） 　　ＰＬ-12（切板・ひも付規格切板） 385.0 ㎏

　プレ－ト（SS400） 　　ＰＬ- 9（切板・ひも付規格切板） 3387.0 ㎏

　プレ－ト（SS400） 　　ＳＰＬ-16（切板・ひも付規格切板） 146.0 ㎏

　プレ－ト（SS400） 　　ＳＰＬ-12（切板・ひも付規格切板） 448.0 ㎏
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

　プレ－ト（SS400） 　　ＳＰＬ- 9（切板・ひも付規格切板） 1151.0 ㎏

　プレ－ト（SS400） 　　ＳＰＬ- 6（切板・ひも付規格切板） 27.0 ㎏

　ＦＢ－9×25 396.0 ㎏

　［－100×50×5×7.5 3165.0 ㎏

 ＲＢ－20 2156.0 ㎏

　高力ボルト（特殊型S-10T） 　　Ｍ22×85 114.0 ㎏

　高力ボルト（特殊型S-10T） 　　Ｍ22×65 45.0 ㎏

　高力ボルト（特殊型S-10T） 　　Ｍ22×50 87.0 ㎏

　高力ボルト（特殊型S-10T） 　　Ｍ20×70 99.0 ㎏

　高力ボルト（特殊型S-10T） 　　Ｍ20×60 376.0 ㎏

　高力ボルト（特殊型S-10T） 　　Ｍ20×55 181.0 ㎏

　高力ボルト（特殊型S-10T） 　　Ｍ20×50 225.0 ㎏

　高力ボルト（特殊型S-10T） 　　Ｍ20×45 4.0 ㎏

　高力ボルト（特殊型S-10T） 　　Ｍ16×40 33.0 ㎏

　スクラップ控除 　ロス*0.7 2305.0 ㎏

鋼材費　　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

8 防水工事

　アルミ製押え水切 　フラッシュトップ60 28.6 ｍ

　水切取合いシーリング 　ＭＳ-2　　15*10 161.0 ｍ

　サッシ周囲シーリング 　ＭＳ-2　　15*10 233.0 ｍ

　金物廻りシーリング 　ＭＳ-2　　15*10 439.0 ｍ

　化粧目地シーリング 　ＭＳ-2　　15*10 104.0 ｍ

　内部流し廻り取合いシーリング 　ＭＳ-2　　10*10 7.3 ｍ

小　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

9 石工事

　床：御影石　Ｊ＆Ｂ仕上げ ｔ20*600*600 11.8 ｍ2

　カウンター天端：御影石（黒）本磨き ｔ40*D700 6.4 ｍ

　カウンター小口：御影石（黒）本磨き ｔ25*D200 12.9 ｍ

小　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

10 屋根及びとい工事

屋根1 　上弦材：はぜ式折板葺き　Ｈ＝168 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板 202.0 ｍ2

　下弦材：はぜ式折板葺き　Ｈ＝168 　ｔ0.6ＳＧＬ鋼板素地 202.0 ｍ2

　タイトフレーム メッキ 97.3 ｍ

　妻側用タイトフレーム 28.0 ｍ

　グラスウール敷込み 　ｔ100　24K　 202.0 ｍ2

　中間断熱金具 　Ｈ100 @500 97.3 ｍ

　妻側用中間断熱金具 29.0 ｍ

　上弦材水上：止め面戸 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板 13.9 ｍ

　下弦材水上：止め面戸 　ＳＧＬ鋼板素地 13.9 ｍ

　エプロン面戸 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ 13.9 ｍ

　上弦材軒先面戸（軒先見切付） 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板　シーリング共 13.9 ｍ

　下弦材軒先見切面戸 　ＳＧＬ鋼板素地 13.9 ｍ

　軒先包み 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板 13.9 ｍ

　取合い見切（水上部分） 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板 13.9 ｍ

　取合い見切（けらば取合い・包み） 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板　山被せ下地共 29.0 ｍ

　雪止め金具 　アングルL-50*50*4 メッキ品 @1,000 27.8 ｍ

　捨て笠木 　ｔ0.35ＳＧＬ鋼板素地 41.9 ｍ

　軒樋　（吊金物共） 　大型角樋　折板120　塩ビ製 13.9 ｍ

　ドレン 　φ100塩ビ製 2.0 ヵ所
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

　竪樋　カラーＶＰ
　100φ　掴み金物@1200内外共
　エルボ・横引き管共

9.0 ｍ

　荷揚げ費・運搬費 1.0 式

屋根2 　上弦材：はぜ式折板葺き　Ｈ＝168 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板 70.8 ｍ2

