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令和３年度

富山県立大学DX教育研究センター（仮称）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

工事場所 射水市　地内

建物概要 鉄骨造　2階建　延床面積　2235㎡（渡り廊下含む）

工事概要 富山県立大学DX教育研究センター（仮称）建築工事

建築工事一式

外構工事一式
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消費税相当額

工事設計額



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事

a 純工事費

　直接工事費 1.0 式

　共通仮設費 1.0 式

  　  (内　指定仮設費） 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

c     工事価格 a+b

　　消　費　税

d 工事費
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

Ａ 本体棟 1.0 式

Ｂ 渡り廊下棟 1.0 式

Ｃ 共同溝 1.0 式

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№4



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

Ａ 本体棟　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 既製コンクリート工事 1.0 式

9 防水工事 1.0 式

10 石工事 1.0 式

11 タイル工事 1.0 式

12 木工事 1.0 式

13 屋根・板金工事 1.0 式

14 金属工事 1.0 式

15 左官工事 1.0 式

16 金属製建具工事 1.0 式

17 硝子工事 1.0 式

18 塗装工事 1.0 式

19 内外装工事 1.0 式

20 仕上ユニット工事 1.0 式

21 昇降機設備工事 1.0 式
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

22 建物外構工事 1.0 式

23 解体工事 1.0 式

本体棟　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

（外部）

水盛遺方 一般 1563.0 建ｍ2

墨出し　地上階 一般 2025.0 延ｍ2

墨出し　地下階 一般 404.0 延ｍ2

墨出し　バルコニー 一般 186.0 延ｍ2

一般養生費　地上階 一般 2025.0 延ｍ2

一般養生費　地下階 一般 404.0 延ｍ2

一般養生費　バルコニー 一般 186.0 延ｍ2

整理清掃後片付け　地上階 一般 2025.0 延ｍ2

整理清掃後片付け　地下階 一般 404.0 延ｍ2

整理清掃後片付け　バルコニー 一般 186.0 延ｍ2

地足場 ＲＣ標準、運搬費込み 1563.0 ｍ2

外部足場
枠組本足場手すり先行方式W=900 H＜12M 3か月
運搬費共 2124.0 架ｍ2

外部吹抜棚足場 枠組み棚足場、H=9.1未満 1か月 運搬費共 242.0 ｍ2

安全手摺 枠組本足場用3か月　運搬費共 167.0 ｍ

小幅ネット ＲＣ標準、運搬費共　防炎ポリエステル 334.0 ｍ

シート養生 垂直養生　養生シート　3か月　運搬費共 1957.0 架ｍ2

（内部）

内部仕上脚立足場 階高4.0m超5.0m未満　2か月 運搬費共 1452.0 ｍ2

内部吹抜け棚足場 H=5900程度 1か月 運搬費共 2.3 ｍ2

内部吹抜け棚足場 H=8700程度 1か月 運搬費共 230.0 ｍ2
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

内部吹抜け棚足場 H=5800～7200 1か月 運搬費共 97.6 ｍ2

内部吹抜け棚足場 H=8550～11450程度 1か月 運搬費共 55.4 ｍ2

階段室棚足場 1か月　運搬費共 22.6 ｍ2

エレベーターシャフト内足場 1か月　運搬費共 7.3 ｍ2

　　小　計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№8



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

2 土工事

根切 総掘り、法付オープンカット 1825.0 ｍ3

床付 504.0 ｍ2

埋戻し 発生土（Ｂ種）、場内仮置き土 494.0 ｍ3

発生土（残土）積込み 場内仮置き土以外 1331.0 ｍ3

同上処分 場外処分 1331.0 ｍ3

同上運搬費
ダンプトラック10ｔ、バックホウ1.4m3、DID区間
あり、15.0km以下 1331.0 ｍ3

盛土 公共残土購入 403.0 ｍ3

同上運搬費
ダンプトラック10ｔ、バックホウ1.4m3、DID区間
あり、15.0km以下 403.0 ｍ3

発生土処理（残土）処分費 杭工事、渡り廊下棟共　場外処分 147.0 ｍ3

同上積込み 147.0 ｍ3

同上運搬費
ダンプトラック10ｔ、バックホウ1.4m3、DID区間
あり、15.0km以下 147.0 ｍ3

土工機械運搬費 2.0 往復

　　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

砕石地業 基礎下　再生切込砕石 40.8 ｍ3

砕石地業 土間下　再生切込砕石 116.0 ｍ3

土間下防湿 ポリエチレンフィルムt0.15 924.0 ｍ2

土間下断熱 ポリスチレンフォームt30 3種b 924.0 ｍ2

土間下断熱補強 ポリスチレンフォームt30 3種b 35.9 ｍ2

（杭工事）

P1　PHC杭　φ450　C種　L12.0ｍ 既製杭 14.0 本

P2　PHC杭　φ600　B種　L12.0ｍ 既製杭 6.0 本

P3　PHC杭　φ600　B種　L11.0ｍ 既製杭 1.0 本

P4　PHC杭　φ700　B種　L11.0ｍ 既製杭 4.0 本

P5　PHC杭　φ600　B種　L9.0ｍ 既製杭 4.0 本

P6　PHC杭　φ700　B種　L9.0ｍ 既製杭 4.0 本

P7　PHC杭　φ800　B種　L9.0ｍ 既製杭 4.0 本

機械器具運搬費 1.0 式

機械器具組立解体費 1.0 式

セメントサイロ設置費 1.0 基

掘削施工費 φ450 181.0 ｍ

〃 φ600 135.0 ｍ

〃 φ700 97.0 ｍ

〃 φ800 48.0 ｍ

セメント注入費 φ450 168.0 ｍ
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

〃 φ600 119.0 ｍ

〃 φ700 80.0 ｍ

〃 φ800 36.0 ｍ

回転埋設用金具 φ450 14.0 基

回転埋設用金具 φ600 11.0 基

回転埋設用金具 φ700 8.0 基

回転埋設用金具 φ800 4.0 基

FTパイルキャップ φ450 14.0 個

FTパイルキャップ φ600 11.0 個

FTパイルキャップ φ700 8.0 個

FTパイルキャップ φ800 4.0 個

（土間下地盤改良工事）

セメント系固化材 セメント添加量　100ｋｇ/ｍ3 220.0 t

施工費 攪拌 2155.0 ｍ3

〃 転圧、整地 2155.0 ｍ3

重機回送費 2.0 台

　　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

均しコンクリート　（捨てコン） Fc-18  S-18 29.1 ｍ3

躯体コンクリート　（地下部） Fc-27  S-18 479.0 ｍ3

躯体コンクリート　（基礎部） Fc-27  S-18 111.0 ｍ3

土間コンクリート Fc-21  S-15 209.0 ｍ3

躯体コンクリート　（１階スラブ） Fc-27  S-18 60.2 ｍ3

躯体コンクリート　（地上部） Fc-27  S-18 13.6 ｍ3

デッキコンクリート Fc-21  S-18 402.0 ｍ3

土間上押さえコンクリート Fc-21  S-18 90.3 ｍ3

打設手間 捨てｺﾝ 29.1 ｍ3

〃 地下部 479.0 ｍ3

〃 基礎部 111.0 ｍ3

〃 土間コン 209.0 ｍ3

〃 １階スラブ 60.2 ｍ3

〃 地上部 13.6 ｍ3

〃 デッキ 402.0 ｍ3

〃 土間上押さえ 90.3 ｍ3

ポンプ圧送（基本料） 捨てｺﾝ 1.0 回

〃 地下部 3.0 回

〃 基礎部 1.0 回

〃 土間コン 2.0 回

〃 １階スラブ 1.0 回
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

〃 地上部 1.0 回

〃 デッキ 4.0 回

〃 土間上押さえ 1.0 回

ポンプ圧送（手間） 捨てｺﾝ 29.1 ｍ3

〃 地下部 479.0 ｍ3

〃 基礎部 111.0 ｍ3

〃 土間コン 209.0 ｍ3

〃 １階スラブ 60.2 ｍ3

〃 地上部 13.6 ｍ3

〃 デッキ 402.0 ｍ3

〃 土間上押さえ 90.3 ｍ3

構造体強度補正 1274.8 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

普通合板型枠 基礎部 302.0 ｍ2

普通合板型枠 地下部 1909.0 ｍ2

打放合板型枠　Ｃ種 地下部 307.0 ｍ2

普通合板型枠 地上軸部 506.0 ｍ2

打放合板型枠　Ａ種（杉板本実） 地上軸部 102.0 ｍ2

打放合板型枠　Ａ種 地上軸部 657.0 ｍ2

打放し面補修 Ａ種 759.0 ｍ2

打放し面補修 Ｃ種 307.0 ｍ2

型枠兼用断熱材打込み ｔ40多機能型木繊ｾﾒﾝﾄ板　設備ピット 271.0 ｍ2

型枠運搬費 10ｔ車 3783.0 ｍ2

化粧・水切目地棒 15×10 350.0 ｍ

打継目地棒 20×20 250.0 ｍ

目地棒　設置手間 600.0 ｍ

止水板（非加硫プチルゴム系） 6×150　スパンシール同等品 171.0 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

異形鉄筋 SD295A  D10 33.6 ｔ

〃 SD295A  D13 42.6 ｔ

〃 SD295A  D16 11.3 ｔ

〃 SD345   D19　（小口） 2.5 ｔ

〃 SD345   D22　（小口） 2.9 ｔ

〃 SD345   D25 38.3 ｔ

〃 SD390   D29　（小口） 4.7 ｔ

 スクラップ控除 H2 3.7 ｔ

鉄筋加工組立 設計数量 一般  一般建物  D32以下 131.0 ｔ

鉄筋運搬費 4t車 30km程度 131.0 ｔ

溶接金網　デッキスラブ内 φ6　100×100 2199.0 ｍ2

溶接金網　押さえコン部 φ6　100×100 602.0 ｍ2

ガス圧接費 Ｄ25+Ｄ25 1112.0 か所

ガス圧接費 Ｄ29+Ｄ29 70.0 か所

スリーブ補強 100φ 40.0 か所

〃 200φ 20.0 か所

　　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

7-Ａ 本体鉄骨工事 1.0 式

7-Ｂ 鉄骨階段（Ａ階段） 1.0 式

7-Ｃ 鉄骨階段（Ｂ階段） 1.0 式

7-Ｄ 屋上目隠しルーバー鉄骨工事 1.0 式

7-Ｅ 屋上設備架台鉄骨工事 1.0 式

7-Ｆ 天井吊り材受け下地鉄骨工事 1.0 式

7-Ｇ ＥＶ下地鉄骨工事 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

7-Ａ 本体鉄骨工事

工場加工費 工作図作成費込み 298.0 t

工場溶接費 298.0 t

消耗品費 298.0 t

錆止塗装費 工場塗装 3868.0 m2

運搬費 298.0 t

建方費 298.0 t

合番、本締め、現場加工費 298.0 t

社内検査費 298.0 t

溶融亜鉛メッキ加工費 運搬費共 15.7 t

（鉄骨鋼材） 所要数量

Ｈ形鋼 SS400  H-200×100×5.5×8　（小口） 1.3 ｔ

Ｈ形鋼 SS400  H-200×200×8×12　（小口） 2.9 ｔ

Ｈ形鋼 SS400  H-250×125×6×9　（小口） 2.2 ｔ

Ｈ形鋼 SS400  H-300×150×6.5×9　（小口） 0.6 ｔ

Ｈ形鋼 SS400  H-340×250×9×14　（小口） 1.1 ｔ

Ｈ形鋼 SS400  H-350×175×7×11　（小口） 3.3 ｔ

Ｈ形鋼 SS400  H-390×300×10×16　（小口） 2.7 ｔ

Ｈ形鋼 SS400  H-400×200×8×13 16.7 ｔ

Ｈ形鋼 SS400  H-440×300×11×18　（小口） 1.7 ｔ

Ｈ形鋼 SS400  H-450×200×9×14 12.7 ｔ
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

