
(社）日本建築積算協会３号用紙

井原市立田中美術館新館建設工事



井原市立田中美術館

工 事 名 田中美術館新館建設工事 （ 変 更 ）

新館棟増築、本館棟改造　　設備工事、外構工事、展示工事共

回＊ ＊ ＊

入 札 条 件

契約保証 （ 要  ・不要） （金銭的 ・役務的） 標準施工日数 560 日

前払い （あり ・なし） 中間前金払い （あり ・なし） 部分払い

＊ ＊

月 日

区

分

市

長

副

市

長

部

長

　伺い　　下記により工事を施工してよろしいか。 起案年月日 令和 年

次

長

課

長

課

長

補

佐

係

長

精

算

者

設

計

者

設 計 書
施 工 場 所 井原市 井原 地内

工 事 概 要 構造 ： 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造（一部鉄骨造）　　

理 由規模 ： 地上3階建て　延べ面積　3,629.08㎡

令 和 ２ 年 度 工 事 起　工

設 計 担 当 課 都市施設課

起 工町

施 設 名
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別 紙 内 訳 書 の と お り

付 帯 工 事 価 格

消 費 税 相 当 額

計

円 円 円
本 工 事 価 格

内 訳
費 目 金 額 摘 要

請 負 対 象 額 そ の 他

円 円 円

起 工 変 更

工 事 費
円 更 正 増 減

工 事 費 総 括 表
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（種目別内訳) No-3

Ａ 建築工事 1.0 式

直接工事費計

共通仮設費 1.0 式

計 （純工事費）

現場管理費 1.0 式

計 （工事原価）

一般管理費 1.0 式

合計 （工事価格）

井原市立田中美術館新館建設工事

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　



(科目別内訳) No-4

Ａ 建築工事

1 新館棟 新築 1.0 式

2 本館棟 改修 1.0 式

3 別館棟 とりこわし 1.0 式

4 市民ｷﾞｬﾗﾘｰ棟 とりこわし 1.0 式

5 渡り廊下棟 とりこわし 1.0 式

6 工作物 新設 1.0 式

7 電気設備 改設 1.0 式

8 機械設備 改設 1.0 式

9 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備 改設 1.0 式

10 既存工作物 とりこわし 1.0 式

11 工作物(敷地外) 新設 1.0 式

12 既存工作物(敷地外) とりこわし 1.0 式

13 展示工事 1.0 式

計

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　



（中科目別内訳) No-5

1 新館棟 新築

1-1 直接仮設 1.0 式

1-2 土工 1.0 式

1-3 地業 1.0 式

1-4 鉄筋 1.0 式

1-5 コンクリート 1.0 式

1-6 型枠 1.0 式

1-7 鉄骨 1.0 式

1-8 防水 1.0 式

1-9 石 1.0 式

1-10 タイル 1.0 式

1-11 木工 1.0 式

1-12 屋根及びとい 1.0 式

1-13 金属 1.0 式

1-14 左官 1.0 式

1-15 建具 1.0 式

1-16 カーテンウォール 1.0 式

1-17 塗装 1.0 式

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　



（中科目別内訳) No-6

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

1-18 内外装 1.0 式

1-19 ユニット及びその他 1.0 式

1-20 発生材処理 1.0 式

計



（中科目別内訳) No-7

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

2 本館棟 改修

2-1 直接仮設 1.0 式

2-2 防水改修 1.0 式

2-3 外壁改修 1.0 式

2-4 建具改修 1.0 式

2-5 内装改修 1.0 式

2-6 塗装改修 1.0 式

2-7 耐震（躯体）改修 1.0 式

2-8 環境配慮改修 1.0 式

2-9 発生材処理 1.0 式

計



（中科目別内訳) No-8

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

3 別館棟 とりこわし

3-1 直接仮設 1.0 式

3-2 とりこわし 1.0 式

3-3 発生材処理 1.0 式

計



（中科目別内訳) No-9

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

4 市民ｷﾞｬﾗﾘｰ棟 とりこわし

4-1 直接仮設 1.0 式

4-2 とりこわし 1.0 式

4-3 発生材処理 1.0 式

計



（中科目別内訳) No-10

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

5 渡り廊下棟 とりこわし

5-1 直接仮設 1.0 式

5-2 とりこわし 1.0 式

5-3 発生材処理 1.0 式

計



（中科目別内訳) No-11

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

6 工作物 新設

6-1 囲障 1.0 式

6-2 構内舗装 1.0 式

6-3 屋外排水 1.0 式

6-4 植栽 1.0 式

6-5 工作物その他 1.0 式

6-6 発生材処理 1.0 式

計



（中科目別内訳) No-12

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

7 電気設備 改設

別途内訳書

計



（中科目別内訳) No-13

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

8 機械設備 改設

別途内訳書

計



（中科目別内訳) No-14

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

9 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備 改設

9-1 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備 1.0 式

計



（中科目別内訳) No-15

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

10 既存工作物 とりこわし

10-1 とりこわし 1.0 式

10-2 発生材処理 1.0 式

計



（中科目別内訳) No-16

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

11 工作物 新設

11-1 囲障 1.0 式

11-2 構内舗装 1.0 式

11-4 発生材処理 1.0 式

計



（中科目別内訳) No-17

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

12 既存工作物 とりこわし

12-1 とりこわし 1.0 式

12-2 発生材処理 1.0 式

計



（中科目別内訳) No-18

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

13 展示工事

【平櫛田中記念室】

13-1 直接仮設費 1.0 式

13-2 内装造作工事 1.0 式

13-3 グラフィック工事 1.0 式

13-4 電気設備工事 1.0 式

13-5 映像・音響設備工事 1.0 式

13-6 映像ソフト制作費 1.0 式

【エントランス展示】

13-7 内装造作工事 1.0 式

13-8 グラフィック工事 1.0 式

13-9 鏡獅子撮影費 1.0 式

13-10 映像ソフト制作費 1.0 式

【上野桜木アトリエ】

13-11 内装造作工事 1.0 式

13-12 グラフィック工事 1.0 式

13-13 電気設備工事 1.0 式

計



（細目別内訳) No-19

1-1 直接仮設

別紙明細1-1

遣方 1.0 式
別紙明細1-2

墨出し 1.0 式
別紙明細1-3

養生 1.0 式
別紙明細1-4

整理清掃後片付け 1.0 式
別紙明細1-5

地足場 1.0 式
別紙明細1-6

外部足場 1.0 式
別紙明細1-7

内部躯体足場 1.0 式
別紙明細1-8

内部仕上足場 1.0 式
別紙明細1-9

災害防止 1.0 式

計

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　



（細目別内訳) No-20

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

1-2 土工

根切り つぼ･布掘り 深さ2.8m程度  2,130.0 ｍ3

床付け つぼ･布掘り 597.0 ㎡
代価表1-3

埋戻し(A種) 搬入土 305.0 ｍ3
代価表1-4

盛土(A種) 搬入土 10.2 ｍ3
代価表1-61

建設発生土運搬 2,130.0 ｍ3

別紙明細1-10

土工機械運搬 1.0 式
H鋼横矢板親杭:

山留め SS400 H-200×200×8×12 1.0 式
L=5.5m @1､500計 16本

横矢板:t40 47.03m2

(H2.09m×L22.5m)

計



（細目別内訳) No-21

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

1-3 地業

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 基礎下 43.4 ｍ3

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 土間下 14.1 ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=15N/mm2 S=15cm 42.5 ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3以上50m3/回未満 42.5 ｍ3
30m3以上50m3/回未満

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金別途加算 42.5 ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送

基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回

計



（細目別内訳) No-22

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

1-4 鉄筋

異形鉄筋 SD295A D10 49.9 t

異形鉄筋 SD295A D13 120.0 t

異形鉄筋 SD295A D16 34.1 t

異形鉄筋 SD345 D19 15.2 t

異形鉄筋 SD345 D22 38.3 t

異形鉄筋 SD345 D25 85.2 t

異形鉄筋 SD390 D32 0.5 t

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 -9.2 t

鉄筋加工組立費 330.0 t

鉄筋運搬費 330.0 t

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22-D22 536.0 か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D25-D25 2,320.0 か所

ひび割れ補強 

溶接金網敷 6.0φ-100×100 材工共 7.6 ㎡ [S-033]

振れ止め筋 D10 L=525 防錆鉄筋 147.0 本
別紙明細1-11

貫通孔補強 既製品 1.0 式



（細目別内訳) No-23

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

(内部)

保護ｺﾝｸﾘｰﾄ内 代価表1-5

溶接金網敷 6.0φ-100×100 材工共 239.0 ㎡

計



（細目別内訳) No-24

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

1-5 コンクリート

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎 Fc=27N/mm2 S=15cm 1,008.0 ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 土間ﾋﾟｯﾄ Fc=21N/mm2 S=15cm 48.3 ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 1F土間 Fc=27N/mm2 S=15cm 2.1 ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 地上部 Fc=27N/mm2 S=18cm 1,399.0 ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 地上RF Fc=24N/mm2 S=18cm 96.2 ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾃﾞｯｷ上 Fc=27N/mm2 S=18cm 75.6 ｍ3

別紙明細1-13

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1.0 式
別紙明細1-14

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 1.0 式
別紙明細1-15

構造体強度補正 1.0 式

(外部)

後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/mm2 S=15cm 2.9 ｍ3

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=18N/mm2 S=15cm 1.1 ｍ3
代価表1-7

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 2.9 ｍ3
代価表1-8

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 1.1 ｍ3



（細目別内訳) No-25

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

(内部)

後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=18N/mm2 S=15cm 34.7 ｍ3
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 30m3以上50m3/回未満 34.7 ｍ3
30m3以上50m3/回未満

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金別途加算 34.7 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回

計



（細目別内訳) No-26

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

1-6 型枠

型枠 普通合板型枠 基礎部 988.0 ㎡

型枠 打放合板型枠B種 基礎部 53.3 ㎡

型枠 打放合板型枠C種 基礎部 1,034.0 ㎡

型枠 普通合板型枠 地上軸部 5,300.0 ㎡

型枠 打放合板型枠A種 地上軸部 20.3 ㎡

型枠 打放合板型枠B種 地上軸部 1,917.0 ㎡

型枠 打放合板型枠C種 地上軸部 1,027.0 ㎡

型枠運搬費 10,340.0 ㎡

ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ JF100 t=1.0 Z12 材工共 1,525.0 ㎡

別紙明細1-16

耐震ｽﾘｯﾄ 1.0 式
別紙明細1-17

型枠目地棒 1.0 式
別紙明細1-18

人通口･通水管 1.0 式

(外部)

代価表1-17

打放し面補修 A種 ｺ-ﾝ処理 目違いばらい無 11.1 ㎡
代価表1-18

打放し面補修 B種 ｺ-ﾝ処理 部分目違いばらい 1,663.0 ㎡



（細目別内訳) No-27

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

(内部)

代価表1-17

打放し面補修 A種 ｺ-ﾝ処理 目違いばらい無 6.0 ㎡
代価表1-18

打放し面補修 B種 ｺ-ﾝ処理 部分目違いばらい 246.0 ㎡
代価表1-18

打放し面補修 B種 ｺ-ﾝ処理無 部分目違いばらい 61.6 ㎡
代価表1-19

打放し面補修 C種 ｺ-ﾝ処理 全面目違いばらい 998.0 ㎡
代価表1-19

打放し面補修 C種 ｺ-ﾝ処理無 全面目違いばらい 1,063.0 ㎡

計



（細目別内訳) No-28

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

1-7 鉄骨

(本体)

鋼板 SS400 PL-6 0.01 ｔ

鋼板 SS400 PL-9 0.9 ｔ

鋼板 SS400 PL-12 1.2 ｔ

鋼板 SS400 PL-16 0.4 ｔ

鋼板 SS400 PL-19 1.1 ｔ

鋼板 SS400 PL-25 0.1 ｔ

鋼板 SM490A PL-9 0.01 ｔ

鋼板 SM490A PL-16 0.1 ｔ

鋼板 SM490A PL-25 0.3 ｔ

鋼板 SM490A PL-28 0.3 ｔ

鋼板 SM490A PL-32 0.5 ｔ

鋼板 SN490C PL-25 0.7 ｔ

鋼板 SN490C PL-32 1.0 ｔ

鋼板 SN490C PL-40 0.8 ｔ
SS400

H形鋼(細幅) H-300×150×6.5×9 0.9 ｔ
SS400

H形鋼(細幅) H-400×200×8×13 6.1 ｔ
SS400

H形鋼(細幅) H-500×200×10×16 1.7 ｔ
SS400

H形鋼(中幅) H-340×250×9×14 1.1 ｔ



（細目別内訳) No-29

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

SS400

H形鋼(中幅) H-488×300×11×18 6.0 ｔ
SS400

H形鋼(中幅) H-700×300×13×24 20.3 ｔ
SS400

H形鋼(広幅) H-100×100×6×8 0.02 ｔ
SM490A

BH形鋼 BH-1450×350×25×32 6.0 ｔ
SM490A

外法一定H形鋼 SH-700×350×12×25 1.5 ｔ
SS400

外法一定H形鋼 SH-700×350×12×25 1.6 ｔ

鋼管 STK400 φ-508×16 5.7 ｔ

鋼管 STK490 φ-508×16 4.0 ｔ

鋼管 STK490 φ-711.2×22 6.3 ｔ

等辺山形鋼 SS400 L-75×75×6 0.01 ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ▲ 2.2 ｔ