　下弦材：はぜ式折板葺き　Ｈ＝168 　ｔ0.6ＳＧＬ鋼板素地 70.8 ｍ2

　タイトフレーム メッキ 42.0 ｍ

　妻側用タイトフレーム 30.0 ｍ

　グラスウール敷込み 　ｔ100　24K　 70.8 ｍ2

　中間断熱金具 　Ｈ100 @500 42.0 ｍ

　妻側用中間断熱金具 30.0 ｍ

　上弦材水上：止め面戸 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板 6.2 ｍ

　下弦材水上：止め面戸 　ＳＧＬ鋼板素地 6.2 ｍ

　エプロン面戸 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ 4.3 ｍ

　上弦材軒先面戸（軒先見切付） 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板　シーリング共 6.2 ｍ

　下弦材軒先見切面戸 　ＳＧＬ鋼板素地 6.2 ｍ

　軒先包み 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板 6.2 ｍ

　取合い見切（水上部分） 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板 4.3 ｍ

　取合い見切（けらば取合い・包み） 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板　山被せ下地共 30.0 ｍ

　パラペット立上り 角波サイディング張
　ｔ0.4耐磨カラーＳＧＬ鋼板 下地・透湿防水
シート共

22.4 ｍ2

　雪止め金具 　アングルL-50*50*4 メッキ品 @1,000 10.5 ｍ

　捨て笠木 　ｔ0.35ＳＧＬ鋼板素地 24.7 ｍ
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

　軒樋　（吊金物共） 　大型角樋　折板120　塩ビ製 6.2 ｍ

　ドレン 　φ100塩ビ製 1.0 ヵ所

　竪樋　カラーＶＰ
　100φ　掴み金物@1200内外共
　エルボ・横引き管共

4.5 ｍ

　荷揚げ費・運搬費 1.0 式

屋根3 　上弦材：はぜ式折板葺き　Ｈ＝168 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板 447.0 ｍ2

　下弦材：はぜ式折板葺き　Ｈ＝168 　ｔ0.6ＳＧＬ鋼板素地 447.0 ｍ2

　タイトフレーム メッキ 221.0 ｍ

　妻側用タイトフレーム 28.4 ｍ

　グラスウール敷込み 　ｔ100　24K　 447.0 ｍ2

　中間断熱金具 　Ｈ100 @500 221.0 ｍ

　妻側用中間断熱金具 28.4 ｍ

　上弦材水上：止め面戸 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板 31.5 ｍ

　下弦材水上：止め面戸 　ＳＧＬ鋼板素地 31.5 ｍ

　エプロン面戸 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ 31.5 ｍ

　上弦材軒先面戸（軒先見切付） 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板　シーリング共 31.5 ｍ

　下弦材軒先見切面戸 　ＳＧＬ鋼板素地 31.5 ｍ

　軒先包み 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板 31.5 ｍ

　取合い見切（水上部分） 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板 31.5 ｍ

　取合い見切（けらば取合い・包み） 　ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ鋼板　山被せ下地共 28.4 ｍ

　水上 立平葺き 　ｔ0.4耐磨カラーＳＧＬ鋼板 13.0 ｍ2
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