Ｈ形鋼 SS400  H-488×300×11×18 6.9 ｔ

Ｈ形鋼 SS400  H-500×200×10×16　（小口） 2.1 ｔ

Ｈ形鋼 SS400  H-588×300×12×20　（小口） 2.4 ｔ

Ｈ形鋼 SN400B  H-340×250×9×14 5.5 ｔ

Ｈ形鋼 SN400B  H-488×300×11×18 16.3 ｔ

Ｈ形鋼 SN400B  H-588×300×12×20 11.5 ｔ

Ｈ形鋼 SN400B  H-700×300×13×24　（小口） 2.2 ｔ

Ｈ形鋼 SN490B  H-350×350×12×29　（小口） 1.5 ｔ

Ｈ形鋼 SN490B  H-488×300×11×18 37.4 ｔ

Ｈ形鋼 SN490B  H-500×200×10×16　（小口） 0.5 ｔ

Ｈ形鋼 SN490B  H-588×300×12×20 39.5 ｔ

一般構造用角形鋼管 STKR400  □-200×200×12 2.6 ｔ

ロール成型角形鋼管 BCR295  □-300×300×16 3.9 ｔ

ロール成型角形鋼管 BCR295  □-400×400×25 80.5 ｔ

構造用鋼管 STKN400B  ○-216.3×12.7 0.2 ｔ

構造用鋼管 STKN490B  ○-406.4×19 8.5 ｔ

平鋼 SS400  FB-9×25　（小口） 0.1 ｔ

平鋼 SN400B  FB-9×25　（小口） 0.8 ｔ

平鋼 SN490B  FB-9×25　（小口） 0.3 ｔ

ブレース SNR400B  M-20×1 0.3 ｔ

鋼板 SS400 t=6 0.8 ｔ

鋼板 SS400 t=9 2.1 ｔ

鋼板 SS400 t=12 0.5 ｔ
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

鋼板 SN400B t=9 0.5 ｔ

鋼板 SN400B t=12 4.1 ｔ

鋼板 SN400B t=16 1.0 ｔ

鋼板 SN400B t=19 0.4 ｔ

鋼板 SN490B t=9 0.0 ｔ

鋼板 SN490B t=12 10.8 ｔ

鋼板 SN490B t=16 2.9 ｔ

鋼板 SN490B t=19 1.1 ｔ

鋼板 SN490B t=22 0.1 ｔ

鋼板 SN490B t=25 0.2 ｔ

鋼板 SN490C t=19 0.2 ｔ

鋼板 SN490C t=22 0.4 ｔ

鋼板 SN490C t=25 2.0 ｔ

鋼板 SN490C t=28 2.3 ｔ

鋼板 SN490C t=32 1.0 ｔ

鋼板 SN490C t=36 0.2 ｔ

鋼板 SN490C t=40 0.5 ｔ

スクラップ控除 (311.911-297.708)×0.7 (9.9) ｔ

トルシアボルト S10T HTB-M20×40 161.0 本

トルシアボルト S10T HTB-M20×45 550.0 本

トルシアボルト S10T HTB-M20×50 2222.0 本

トルシアボルト S10T HTB-M20×55 226.0 本

トルシアボルト S10T HTB-M20×60 11.0 本
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

トルシアボルト S10T HTB-M20×65 3911.0 本

トルシアボルト S10T HTB-M20×70 5192.0 本

トルシアボルト S10T HTB-M20×75 246.0 本

トルシアボルト S10T HTB-M20×80 4743.0 本

トルシアボルト S10T HTB-M20×85 391.0 本

トルシアボルト S10T HTB-M20×90 167.0 本

トルシアボルト S10T HTB-M20×95 599.0 本

一般高力ボルト F8T HTB-M20×60 150.0 本

一般高力ボルト F8T HTB-M20×65 34.0 本

一般高力ボルト F8T HTB-M20×75 400.0 本

一般高力ボルト F8T HTB-M20×85 84.0 本

（本体付帯工事）

デッキプレート EZ75-1.2 2130.0 m2

スタッドボルト φ16　L=120　材工共 7696.0 本

デッキ受工事 柱廻り、梁継手部　SS400  FB-6×50　材工共 1027.0 ヵ所

外周コンクリート止 415.0 m

ハイベースＮＥＯ EB400-8-42  材工共 h=1.5m以下 25.0 基

ハイベースＮＥＯ EB400-8-42  材工共 h=1.5m～2m以下 5.0 基

ハイベースＮＥＯ EM400-8-42  材工共 h=1.5m以下 5.0 基

ハイベースＮＥＯ EM216-4-24  材工共 h=1.5m以下 2.0 基

ベースモルタル 640×640  t=30 28.0 ヵ所

ベースモルタル 310×310  t=30 2.0 ヵ所
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ベースモルタル 610×610  t=30 5.0 ヵ所

風除室サッシ受補強 1.0 式

ハイサイドライト母屋 C-100×50×20×3.2等 2.7 t

7-Ａ　小々計
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7-Ｂ 鉄骨階段（Ａ階段）

材料費 1.0 式

工場加工組立費 5.5 t

運搬及び建方費 重機共 5.5 t

工作図作成及び社内検査費 5.5 t

ベースモルタル 300×300  t=30 2.0 か所

7-Ｂ　小々計
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7-Ｃ 鉄骨階段（Ｂ階段）

材料費 1.0 式

工場加工組立費 2.4 t

運搬及び建方費 重機共 2.4 t

工作図作成及び社内検査費 2.4 t

ベースモルタル 300×300  t=30 2.0 か所

7-Ｃ　小々計
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7-Ｄ 屋上目隠しルーバー鉄骨工事

材料費 胴縁等二次部材を含む 1.0 式

工場加工組立費 1.6 t

運搬及び建方費 重機共 1.6 t

工作図作成及び社内検査費 1.6 t

溶融亜鉛メッキ加工費 運搬費共 1.6 t

7-Ｄ　小々計
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7-Ｅ 屋上設備架台鉄骨工事

材料費 1.0 式

工場加工組立費 1.7 t

運搬及び建方費 重機共 1.7 t

工作図作成及び社内検査費 1.7 t

溶融亜鉛メッキ加工費 運搬費共 1.7 t

7-Ｅ　小々計
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7-Ｆ 天井吊り材受け下地鉄骨工事

材料費 1.0 式

工場加工組立費 4.2 t

運搬及び建方費 4.2 t

工作図作成及び社内検査費 4.2 t

7-Ｆ　小々計
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7-Ｇ ＥＶ下地鉄骨工事 ＥＶシャフト廻り壁下地鉄骨を含む

材料費 1.0 式

工場加工組立費 2.6 t

運搬及び建方費 2.6 t

工作図作成及び社内検査費 2.6 t

計
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8 既製コンクリート工事

（外壁）

押出成形セメント板
t60 W600 フラットパネル縦張　二次防水工法
目地シール共 361.0 ｍ2

押出成形セメント板
t60 W900 フラットパネル縦張　二次防水工法
目地シール共 71.0 ｍ2

押出成形セメント板
t60 W600 リブパネル縦張　二次防水工法
目地シール共 55.5 ｍ2

押出成形セメント板
t60 W900 リブパネル縦張　二次防水工法
目地シール共 310.0 ｍ2

二次防水用シール 二次防水、3000Pa仕様 797.0 ｍ2

コーナー材 L-300×300 60.8 ｍ

すきまフォーム充填 112.0 ｍ

受け通しアングル L-50*50*6 213.0 ｍ

受けアングルピース L-50*50*6　L＝100 422.0 ｍ

下部通しアングル L-50*50*6 232.0 ｍ

開口補強金物 L-65*65*6@900 293.0 ｍ

開口受けアングル L-50*50*6 35.3 ｍ

（間仕切壁）

押出成形セメント板 t60 W600 フラットパネル縦張 60.0 ｍ2

受け通しアングル L-50*50*6 20.8 ｍ

受けアングルピース L-50*50*6　L＝100 50.0 ｍ

下部通しアングル L-50*50*6 23.8 ｍ

開口補強金物 L-65*65*6@900 3.0 ｍ

開口受けアングル L-50*50*6 3.0 ｍ
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　　小　計
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9 防水工事

（外部）

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ露出断熱防水（ﾄｰﾁ工法）
平部　ASI-T1　t30硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ2種1号　　　　　　　高
反射保護塗料塗 1363.0 ｍ2

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ露出防水（ﾄｰﾁ工法） 平部　ASｰT3　高反射保護塗料塗 212.0 ｍ2

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ露出防水（ﾄｰﾁ工法） 立上り　ASｰT3　高反射保護塗料塗 268.0 ｍ2

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ露出防水（ﾄｰﾁ工法） 立上り天端　ASｰT3　高反射保護塗料塗 56.1 ｍ2

ウレタン系塗膜防水　 平場　　Ｘ－２ 263.0 ｍ2

ウレタン系塗膜防水　 立上り　Ｘ－２ 34.2 ｍ2

防水押え金物　 アルミアングル既製品 683.0 ｍ

防水押え水切り　 フラッシュトップ60　同等品 250.0 ｍ

脱気筒 ステンレス製　1箇所/50㎡ 32.0 か所

ルーフブロック ｔ30×600×600 4.0 枚

防水入隅処理 コーナーキャント 933.0 ｍ

ＥＶピット　浸透性塗布防水材 パラテックス防水B-1種同等 19.3 ｍ2

設備ピット釜場、側溝　浸透性塗布防水材パラテックス防水B-1種同等 49.1 ｍ2

t6.0ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｽﾁｯｸ化粧板敷 立上り　ASI-T1 3.7 ｍ2

打継目地シーリング PU-2　20×15 250.0 ｍ

笠木取合いシーリング MS-2  10×10 346.0 ｍ

建具廻りシーリング MS-2　15×10 564.0 ｍ

建具水切シーリング MS-2　20×15 132.0 ｍ
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（内部）

水廻りシーリング SR-1防かびﾀｲﾌﾟ 10×10 78.2 ｍ

壁取り合い部シーリング SR-1 10×10 64.8 ｍ

遮音壁取り合い部シーリング SR-1 10×10 644.0 ｍ

　　小　計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№31



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

10 石工事

（外部）

定礎石　黒御影石本磨き ｔ25×600×600　文字彫り込み色塗 1.0 か所

床　　黒御影石ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上 ｔ20×600×600 332.0 ｍ2

小庇小口　黒御影石ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上 ｔ15×200×600 69.8 ｍ

（内部）

床　　黒御影石ジェットバーナー仕上 ｔ20×600×600 144.0 ｍ2

階段板　黒御影石ジェットバーナー仕上 ｔ30×300×600　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ溝堀 20.1 ｍ2

蹴上　黒御影石ジェットバーナー仕上 ｔ15×140×600 13.0 ｍ2

　　　　小　計
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11 タイル工事

（内部）

壁　磁器質モザイクタイル 19.2 ｍ2

　　　　小　計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№33



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

12 木工事

（壁面）

富山県産杉デザイン壁（EVシャフト廻り） 無節  100角t10～30　ﾗﾝﾀﾞﾑ張り 71.5 ｍ2

富山県産杉デザイン壁（ｴﾝﾄﾗﾝｽ階段廻り） 無節 W20～50×L1000～2000　t10～30ﾗﾝﾀﾞﾑ張り 16.7 ｍ2

富山県産杉ルーバー 無節　50×100@100 26.0 ㎡

下り天井壁見切 米栂 20×100 3.8 ｍ

下り天井壁見切 米栂 20×100 曲面 2.4 ｍ

コーナーガード 米栂集成材 30×30 26.8 ｍ

階段段板 ウォールナット積層材　t35 36.4 ｍ2

階段踊り場 ウォールナット積層材　t35 4.3 ｍ2

手摺天端笠木 20×50タモ積層材 111.0 ｍ

　　小　計
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13 屋根・板金工事

堅樋　　硬質カラー塩ビ VP管　φ75　ＳＵＳ掴み金物共 6.0 ｍ

堅樋　　硬質カラー塩ビ VP管　φ100　ＳＵＳ掴み金物共 34.8 ｍ

堅樋　　アルミバンドレス φ89　 取付金物共 73.4 ｍ

 〃　　  　　　　 〃 φ114　取付金物共 42.5 ｍ

飾り桝　硬質カラー塩ビ φ75用　Ｔ字型（掃除口付） 2.0 か所

飾り桝　硬質カラー塩ビ φ100用　Ｔ字型（掃除口付） 1.0 か所

呼樋 VP管　φ75　ＳＵＳ掴み金物共 2.0 か所

這樋 VP管　φ100　ＳＵＳ掴み金物共 5.2 ｍ

金属板葺き
屋根、外壁
t=0.4 一文字葺 高耐久ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 207.0 ㎡

アスファルトルーフィング
屋根、外壁
t=1.2 改質 207.0 ㎡

野地板 複合耐火野地板、t=50 不燃ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ 207.0 ㎡

水上金物 t=0.4 一文字葺 高耐久ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 24.0 ｍ

軒先金物 t=0.4 一文字葺 高耐久ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 24.0 ｍ

ケラバ金物 t=0.4 一文字葺 高耐久ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 13.0 ｍ

土台水切 t=0.4 一文字葺 高耐久ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 62.6 ｍ

軒天水切 t=0.4 一文字葺 高耐久ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 62.3 ｍ

コーナー部役物 t=0.4 一文字葺 高耐久ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 13.4 ｍ

開口部水切り t=0.4 一文字葺 高耐久ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 48.5 ｍ