工場加工組立 溶接共(1,799m) 65.5 ｔ
A種 JISK5674 

工場防錆塗装費 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ 1種 1,676.0 ㎡

鉄骨運搬費 65.5 ｔ

現場建て方 65.5 ｔ

現場溶接 6mm換算 79.8 ｍ

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ M16-35 S10T 7.0 本

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ M20-45 S10T 150.0 本

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ M20-50 S10T 52.0 本

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ M20-55 S10T 100.0 本
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ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ M20-65 S10T 217.0 本

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ M20-70 S10T 433.0 本

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ M22-110 S10T 163.0 本

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ M22-125 S10T 175.0 本

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ M22-60 S10T 130.0 本

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ M22-65 S10T 352.0 本

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ M22-75 S10T 15.0 本

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ M22-90 S10T 34.0 本

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ M22-95 S10T 416.0 本

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ締付費 2,153.0 本
SS400 M20 L=500

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ﾌｯｸ付 32.0 本
SS400 M24 L=600

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ﾌｯｸ付 12.0 本
SS400 M27 L=680

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ﾌｯｸ付 54.0 本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付手間 M20 L=500 32.0 本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付手間 M24 L=600 12.0 本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付手間 M27 L=680 54.0 本
ｱｲｴｽｹｰ㈱:ISﾍﾞｰｽ(CEｼﾘｰｽﾞ)柱脚工法 

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 同等品(CE511)材工共 3.0 か所
ｱｲｴｽｹｰ㈱:ISﾍﾞｰｽ(CEｼﾘｰｽﾞ)柱脚工法 

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 同等品(CE713)材工共 1.0 か所
代価表1-20

梁側 ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ充填 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 250×300 t=30 2.0 か所
代価表1-21

梁側 ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ充填 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 250×400 t=30 4.0 か所
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代価表1-21

梁側 ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ充填 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 250×450 t=30 3.0 か所
代価表1-22

梁側 ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ充填 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 300×550 t=30 11.0 か所

超音波探傷試験 第三者試験機関 現場 26.0 か所

超音波探傷試験 第三者試験機関 工場 40.0 か所

頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 19φ H=100 材工共 1,671.0 本

水平養生 水平ﾈｯﾄ張り 492.0 ㎡

鉄骨足場 単管吊り足場 492.0 ㎡

(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)

鋼板 SS400 PL-6 0.01 ｔ

溝形鋼 SS400 [-125×65×6×8 0.3 ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ▲ 0.01 ｔ

鉄骨加工･取付 溶接共(3.1m) 0.3 ｔ
A種 JISK5674 

工場防錆塗装費 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ 1種 9.8 ㎡

鉄骨運搬費 0.3 ｔ

場内小運搬 0.3 ｔ

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ M16-35 S10T 7.0 本

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ締付費 6.0 本
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(外壁受け下地鉄骨)

鋼板 SS400 PL-6 0.2 ｔ

鋼板 SS400 PL-9 1.6 ｔ

鋼板 SS400 PL-12 0.4 ｔ

鋼板 SS400 PL-16 0.1 ｔ

鋼板 SN490B PL-28 1.0 ｔ
SS400

H形鋼(中幅) H-294×200×8×12 9.9 ｔ
SS400

H形鋼(中幅) H-298×201×9×14 3.3 ｔ
SS400

H形鋼(広幅) H-300×300×10×15 5.1 ｔ
SSC400

軽量形鋼 C-100×50×20×3.2 3.1 ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ▲ 0.8 ｔ

工場加工組立 溶接共(1,059m) 20.5 ｔ

軽量鉄骨加工･取付 3.0 ｔ

工場防錆塗装費 溶融亜鉛ﾒｯｷA種 20.5 ｔ

工場防錆塗装費 溶融亜鉛ﾒｯｷB種 3.0 ｔ

継手摩擦面 ﾘﾝ酸処理 3.2 ㎡

鉄骨運搬費 23.4 ｔ

鉄骨運搬費(亜鉛ﾒｯｷ) 工場～亜鉛ﾒｯｷ工場 往復 23.4 ｔ
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現場建て方 23.4 ｔ

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20-50 F8T 258.0 本

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20-55 F8T 213.0 本

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ締付費 452.0 本

中ﾎﾞﾙﾄ M12-35 274.0 本
M20 L=2.4m ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 

ﾌﾞﾚｰｽ JIS規格品:JIS5540～5542 2.0 か所
溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZ) 材工共

M20 L=2.6m ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 

ﾌﾞﾚｰｽ JIS規格品:JIS5540～5542 6.0 か所
溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZ) 材工共

M20 L=2.8m ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 

ﾌﾞﾚｰｽ JIS規格品:JIS5540～5542 4.0 か所
溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZ) 材工共

M20 L=3.0m ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付

ﾌﾞﾚｰｽ JIS規格品:JIS5540～5542 28.0 か所
溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZ) 材工共

M20 L=3.2m ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 

ﾌﾞﾚｰｽ JIS規格品:JIS5540～5542 26.0 か所
溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZ) 材工共

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M20 L=500 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ﾌｯｸ付 32.0 本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M27 L=680 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ﾌｯｸ付 102.0 本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付手間 M20 L=500 32.0 本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付手間 M27 L=680 102.0 本
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柱下均しﾓﾙﾀﾙ 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 500×500 t=30 17.0 か所

梁側 ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ充填 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 250×300 t=30 8.0 か所

超音波探傷試験 第三者試験機関 工場 20.0 か所

(風除室 下地鉄骨)