　同上 耐火野地板下地 　ｔ18　アスファルトルーフィング敷込共 13.0 ｍ2

　雪止め金具 　アングルL-50*50*4 メッキ品 @1,000 63.0 ｍ

　捨て笠木 　ｔ0.35ＳＧＬ鋼板素地 47.8 ｍ

　軒樋　（吊金物共） 　大型角樋　折板120　塩ビ製 31.5 ｍ

　ドレン 　φ100塩ビ製 4.0 ヵ所

　竪樋　カラーＶＰ
　100φ　掴み金物@1200内外共
　エルボ・横引き管共

18.0 ｍ

　荷揚げ費・運搬費 1.0 式

屋根4 　はぜ式折板葺き　Ｈ＝168 ｔ0.8耐磨カラーＳＧＬ（ガルバリウム鋼板） 9.7 ｍ2

　タイトフレーム メッキ 6.9 ｍ

　ケラバタイトフレーム 8.4 ｍ

　水上：止め面戸
　ｔ0.8耐磨カラーＧＬ（ガルバリウム塗装鋼
板）

2.4 ｍ

　エプロン面戸
　ｔ0.8耐磨カラーＧＬ（ガルバリウム塗装鋼
板）

2.4 ｍ

　軒先面戸（軒先見切付） 　シーリング共 2.4 ｍ

　取合い見切（水上部分）
　ｔ0.8耐磨カラーＧＬ（ガルバリウム塗装鋼
板）

2.4 ｍ

　取合い見切（けらば取合い・包み）
　ｔ0.8耐磨カラーＧＬ（ガルバリウム塗装鋼
板）

8.4 ｍ

　軒樋　（吊金物共） 　大型角樋　折板120　塩ビ製 2.4 ｍ

　ドレン 　φ100塩ビ製 1.0 ヵ所

　竪樋　カラーＶＰ
　100φ　掴み金物@1200内外共
　エルボ・横引き管共

3.5 ｍ

　荷揚げ費・運搬費 1.0 式
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

外壁 　ｔ25金属断熱壁パネル縦張 働き幅　600　フラット　（イソバンド同等品） 164.0 m2

　ｔ25金属断熱壁パネル縦張 働き幅　910　Ａｳｪｰﾌﾞ（イソバンド同等品） 322.0 m2

　透湿防水シート張 523.0 m2

　土台水切：ＧＬ製 加工品 116.0 ｍ

　出隅入隅：ＧＬ製 加工品 39.6 ｍ

小　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

11 金属工事

屋上1～3　アルミ笠木 　Ｗ＝225　ノンドリップ 158.0 ｍ

　同上　　コーナー役物 10.0 ヵ所

屋上2 　アルミ笠木 　Ｗ＝250　ノンドリップ 16.8 ｍ

　同上　　コーナー役物 2.0 ヵ所

庇 　アルミハニカム庇（アクリル焼付塗装） 　Ｗ1900*Ｄ900　　ヒガノ 1.0 ヵ所

外壁 　ｔ2アルミパネル加工 フッ素樹脂焼付　裏面ｔ3.0防露処理 31.4 m2

　アルミ水切：不等辺アングル フッ素樹脂焼付　2*15*25 4.5 ｍ

　竪樋　カラーＶＰ 100φ　掴み金物@1200内外共 31.4 ｍ

　Ｔ字管（掃除口付）　カラーＶＰ 6.0 ヵ所

軒裏 　ｔ2.0カラーアルミパネル加工 フッ素樹脂焼付　裏面ｔ3.0防露処理 5.7 m2

　横引き排水管　 カラーＶＰ125φ 2.5 ｍ

　ステンレスタラップ（後付） ＫＵステップBK式　27A－1　27B-2　27D－1 1.0 式

　ＬＧＳ天井下地 25型　金属板 5.7 m2

　ステンレスタラップ 　ピット点検用　19φ　Ｗ400　HL 12.0 本
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