雪止め金物 L-50×50×4 溶融亜鉛ﾒｯｷ 72.0 ｍ

軒樋 W=150 硬質ｶﾗｰ塩ﾋﾞ ｽﾃﾝﾚｽ吊り金物 24.0 ｍ

落し口 100φ 2.0 か所

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№35



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

　　小　計
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14 金属工事

（外部）

ルーフドレン　縦型 φ100　鋳鉄製 9.0 か所

ルーフドレン　横型 φ100　鋳鉄製 1.0 か所

ルーフドレン　中継 φ100　鋳鉄製 9.0 か所

ルーフドレン　縦型 φ75　鋳鉄製 13.0 か所

ルーフドレン　横型 φ75　鋳鉄製 2.0 か所

ルーフドレン　中継 φ75　鋳鉄製 7.0 か所

オーバーフロー管[打込み型] S0FK46-1:第一機材同等品 10.0 か所

アルミ成型笠木　　ｗ225 ノンドリップ 322.0 ｍ

　　　〃　　　　　　〃　コーナー ノンドリップ 9.0 か所

アルミ成型笠木　　ｗ350 ノンドリップ 23.0 ｍ

　　　〃　　　　　　〃　コーナー ノンドリップ 4.0 か所

幕板　t4.0アルミ樹脂複合板
専用留め付け金物、金属下地共　　　　　　　　ｱ
ﾙﾎﾟﾘｯｸ/fr　三菱ｹﾐｶﾙ同等品 46.7 ｍ2

軒天　t4.0アルミ樹脂複合板
専用留め付け金物、金属下地共　　　　　　　　ｱ
ﾙﾎﾟﾘｯｸ/fr　三菱ｹﾐｶﾙ同等品 436.0 ｍ2

軒天　t4.0アルミ樹脂複合板穴あけ加工 200Φ 5.0 箇所

軒天　t4.0アルミ樹脂複合板　天井点検口 t4.0アルミ樹脂複合板加工 2.0 箇所

出隅見切り　 アルミFBｰ3×45フッ素樹脂焼付塗装 66.1 ｍ

t1.4アルミスパンドレル
フッ素樹脂焼付塗装　金属下地共　　　　　　RA-
13-1　理研工業同等品 40.4 ｍ2

軒天 廻り縁 アルミ製 172.0 ｍ

（S1：ボルト固定式ｱﾙﾐ押出しﾙｰﾊﾞｰ）　

アルミ押出し材ルーバー　
150×20、100×20、60×20@80
下地金物、ストリンガー共　B-2種 276.0 ｍ2
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アルミ新型押出材 ルーバー固定用 224.0 m

アルミルーバー製両開き扉 W2,500×H3,000 下地金物一式　門錠付 1.0 箇所

（S2：屋上目隠しルーバー）

アルミ押出し材ルーバー　 100×20@80　下地金物、ストリンガー共　B-2種 115.0 ｍ2

アルミルーバー製片開き扉 W900×H2,000 下地金物一式　門錠付 1.0 箇所

メンテナンスバルコニー手摺
ｽﾁｰﾙFB加工H=1,100　支柱St.9×44@1000　横桟
St.9×44　3段　溶融亜鉛メッキ 6.6 ｍ

小庇　端部水切金物　 St.FB4.5×150溶融亜鉛メッキ 90.1 ｍ

屋上設備置場　メンテナンス床 ｽﾁｰﾙｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ張り　ｱﾝｸﾞﾙ下地共 9.2 ｍ2

室外機置場　スチール階段 2段W700ｽﾁｰﾙｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ張り　ｱﾝｸﾞﾙ下地共 2.0 か所

排水溝 グレーチング W200、鋳鉄製 中荷重用 細目･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 3.8 ｍ

タラップ　ＳＵＳ製（屋上） ｽﾃﾝﾚｽ W400、梯子型 3.6 ｍ

ポーチ幕吊フック ﾊﾟｯﾄﾞｱｲ　　 PD-9 20.0 か所

旗受金物 ＳＵＳ製渦巻型 2.0 組

（内部）

軽量鉄骨壁下地 スタッド65　＠450　下地張り 1120.0 ｍ2

軽量鉄骨壁下地 スタッド90　＠450　下地張り 767.0 ｍ2

軽量鉄骨壁下地開口補強 LGS65 508.0 ｍ

軽量鉄骨壁下地開口補強 LGS90 260.0 ｍ

軽量鉄骨天井下地　吊ボルト1.5ｍ未満 19形 @225 下地張りなし 225.0 ｍ2

軽量鉄骨天井下地　吊ボルト1.5ｍ未満 19形 @360 下地張りあり 603.0 ｍ2

軽量鉄骨天井下地　吊ボルト1.5ｍ以上 19形 @360 下地張りあり　振れ止め補強 68.2 ｍ2

軽量鉄骨天井下地　木毛セメント板透かし張り部 25形 @225 振れ止め補強 744.0 ｍ2

天井インサート デッキ用 1640.0 ｍ2
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

軽量鉄骨天井下地　支持構造部直固定 19形　Mバー直付工法 391.0 ｍ2

天井開口補強 19形 450×450 40.0 か所

天井開口補強 19形 900×900 25.0 か所

壁面　t4.0アルミ樹脂複合板
専用留め付け金物、金属下地共 　　　　　　　ｱﾙ
ﾎﾟﾘｯｸ/fr　三菱ｹﾐｶﾙ同等品 23.9 ｍ2

天井　t4.0アルミ樹脂複合板
専用留め付け金物、金属下地共　　　　　　　　ｱ
ﾙﾎﾟﾘｯｸ/fr　三菱ｹﾐｶﾙ同等品 217.0 ｍ2

天井　t4.0アルミ樹脂複合板穴あけ加工 200Φ 10.0 箇所

天井　t4.0アルミ樹脂複合板　天井点検口 t4.0アルミ樹脂複合板加工 5.0 箇所

照明BOX(t4.0アルミ樹脂複合板部) St.PL-1.6加工　W200×H150　焼付塗装 9.5 ｍ

階段蹴込部アルミパンチングメタル st.PL-16加工、25φ、開口率50%程度 18.1 ｍ2

t1.4アルミスパンドレル
フッ素樹脂焼付塗装　金属下地共　　　　　　RA-
13-1　理研工業同等品 12.6 ｍ2

アルミスパンドレル見切 下端ﾎﾞｰﾀﾞｰM-86　理研工業同等品 17.0 ｍ

アルミ製玄関消音マット Clic-19ﾐｽﾞｼﾞﾏ同等品　受枠共 8.5 ｍ2

キャットウォーク床　t1.6スチール有孔パネル 250×40　高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 64.2 ｍ2

キャットウォーク部転落防止用巾木 H=170 t1.2スチールパネル曲げ加工 36.0 ｍ

ＣＢ１：ブラインドボックス 内寸150×150 t1.2スチールパネル曲げ加工 38.2 ｍ

ＣＢ２：スクリーンボックス 内寸150×150 t1.2スチールパネル曲げ加工 36.8 ｍ

ラボスタジオスクリーンボックス 内寸150×150 t1.2スチールパネル曲げ加工 15.5 ｍ

防火シャッター受け下地材 st-□100×100×2.3＠300程度 23.6 ｍ2

壁木ルーバー取付下地 St.ｱﾝｸﾞﾙ加工 40.0 ｍ

床見切　 ＳＵＳ製　3×12 14.8 ｍ

マグネット掲示用横桟 St.FB-6×60 63.5 ｍ

スチール手摺１:内部スチール製手摺
スチールエキスパンドメタル+スチールFB加工　金
物一式　平部、階段平部 40.0 ｍ

スチール手摺１:内部スチール製手摺
スチールエキスパンドメタル+スチールFB加工　金
物一式　階段斜部 47.4 ｍ
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スチール手摺２:内部スチール製手摺
ｽﾁｰﾙFB加工H=900　支柱St.9×44@1000　横桟St.9
×44　2段 22.0 ｍ

キャットウォーク手摺
ｽﾁｰﾙFB加工H=1,100　支柱St.9×44@1000　横桟
St.9×44　3段 68.7 ｍ

自立手摺 ｽﾁｰﾙFB加工H=900程度　支柱St.9×44@1000 15.8 ｍ

ノンスリップ（フラットエンド） ステンレス製 65.8 ｍ

天井点検口 額縁タイプ　指定色焼付塗装品　450×450 40.0 か所

配線ピット溝蓋 Ｗ150　st-PL9.0 リン酸処理　受枠共 159.0 ｍ

給排水ピット溝蓋 300×300　st-PL9.0 リン酸処理　受枠共 5.0 箇所

自動扉巻き込み防止柵
H350 支柱：St.FB-6×38@900
横桟：St.FB-6×38 １列 3.2 ｍ

ピクチャーレール 天井付けタイプ 50.0 ｍ

キーボックス 100本用 1.0 台

消火器BOX　埋込み型 UFB-1F-3025：UNION同等品、消火器本体共 6.0 か所

消火器BOX　床置き型 UFB-3F-3026：UNION同等品、消火器本体共 6.0 か所

AEDBOX UAB-104：UNION同等品 2.0 か所

タラップ　ＳＵＳ製 ｽﾃﾝﾚｽ W400、足掛け 3.0 か所

　　小　計
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15 左官工事

（外部）

床 石下地モルタル　木ゴテ 外部床 636.0 ㎡

屋上　コンクリート金ゴテ Ｂ種　防水下 1832.0 ㎡

笠木天端　コンクリート金ゴテ Ｗ＝170　防水下 398.0 ｍ

防水モルタル金ゴテ 側溝 3.8 ｍ

建具周囲防水モルタル充填 外部建具 97.4 ｍ

 （内部）

床 カッター目地 @3000 341.0 ｍ

床 コンクリート金ゴテ ｱﾙﾐ消音ﾏｯﾄ下 8.5 ㎡

床 コンクリート金ゴテ 押えｺﾝ下地 602.0 ㎡

床 コンクリート金ゴテ 塗床下地 押えｺﾝ面 602.0 ㎡

床 コンクリート金ゴテ 塗床下地 902.0 ㎡

床 コンクリート金ゴテ ｾﾒﾝﾄ系 ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地 189.0 ㎡

床 コンクリート金ゴテ 防水下地　ＥＶピット 4.8 ㎡

床 コンクリート金ゴテ 設備ピット床 332.0 ㎡

床 コンクリート金ゴテ ピット側溝床 43.7 ｍ

床 セルフレベリング t=10ｾﾒﾝﾄ系 ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 264.0 ㎡

床 石下地モルタル　木ゴテ 内部床 144.0 ㎡

踏面 石下地モルタル 20.1 ㎡

蹴上 石下地モルタル 13.0 ㎡

機械基礎天端 コンクリート金ゴテ 塗床下地 2.3 ㎡
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建具周囲モルタル充填 内部建具 184.0 ｍ

　　小　計
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16 金属製建具工事

16-Ａ アルミ建具工事 1.0 式

16-Ｂ 鋼製建具工事 1.0 式

16-Ｃ トイレブース工事 1.0 式

　　小　計
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16-Ａ アルミ建具工事 ※スチールカーテンボックス共

（アルミサッシ）

ＡＤ１ 引分け自動ドア＋ＦＩＸ W3940+3550×H2500、エンジン共 1.0 か所

ＡＤ２ 引分け自動ドア＋ＦＩＸ W3940×H2500、縦型ｱﾙﾐ加工額縁共、エンジン共 1.0 か所

ＡＤ３ ダブルスライド自動ドア W1845×H2550、縦型ｱﾙﾐ加工額縁共、エンジン共 1.0 か所

ＡＤ４ 片開きフラッシュドア上部ガラリ W840×H2870、4方スチール額縁共 2.0 か所

ＡＤＰ１ 片開きフラッシュドア W600×H600 1.0 か所

ＡＷ１ たて滑り出し窓＋ＦＩＸ W790×H3955、4方スチール額縁共 2.0 か所

ＡＷ２ 片開き窓＋上部ガラリ W410×H2465、4方スチール額縁共 4.0 か所

ＡＷ３ ＦＩＸ連窓＋上部ガラリ W1140×H2465、4方スチール額縁共 12.0 か所

ＡＷ４ ＦＩＸ連窓＋両開きドア W6355×H1675、4方スチール額縁共 1.0 か所

ＡＷ５ たて滑り出し窓＋ＦＩＸ W790×H3805、4方スチール額縁共 2.0 か所

ＡＷ６ ＦＩＸ・たて滑り出し連窓 W22700×H1415、4方スチール額縁共 1.0 か所

ＡＷ７ ＦＩＸ窓 W1600×H1675、4方スチール額縁共、防火設備 1.0 か所

ＡＬ１ アルミ断熱パネル W1300×H600 2.0 か所

取付調整費 アルミサッシ 1.0 式

運搬費 アルミサッシ 1.0 式

（アルミカーテンウォール）

ＡＣＷ１ ＦＩＸ連窓 W3080+4075×H7070、3方スチール額縁共 1.0 か所

ＡＣＷ２ ＦＩＸ連窓＋親子開き戸 W4800×H7685、3方スチール額縁共 1.0 か所

ＡＣＷ３ ＦＩＸ連窓＋親子開き戸 W38250×H7685、3方スチール額縁共 1.0 か所

ＡＣＷ４ ＦＩＸ連窓 W740×H7070、3方スチール額縁共、防火設備 2.0 か所
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ＡＣＷ５ ＦＩＸ連窓 W1640×H7070、3方スチール額縁共 3.0 か所