鋼板 SS400 PL-3.2 0.1 ｔ

鋼板 SS400 PL-6 0.1 ｔ

鋼板 SS400 PL-9 0.2 ｔ

鋼板 SS400 PL-12 0.02 ｔ

鋼板 SN490B PL-16 0.1 ｔ

鋼板 SN490C PL-19 0.1 ｔ

鋼板 SN490C PL-22 0.01 ｔ
SS400

H形鋼(中幅) H-194×150×6×9 0.5 ｔ
SS400

H形鋼(広幅) H-100×100×6×8 0.1 ｔ
SS400

H形鋼(広幅) H-200×200×8×12 0.2 ｔ
STKR400

角形鋼管 □-100×100×6 0.03 ｔ
STKR400

角形鋼管 □-200×200×6 0.4 ｔ
SS400

溝形鋼 [-100×50×5×7.5 0.1 ｔ
SS400

溝形鋼 [-150×75×6.5×10 0.3 ｔ
SS400

等辺山形鋼 L-50×50×4 0.3 ｔ
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SSC400

軽量形鋼 C-100×50×20×3.2 0.1 ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ▲ 0.1 ｔ

工場加工組立 溶接共(73.1m) 2.2 ｔ

軽量鉄骨加工･取付 0.1 ｔ

工場防錆塗装費 溶融亜鉛ﾒｯｷA種 1.8 ｔ

工場防錆塗装費 溶融亜鉛ﾒｯｷB種 0.6 ｔ

継手摩擦面 ﾘﾝ酸処理 3.1 ㎡

鉄骨運搬費 2.4 ｔ

鉄骨運搬費(亜鉛ﾒｯｷ) 工場～亜鉛ﾒｯｷ工場 往復 2.4 ｔ

現場建て方 2.2 ｔ

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M16-40 F8T 5.0 本

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M16-45 F8T 38.0 本

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M16-50 F8T 34.0 本

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M16-55 F8T 67.0 本

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20-45 F8T 9.0 本

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20-50 F8T 11.0 本

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20-55 F8T 9.0 本

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ M20-65 F8T 25.0 本

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ締付費 186.0 本

中ﾎﾞﾙﾄ M12-35 29.0 本
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M20 L=3.4m ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 

ﾌﾞﾚｰｽ JIS規格品:JIS5540～5542 2.0 か所
溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZ) 材工共

M20 L=4.0m ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 

ﾌﾞﾚｰｽ JIS規格品:JIS5540～5542 2.0 か所
溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZ) 材工共

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M20 L=500 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ﾌｯｸ付 18.0 本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付手間 M20 L=500 18.0 本

柱下均しﾓﾙﾀﾙ 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 380×380 t=30 3.0 か所

梁側 ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ充填 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 250×200 t=30 3.0 か所

超音波探傷試験 第三者試験機関 工場 20.0 か所

(屋内鉄骨階段)

鋼板 SS400 PL-25 1.0 ｔ

鋼板 SS400 PL-28 3.9 ｔ

鋼板 SS400 PL-6 0.01 ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ▲ 0.1 ｔ

鉄骨加工･取付 溶接共(1,098m) 4.7 ｔ
A種 JISK5674 

工場防錆塗装費 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ 1種 43.9 ㎡

鉄骨運搬費 4.7 ｔ

場内小運搬 4.7 ｔ
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ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M20 L=500 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ﾌｯｸ付 59.0 本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付手間 M20 L=500 59.0 本
代価表1-23

梁側 ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ充填 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 1920×145 t=30 1.0 か所
代価表1-24

梁側 ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ充填 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 500×130 t=30 25.0 か所

(移動間仕切下地)

等辺山形鋼 SS400 L-30×30×3 0.1 ｔ

等辺山形鋼 SS400 L-50×50×4 0.1 ｔ

等辺山形鋼 SS400 L-50×50×6 0.5 ｔ

等辺山形鋼 SS400 L-65×65×6 0.2 ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ▲ 0.03 ｔ

鉄骨加工･取付 溶接共 0.8 ｔ
A種 JISK5674 

工場防錆塗装費 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ1種 39.7 ㎡

鉄骨運搬費 0.8 ｔ

場内小運搬 0.8 ｔ
接着系ｱﾝｶｰ D12 上向

あと施工ｱﾝｶｰ ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め 40.0 本
接着系ｱﾝｶｰ D16 上向

あと施工ｱﾝｶｰ ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め 106.0 本
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(鋼製床)

ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ t=1.0 亜鉛ﾒｯｷ(Z12) JF100同等品 409.0 ㎡

ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 取り付け手間 409.0 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め PL-1.6 H=150 材工共 41.4 ｍ

(耐火被覆)

梁型 耐火被覆 1時間耐火 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付厚30 634.0 ㎡

柱型 耐火塗料塗装 1時間耐火 □-200×200×6 4.2 ㎡

柱型 耐火塗料塗装 1時間耐火 ○-508×16 76.6 ㎡

柱型 耐火塗料塗装 1時間耐火 ○-711.2×22 35.8 ㎡

計
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1-8 防水

（外部）

合成高分子系ｼｰﾄ防水 S-M2 平場 919.0 ㎡

合成高分子系ｼｰﾄ防水 S-M2 立上り 137.0 ㎡
S-M2

合成高分子系ｼｰﾄ防水 平場増張り 幅600 12.7 ｍ
AI-2 密着断熱工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平場 断熱材t30 17.3 ㎡
A-2 密着工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り 8.7 ㎡

防水押え水切り ｱﾙﾐ製 79.1 ｍ

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 307.0 ｍ

成形伸縮目地 W25×H80 33.7 ｍ

防水入隅処理 ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ材(既製品) 91.7 ｍ

X-2 平場

塗膜防水 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ 121.0 ㎡
機械基礎 X-2 平場

塗膜防水 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ 20.2 ㎡
屋根 X-2 立上り

塗膜防水 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ 16.8 ㎡
機械基礎 X-2 立上り

塗膜防水 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ 11.5 ㎡
排水溝 代価表1-26

塗膜防水 X-2 幅200 7.7 ｍ
代価表1-27

塗膜防水 X-2 幅400 5.0 ｍ
別紙明細1-19

ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式
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（内部）

ｹｲ酸質系塗布防水 C-UI 平面 27.3 ㎡

ｹｲ酸質系塗布防水 C-UI 壁面 53.3 ㎡

別紙明細1-20

ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式

計
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1-9 石

（外部）

御影石 1等品 厚40

石(割肌)張り ﾌﾞﾗｽﾄ処理 石受金物共 821.0 ㎡
鉄骨下地面

御影石 1等品 厚40

石(割肌)張り ﾌﾞﾗｽﾄ処理 石受金物共 920.0 ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ面