内部 　ＬＧＳ壁下地 　50型、下地貼有 382.0 m2

　ＬＧＳ壁下地 　65型、下地貼有 230.0 m2

　ＬＧＳ壁下地 　90型、下地貼有 131.0 m2

　同上　開口補強 　65型 107.0 ｍ

　同上　開口補強 　90型 9.8 ｍ

　ＬＧＳ天井下地 　19型　下地貼なし　@225　ふところ1.5ｍ未満 194.0 m2

　ＬＧＳ天井下地 　19型　下地貼あり　@360　ふところ1.5ｍ未満 81.9 m2

　ＬＧＳ天井下地 　19型　下地貼なし　@225　ふところ1.5ｍ以上 196.0 m2

　ＬＧＳ天井開口補強 　19型 97.2 ｍ

　排水溝蓋：ステンレスグレーチング 　ｔ15　Ｗ300用　受枠共　歩行用 68.2 ｍ

　排水桝蓋：ステンレスグレーチング 　ｔ15　450角　　受枠共　歩行用 2.0 ヵ所

　床下点検口（鍵無） 　600×600　アルミ枠　ＳＵＳ目地 3.0 ヵ所

　天井点検口 　アルミ製アクリル焼付　450×450 20.0 ヵ所

　ピクチャーレール　天井埋込みタイプ 　アルミ製　ホワイト 3.5 ｍ

　サッシアンカー 86.0 本

　壁コーナー見切 　アルミ出隅ジョイナー 164.0 ｍ

　キーボックス 　50本用 1.0 ヵ所

　鉄蓋 Ｃ.ＰＬ－9　　1600×1200　枠なし 4.0 枚

小　計

P-24



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

12 　左官工事

外部 　巾木：打放し面補修 　塗装下 114.0 ｍ2

　防水モルタル充填 　外部建具 13.0 ｍ

内部 　床：コンクリート直均し 　塗装下地 136.0 ｍ2

　床：モルタル金ゴテ仕上 　張物下地 12.0 ｍ2

　床：セルフレベリング 　ｔ10　セメント系 334.0 ｍ2

　床と巾木の取合いＲ面取り 　R=15 107.0 ｍ

　枠詰めモルタル 　内部建具 21.4 ｍ

　排水溝モルタル 　勾配付き 129.0 ｍ

　釜場：防水モルタル金ゴテ押え 0.4 ｍ2

小　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

13 建具工事

Ａ 　アルミ製建具 1.0 式

Ｂ 　鋼製建具 1.0 式

Ｃ 　トイレブース 1.0 式

小　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

Ａ 　アルミ製建具

　ＡＤ－１ 1.0 ヵ所

　ＡＤ－２ 1.0 ヵ所

　ＡＤ－３ 2.0 ヵ所

　ＡＤ－４ 1.0 ヵ所

　ＡＷ－１ 6.0 ヵ所

　ＡＷ－２ 1.0 ヵ所

　ＡＷ－３ 1.0 ヵ所

　ＡＷ－４ 2.0 ヵ所

　ＡＷ－５ 1.0 ヵ所

　ＡＷ－６ 1.0 ヵ所

　ＡＷ－７ 1.0 ヵ所

　ＡＷ－８ 2.0 ヵ所

　ＡＷ－９ 1.0 ヵ所

　ＡＷ－１０ 2.0 ヵ所

　ＡＷ－１１ 2.0 ヵ所

　ＡＷ－１２ 2.0 ヵ所

　製品代計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

　運搬費 1.0 式

　取付調整費 1.0 式

Ａ　計

Ｂ 　鋼製建具

　ＳＤ－１ 取付・運搬費共 1.0 ヵ所

　ＳＤ－２ 取付・運搬費共 1.0 ヵ所

　ＳＤ－３ 取付・運搬費共 1.0 ヵ所

　ＳＤ－４ 取付・運搬費共 1.0 ヵ所

　ＳＤ－５ 取付・運搬費共 1.0 ヵ所

　ＳＤ－６ 取付・運搬費共 2.0 ヵ所

　ＳＤ－７ 取付・運搬費共 2.0 ヵ所

　ＳＤ－８ 取付・運搬費共 1.0 ヵ所

　ＳＤ－９ 取付・運搬費共 1.0 ヵ所

　ＳＤ－１０ 取付・運搬費共 1.0 ヵ所

　ＳＤ－１１ 取付・運搬費共 1.0 ヵ所

　ＳＤ－１２ 取付・運搬費共 1.0 ヵ所

　ＳＤ－１３ 取付・運搬費共 1.0 ヵ所

　ＳＦ－１ 取付・運搬費共 1.0 ヵ所

Ｂ　計

P-28



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

Ｃ 　トイレブース

　ＴＢ－１　　 取付・運搬費共 1.0 ヶ所

　ＴＢ－２　　 取付・運搬費共 1.0 ヶ所

Ｃ　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

14 ガラス工事

　フロートガラス 　ｔ３　　　2.18㎡以下 1.9 ｍ2

　フロートガラス 　ｔ５　　　2.18㎡以下 2.3 ｍ2

　型板ガラス 　ｔ４　　　2.18㎡以下 1.5 ｍ2

　網入り型板ガラス 　ｔ６.８　 2.18㎡以下 16.4 ｍ2

　強化ガラス 　ｔ８.０　　～2.0 4.3 ｍ2

　強化ガラス 　ｔ１０.０　　～2.0 1.9 ｍ2

　強化ガラス 　ｔ１０.０　　2.001～4.0 10.1 ｍ2

　強化ガラス 　ｔ１２.０　　2.001～4.0 5.9 ｍ2

　複層ガラス 　ＦＬ５＋Ａ１２＋ＦＬ５　　2.0ｍ2以下 34.7 ｍ2

　複層ガラス 　ＴＰ５＋Ａ１２＋ＴＰ５　　2.0ｍ2以下 3.4 ｍ2