ＡＣＷ６ ＦＩＸ連窓＋たて滑り出し窓 W16130×H3755、スチール額縁共 1.0 か所

取付調整費 アルミカーテンウォール 1.0 式

運搬費 アルミカーテンウォール 1.0 式

16-Ａアルミ建具　小々計
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16-Ｂ 鋼製建具工事 ※取付調整・運搬費共

（鋼製ドア、鋼製枠）

ＳＤ１両開きフラッシュドア W2600×H2980 1.0 か所

ＳＤ２両開きフラッシュドア W2440×H2845 1.0 か所

ＳＤ３親子開きフラッシュドア ランマスチールパネル W1300×H2800 2.0 か所

ＳＤ４片開きフラッシュドア ランマスチールパネル W800×H2800 4.0 か所

ＳＤ５ 片開きフラッシュドア W760×H2800 2.0 か所

ＳＤ６両開きフラッシュドア ランマスチールパネル W1800×H2800 1.0 か所

ＳＤ７両開きフラッシュドア 袖ＦＩＸ＋ランマスチールパネル W6510×H2980 1.0 か所

ＳＤ８親子開きフラッシュドア 袖ＦＩＸ＋ランマスチールパネル W2690×H2980 1.0 か所

ＳＤ９親子開きフラッシュドア 袖ＦＩＸ＋ランマスチールパネル W7095×H2980 1.0 か所

ＳＤ１０親子開きフラッシュドア 袖ＦＩＸ＋ランマスチールパネル W7095×H2980 1.0 か所

ＳＤ１１親子開きフラッシュドア 袖ＦＩＸ＋ランマスチールパネル W7095×H2980 1.0 か所

ＳＤ１２親子開きフラッシュドア 袖ＦＩＸ＋ランマスチールパネル W7095×H2980 2.0 か所

ＳＤ１３親子開きフラッシュドア 袖ＦＩＸ＋ランマスチールパネル W3330×H2980 2.0 か所

ＳＤ１４折りたたみフラッシュドア （潜り戸） W2370×H2530、特定防火設備 1.0 か所

ＳＤ１５親子開きフラッシュドア 袖ＦＩＸ＋ランマスチールパネル W15770×H2680 1.0 か所

ＳＤ１６片開きフラッシュドア＋ランマスチールパネル W900×H2975 1.0 か所

ＳＤ１７親子開きフラッシュドア ランマスチールパネル W1300×H2800 1.0 か所

ＳＤ１８両開きフラッシュドア 上部ガラリ W1140×H3160、防火設備 1.0 か所

ＳＤ１９ 引分け自動ドア＋ＦＩＸ W6430×H3000 2.0 か所

ＳＤ２０ 片開きフラッシュドア W700×H1500 1.0 か所
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ＳＷ１ ガラススクリーン＋ＦＩＸ連窓 W11640×H2980 1.0 か所

ＳＷ２ ガラススクリーン＋ＦＩＸ連窓 W6360×H3180 1.0 か所

ＳＷ３ ガラススクリーン＋ＦＩＸ連窓 W6360×H2780 1.0 か所

ＳＷ４ ガラススクリーン＋ＦＩＸ連窓 W6990×H2980 4.0 か所

ＳＦ１ 一方枠 W4.5×H2500 6.0 か所

ＳＤＰ１ スライド点検扉 W1800×H2800 2.0 か所

ＳＤＰ２ スライド点検扉 W2900×H2800 2.0 か所

ＳＤＰ３ スライド点検扉 W4750×H2400 1.0 か所

ＳＤＰ４ スライド点検扉 W4100×H3000 1.0 か所

ＳＤＰ５ スライド点検扉 W2900×H3000 1.0 か所

（軽量鋼製建具）

ＬＳＤ-１ W1050×H2100、エンジン装置共 1.0 か所

（鋼製シャッター）

ＳＳ１ 電動式防火防煙シートシャッター
W6375×H2790、耐熱ｶﾞﾗｽｸﾛｽt0.7、避難口付
特定防火設備 2.0 か所

ＳＳ２ 電動式防火防煙シートシャッター W6990×H2990、耐熱ｶﾞﾗｽｸﾛｽt0.7、特定防火設備 4.0 か所

ＳＳ３ 電動式防火防煙シートシャッター W6375×H3190、耐熱ｶﾞﾗｽｸﾛｽt0.7、特定防火設備 1.0 か所

ＳＳ４ 電動式防火防煙シートシャッター W6375×H2790、耐熱ｶﾞﾗｽｸﾛｽt0.7、特定防火設備 1.0 か所

16-Ｂ　鋼製建具工事　小々計
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16-Ｃ トイレブース工事

※取付調整・運搬費共

ＴＢ１ トイレブース W3600×H2500 2.0 か所

ＴＢ２ トイレブース W2820×H2500 2.0 か所

16-Ｃ トイレブース工事　小々計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№48



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

17 硝子工事

複層ガラス Low-E5+A6+FL5 4.0㎡以下 186.0 ㎡

複層ガラス Low-E5+A6+T5 2.0㎡以下 20.1 ㎡

複層ガラス Low-E5+A6+HS6 2.0㎡以下 21.4 ㎡

複層ガラス Low-E6+A6+w6.8 4.0㎡以下 31.2 ㎡

複層ガラス Low-E8+A6+TP8 4.0㎡以下 128.0 ㎡

複層ガラス Low-E8+A6+TP8 4.0㎡以上 110.0 ㎡

複層ガラス Low-E8+A8+HS8 4.0㎡以上 59.0 ㎡

フロートガラス t=3 2.18㎡以下 2.5 ㎡

型板ガラス t=4 2.18㎡以下 0.1 ㎡

強化ガラス t=6 4.0㎡以下 3.3 ㎡

強化ガラス t=8 4.0㎡以下 8.1 ㎡

強化ガラス t=10 4.0㎡以下 24.9 ㎡

強化合わせガラス t=6+6合わせ 4.0㎡以下 285.0 ㎡

飛散防止フィルム 579.0 ㎡

ガラスシーリング ｼﾘｺﾝ 5×5 170.0 ｍ

ガラスシーリング ｼﾘｺﾝ 8×8 1836.0 ｍ

ガラスシーリング ｼﾘｺﾝ 10×10 2219.0 ｍ

ガラスシーリング 突き付け目地シール、ｼﾘｺﾝ 12×8 477.0 ｍ

耐火用ガラスシーリング 耐火用ｼﾘｺﾝ 8×8 83.0 ｍ

ガラスクリーニング 880.0 ㎡
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小計
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18 塗装工事

（外部）

ＤＰ塗装 1級 鉄骨面、素地ごしらえB種込み 52.7 ㎡

ＤＰ塗装　細幅 1級 スチール手摺 28.6 m

外壁　フッ素樹脂塗装 押出成形セメント板面　着色 723.0 ｍ2

外壁　フッ素樹脂塗装 ＲＣ打放し面　着色 189.0 ｍ2

外壁・軒裏　フッ素樹脂塗装 ＲＣ打放し面　透明 553.0 ｍ2

（内部）

壁、梁型　　　ＥＰ-Ｇ塗装 ボード面・ケイカル面　　一般部 1699.0 ｍ2

天井　　ＥＰ塗装 ボード面・ケイカル面 472.0 ｍ2

天井　　ＥＰ塗装 ＲＣ面 8.2 ｍ2

ＥＰ塗装 木部  Ａ種　(糸幅300mm以下) 33.0 m

ＳＯＰ塗装 鉄部 1170.0 ㎡

ＳＯＰ塗装 鉄部　(糸幅300mm以下) 486.0 ｍ

ＵＣ塗装 木部　Ａ種 165.0 ｍ2

ＵＣ塗装 階段部　Ａ種 40.7 ｍ2

ＵＣ塗装 木部  Ａ種　(糸幅300mm以下) 138.0 ｍ

ＡＣＷ，ＡＷ裏  ＥＰ塗装 ボード面 22.9 ｍ2

床 合成骨材散布型耐久床仕上材 ABC商会:ﾌｪﾛｺﾝ 同等品 602.0 ㎡

床：着色防塵材 カラークリート同等品 21.7 ｍ2

床：防塵材　　ＯＡ下、ＰＳ，ＥＰＳ ABC商会:OAｸﾘｱｰｺｰﾄ 同等品 881.0 ｍ2

基礎天端：着色防塵材 カラークリート同等品 2.3 ｍ2
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基礎立上り：着色防塵材 カラークリート同等品 1.6 ｍ2

巾木：着色防塵材 Ｈ＝３００　カラークリート同等品 5.5 ｍ2

壁 内外装薄塗材Ｅ（左官工法） ﾎﾞｰﾄﾞ面　ｱｲｶ:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄJQ-200校倉S同等 87.8 ㎡

　　小　計
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19 内外装工事

（外部）

現場発泡ウレタン吹付 t=30 ﾉﾝﾌﾛﾝ、外壁及び軒裏断熱 885.0 ｍ2

岩綿吹付 t=25 鉄骨梁 53.2 ｍ2

岩綿吹付 t=30コテ押え EVシャフト内 18.6 ｍ2

（内部）

床 タイルカーペット ｔ６.５ 東ﾘ:GA100ｼﾘｰｽﾞ 同等品 274.0 ｍ2

タイルカーペット ｔ６.８ 東ﾘ:GA3600ｼﾘｰｽﾞ 262.0 ｍ2

超防汚性ビニル床シート ｔ２．０　東リ：消臭ＮＳトワレＮＷ同等品 64.9 ｍ2

階段ビニル床シート ｔ２．０　汎用品 10.2 ｍ2

帯電防止置敷ビニル床タイル（ＯＡ用）
ｔ５．０　東リ：ルースレイタイルLLフリー800同
等品 449.0 ｍ2

ＯＡフロアＡ Ｈ１５０　バットフロアM300A：ニチアス同等品 426.0 ｍ2

ＯＡフロアＢ Ｈ１５０　オメガフロアHG5000：ニチアス同等品 449.0 ｍ2

薄型汚垂タイル t6.0 600×1100　TOTO:ハイドロセラPU 3.4 ㎡

巾木 ＳＵＳ巾木 Ｈ＝６０ 156.0 ｍ

塩ビ巾木 Ｈ＝６０ 430.0 ｍ

壁 ｔ3.0メラミン不燃化粧板 （アイカ：セラール　同等品） 28.8 ｍ2

ｔ6.0木調樹脂フィルム化粧ケイカル板 ＡＣＷ裏 51.4 ｍ2

ｔ6.0県産杉突板貼り高圧岩綿複層板
建具部（大建工業：グラビオUS天然木突板富山県
産杉仕様　同等品） 41.9 ｍ2

ｔ6.0県産杉突板貼り高圧岩綿複層板 ＡＣＷ裏 51.4 ｍ2

ｔ6.0化粧ケイカル板目スカシ 目地シール 211.0 ｍ2

掲示壁用リノリウム ｔ6 ブルテンボード：forbo同等品 35.6 ｍ2
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ｔ12.5石膏ボード張り 突き付け、V目地 45.6 ｍ2