EXP廻り 四方石 厚40×幅80

石(割肌)張り 工場接着 16.7 ｍ
木壁廻り 四方石 厚40×幅80

石(割肌)張り 工場接着 10.7 ｍ
木壁廻り 四方石 厚40×幅90

石(割肌)張り 工場接着 88.1 ｍ
建具廻り 四方石 厚40×幅180

石(割肌)張り 石受金物共 50.1 ｍ
開口部天端 御影石 1等品 厚40×幅280

石(割肌)張り ﾌﾞﾗｽﾄ処理 貼付ﾓﾙﾀﾙ共 4.1 ｍ
開口部天端 御影石 1等品 厚40×幅330

石(割肌)張り ﾌﾞﾗｽﾄ処理 貼付ﾓﾙﾀﾙ共 9.3 ｍ
開口部まぐさ 御影石 1等品 厚40×幅280

石(割肌)張り ﾌﾞﾗｽﾄ処理 石受金物共 14.4 ｍ
開口部まぐさ 御影石 1等品 厚40×幅330

石(割肌)張り ﾌﾞﾗｽﾄ処理 石受金物共 36.3 ｍ
開口部側面 御影石 1等品 厚40×幅330

石(割肌)張り ﾌﾞﾗｽﾄ処理 石受金物共 1.9 ｍ
御影石 1等品 厚40×幅450

笠木石張り ﾌﾞﾗｽﾄ処理 石受金物共 139.0 ｍ
御影石 1等品 H=30

石巾木 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 石受金物共 4.0 ｍ

計



（細目別内訳) No-42

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

1-10 タイル

（外部）

代価表1-28

とい受けﾀｲﾙ 磁器質ﾀｲﾙ300角 無ゆう 4.0 か所

（内部）

大型床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 施ゆう

床ﾀｲﾙ張り 600mm角 標準色 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 240.0 ㎡
大型壁ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 施ゆう

内壁ﾀｲﾙ張り 600mm角 標準色 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 13.2 ㎡
大型床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 施ゆう 高さ30

巾木ﾀｲﾙ張り 600mm角 標準色 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 47.4 ｍ
大型床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 施ゆう 高さ30

巾木ﾀｲﾙ張り 600mm角 標準色 接着剤張り 56.5 ｍ

壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 内装ﾀｲﾙ接着剤張り 8.7 ㎡

計
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金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

1-11 木工

（外部）

木(杉撥水材焼杉)加工塗装品(ﾌﾗｯﾄ)

外部木張り t15×L300～600 129.0 ㎡
横胴縁:90×15@450共

木(杉撥水材焼杉)加工塗装品(ﾌﾗｯﾄ)

外部木張り 140角×t15 40.0 か所
下地材:120角×t15

木(杉撥水木材焼杉)加工塗装品

建具木張り t15 4.7 ㎡

（内部）

準不燃処理杉材 t=15 W=90~150

掲示板木張り (本実) 横胴縁(同材)90×15@450共 10.6 ㎡
化粧木練付合板

壁合板張り t6.0(不燃) 322.0 ㎡

段裏合板張り 練付合板(不燃) t3.0 17.3 ㎡

壁耐水合板張り ﾗﾜﾝ合板 1類 厚12 37.5 ㎡
化粧木練付合板

建具木張り t6.0(不燃) 4.5 ㎡
縦胴縁:36×40 @455以内

幕板木胴縁 横胴縁:36×40 @380 7.6 ㎡

木製幅木 高さ30 10×30 木ﾊﾟｯｷﾝ共 270.0 ｍ

木製幅木 高さ30 20×36 H6面取 木ﾊﾟｯｷﾝ共 48.5 ｍ
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金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

木製階段幅木 高さ30 10×30 稲妻 木ﾊﾟｯｷﾝ共 68.9 ｍ

木製建具枠 米栂 35×100 8.8 ｍ

額縁･膳板 ﾀﾓ集成材 100×25 18.8 ｍ

額縁･膳板 ﾀﾓ集成材 106×25 5.9 ｍ

膳板 ﾀﾓ集成材 115×30 3.1 ｍ

踏板小口 ﾀﾓ集成材 24×100 109.0 ｍ

蹴込板 ﾀﾓ集成材 24×155 4.7 ｍ

ｽﾗﾌﾞ小口塞ぎ ﾀﾓ集成材 24×205 3.5 ｍ

ｽﾗﾌﾞ小口塞ぎ ﾀﾓ集成材 24×310 7.5 ｍ

木製見切材 ﾀﾓ集成材 30×180 9.5 ｍ

手摺壁天端 ﾀﾓ集成材 30×230 7.7 ｍ

木製見切材 ﾀﾓ集成材 30×470 15.4 ｍ

用具掛けﾌｯｸ取付板 杉 70×35 L500 3.0 か所

木下地 30×50 109.0 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台下地材 ﾗﾜﾝ合板 1類 厚12 W150 13.2 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台下地材 ﾗﾜﾝ合板 1類 厚12 W200 13.7 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台下地材 ﾗﾜﾝ合板 1類 厚12 W215 1.0 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台下地材 ﾗﾜﾝ合板 1類 厚12 W250 9.0 ｍ
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計



（細目別内訳) No-46

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

1-12 屋根及びとい

ｴﾝﾄﾗﾝｽ庇 t=2.0 曲げ加工

屋根ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 取付下地共 10.8 ㎡

ｴﾝﾄﾗﾝｽ庇 t=3.0(切板) 曲げ加工

軒天ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 取付下地共 8.6 ㎡

ｴﾝﾄﾗﾝｽ庇 t=3.0(切板) 曲げ加工

幕板ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ W1065×H60～290 1.0 か所
取付下地共

ｴﾝﾄﾗﾝｽ t=3.0(切板) 曲げ加工

壁鋼板ﾊﾟﾈﾙ 取付下地共 10.3 ㎡

ｴﾝﾄﾗﾝｽ庇 ｽﾃﾝﾚｽ製 t=1.5 曲げ加工

軒樋 W240×H100 受金物: 3.8 ｍ
FB-4.5×3.8@450亜鉛めっき共

ｴﾝﾄﾗﾝｽ庇

落し口 φ60用 1.0 か所

竪樋 ｽﾃﾝﾚｽ製 φ60 2.8 ｍ

横形ろく屋根用 断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ用 代価表1-29

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ SGP150 7.0 か所
縦形 塗膜防水用 代価表1-30

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ SGP65 1.0 か所

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい 径75 ｶﾗｰ 9.0 ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい 径125 ｶﾗｰ 71.2 ｍ
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金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい 径100 18.0 ｍ