　複層ガラス 　ＦＬ４＋Ａ１２＋LowE４　　2.0ｍ2以下 2.2 ｍ2

　複層ガラス 　ＦＬ５＋Ａ１２＋LowE５　　2.0ｍ2以下 16.4 ｍ2

　複層ガラス 　ＦＬ５＋Ａ１２＋型板４　　2.0ｍ2以下 5.9 ｍ2

　複層ガラス 　ＦＬ５＋Ａ１２＋網入6.8ＦＬ　　2.0ｍ2以下 13.4 ｍ2

　ガラスシール 897.0 ｍ

　飛散防止フィルム 15.8 ｍ2

　　小　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

15 塗装・吹付工事

外部 　巾木　無機高分子系仕上げ材 　ランデックスコート同等品 114.0 ｍ2

内部 　床　着色防塵材塗 　タフコンカラー同等品 120.0 ｍ2

　床　膜厚型硬質ウレタン樹脂仕上 　ビューコート：ＡＢＣ同等品 291.0 ｍ2

　巾木　膜厚型硬質ウレタン樹脂仕上 　Ｈ＝200 77.1 ｍ

　排水溝　ビスフェノール系ビニル樹脂　ケミクリートＳＶ：ＡＢＣ同等品 49.8 ｍ2

　壁　ＥＰ-Ｇ塗装（素地ごしらえ共） 　ボード面  工程Ａ種素地Ａ種 923.0 ｍ2

　天井　ＥＰ塗装（素地ごしらえ共） 　ケイカル板面  工程Ａ種素地Ａ種 265.0 ｍ2

　ＳＯＰ塗 　鋼製建具面  工程Ａ種 100.0 ｍ2

　ＳＯＰ塗 　鉄部  工程Ａ種 258.0 ｍ2

　　小　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

16 内外装工事

内部床 　沓拭きマット
ナイロン製繊維露出ゴム床タイルカーペッ
ト：コントラックＥ：タジマ

12.0 ｍ2

　ＯＡフロアー H=150　300ｋｇ用（参考：ニチアスシグマ） 28.0 ｍ2

　タイルカーペット ｔ6.5　　タピスファイン同等品 28.0 ｍ2

　長尺塩ビ床シート ｔ2.0　　マーブル 100.0 ｍ2

　耐薬品性長尺塩ビ床シート
ｔ2.0　　タイヤクフロアーグラン（参考：
タジマ）

208.0 ｍ2

　超防汚性ビニル床シート
ｔ2.0　　サニタリウム（参考：ロンシー
ル）

26.2 ｍ2

巾木 　ビニル巾木 　H60 152.0 ｍ

  ビニル巾木巻き上げ   H100 107.0 ｍ

壁 　石膏ボード 　ｔ12.5 205.0 ｍ2

　石膏ボード 　ｔ9.5 363.0 ｍ2

　石膏ボード 　ｔ12.5（Ｔ） 191.0 ｍ2

　強化ＰＢ＋普通硬質ＰＢ（両面） 　ｔ12.5+9.5　１時間耐火　ＬＧＳ下地共 163.0 ｍ2

　耐火シール 　片面：ﾀｲｶﾞｰｼﾞﾌﾟﾀｲﾄ･ﾀｲｶﾞｰUﾀｲﾄ 248.0 ｍ

　壁見切縁 　塩ビ製　コの字型 1.8 ｍ

　防水石膏ボード 　ｔ12.5 611.0 ｍ2

　ケイカル板目スカシ　目地シール 　ｔ6.0 579.0 ｍ2

　化粧ケイカル板 　ｔ6.0 67.8 ｍ2
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

壁内部 　グラスウール充填 　ｔ50　24K 92.1 ｍ2

天井 　グラスウールクロス押え 　ｔ25　32K 290.0 ｍ2

　化粧石膏ボード 　ｔ9.5 33.9 ｍ2

　岩綿吸音板＋石膏ボード 　ｔ9.0+ｔ9.5 81.9 ｍ2

　ケイカル板目スカシ　目地シール 　ｔ6　 265.0 ｍ2

　天井廻り縁 　塩ビ製 344.0 ｍ

　天井コーナー見切縁 　塩ビ製 2.5 ｍ

　外壁：グラスウール充填 　ｔ100　24K　 434.0 ｍ2

　現場発泡ウレタン吹付 　ｔ30　外壁立上り部分 117.0 ｍ2

　天井：グラスウール敷込み 　ｔ100　24K　 459.0 ｍ2

小　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

17 仕上げユニット工事

17-1   家具 1.0 式

17-2 　鏡 1.0 式

17-3 　ユニット 1.0 式

17-4 　サイン 1.0 式

小　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

17-1 　家具

　Ｋ－１　ライニングカウンター 2.0 ヶ所

　Ｋ－２　手洗い付カウンター 1.0 ヶ所

　Ｋ－３　ライニングカウンター 1.0 ヶ所

　Ｋ－４　ライニングカウンター 2.0 ヶ所

　Ｋ－５　用具棚 1.0 ヶ所

　Ｋ－６　ライニングカウンター 1.0 ヶ所

　Ｋ－７　ライニングカウンター 2.0 ヶ所

　Ｋ－８　手洗いカウンター 1.0 ヶ所

　Ｋ－１１　収納ラック 1.0 ヶ所

計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

17-2 　鏡

　Ｍ－１　化粧鏡 2.0 台

　Ｍ－２　化粧鏡 1.0 台

　Ｍ－３　化粧鏡 1.0 台

　Ｍ－４　化粧鏡 1.0 台

計

17-3 　ユニット

　Ｕ－１　ミニキッチン 　ＩＨ付 1.0 台

　Ｕ－２　壁付汚物流し 1.0 台

　Ｕ－４　傾斜鏡 1.0 台

　Ｕ－５　ハンドドライヤー 3.0 台