ｔ12.5+9.5石膏ボード張り 突き付け 496.0 ｍ2

ｔ12.5+9.5石膏ボード張り 継ぎ目処理 1466.0 ｍ2

ｔ12.5耐水石膏ボード 突き付け、V目地 403.0 ｍ2

ｔ12.構造用合板張り 88.2 ｍ2

１時間耐火間仕切壁 t12.5強化PB+t9.5普通硬質PB両面+LGS90 82.7 ｍ2

１時間耐火間仕切壁 t21.0強化PB+t21.0強化PB片面+LGS90 102.0 ｍ2

耐火シール 321.0 ｍ

ｔ25グラスウールボード 厚手クロス額縁貼32kg/ｍ3 ブラック 80.8 ｍ2

遮音グラスウール充填 ｔ50　24kg/m3 344.0 ｍ2

ＡＣＷ裏 ケイカル板 t=6.0 6.4 ㎡

天井 ｔ9.5石膏ボード張り+ｔ9岩綿吸音板 735.0 ｍ2

ｔ9.5石膏ボード張り 130.0 ｍ2

ｔ15.0木毛セメント板　短冊貼り 342.0 ｍ2

ｔ25グラスウールボード 厚手クロス額縁貼32kg/ｍ3 ブラック 875.0 ｍ2

塩ビ廻り縁 674.0 ｍ

　　小　計
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20 仕上ユニット工事

20-Ａ 家具工事 1.0 式

20-Ｂ サイン工事 1.0 式

20-Ｃ カーテン、ブラインド工事 1.0 式

小　計
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20-Ａ 家具工事

Ｋ－１ 湯沸カウンター W4005×D600×H850 2.0 台

Ｋ－２ 手洗いカウンター、化粧鏡 W2000×D600×H750 2.0 台

Ｋ－３ 手洗いカウンター、化粧鏡 W2000+1650×D600×H750 2.0 台

Ｋ－４ ライニング甲板 W900×D150 10.0 台

Ｋ－５ ライニング甲板 W2800×D150 2.0 台

Ｋ－６ ＳＫ吊り棚、モップ掛け 2.0 台

Ｋ－７ ライニング甲板 W800×D150 2.0 台

Ｋ－８ ライニング甲板 W1000×D270 12.0 台

Ｋ－９ ライニング甲板 W2350×D200 1.0 台

20-Ａ家具工事　小々計
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20-Ｂ サイン工事

Ｐ－１ 館名文字サイン 2.0 か所

Ｐ－１ 注意喚起サイン 3.0 か所

Ｐ－２ フロア案内サイン 2.0 か所

Ｐ－３ 室名サイン（在空表示有り） 12.0 か所

Ｐ－４ 室名サイン（在空表示無し） 2.0 か所

Ｐ－５ 室名サイン（ミーティングルーム） 1.0 か所

Ｐ－６ 室名サイン　ガラス面 2.0 か所

Ｐ－７ ピクトサイン（身障者トイレ） 1.0 か所

Ｐ－８ ピクトサイン（男女トイレ） 4.0 か所

Ｐ－９ ピクトサイン（突き出し) 2.0 か所

Ｐ－１０ エレベーターサイン 3.0 か所

Ｐ－１１ ゴミ箱サイン 2.0 か所

Ｐ－１２ バックヤード室名サイン（タイプ１） 6.0 か所

Ｐ－１３ 消火栓サイン 4.0 か所

Ｐ－１４ バックヤード室名サイン（タイプ２） 8.0 か所

Ｐ－１５ 総合案内サイン 1.0 か所

Ｐ－１６ 誘導サイン 1.0 か所

Ｐ－１７ 衝突防止サイン 150.0 ｍ

20-Ｂサイン工事　小々計
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20-Ｃ カーテン、ブラインド工事

（横型ブラインド）

Ｂ－１ 横型ブラインド W690×H2150 4.0 台

Ｂ－２ 横型ブラインド W1440×H2150 12.0 台

横型ブラインド　取付工事費 Ｂ１～Ｂ２ 16.0 台

（縦型ブラインド）

Ｂ－３ 縦型ブラインド W5400×H3150 3.0 台

縦型ブラインド　取付工事費 51.0 ｍ2

（電動縦型ブラインド）

電動Ｂ－１ 電動縦型ブラインド W4800×H3600 1.0 台

電動Ｂ－２ 電動縦型ブラインド W3700×H3600 10.0 台

電動Ｂ－３ 電動縦型ブラインド W6400×H3950 1.0 台

電動Ｂ－４ 電動縦型ブラインド W4800×H3700 1.0 台

電動Ｂ－５ 電動縦型ブラインド W3700×H3650 10.0 台

電動Ｂ－６ 電動縦型ブラインド W6400×H3500 1.0 台

マルチスイッチ 4.0 個

電動結線部品 結線費共 24.0 台

電動縦型ブラインド　取付工事費 351.0 ｍ2

（電動横型ブラインド）

電動Ｂ－７ 電動横型ブラインド W1250×H1450 18.0 台

マルチスイッチ 1.0 個

電動結線部品 結線費共 18.0 台
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電動縦型ブラインド　取付工事費 72.0 ｍ2

（ロールスクリーン）

ＲＳ１ ロールスクリーン W1100×H2360 2.0 台

ＲＳ２ ロールスクリーン W970×H3150 14.0 台

ＲＳ３ ロールスクリーン W1100×H4170 2.0 台

ＲＳ４ ロールスクリーン W1100×H3495 2.0 台

ＲＳ５ ロールスクリーン W1100×H3150 2.0 台

ＲＳ６ ロールスクリーン W1000×H3100 28.0 台

ＲＳ７ ロールスクリーン W1100×H3400 16.0 台

ロールスクリーン　取付工事費 66.0 台

20-Ｃカーテン、ブラインド工事　小々計
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21 昇降機設備工事

乗用（車椅子対応）エレベーター ＥＶ１、15人乗り、二方向出入口

形　式 マシンルームレス

制御方式 ロープ式インバータ制御

操作方式 セレクチブ・コレクチブ

積載質量（定員） 1000ｋｇ（15名）

速　度 60m/min

停止階数 ３箇所（グランドフロア、1～2階）

その他仕様 非接触一体型ボタン

出入口三方枠：大枠仕様ステンレスヘアライン

既存監視盤への接続工事込み

エレベーター設置工事 1 台

諸官公署手続費 1.0 式

小計
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22 建物外構工事

22-Ａ 舗装工事 1.0 式

22-Ｂ 排水工事 1.0 式

22-Ｃ 工作物工事 1.0 式

22-Ｄ 境界・擁壁工事 1.0 式

22-Ｅ 造園工事 1.0 式

小　　計
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22-Ａ 舗装工事

1-a アスファルト舗装 t=50 ｱｽﾌｧﾙﾄ、t=150 RC-40 路盤共 497.0 ｍ2

1-b-1 インターロッキング舗装 t=60 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ、ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ加工 路盤共 384.0 ｍ2

1-b-2 インターロッキング舗装 t=60 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 路盤共 365.0 ｍ2

（路盤下改良材）

路盤下改良材 ｾﾒﾝﾄ系固化材 混合量60kg/m3 30.0 ｔ

施工費 散布、攪拌、転圧、整地 1246.0 ｍ2

重機回送費 1.0 台

1-c 砂利敷舗装 t=60 白玉砂利、防草ｼｰﾄ 209.0 ｍ2

防草シート 209.0 ｍ2

1-d 客土 H=300 14.7 ｍ2

1-e 黒御影石ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上 ｔ20×600×600、土間コンクリート共 154.0 ㎡

切土 外構部 390.0 m3

盛土 外構部、発生土（Ｂ種） 146.0 m3

発生土処理（残土）処分費 場外処分 244.0 ｍ3

同上積込み 244.0 ｍ3

同上運搬費
ダンプトラック10ｔ、バックホウ0.8m3、DID区間
あり、11.0km以下 244.0 ｍ3

土工機械運搬費 外構用 1.0 往復

ポンプ圧送（基本料） 外構用 1.0 回

22-Ａ　小々計
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22-Ｂ 排水工事

2-a-1 自由勾配側溝 (車道用)300×400、溝蓋共 89.6 ｍ

2-a-1 自由勾配側溝、横断用 (車道用)300×400、溝蓋共 13.2 ｍ

2-a-1 自由勾配側溝 (車道用)300×600、溝蓋共 25.2 ｍ

2-a-1 自由勾配側溝 (車道用)300×900、溝蓋共 61.7 ｍ

2-a-1 自由勾配側溝、横断用 (車道用)300×900、溝蓋共 7.6 ｍ

2-a-2 自由勾配側溝 (歩道用)600×800、溝蓋共 30.1 ｍ

2-b-1 現場打ち排水桝 450×450×H500台、桝蓋共 3.0 箇所

2-b-2 現場打ち排水桝 600×600×H1000台、桝蓋共 1.0 箇所

2-b-3 現場打ち排水桝 800×800×H1000台、桝蓋共 1.0 箇所

2-b-3 現場打ち排水桝 800×800×H2200台、桝蓋共 1.0 箇所

22-Ｂ　小々計
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22-Ｃ 工作物工事

3-a-1 白線引き W150 溶融式 38.1 ｍ

3-a-2 ゼブラライン W150 溶融式 33.1 ｍ

3-a-3 路面標示 1300×1650 車椅子ﾏｰｸ 2.0 箇所

3-b-1 北側階段 W3000、15段 1.0 箇所

3-ｂ-2 東側階段 W2800、13段 1.0 箇所

3-c スロープ 1.0 箇所

〃 外部sh1：外部ｽﾁｰﾙ手摺１
ｽﾁｰﾙFB加工　横桟タイプ
溶融亜鉛メッキの上リン酸処理 14.0 ｍ

22-Ｃ　小々計
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22-Ｄ 境界・擁壁工事

4-a コンクリート縁石 120×120×600 11.1 ｍ

4-b-1 北側擁壁１ 壁:t250 18.4 ｍ

〃 擁壁天端笠木 st-PL6.0　W250　溶融亜鉛メッキの上リン酸処理 18.4 ｍ

4-b-2 北側擁壁２ 壁:t2500　平均H2550部 19.7 ｍ

4-b-2 北側擁壁２ 壁:t250　平均H3000部 19.7 ｍ

〃 擁壁天端笠木 st-PL6.0　W250　溶融亜鉛メッキの上リン酸処理 39.4 ｍ

4-b-3 北側擁壁３ 壁:t250　H3300 13.7 ｍ

4-b-3 北側擁壁３ 壁:t250　H4000 17.0 ｍ

〃 擁壁天端笠木 st-PL6.0　W250　溶融亜鉛メッキの上リン酸処理 30.7 ｍ

〃 外部sh2：外部ｽﾁｰﾙ手摺２
ｽﾁｰﾙFB加工　縦桟タイプ
溶融亜鉛メッキの上リン酸処理 30.7 ｍ

4-b-4 南側擁壁 壁:t250　H2800 21.6 ｍ

〃 擁壁天端笠木 st-PL6.0　W250　溶融亜鉛メッキの上リン酸処理 21.6 ｍ

〃 外部sh2：外部ｽﾁｰﾙ手摺２
ｽﾁｰﾙFB加工　縦桟タイプ
溶融亜鉛メッキの上リン酸処理 21.6 ｍ

22-Ｄ　小々計
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22-Ｅ 造園工事

植栽用客土工 植栽用選別良質土　小運搬・敷均し 121.2 ｍ3

法面整形工 バックホウ築立（土羽）整形（砂質土） 403.7 ｍ2

張芝工 高麗芝、ベタ張り 403.7 ｍ2

22-Ｅ　小々計
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23 解体工事

23-Ａ 外構解体工事 1.0 式

23-Ｂ 建物解体工事 既存図書館棟 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

23-Ａ 外構解体工事

中木 構内移植 H6.0ｍ程度、枝ぶり4ｍ程度 3.0 ヵ所

中木 構内移植 H6.0ｍ程度、枝ぶり6ｍ程度 3.0 ヵ所

中木 構内移植 H6.0ｍ程度、枝ぶり7ｍ程度 5.0 ヵ所

中木 構内移植 H6.0ｍ程度、幹0.8ｍ程度、枝ぶり7ｍ程度 4.0 ヵ所

高木 撤去 H6.0ｍ程度 2.0 ヵ所

抜根 幹周り～30cm 2.0 ヵ所

外灯 撤去 H4.0ｍ程度 1.0 ヵ所

鉄骨造渡り廊下 撤去 5,000×11,700×H2,900、基礎共 1.0 式

Ｕ型側溝360A 撤去 グレーチング蓋共 74.8 ｍ

Ｕ型側溝360A 撤去 36.3 ｍ

自由勾配側溝600×700～  撤去 コンクリート蓋共 30.1 ｍ

自由勾配側溝300×500～  撤去 コンクリート蓋共 33.8 ｍ

排水桝800×800 撤去 グレーチング蓋共 1.0 ヵ所

排水桝400×400 撤去 グレーチング蓋共 2.0 ヵ所

コンクリート舗装 撤去 t150 50.7 ㎡

アスファルト舗装 撤去 t50 2310.0 ㎡

インターロッキング舗装 撤去 t50 361.0 ㎡

階段 撤去
踏幅3360×踏面380×蹴上190×10段
SUS手摺共　RC造 4.0 ｍ

階段 撤去
踏幅1600×踏面300×蹴上150×4段
RC造 1.2 ｍ

丸太階段 撤去
踏幅1700×踏面300×蹴上150×14段
丸太階段 5.3 ｍ

カッター入れ 95.0 ｍ
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

ハンドホール撤去 600×600×1200 程度 2.0 ヵ所

発生材集積費 1.0 式

発生材運搬費 1.0 式

処分費 産業廃棄物等処理共 1.0 式

取り壊し機械運搬 バックホウ、油圧式クローラー型0.5ｍ3 1.0 往復

23-Ａ　小々計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

23-Ｂ 建物解体工事

仮設 仮設間仕切り　下地 軽鉄下地、Ｂ種 15.0 ㎡

仮設間仕切り仕上　B種 石膏ボード片面 15.0 ㎡

仮設間仕切り仕上　運搬 15.0 ㎡

外部 外壁カッター入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 9.0 ｍ

外壁コンクリート撤去 t150　集積共 1.3 ｍ3

コンクリート目あらし 外壁面 1.4 ㎡

開口補強用コンクリート斫り 4.8 ㎡

内部 床カッター入れ モルタル面 4.3 ｍ

床ビニル床タイル撤去 アスベスト含有　集積共 3.5 ㎡

天井石膏ボード撤去 二重張り　集積共 3.5 ㎡

天井下地撤去 集積共 3.5 ㎡

建具 図書館棟既存ＡＣＷ撤去 1.0 式

建具周囲ハツリ 集積共 12.8 ｍ

ガラス撤去 集積共 9.8 ｍ2

発生材運搬費 1.0 式

産業廃棄物等処理費 1.0 式

処分費 産業廃棄物等処理共 1.0 式

23-Ｂ　小々計
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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：成形鋼板 H2.0ｍ、9ヶ月、設置撤去費、基本料、運搬費共 341.0 ｍ