たてとい防露巻き SGP65 13.1 ｍ

代価表1-31

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 2.0 か所

計
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金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

1-13 金属

（外部）

軽量鉄骨天井下地 屋外25形@300 ふところ高1.0ｍ未満 13.2 ㎡
屋外25形@300 ふところ高1.5～2.0ｍ 代価表1-62

軽量鉄骨天井下地 下地張りなし @100 ｲﾝｻｰﾄ別途 57.2 ㎡
代価表1-34

天井ｲﾝｻｰﾄ 70.4 ㎡
W=100(BB-2種) 曲げ加工

ｱﾙﾐ笠木 取付PL-4.5×50×70共 133.0 ｍ

ｴﾝﾄﾗﾝｽ庇

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製 φ6×L40 1.0 か所

軒天ﾙｰﾊﾞｰ部

ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟｲﾌﾟ φ42.7 取付下地共 32.3 ｍ

174×1060 焼付塗装

換気ｶﾞﾗﾘ 構成材:FB-6.0×38 4.0 か所
965×625 焼付塗装

換気ｽﾘｯﾄ 構成材:FB-6.0×25 1.0 か所
SUS防虫網 取付金物共

1510×175 焼付塗装

換気ｽﾘｯﾄ 構成材:FB-6.0×25 1.0 か所
SUS防虫網 取付金物共

星取り法周囲 溶融亜鉛めっき仕上

見切りﾌﾟﾚｰﾄ FB-6×100 40.0 か所
取付金物･ｱﾝｶｰ共
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金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

ｽﾃﾝﾚｽ製 FB-9 60×400鏡面

丸環 丸環16φ共 9.0 か所

水切り PL-1.6加工 W450×L4000 1.0 か所

水切り PL-1.6加工 W450×L5000 1.0 か所
PL-1.6加工 W450×L1940(1052)

水切り 斜めｶｯﾄ 1.0 か所

水切り PL-1.6加工 W500×L3861 1.0 か所

縦枠 PL-1.6加工 W425×L1090 4.0 か所

縦枠 PL-1.6加工 W425×L1990 1.0 か所

縦枠 PL-1.6加工 W475×L1810 2.0 か所
PL-1.6加工 W425×L4000

上枠 ｶﾞﾗﾘ開口174×1060 2か所 1.0 か所
PL-1.6加工 W425×L5000

上枠 ｶﾞﾗﾘ開口174×1060 2か所 1.0 か所
PL-1.6加工 W425×L1940(1052)

上枠 焼付塗装 斜めｶｯﾄ 1.0 か所

上枠 PL-1.6加工 W475×L3861 1.0 か所

鋼製扉木張り小口押え ｱﾙﾐ製L-30×30×0.8 焼付塗装 32.4 ｍ
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（内部）

目地棒 SUS304 FB-4×25 1.6 ｍ

目地棒 SUS304 FB-6×12 48.1 ｍ

目地棒 SUS304 FB-6×30 3.1 ｍ

床見切 FB-6.0×50 2.3 ｍ
L-100×100×10 L=2000 埋込み

ﾋﾟｯﾄﾏｼﾝﾋﾞｰﾑ受材 錆止現場1回共 2.0 か所
W1355×D150 t=1.0

ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ張り 下地:L-30×30×3 2.0 か所
W1410×D150 t=1.0

ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ張り 下地:L-30×30×3 14.0 か所
W1355×D390 t=1.0

ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ張り 下地:L-30×30×3 1.0 か所
W1410×D390 t=1.0

ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ張り 下地:L-30×30×3 9.0 か所

ｽﾗﾌﾞ小口塞ぎ PL-9×250 20.4 ｍ

ｽﾗﾌﾞ小口塞ぎ PL-9×350 3.2 ｍ

ｽﾗﾌﾞ小口塞ぎ PL-9×400 10.1 ｍ

軽量鉄骨壁下地 65型 下地張りなし @300 282.0 ㎡

軽量鉄骨壁下地 90型 下地張りなし @300 350.0 ㎡

軽量鉄骨壁下地 100型 下地張りなし @300 190.0 ㎡

軽量鉄骨壁下地 別紙明細1-21

開口部補強 1.0 式
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鋼製 H200 笠木:FB-9×32

落下防止柵 支柱:FB-9×32@1200内外 13.2 ｍ
鋼製 H500 柵:24×24 支柱:24×24

防護柵(一般) @900内外 BPL-4.5×30×100 金属系 12.2 ｍ
あと施工ｱﾝｶｰ2-M10 錆止め塗装共

鋼製 H500 柵:24×24 支柱:24×24

防護柵(床吹出空調) @900内外 BPL-4.5×30×100 金属系 35.4 ｍ
あと施工ｱﾝｶｰ2-M10 錆止め塗装共

笠木:ﾀﾓ集成材35×25 角面取り

壁付手摺(LGS下地) 笠木下地:FB-6×25､ 27.6 ｍ
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:□-19×19

笠木:ﾀﾓ集成材35×25 角面取り

壁付手摺(RC下地) 笠木下地:FB-6×25､ 34.2 ｍ
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:□-19×19

BPL-6×50×50 あと施工ｱﾝｶｰ共

階段C 鋼製 H1200 手摺:FB-9×32

外周手摺 支柱:FB-9×32@150以内､ 14.0 ｍ
支柱ｶﾊﾞｰ:FB-9×50×50

笠木:ﾀﾓ集成材35×25 角面取り

笠木下地:FB-6×25､

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:□-19×19

階段C 鋼製 H1200 手摺:FB-9×32

内周手摺 支柱:FB-9×32@150以内､ 30.4 ｍ
支柱ｶﾊﾞｰ:FB-9×50×50

階段D 鋼製 H1100 手摺:FB-9×32

階段手摺 支柱:FB-9×32@150､ 15.9 ｍ
支柱ｶﾊﾞｰ:FB-9×50×50
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階段D 鋼製 H1100 手摺:FB-9×32

階段手摺 支柱:FB-9×32@150､ 13.0 ｍ
取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-9×32

階段E 鋼製 H1100 手摺:42.7φ

階段手摺 支柱:34φ@1000内外 6.7 ｍ
横桟:9φ 2段

上部支持:SUS PL-0.8曲げ加工

ｶﾞﾗｽ手摺支持金物 ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ仕上､ 10.4 ｍ
下部支持:PL-9×150､