　Ｆ－１　消火器ボックス ＵＦＢ－3Ｆ－2800Ｈ（参考：ユニオン） 4.0 台

　Ｆ－２　消火器ボックス ＵＦＢ－1Ｆ－2811Ｈ（参考：ユニオン） 1.0 台

　Ｆ－３　消火器 10型粉末消火器 5.0 台

計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

17-4 　サイン

★1 　館名サイン ｔ3 1.0 台

★2 　衝突防止サイン 134.0 台

★3 　フロア案内サイン 1.0 台

★4 　ピクトサイン 2.0 台

★5 　室名サインＡ 6.0 台

★6 　ピクトサイン 2.0 台

★7 　消火器サイン 1.0 台

★8 　情報ボード 1.0 台

★9 　室名サインＢ 3.0 台

★10 　室名サインＣ 1.0 台

★11 　館名文字 ＳＵＳ箱文字150*150 13.0 文字

計

P-37



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

18 外構工事

G-1   ポーチ 1.0 式

G-2 　スロープ 1.0 式

G-3 　受水槽基礎 1.0 式

G-4 　犬走り 1.0 式

G-5 　ＶＳ側溝１廻り 1.0 式

G-6 　ＶＳ側溝２廻り 1.0 式

G-7 　ＶＳ側溝３廻り 1.0 式

G-8 　室外機置場 1.0 式

G-9 　共同溝 1.0 式

G-10 　既存樹木撤去 1.0 式

小　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

G-1   ポーチ

　やり方 17.1 ｍ2

　整理、清掃、後片付け 17.1 ｍ2

　盛土（Ｂ種） 　発生土 24.9 ｍ3

　浅層地盤改良 　ｾﾒﾝﾄ添加量100㎏/m3 5.1 ｍ3

　砕石地業 　土間下（再生材） 1.9 ｍ3

　土間コンクリート 　FC21-15-25 2.2 ｍ3

　コンクリート打設費 　土間コンクリート　 2.2 ｍ3

　合板普通型枠 　地上部 2.9 ｍ2

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D10　 93.8 ｋｇ

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D13　 42.5 ｋｇ

　鉄筋加工組立費 136.0 ｋｇ

　鉄筋運搬費   4 t 車 136.0 ｋｇ

　スクラップ控除   Ｈ２ 3.8 ｋｇ

　床：モルタル下地 11.8 ｍ2

　床　　御影石　J&B 　ｔ20*600*600 11.8 ｍ2

　縁石 　再生クラッシャラン（9-11-5） 16.6 ｍ

計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

G-2 　スロープ

　やり方 28.5 ｍ2

　整理、清掃、後片付け 28.5 m2

　盛土（Ｂ種） 　発生土 101.0 ｍ3

　浅層地盤改良 　ｾﾒﾝﾄ添加量100㎏/m3 5.9 ｍ3

　砕石地業 　土間下（再生材） 2.6 ｍ3

　土間コンクリート 　FC21-15-25 6.0 ｍ3

　コンクリート打設費 　土間コンクリート　 6.0 ｍ3

　合板普通型枠 　地上部 5.9 ｍ2

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D10　 160.0 ｋｇ

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D13　 42.5 ｋｇ

　鉄筋加工組立費 136.0 ｋｇ

　鉄筋運搬費   4 t 車 136.0 ｋｇ

　スクラップ控除   Ｈ２ 3.8 ｋｇ

　床：モルタル刷毛引き仕上 12.0 ｍ2

　立上り：モルタル金ゴテ仕上 3.6 ｍ2

　縁石 　再生クラッシャラン（9-11-5） 15.3 ｍ

　スチール手摺：亜鉛メッキ 　H=1,100 10.4 ｍ

計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

G-3 　受水槽基礎

　やり方 22.8 ｍ2

　整理、清掃、後片付け 22.8 m2

　根切り 小規模土工 8.0 ｍ3

　埋戻し 小規模土工　発生土 3.0 ｍ3

　発生土処理(残土) 　場内仮置き 5.0 ｍ2

　浅層地盤改良 　ｾﾒﾝﾄ添加量100㎏/m3 6.3 ｍ3

　砕石地業 　土間下（再生材） 1.6 ｍ3

　基礎コンクリート 　FC21-15-25 7.2 ｍ3

　コンクリート打設費 　土間コンクリート　 7.2 ｍ3

　合板普通型枠 　地上部 13.0 ｍ2

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D10　 66.0 ｋｇ

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D13　 184.0 ｋｇ

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D16　 103.0 ｋｇ