出入口：シートゲート Ｗ6000×H4500　　9カ月 3.0 か所

出入口：シートゲート Ｗ3600×H4500　　9カ月 1.0 か所

通用口：鋼製片開ドア W900×H2000　錠付　9か月 2.0 か所

完成パースパネル 2000×1500　カラー 1.0 か所

工事用道路：鉄板敷き ｔ22　　　7ケ月 1236.0 ｍ2

交通誘導員 9か月(20日)×3人 540.0 人・日

環境測定工事 試料採取基本両パッシブ法
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ、ｱｾﾄﾞｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　（DNPH法） VOC法（５
項目）GC/MS法 消材費、報告書作成費共 30.0 か所

（地業工事　杭）

セメントミルク圧縮試験費 渡り廊下棟共 6.0 セット

（地業工事　土間下表層地盤改良）

配合一軸圧縮試験 1.0 試料

六価クロム溶出試験費 1.0 検体

一軸圧縮試験 3.0 試料

（外構工事　表層地盤改良）

六価クロム溶出試験費 1.0 検体

一軸圧縮試験 2.0 試料

指定仮設費　　計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外舗01】 1-e　黒御影石ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上　ｔ20×600×600

黒御影石ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上 ｔ20×600×600、土間コンクリート共 10.0 ㎡

床モルタル塗り 木ゴテ 10.0 ｍ2

すきとり 0.4 m3

発生土積み込み、処理費 外構-舗装工事で計上

コンクリート Fc21 S=18 1.5 m3

コンクリート打設手間 ポンプ、土間程度 1.5 m3

ポンプ圧送費 1.5 m3

異形鉄筋 SD-295A D13 65.0 kg

鉄筋加工組立費 RCﾗｰﾒﾝ構造 65.0 kg

鉄筋運搬費 4t 30km程度 65.0 kg

砕石地業 再生切込砕石 1.5 m3

計 10ｍ2あたり

改め計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№72



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外排側01】 2-a-1自由勾配側溝、(車道用)300×400、溝蓋共

根切り 外構工事で計上

埋戻し 外構工事で計上

ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ 0.5 m3

打設手間 人力打設 0.5 m3

砕石 再生切込砕石 0.9 m3

自由勾配側溝 300×400 5.0 ヶ所

　　〃　　　据付 世話役 0.3 人

　　　〃　　　 特殊作業員 0.3 人

　　　〃　　　 普通作業員 1.0 人

　　　〃　　　 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転 0.3 日

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.3 m3

打設手間 人力打設 0.3 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え 3.0 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 Ｌ=500 5.0 ヶ所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 Ｌ=500 5.0 ヶ所

計 10ｍあたり

改め計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外排側02】
2-a-1自由勾配側溝、横断用、(車道用)300×400
溝蓋共

根切り 外構工事で計上

埋戻し 外構工事で計上

ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ 0.5 m3

打設手間 人力打設 0.5 m3

砕石 再生切込砕石 0.9 m3

自由勾配側溝 300×400、横断用 5.0 ヶ所

　　〃　　　据付 世話役 0.3 人

　　　〃　　　 特殊作業員 0.3 人

　　　〃　　　 普通作業員 1.0 人

　　　〃　　　 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転 0.3 日

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.3 m3

打設手間 人力打設 0.3 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え 3.0 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 Ｌ=500 5.0 ヶ所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 Ｌ=500 5.0 ヶ所

計 10ｍあたり

改め計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外排側03】 2-a-1自由勾配側溝、(車道用)300×600、溝蓋共

根切り 外構工事で計上

埋戻し 外構工事で計上

ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ 0.5 m3

打設手間 人力打設 0.5 m3

砕石 再生切込砕石 0.9 m3

自由勾配側溝 300×600 5.0 ヶ所

　　〃　　　据付 世話役 0.3 人

　　　〃　　　 特殊作業員 0.3 人

　　　〃　　　 普通作業員 1.0 人

　　　〃　　　 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転 0.3 日

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.3 m3

打設手間 人力打設 0.3 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え 3.0 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 Ｌ=500 5.0 ヶ所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 Ｌ=500 5.0 ヶ所

計 10ｍあたり

改め計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外排側04】 2-a-1自由勾配側溝、(車道用)300×900、溝蓋共

根切り 外構工事で計上

埋戻し 外構工事で計上

ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ 0.5 m3

打設手間 人力打設 0.5 m3

砕石 再生切込砕石 0.9 m3

自由勾配側溝 300×900 5.0 ヶ所

　　〃　　　据付 世話役 0.3 人

　　　〃　　　 特殊作業員 0.3 人

　　　〃　　　 普通作業員 1.0 人

　　　〃　　　 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転 0.3 日

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.3 m3

打設手間 人力打設 0.3 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え 3.0 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 Ｌ=500 5.0 ヶ所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 Ｌ=500 5.0 ヶ所

計 10ｍあたり

改め計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外排側05】
2-a-1自由勾配側溝、横断用(車道用)300×900
溝蓋共

根切り 外構工事で計上

埋戻し 外構工事で計上

ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ 0.5 m3

打設手間 人力打設 0.5 m3

砕石 再生切込砕石 0.9 m3

自由勾配側溝 300×900、横断用 5.0 ヶ所

　　〃　　　据付 世話役 0.3 人

　　　〃　　　 特殊作業員 0.3 人

　　　〃　　　 普通作業員 1.0 人

　　　〃　　　 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転 0.3 日

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.3 m3

打設手間 人力打設 0.3 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え 3.0 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 Ｌ=500 5.0 ヶ所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 Ｌ=500 5.0 ヶ所

計 10ｍあたり

改め計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外排側06】 2-a-2自由勾配側溝、(歩道用)600×800、溝蓋共

根切り 外構工事で計上

埋戻し 外構工事で計上

ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ 0.8 m3

打設手間 人力打設 0.8 m3

砕石 再生切込砕石 1.3 m3

自由勾配側溝 600×800 5.0 ヶ所

　　〃　　　据付 世話役 0.3 人

　　　〃　　　 特殊作業員 0.3 人

　　　〃　　　 普通作業員 1.0 人

　　　〃　　　 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転 0.3 日

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.5 m3

打設手間 人力打設 0.5 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え 5.9 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 Ｌ=500 5.0 ヶ所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 Ｌ=500 5.0 ヶ所

計 10ｍあたり

改め計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外排桝01】 450×450×H500台、桝蓋共

根切り 土工事で計上

埋戻し 土工事で計上

捨コン 0.4 m3

打設手間 人力打設 0.4 m3

砕石 再生切込砕石 1.1 m3

普通型枠 基礎部 30.9 ㎡

型枠運搬 30.9 ㎡

異形鉄筋 SD295A、D10 103.0 kg

異形鉄筋 SD295A、D13 91.1 kg

鉄筋加工組立費 RCﾗｰﾒﾝ構造 194.0 kg

鉄筋運搬費 4t 30km程度 194.0 kg

ｺﾝｸﾘｰﾄ FC21-18-25 2.8 m3

打設手間 人力打設 2.8 m3

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 細幅 24.0 m

ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え 2.0 ㎡

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ます幅450、鋳鉄製格子型、T-20 10.0 ヶ所

計 10箇所あたり

改め計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外排桝02】 600×600×H1000台、桝蓋共

根切り 土工事で計上

埋戻し 土工事で計上

捨コン 0.4 m3

打設手間 人力打設 0.4 m3

砕石 再生切込砕石 1.1 m3

普通型枠 基礎部 74.7 ㎡

型枠運搬 74.7 ㎡

異形鉄筋 SD295A、D10 203.0 kg

異形鉄筋 SD295A、D13 124.0 kg

鉄筋加工組立費 RCﾗｰﾒﾝ構造 327.0 kg

鉄筋運搬費 4t 30km程度 327.0 kg

ｺﾝｸﾘｰﾄ FC21-18-25 6.0 m3

打設手間 人力打設 6.0 m3

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 細幅 30.0 m

ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え 2.5 ㎡

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ます幅600、鋳鉄製格子型、T-20 10.0 ヶ所

計 10箇所あたり

改め計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外排桝03】 800×800×H1000台、桝蓋共

根切り 土工事で計上

埋戻し 土工事で計上

捨コン 0.5 m3

打設手間 人力打設 0.5 m3

砕石 再生切込砕石 2.2 m3

普通型枠 基礎部 97.5 ㎡

型枠運搬 97.5 ㎡

異形鉄筋 SD295A、D10 263.0 kg

異形鉄筋 SD295A、D13 161.0 kg

鉄筋加工組立費 RCﾗｰﾒﾝ構造 424.0 kg

鉄筋運搬費 4t 30km程度 424.0 kg

ｺﾝｸﾘｰﾄ FC21-18-25 8.0 m3

打設手間 人力打設 8.0 m3

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 細幅 30.0 m

ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え 3.5 ㎡

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ます幅600、鋳鉄製格子型、T-20 10.0 ヶ所

計 10箇所あたり

改め計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外排桝03】 800×800×H2200台、桝蓋共

根切り 土工事で計上

埋戻し 土工事で計上

捨コン 0.5 m3

打設手間 人力打設 0.5 m3

砕石 再生切込砕石 2.2 m3

普通型枠 基礎部 200.0 ㎡

型枠運搬 200.0 ㎡

異形鉄筋 SD295A、D10 530.0 kg

異形鉄筋 SD295A、D13 322.0 kg

鉄筋加工組立費 RCﾗｰﾒﾝ構造 852.0 kg

鉄筋運搬費 4t 30km程度 852.0 kg

ｺﾝｸﾘｰﾄ FC21-18-25 16.0 m3

打設手間 人力打設 16.0 m3

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 細幅 30.0 m

ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え 3.5 ㎡

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ます幅600、鋳鉄製格子型、T-20 10.0 ヶ所

SUSタラップ 80.0 ヶ所

計 10箇所あたり

改め計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№82



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外工01】 北側階段

コンクリート Fc21 S=18 2.4 m3

コンクリート打設手間 ポンプ 2.4 m3

ポンプ圧送費 2.4 m3

打放型枠（A種） 地上軸部 4.8 m2

型枠運搬費 4t車 4.8 m2

打放し面補修 Ａ種 4.8 m2

異形鉄筋 SD-295A D10 134.0 kg

異形鉄筋 SD-295A D13 35.2 kg

鉄筋加工組立費 RCﾗｰﾒﾝ構造 169.0 kg

鉄筋運搬費 4t 30km程度 169.0 kg

砕石地業 再生切込砕石 1.2 m3

造膜浸透形コンクリート保護塗料塗り クリア 天端含む 6.8 m2

床コンクリート直均し仕上げ 金ごて 20.3 m2

段鼻タイル 100角無釉 45.0 ｍ

階段手摺 st-42.7φ　溶融亜鉛メッキ 11.0 ｍ

計

改め計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№83



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外工02】 東側階段

コンクリート Fc21 S=18 2.4 m3

コンクリート打設手間 ポンプ 2.4 m3

ポンプ圧送費 2.4 m3

打放型枠（A種） 地上軸部 4.2 m2

型枠運搬費 4t車 4.2 m2

打放し面補修 Ａ種 4.2 m2

異形鉄筋 SD-295A D10 132.0 kg

異形鉄筋 SD-295A D13 31.0 kg

鉄筋加工組立費 RCﾗｰﾒﾝ構造 163.0 kg

鉄筋運搬費 4t 30km程度 163.0 kg

砕石地業 再生切込砕石 1.2 m3

造膜浸透形コンクリート保護塗料塗り クリア 天端含む 6.2 m2

床コンクリート直均し仕上げ 金ごて 17.6 m2

段鼻タイル 100角無釉 39.0 ｍ

階段手摺 st-42.7φ　溶融亜鉛メッキ 11.0 ｍ

計

改め計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№84



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外工03】 スロープ

コンクリート Fc21 S=18 7.0 m3

コンクリート打設手間 ポンプ 7.0 m3

ポンプ圧送費 7.0 m3

打放型枠（A種） 地上軸部 9.6 m2

普通型枠 基礎部 8.9 m2

型枠運搬費 4t車 18.5 m2

打放し面補修 Ａ種 9.6 m2

異形鉄筋 SD-295A D10 259.0 kg

異形鉄筋 SD-295A D13 115.0 kg

鉄筋加工組立費 RCﾗｰﾒﾝ構造 374.0 kg

鉄筋運搬費 4t 30km程度 374.0 kg

均しコンクリート　　(捨ｺﾝ) Fc18 S=18 1.7 m3

コンクリート打設手間 人力打設 1.7 m3

砕石地業 再生切込砕石 5.0 m3

造膜浸透形コンクリート保護塗料塗り クリア 天端含む 20.7 m2

床コンクリート直均し仕上げ 金ごて 23.0 m2

床　　黒御影石ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上 ｔ20×600×600 23.0 ｍ2