L-150×60×9､補強ﾘﾌﾞ:PL-9.0

風除室壁 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 焼付塗装

壁鋼板ﾊﾟﾈﾙ張り 下地PL-3.0､L-40×40×3(ﾊﾟﾈﾙ側)共 28.8 ㎡
風除室天井 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=2.0 焼付塗装

天井鋼製ﾊﾟﾈﾙ張り 下地PL-3.0､L-50×50×4(ﾊﾟﾈﾙ側)共 12.4 ㎡
風除室屋根 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=2.0 焼付塗装

屋根鋼製ﾊﾟﾈﾙ張り 下地PL-3.0､L-50×50×4(ﾊﾟﾈﾙ側)共 11.7 ㎡
風除室天井 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=2.0

自動扉点検口 927.5×385 8.0 か所

壁鋼板ﾊﾟﾈﾙ張り StPLｶｯﾄﾊﾟﾈﾙt=1.6 13.5 ㎡

用具掛けﾌｯｸ ｽﾃﾝﾚｽ製 既製品 Wﾌｯｸ 9.0 か所

鋼製扉木貼り小口押え ｱﾙﾐ製L-30×30×0.8 焼付塗装 20.8 ｍ
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SUS304 34φ 樹脂被覆

小便器手摺 W600×D550×H200+300 3.0 か所

SUS304 34φ 樹脂被覆

L型手摺(段差壁面取付) L700×H700×D100(250) 1.0 か所
SUS304 34φ 樹脂被覆

L型手摺(段差壁面取付) L700×H700×D100(400) 2.0 か所
SUS304 34φ 樹脂被覆

はね上げ手摺 L600 3.0 か所

小便器手摺用 (6-28-4) L900

取付下地 上下:C-60×30×10×2.3､ 3.0 か所
取付PL-4.5

L型手摺用(上部) (6-28-4) L450

取付下地 上下:C-60×30×10×2.3､ 3.0 か所
取付PL-4.5

19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

軽量鉄骨天井下地 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 690.0 ㎡
19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

軽量鉄骨天井下地 下地張りあり @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 33.9 ㎡
19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満

軽量鉄骨天井下地 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 486.0 ㎡

19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満 代価表1-63

軽量鉄骨天井下地表し 下地張りなし @100 ｲﾝｻｰﾄ別途 159.0 ㎡

軽量鉄骨下がり壁下地 19形(屋内) H300～500程度 78.8 ｍ
代価表1-32

軽量鉄骨下がり壁下地 19形(屋内) H1170 18.2 ｍ
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金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

軽量鉄骨天井下地 別紙明細1-23

開口部補強 1.0 式
代価表1-34

天井ｲﾝｻｰﾄ 2,117.0 ㎡

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 450×450 一般形

天井点検口 内外枠共額縁ﾀｲﾌﾟ 37.0 か所

天井廻縁V2 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 814.0 ｍ

下り壁見切 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 108.0 ｍ

風除室屋根

屋根ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ張り W390×H90 Г型 焼付塗装 3.6 ｍ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ取付下地 L-30×30×3 吊ﾎﾞﾙﾄ900程度共 11.2 ｍ

点検ﾀﾗｯﾌﾟ SUS304 22φ 400x200 (8-31-1) 18.0 か所

EV吊ﾌｯｸ D22(20kN) 12.0 か所

計
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金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

1-14 左官

（外部）

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて 防水下地 1,035.0 ㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上げ 13.8 ㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて 幅120 9.3 ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて 幅200 268.0 ｍ

排水溝ﾓﾙﾀﾙ塗り 幅200 7.7 ｍ

排水溝ﾓﾙﾀﾙ塗り 幅400 5.0 ｍ

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具 198.0 ｍ

複層塗材E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 8.2 ㎡

下地調整費 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 C-2 8.2 ㎡



（細目別内訳) No-56

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

（内部）

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上げ 282.0 ㎡

床ｺﾝｸﾘ-ﾄ直均し仕上げ 金ごて 薄張物下地 1,254.0 ㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて 防水下地 27.3 ㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて 幅300 13.2 ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地 厚15 8.8 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37 241.0 ㎡

側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 糸幅250 平均厚30mm 112.0 ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 内壁ﾀｲﾙ下地 14.7 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 内部建具 102.0 ｍ

小　　　　計
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金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

1-15 建具

a アルミニウム製建具 1.0 式

b 鋼製建具 1.0 式

c 鋼製軽量建具 1.0 式

d ステンレス製建具 1.0 式

e 木製建具 1.0 式

f 自動ドア開閉装置 1.0 式

g シャッター 1.0 式

h ガラス 1.0 式

計
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金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

a アルミニウム製建具

AW-1 W4000×H950

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製片引き+FIX窓 S-5､A-3､W-4､枠見込70､表面処理 1.0 か所
BB-2ﾌﾞﾗｯｸ系､ｸﾚｾﾝﾄ､付属金物一式

AW-2 W5000×H950

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製片引き+FIX窓 S-5､A-3､W-4､枠見込70､表面処理 1.0 か所
BB-2ﾌﾞﾗｯｸ系､ｸﾚｾﾝﾄ､付属金物一式

AW-3 W3861×H1670

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製2連引き違い窓 S-5､A-3､W-4､枠見込70､表面処理 1.0 か所
BB-2ﾌﾞﾗｯｸ系､ｸﾚｾﾝﾄ､付属金物一式

AW-4 W950×H1850

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製たてすべり出し窓 S-5､A-3､W-4､枠見込70､表面処理 1.0 か所
BB-2ﾌﾞﾗｯｸ系､ｸﾚｾﾝﾄ､付属金物一式

AW-5 W5390×H1050
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製3連突き出し窓 S-5､A-3､W-4､枠見込70､表面処理 2.0 か所

BB-2ﾌﾞﾗｯｸ系､ｸﾚｾﾝﾄ､付属金物一式

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ･煙感連動ﾊﾝﾄﾞﾙBOX(2か所)

ｱﾙﾐ水切､ｱﾙﾐ複合板t6.0

AW-6 W4790×H1050

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製3連突き出し窓 S-5､A-3､W-4､枠見込70､表面処理 1.0 か所
BB-2ﾌﾞﾗｯｸ系､ｸﾚｾﾝﾄ､付属金物一式

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ･煙感連動ﾊﾝﾄﾞﾙBOX(2か所)

ｱﾙﾐ水切､ｱﾙﾐ複合板t6.0

AG-2 W1200×H1400

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製ｶﾞﾗﾘ 枠見込70､表面処理BB-2ﾌﾞﾗｯｸ系､ 4.0 か所
開口率約30%､ﾀﾞｸﾄ接続金物､