　鉄筋加工組立費 353.0 ｋｇ

　鉄筋運搬費   4 t 車 353.0 ｋｇ

　スクラップ控除   Ｈ２ 9.9 ｋｇ

　天端：コンクリート金ゴテ 直均し 14.2 ｍ2

計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

G-4 　犬走り

　やり方 82.1 ｍ2

　整理、清掃、後片付け 82.1 m2

　盛土（Ｂ種） 　発生土 27.0 ｍ3

　浅層地盤改良 　ｾﾒﾝﾄ添加量100㎏/m3 23.1 ｍ3

　砕石地業 　土間下（再生材） 5.8 ｍ3

　土間コンクリート 　FC21-15-25 7.8 ｍ3

　コンクリート打設費 　土間コンクリート　 7.8 ｍ3

　合板普通型枠 　地上部 21.9 ｍ2

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D10　 515.0 ｋｇ

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D13　 179.0 ｋｇ

　鉄筋加工組立費 695.0 ｋｇ

　鉄筋運搬費   4 t 車 695.0 ｋｇ

　スクラップ控除   Ｈ２ 19.5 ｋｇ

　床：モルタル金ゴテ仕上 70.6 ｍ2

　縁石 　再生クラッシャラン（9-11-5） 12.0 ｍ

計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

G-5 　ＶＳ側溝１廻り

　コンクリート撤去 　無筋　集積共 2.1 ｍ3

　カッター入れ 　コンクリート面 5.0 ｍ

　発生材運搬費 　コンクリート類 3.4 ｍ3

　産業廃棄物等処理費 3.4 ｍ3

　やり方 34.3 ｍ2

　整理、清掃、後片付け 34.3 m2

　根切り 　つぼ及び布堀り 7.8 ｍ3

　埋戻し 　小規模土工　発生土 3.1 ｍ3

　発生土処理(残土) 　場内仮置き 4.7 ｍ2

　浅層地盤改良 　ｾﾒﾝﾄ添加量100㎏/m3 5.0 ｍ3

　砕石地業 　土間下（再生材） 2.4 ｍ3

　コンクリート 　FC21-15-25 4.6 ｍ3

　コンクリート打設費 　土間コンクリート　 3.2 ｍ3

　合板普通型枠 　地上部 5.2 ｍ2

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D10　 61.9 ｋｇ

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D13　 29.0 ｋｇ

　鉄筋加工組立費 90.9 ｋｇ

　鉄筋運搬費   4 t 車 90.9 ｋｇ
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

　スクラップ控除   Ｈ２ 2.6 ｋｇ

　床：モルタル金ゴテ仕上 13.1 ｍ2

　床：コンクリート刷毛引き仕上 14.0 ｍ2

　自由勾配側溝 　PC製　300×300 蓋共(Con：Gr=8：2) 2.0 ｍ

　自由勾配側溝 　PC製　300×400 蓋共(Con：Gr=8：2) 2.0 ｍ

　自由勾配側溝 　PC製　300×500 蓋共(Con：Gr=8：2) 4.0 ｍ

　自由勾配側溝 　PC製　300×600 蓋共(Con：Gr=8：2) 2.0 ｍ

　自由勾配側溝 　PC製　300×700 蓋共(Con：Gr=8：2) 2.0 ｍ

　自由勾配側溝 　PC製　300×800 蓋共(Con：Gr=8：2) 2.2 ｍ

　集水桝１ 　PC製　600×600×1000　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 1.0 ヶ所

　同上桝底防水モルタル 0.4 ｍ2

計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

G-6 　ＶＳ側溝２廻り

　やり方 60.8 ｍ2

　整理、清掃、後片付け 60.8 m2

　盛土（Ｂ種） 　発生土 14.2 ｍ3

　根切り 　つぼ及び布堀り 95.7 ｍ3

　埋戻し 　小規模土工　発生土 77.4 ｍ3

　浅層地盤改良 　ｾﾒﾝﾄ添加量100㎏/m3 9.5 ｍ3

　自由勾配側溝 　PC製　400×800 蓋共(Con：Gr=8：2) 4.0 ｍ

　自由勾配側溝 　PC製　400×900 蓋共(Con：Gr=8：2) 6.0 ｍ

　自由勾配側溝 　PC製　400×1000 蓋共(Con：Gr=8：2) 6.0 ｍ

　自由勾配側溝 　PC製　400×1100 蓋共(Con：Gr=8：2) 8.0 ｍ

　自由勾配側溝 　PC製　400×1200 蓋共(Con：Gr=8：2) 6.0 ｍ

　自由勾配側溝 　PC製　400×1300 蓋共(Con：Gr=8：2) 8.9 ｍ

　集水桝２ 　PC製　600×600×1500　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 1.0 ヶ所