スロープ手摺 st-42.7φ　溶融亜鉛メッキ 11.0 ｍ

計

改め計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№85



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外擁01】 北側擁壁１

コンクリート Fc21 S=18 9.4 m3

コンクリート打設手間 ポンプ 9.4 m3

ポンプ圧送費 9.4 m3

打放型枠（A種） 地上軸部 21.7 m2

普通型枠 基礎部 26.0 m2

型枠運搬費 4t車 47.7 m2

打放し面補修 Ａ種 21.7 m2

異形鉄筋 SD-295A D10 388.0 kg

異形鉄筋 SD-295A D13 62.1 kg

鉄筋加工組立費 RCﾗｰﾒﾝ構造 450.0 kg

鉄筋運搬費 4t 30km程度 450.0 kg

均しコンクリート　　(捨ｺﾝ) Fc18 S=18 0.7 m3

コンクリート打設手間 人力打設 0.7 m3

砕石地業 再生切込砕石 2.0 m3

根切 土工事で計上 m3

天端コンクリート直均し仕上げ 10.0 m

造膜浸透形コンクリート保護塗料塗り クリア 天端含む 23.7 m2

水抜きパイプ VP管 5.0 箇所

エラスタイト目地 材工共 4.3 m

根切り 土工事で計上

埋戻し 土工事で計上

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№86



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

計 10ｍあたり

改め計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№87



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外擁02】 北側擁壁２　　平均H2550部

コンクリート Fc21 S=18 12.8 m3

コンクリート打設手間 ポンプ 12.8 m3

ポンプ圧送費 12.8 m3

打放型枠（A種） 地上軸部 28.5 m2

普通型枠 基礎部 33.0 m2

型枠運搬費 4t車 61.5 m2

打放し面補修 Ａ種 28.5 m2

異形鉄筋 SD-295A D10 553.0 kg

異形鉄筋 SD-295A D13 62.1 kg

鉄筋加工組立費 RCﾗｰﾒﾝ構造 615.0 kg

鉄筋運搬費 4t 30km程度 615.0 kg

均しコンクリート　　(捨ｺﾝ) Fc18 S=18 1.3 m3

コンクリート打設手間 人力打設 1.3 m3

砕石地業 再生切込砕石 4.0 m3

根切 土工事で計上 m3

天端コンクリート直均し仕上げ 10.0 m

造膜浸透形コンクリート保護塗料塗り クリア 天端含む 30.5 m2

水抜きパイプ VP管 5.0 箇所

エラスタイト目地 材工共 4.3 m

根切り 土工事で計上

埋戻し 土工事で計上

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№88



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

計 10ｍあたり

改め計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№89



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外擁03】 北側擁壁２　　平均H3000部

コンクリート Fc21 S=18 15.0 m3

コンクリート打設手間 ポンプ 15.0 m3

ポンプ圧送費 15.0 m3

打放型枠（A種） 地上軸部 33.0 m2

普通型枠 基礎部 37.5 m2

型枠運搬費 4t車 70.5 m2

打放し面補修 Ａ種 33.0 m2

異形鉄筋 SD-295A D10 815.0 kg

異形鉄筋 SD-295A D13 62.1 kg

鉄筋加工組立費 RCﾗｰﾒﾝ構造 877.0 kg

鉄筋運搬費 4t 30km程度 877.0 kg

均しコンクリート　　(捨ｺﾝ) Fc18 S=18 1.3 m3

コンクリート打設手間 人力打設 1.3 m3

砕石地業 再生切込砕石 4.0 m3

根切 土工事で計上 m3

天端コンクリート直均し仕上げ 10.0 m

造膜浸透形コンクリート保護塗料塗り クリア 天端含む 35.0 m2

水抜きパイプ VP管 5.0 箇所

エラスタイト目地 材工共 4.3 m

根切り 土工事で計上

埋戻し 土工事で計上

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№90



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

計 10ｍあたり

改め計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№91



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外擁04】 北側擁壁３　　H3300

コンクリート Fc21 S=18 16.5 m3

コンクリート打設手間 ポンプ 16.5 m3

ポンプ圧送費 16.5 m3

打放型枠（A種） 地上軸部 36.0 m2

普通型枠 基礎部 40.5 m2

型枠運搬費 4t車 76.5 m2

打放し面補修 Ａ種 36.0 m2

異形鉄筋 SD-295A D10 960.0 kg

異形鉄筋 SD-295A D13 62.1 kg

鉄筋加工組立費 RCﾗｰﾒﾝ構造 1022.0 kg

鉄筋運搬費 4t 30km程度 1022.0 kg

均しコンクリート　　(捨ｺﾝ) Fc18 S=18 1.3 m3

コンクリート打設手間 人力打設 1.3 m3

砕石地業 再生切込砕石 4.0 m3

根切 土工事で計上 m3

天端コンクリート直均し仕上げ 10.0 m

造膜浸透形コンクリート保護塗料塗り クリア 天端含む 38.0 m2

水抜きパイプ VP管 5.0 箇所

エラスタイト目地 材工共 4.3 m

根切り 土工事で計上

埋戻し 土工事で計上

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№92



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

計 10ｍあたり

改め計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№93



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外擁05】 北側擁壁３　　H4000

コンクリート Fc21 S=18 20.0 m3

コンクリート打設手間 ポンプ 20.0 m3

ポンプ圧送費 20.0 m3

打放型枠（A種） 地上軸部 43.0 m2

普通型枠 基礎部 47.5 m2

型枠運搬費 4t車 90.5 m2

打放し面補修 Ａ種 43.0 m2

異形鉄筋 SD-295A D10 1165.0 kg

異形鉄筋 SD-295A D13 62.1 kg

鉄筋加工組立費 RCﾗｰﾒﾝ構造 1227.0 kg

鉄筋運搬費 4t 30km程度 1227.0 kg

均しコンクリート　　(捨ｺﾝ) Fc18 S=18 1.3 m3

コンクリート打設手間 人力打設 1.3 m3

砕石地業 再生切込砕石 4.0 m3

根切 土工事で計上 m3

天端コンクリート直均し仕上げ 10.0 m

造膜浸透形コンクリート保護塗料塗り クリア 天端含む 45.0 m2

水抜きパイプ VP管 5.0 箇所

エラスタイト目地 材工共 4.3 m

根切り 土工事で計上

埋戻し 土工事で計上

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№94



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

計 10ｍあたり

改め計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№95



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

【代価-外擁06】 南側擁壁　H2800

コンクリート Fc21 S=18 14.0 m3

コンクリート打設手間 ポンプ 14.0 m3

ポンプ圧送費 14.0 m3

打放型枠（A種） 地上軸部 31.0 m2

普通型枠 基礎部 35.5 m2

型枠運搬費 4t車 66.5 m2

打放し面補修 Ａ種 31.0 m2

異形鉄筋 SD-295A D10 815.0 kg

異形鉄筋 SD-295A D13 62.1 kg

鉄筋加工組立費 RCﾗｰﾒﾝ構造 877.0 kg

鉄筋運搬費 4t 30km程度 877.0 kg

均しコンクリート　　(捨ｺﾝ) Fc18 S=18 0.8 m3

コンクリート打設手間 人力打設 0.8 m3

砕石地業 再生切込砕石 2.5 m3

根切 土工事で計上 m3

天端コンクリート直均し仕上げ 10.0 m

造膜浸透形コンクリート保護塗料塗り クリア 天端含む 33.0 m2

水抜きパイプ VP管 5.0 箇所

エラスタイト目地 材工共 4.3 m

根切り 土工事で計上

埋戻し 土工事で計上

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№96



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

計 10ｍあたり

改め計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№97



符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

Ｂ 渡り廊下棟　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 既製コンクリート工事 1.0 式

9 防水工事 1.0 式

10 屋根工事 1.0 式

11 金属工事 1.0 式

12 左官工事 1.0 式

13 金属製建具工事 1.0 式

14 硝子工事 1.0 式

15 塗装工事 1.0 式

16 内外装工事 1.0 式

            計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№98



1 直接仮設工事

 （外部）

水盛遺方 一般 39.8 建ｍ2

墨出し　地上階 一般　改修部を含む 41.2 延ｍ2

一般養生費　地上階 改修部を含む 41.2 延ｍ2

整理清掃後片付け　地上階 一般　改修部を含む 41.2 延ｍ2

外部足場
枠組本足場手すり先行方式W=900 H＜12M 1か月
運搬費共 116.0 ㎡

安全手摺 枠組本足場用1か月　運搬費共 14.4 ｍ

外部仕上棚足場 階高4.0m以下、脚立足場 1か月 運搬費共 38.2 ｍ2

シート養生 垂直養生　養生シート　1か月　運搬費共 116.0 ㎡

 （内部）

内部仕上脚立足場 1か月 運搬費共　改修部を含む 35.0 ㎡

  小計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№99



2 土工事

根切 総掘り、法付オープンカット 41.0 m3

床付 17.3 ㎡

埋戻し 発生土（Ｂ種） 27.2 m3

発生土処理（残土）処分費 場外処分 13.8 m3

同上積込み 13.8 m3

同上運搬費
ダンプトラック10ｔ、バックホウ0.8m3、DID区間
なし、11.5km以下 13.8 m3

土工機械運搬費 1.0 往復

  小計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№100



3 地業工事

砂利地業 基礎下　再生切込砕石 1.7 m3

（杭工事）

PHC杭　φ450　C種　L10.0ｍ 既製杭 4.0 本

機械器具運搬費 本体棟に含む

機械器具組立解体費 本体棟に含む

セメントサイロ設置費 本体棟に含む

掘削施工費 φ450 44.0 ｍ

セメント注入費 φ450 40.0 ｍ

回転埋設用金具 φ450 4.0 基

NCPアンカー 32.0 本

同上施工費 1.0 式

  小計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№101



4 コンクリート工事

均しコンクリート　（捨てコン） Fc-18  S-18 1.0 ｍ3

躯体コンクリート　（基礎部） Fc-27  S-18 9.5 ｍ3

デッキコンクリート Fc-21  S-18 10.6 ｍ3

打設手間 捨てｺﾝ 1.0 ｍ3

〃 基礎部 9.5 ｍ3

〃 デッキ 10.6 ｍ3

ポンプ圧送（基本料） 捨てｺﾝ 1.0 回

〃 基礎部 1.0 回

〃 デッキ 2.0 回

ポンプ圧送（手間） 捨てｺﾝ 1.0 ｍ3

〃 基礎部 9.5 ｍ3

〃 デッキ 10.6 ｍ3

構造体強度補正 20.1 ｍ3

  小計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№102



5 型枠工事

普通合板型枠 基礎部 39.0 ｍ2

普通合板型枠 地上軸部 17.4 ｍ2

打放合板型枠　Ａ種 地上軸部 9.8 ｍ2

打放し面補修 Ａ種 9.8 ｍ2

型枠運搬費 10ｔ車 66.2 ｍ2

  小計
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6 鉄筋工事

異形鉄筋 SD295A  D10 0.3 ｔ

〃 SD295A  D13 0.6 ｔ

〃 SD295A  D16 0.2 ｔ

〃 SD345   D22　（小口） 0.3 ｔ

〃 SD345   D25 0.6 ｔ

鉄筋加工組立 設計数量 一般  一般建物  D32以下 2.0 ｔ

鉄筋運搬費 4t車 30km程度 2.0 ｔ

溶接金網　デッキスラブ内 φ6　100×100 73.7 ｍ2

ガス圧接費 Ｄ25+Ｄ25 12.0 か所

 スクラップ控除 H2 0.1 ｔ

  小計
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7 鉄骨工事

工場加工費 工作図作成費込み 8.9 t

工場溶接費 8.9 t

消耗品費 8.9 t

錆止塗装費 工場塗装 137.0 m2

運搬費 8.9 t

建方費 8.9 t

合番、本締め、現場加工費 8.9 t

社内検査費 8.9 t

＜鉄骨鋼材＞ 所要数量

Ｈ形鋼 SS400  H-200×100×5.5×8　（小口） 0.2 ｔ

Ｈ形鋼 SS400  H-340×250×9×14　（小口） 1.2 ｔ

Ｈ形鋼 SS400  H-350×175×7×11　（小口） 0.5 ｔ

Ｈ形鋼 SS400  H-390×300×10×16　（小口） 1.6 ｔ

Ｈ形鋼 SS400  H-400×200×8×13 0.7 ｔ

鋼管 STKN400B ○-355.6×11.1 1.4 ｔ

鋼管 STKN400B ○-355.6×16 2.2 ｔ

平鋼 SS400  FB-9×25　（小口） 20.00 kg

平鋼 SN400B  FB-9×25　（小口） 0.1 ｔ

鋼板 SS400 t=6 0.1 ｔ

鋼板 SS400 t=9 0.2 ｔ

鋼板 SS400 t=12 0.4 ｔ
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鋼板 SN490C t=22 0.1 ｔ

鋼板 SN490C t=25 0.1 ｔ

鋼板 SN490C t=28 0.1 ｔ

鋼板 SN490C t=32 0.3 ｔ

トルシアボルト S10T HTB-M16×35 17.0 本

トルシアボルト S10T HTB-M20×50 25.00 本

トルシアボルト S10T HTB-M20×55 84.00 本

トルシアボルト S10T HTB-M20×60 200.0 本

トルシアボルト S10T HTB-M20×70 267.0 本

（付帯工事）

デッキプレート EZ75-1.2 54.7 m2

スタッドボルト φ16　L=120　材工共 320.0 本

デッキ受工事 柱廻り、梁継手部　SS400  FB-6×50　材工共 80.0 ヵ所

外周コンクリート止 52.4 m

ハイベースＮＥＯ EM350-8-30  材工共 4.0 ヵ所

ベースモルタル 500×500  t=30 4.0 ヵ所

  小計
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8 既製コンクリート工事

外壁 押出成形セメント板
t60 W900 リブパネル縦張　二次防水工法
目地シール共 69.3 ｍ2

二次防水用シール 二次防水、3000Pa仕様 68.3 ｍ2

すきまフォーム充填 36.0 ｍ

受け通しアングル L-50*50*6 12.6 ｍ

受けアングルピース L-50*50*6　L＝100 36.0 ｍ

下部通しアングル L-50*50*6 36.0 ｍ

　　小　計
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9 防水工事

外部 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ露出断熱防水（ﾄｰﾁ工法）
平部　ASI-T1　t30硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ2種1号
高反射保護塗料塗 29.6 ｍ2

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ露出防水（ﾄｰﾁ工法） 立上り　ASｰT3　高反射保護塗料塗 9.8 ｍ2

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ露出防水（ﾄｰﾁ工法） 立上り天端　ASｰT3　高反射保護塗料塗 3.1 ｍ2

防水押え金物　 アルミアングル既製品 26.2 ｍ

脱気筒 ステンレス製　1箇所/50㎡ 1.0 か所

防水入隅処理 コーナーキャント 27.7 ｍ

アルミ水切り アルミ押し出し材　70×30 21.8 ｍ

ＥＸＰ．Ｊ取り合いシーリング PU-2　20×15 7.2 ｍ

建具廻りシーリング MS-2　15×10 88.0 ｍ

建具水切シーリング MS-2　20×15 9.8 ｍ

　　小　計
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10 屋根工事

堅樋　　アルミバンドレス φ114　取付金物共 16.0 ｍ

飾り桝　アルミ成形品バンドレス用 φ114用　Ｔ字型（掃除口付） 2.0 か所

  小計
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11 金属工事

（外部）

ルーフドレン　横型 φ100　鋳鉄製 2.0 か所

オーバーフロー管[打込み型] S0FK46-1:第一機材同等品 2.0 か所

アルミ成型笠木　　ｗ475 ノンドリップ 20.4 ｍ

t2.0アルミパネル(B-2種)曲げ加工 下地金物共、内部側も含む 4.2 ｍ2

軒天 軽量鉄骨天井下地 25型　直貼用 38.2 ｍ2

ＥＸＰ．Ｊ 屋根＋外壁 W=450 ｱﾙﾐ製 耐火帯付 ｸﾘｱﾗﾝｽ200 7.2 ｍ

ＥＸＰ．Ｊ 外壁＋外壁 W=200 耐火帯付 熱可塑性ｵﾚﾌｨﾝ系ｴﾗｽﾄﾏｰ 4.9 ｍ

ＥＸＰ．Ｊ 外壁コーナー W=200 耐火帯付 熱可塑性ｵﾚﾌｨﾝ系ｴﾗｽﾄﾏｰ 4.6 ｍ

ＥＸＰ．Ｊ 軒天コーナー W=200 ｱﾙﾐ製 7.0 ｍ

（内部）

軽量鉄骨壁下地 スタッド65　＠450　下地張り 29.3 ㎡

軽量鉄骨天井下地　吊ボルト1.5ｍ未満 19形 @360 下地張りあり 38.5 ㎡

天井インサート デッキ用 38.5 ｍ2

床：EXP.J金物 アルミ製化粧タイプ　耐火帯付　可動量200 6.4 ｍ

天井：EXP.J金物 W=200 ｱﾙﾐ製 6.4 ｍ

内壁：EXP.J金物 W=200 ｱﾙﾐ製 11.0 ｍ

軽量鉄骨壁下地開口補強 LGS65 81.5 ｍ

  小計
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12 左官工事

（外部）

屋上　コンクリート金ゴテ Ｂ種　防水下 29.6 ㎡

笠木天端　コンクリート金ゴテ Ｗ＝150　防水下 20.4 ｍ

（内部）

床 コンクリート金ゴテ ｾﾒﾝﾄ系 ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地 35.0 ㎡

床 セルフレベリング t=10ｾﾒﾝﾄ系 ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 58.8 ㎡

床　モルタル金ゴテ押え 既存床下地調整 3.5 ㎡

  小計
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13 金属製建具工事

（アルミ製建具工事）

ＡＣＷ７  ＦＩＸ窓＋排煙窓 W820×H4680、4方スチール額縁共 3.0 か所

ＡＣＷ８  ＦＩＸ窓 W820×H4680、4方スチール額縁共、防火設備 5.0 か所

取付調整費 1.0 式

運搬費 1.0 式

  小計
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14 硝子工事

複層ガラス Low-E5+A6+FL5 4.0㎡以下 2.5 ㎡

複層ガラス Low-E5+A6+T5 2.0㎡以下 19.9 ㎡

複層ガラス Low-E5+A6+HS6 2.0㎡以下 3.3 ㎡

複層ガラス Low-E6+A6+w6.8 4.0㎡以下 18.7 ㎡

飛散防止フィルム 1.6 ㎡

ガラスシーリング ｼﾘｺﾝ 5×5 178.0 ｍ

ガラスシーリング ｼﾘｺﾝ 8×8 耐火用 57.2 ｍ

ガラスクリーニング 44.0 ㎡

  小計
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15 塗装工事

外部 外壁　フッ素樹脂塗装 押出成形セメント板面　着色 69.3 ｍ2

軒裏　ＥＰ-Ｇ塗装 ケイカル面 38.2 ㎡

根巻き コンクリート保護材塗布 ＲＣ面一般部　ﾗﾝﾃﾞｯｸｽｺｰﾄ同等品 0.6 ㎡

鉄骨柱 耐火塗装 1時間耐火 14.9 ㎡

内部 鉄骨柱 耐火塗装 1時間耐火 12.4 ㎡

壁　ＥＰ塗装 ボード面・ケイカル面　　一般部 29.3 ㎡

ＳＯＰ塗装（糸巾３００ｍｍ以下） 鉄部 AW額縁 88.0 ｍ

ＡＷ裏 ＥＰ塗装 ｹｲｶﾙ面 13.1 ㎡

  小計

富山県立大学 富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）建築工事　№114



16 内外装工事

外部 ｔ６ケイカル板目スカシ 38.2 ㎡

現場発泡ウレタン吹付 t=30 ﾉﾝﾌﾛﾝ、外壁及び軒裏断熱 30.7 ㎡

床 タイルカーペット ｔ6.8 35.0 ㎡

既存復旧ビニル床シート ｔ２.５ 3.5 ㎡

壁 塩ビ巾木 Ｈ＝６０ 22.7 ｍ

ｔ12.5+9.5石膏ボード張り 継ぎ目処理 29.3 ㎡

ＡＣＷ裏 ケイカル板 t=6.0 13.1 ㎡

天井 ｔ9.5石膏ボード張り+ｔ9岩綿吸音板 38.5 ㎡

既存天井復旧 ｔ9岩綿吸音板、下張共 3.5 ㎡

廻り縁 塩ﾋﾞ 28.2 ｍ

床-外壁層間塞ぎ ﾛｯｸｳｰﾙ充填 10.0 ｍ

耐火被覆　梁 ロックウール吹付　t=25 137.0 ㎡

アルミパネル裏面岩綿吹付 t=30 岩綿吹付 4.2 ㎡

小計
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符号 名　　　称 摘　要 数量 単位 単　価 金　額 備　考

Ｃ 共同溝　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 防水工事 1.0 式

8 金属工事 1.0 式

9 左官工事 1.0 式

共同溝　計
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1 直接仮設工事

水盛遺方 小規模 41.9 ㎡

墨出し 小規模　地下 41.9 ㎡

整理清掃後片付け 小規模　地下 41.9 ㎡

小計
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2 土工事

根切 総掘り、法付オープンカット 318.0 m3

床付 41.9 ㎡

埋戻し B種  根切良質土 128.0 m3

発生土処理（残土）処分費 場外処分 190.0 m3

同上積込み 190.0 m3

同上運搬費
ダンプトラック10ｔ、バックホウ0.8m3、DID区間
なし、11.5km以下 190.0 m3

土工機械運搬費 渡り廊下棟で計上

小計
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3 地業工事

砂利地業 再生切込砕石 2.5 m3

小計
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4 コンクリート工事

普通コンクリート Fc-21  S-18 39.2 m3

コンクリート打設手間 39.2 m3

コンクリートポンプ基本料金 2.0 回

コンクリートポンプ圧送料金 39.2 m3

構造体強度補正 39.2 m3

小計
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5 型枠工事

普通合板型枠 基礎部 123.0 ㎡

打ち放し型枠 C種 123.0 ㎡

型枠運搬費 10t 246.0 ㎡

打継目地棒 20×20 40.0 ｍ

目地棒　設置手間 40.0 ｍ

エラスタイト目地 材工共 20.0 m

共同溝壁 コンクリート打放補修 Ｃ種 84.3 ㎡

共同溝天井 コンクリート打放補修 Ｃ種 31.8 ㎡

小計
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6 鉄筋工事

異形棒鋼 SD295A　D10 10.0 ｋｇ

異形棒鋼 SD295A　D13 2.2 ｔ

異形棒鋼 SD295A　D16 4.4 ｔ

スクラップ控除 0.2 ｋｇ

鉄筋加工組立
設計数量
一般　一般建物　D32以下 6.4 ｔ

鉄筋運搬費
設計数量
4t車　30km程度 6.4 ｔ

あと施工アンカー 接着系アンカー 20.0 本

小計
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7 防水工事

（外部）

屋根天端 ウレタン塗膜防水 平場　　Ｘ－２ 4.6 ㎡

屋根立上り ウレタン塗膜防水 立上り　Ｘ－２ 0.3 ㎡

防水押え金物　 アルミアングル既製品 6.1 ｍ

地下擁壁防水　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 142.0 ｍ2

シーリング PU-2　20×15 2.9 ｍ

（内部）

共同溝側溝 浸透性塗布防水 パラテックス防水B-1種同等 7.7 ｍ2

小計
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8 金属工事

タラップ　ＳＵＳ製（共同溝） ｽﾃﾝﾚｽ W400、足掛け 11.0 か所

小計
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9 左官工事

   （  外部  ）

屋根天端 コンクリート金ゴテ Ｂ種　防水下 4.6 ㎡

外壁 透明フッ素樹脂塗装 ＲＣ打放し面　透明 10.7 ㎡

   （  内部  ）

共同溝床 コンクリート金ゴテ 仕上 27.2 ㎡

共同溝側溝 モルタル金ゴテ W150×H50 防水下 30.8 ｍ

小計
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