　同上桝底防水モルタル 0.4 ｍ2

　溜桝 　PC製　180×180×300 1.0 ヶ所

　塩ビ配管埋設 　ＶＰ150 11.1 ｍ

　塩ビ配管埋設 　ＶＰ300 62.0 ｍ

　縁石 　再生クラッシャラン（9-11-5） 43.1 ｍ

計

P-45



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

G-7 　ＶＳ側溝３廻り

　やり方 28.8 ｍ2

　整理、清掃、後片付け 28.8 m2

　盛土（Ｂ種） 　発生土 12.3 ｍ3

　根切り 　つぼ及び布堀り 0.8 ｍ3

　浅層地盤改良 　ｾﾒﾝﾄ添加量100㎏/m3 6.3 ｍ3

　砕石地業 　土間下（再生材） 0.6 ｍ3

　土間コンクリート 　FC21-15-25 0.8 ｍ3

　コンクリート打設費 　土間コンクリート　 0.8 ｍ3

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D10　 30.1 ｋｇ

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D13　 9.7 ｋｇ

　鉄筋加工組立費 39.8 ｋｇ

　鉄筋運搬費   4 t 車 39.8 ｋｇ

　スクラップ控除   Ｈ２ 1.1 ｋｇ

　床：モルタル金ゴテ仕上 5.5 ｍ2

　自由勾配側溝 　PC製　300×300 蓋共(Con：Gr=8：2) 2.0 ｍ

　自由勾配側溝 　PC製　300×400 蓋共(Con：Gr=8：2) 4.0 ｍ

　自由勾配側溝 　PC製　300×500 蓋共(Con：Gr=8：2) 2.0 ｍ

　自由勾配側溝 　PC製　300×600 蓋共(Con：Gr=8：2) 4.0 ｍ

　自由勾配側溝 　PC製　300×700 蓋共(Con：Gr=8：2) 4.0 ｍ
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

　縁石 　再生クラッシャラン（9-11-5） 13.6 ｍ

計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

G-8 　室外機置場

　やり方 40.8 ｍ2

　整理、清掃、後片付け 40.8 m2

　盛土（Ｂ種） 　発生土 132.0 ｍ3

　根切り 小規模土工 8.2 ｍ3

　浅層地盤改良 　ｾﾒﾝﾄ添加量100㎏/m3 10.4 ｍ3

　砕石地業 　土間下（再生材） 2.6 ｍ3

　土間コンクリート 　FC21-15-25 5.0 ｍ3

　コンクリート打設費 　土間コンクリート　 5.0 ｍ3

　合板普通型枠 　地上部 7.3 ｍ2

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D10　 170.0 ｋｇ

　異形棒鋼　　　　ＳＤ295A 　D13　 68.7 ｋｇ

　鉄筋加工組立費 239.0 ｋｇ

　鉄筋運搬費   4 t 車 239.0 ｋｇ

　スクラップ控除   Ｈ２ 6.7 ｋｇ

　床：モルタル刷毛引き仕上 29.0 ｍ2

　アルミフェンス：Ｈ2.0ｍ　 　（フレランドＮ2型　三協アルミ同等品） 12.4 ｍ

　門扉：Ｗ2.2ｍ×Ｈ2.0ｍ　 　（フレランドＮ2型　三協アルミ同等品） 1.0 ヶ所

　縁石 　再生クラッシャラン（9-11-5） 16.1 ｍ

計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

G-9 　共同溝

　コンクリート撤去 　有筋　集積共 2.5 ｍ3

　カッター入れ 　コンクリート面 20.2 ｍ

　発生材運搬費 　コンクリート類 4.0 ｍ3

　産業廃棄物等処理費 4.0 ｍ3

　やり方 一般 7.2 m2

　整理、清掃、後片付け 7.2 m2

　根切り 　小規模土工 20.2 ｍ3

　埋戻し 　小規模土工　発生土 12.6 ｍ3

　発生土処理(残土) 　場内仮置き 7.6 ｍ2

　浅層地盤改良 　ｾﾒﾝﾄ添加量100㎏/m3 1.6 ｍ3

　砕石地業 　土間下（再生材） 0.4 ｍ3

　合板普通型枠 　基礎部 18.8 ｍ2

　コンクリート 　FC24-18-25 3.5 ｍ3

　コンクリート打設費 　人力打設 3.5 ｍ3

　鉄筋 　D10　運搬費共 2.6 ｋｇ

　鉄筋 　D13　運搬費共 142.0 ｋｇ

　鉄筋 　D16　運搬費共 472.0 ｋｇ

　鉄筋加工組立費 617.0 ｋｇ
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

　スクラップ控除   Ｈ２ 17.3 ｋｇ

　天端コンクリート金ゴテ押え 　 2.7 ｍ2

　止水板（非加硫プチルゴム系） 6×150　スパンシール同等品 3.6 ｍ

　地下ピット防水　壁面 地下外壁面先付工法　ナトリウム系ベントナイト防水 11.8 m2

計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

G-10 　既存樹木撤去

　⑧シラカシ伐根 H11.0-C1.25 1.0 本

　⑨シラカシ伐根 H11.0-C1.12 1.0 本

　⑩シラカシ伐根 H11.0-C1.07 1.0 本

　⑪ケヤキ伐根 H12.0-C1.8 1.0 本

　⑫ケヤキ伐根 H12.0-C1.8 1.0 本

計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

　指定仮設費　（共通仮設費率に含まれていない共通仮設費）　

仮囲い　（運搬共） 成形鋼板H=2.0m　　６ヶ月 166.0 ｍ

クロスゲート W6.0×H1.8m　　　６ヶ月 1.0 ヵ所

鋼製片開きドア W0.9×H2.0m　　　６ヶ月 2.0 ヵ所

仮設敷き鉄板 ｔ22　　３ヶ月 794.0 ㎡

交通誘導警備員Ｂ 100.0 人

化学物質濃度測定 10.0 カ所

指定仮設費　　計
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