付属金物一式､ｱﾙﾐ水切
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金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

運搬費 1.0 式

取付費 1.0 式

小　　　　計
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金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

b 鋼製建具

SD-1 W900×H3600

鋼製片開き扉+ｶﾞﾗﾘ 枠見込:170､扉見込:40､S-5､丁番､ 1.0 か所
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ付)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

付属金物一式､SUS沓摺､

ｶﾞﾗﾘ(開口率約30%)､化粧FB-6.0､

SUS網16ﾒｯｼｭ#35､ﾀﾞｸﾄ接続金物共

SD-2 W1200×H3600

鋼製親子開き扉+ｶﾞﾗﾘ 枠見込:170､扉見込:40､S-5､ 1.0 か所
防火設備､丁番､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､付属金物一式､

SUS沓摺､ｶﾞﾗﾘ(開口率約30%･FD付)､

化粧FB-6.0､SUS網16ﾒｯｼｭ#35､

ﾀﾞｸﾄ接続金物共

SD-3 W1940×H3400

鋼製両開き扉+ｶﾞﾗﾘ 枠見込:170､扉見込:40､S-5､ 1.0 か所
防火設備､丁番､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､付属金物一式､

SUS沓摺､ｶﾞﾗﾘ(開口率約30%･FD付)､

化粧FB-6.0､SUS網16ﾒｯｼｭ#35､

ﾀﾞｸﾄ接続金物共

SD-5 W750×H2100

鋼製片開き扉 枠見込:100､扉見込:40､S-5､ 2.0 か所
隠し丁番､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､付属金物一式､

SUS沓摺､鋼製額縁

SD-6 W750×H2100

鋼製片開き扉 枠見込:100､扉見込:40､S-5､ 1.0 か所
防火設備､隠し丁番､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ

(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､付属金物

一式､SUS沓摺､鋼製額縁､

水切:PL-1.6曲げ加工
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金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

SD-7 W2400×H2500

鋼製両開き扉 枠見込:100､扉見込:40､S-5､ 2.0 か所
丁番､ﾌﾗﾝｽ落し､ﾄﾞｱｸﾛ^ｻﾞｰ

(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

付属金物一式､SUS沓摺

SD-11 W1200×H2500

鋼製親子開き扉 枠見込:240､扉見込:40､防火設備､ 1.0 か所
遮煙性能､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し

(ﾌﾗｯｼｭﾎﾞﾙﾄ付)､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､順位調整器(扉枠内

収納型)､付属金物一式

SD-12A W2000×H2500

鋼製両開き扉 枠見込:210､扉見込:40､防火設備､ 1.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭﾎﾞﾙﾄ付)

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

順位調整器(扉枠内収納型)､

付属金物一式

SD-13A W2000×H2500

鋼製両開き扉 枠見込:260､扉見込:40､特定防火 1.0 か所
設備､遮煙性能､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､

ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭﾎﾞﾙﾄ付)､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ

(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､順位調整

器(扉枠内収納型)､付属金物一式

SD-13B W2000×H2500

鋼製両開き扉 枠見込:260､扉見込:40､特定防火 2.0 か所
設備､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭ

ﾎﾞﾙﾄ付)､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､順位調整器(扉枠内

収納型)､付属金物一式

SD-14A W1800×H2500

鋼製両開き扉 枠見込:225､扉見込:40､T-3 1.0 か所

ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭ

ﾎﾞﾙﾄ付)､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､

ｸﾞﾚﾓﾝﾊﾝﾄﾞﾙ(脱着式)､付属金物一式
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SD-14B W1800×H2500

鋼製両開き扉 枠見込:200､扉見込:40､ 1.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ

(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

付属金物一式

SD-14C W1800×H2500

鋼製両開き扉 枠見込:190､扉見込:40､ 1.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ

(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

付属金物一式

SD-15A W1600×H2200

鋼製両開き扉(新館棟) 枠見込:160､扉見込:40､特定防火 1.0 か所
設備､遮煙性能､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､

ﾌﾗﾝｽ落し､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､付属金物一式

SD-15B W1600×H2200

鋼製両開き扉 枠見込:135､扉見込:40､特定防火 1.0 か所
設備､遮煙性能､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､

ﾌﾗﾝｽ落し､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､付属金物一式

SD-15C(1F) W1600×H2200

鋼製両開き扉 枠見込:170､扉見込:40､特定防火 1.0 か所
設備､遮煙性能､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､

ﾌﾗﾝｽ落し､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､付属金物一式

SD-15C(2･3F) W1600×H2200

鋼製両開き扉 枠見込:160､扉見込:40､特定防火 2.0 か所
設備､遮煙性能､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､

ﾌﾗﾝｽ落し､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､付属金物一式

SD-16A W750×H2100

鋼製片開き扉(片面ﾌﾗｯｼｭ) 枠見込:130､扉見込:40､隠し丁番､ 1.0 か所
分電盤錠､付属金物一式
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SD-16B W750×H2100

鋼製片開き扉(片面ﾌﾗｯｼｭ) 枠見込:195､扉見込:40､隠し丁番､ 2.0 か所
分電盤錠､付属金物一式

SD-16D W750×H2100

鋼製片開き扉(片面ﾌﾗｯｼｭ) 枠見込:120､扉見込:40､隠し丁番､ 4.0 か所
分電盤錠､付属金物一式

SD-19B W600×H2250

鋼製片開き扉 枠見込:130､扉見込:40､隠し丁番､ 2.0 か所
分電盤錠､付属金物一式

SD-20A W2125×H2495

鋼製常開防火戸(潜戸付) 枠見込:120､扉見込:40､特定防火 1.0 か所
設備､ﾋﾝｼﾞｸﾛｰｻﾞｰ､ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ､

煙感知器連動､付属金物一式

SD-20B W2125×H2500

鋼製常開防火戸(潜戸付) 枠見込:120､扉見込:40､特定防火 2.0 か所
設備､ﾋﾝｼﾞｸﾛｰｻﾞｰ､ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ､

煙感知器連動､付属金物一式

SD-22B W2000×H2500

鋼製両開き扉(新館棟) 枠見込:160､扉見込:40､特定防火 1.0 か所
設備､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭ

ﾎﾞﾙﾄ付)､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､順位調整器(扉枠内

収納型)､付属金物一式

SD-26A W400×H1250

鋼製片開き扉 枠見込:100､扉見込:40､隠し丁番､ 3.0 か所
分電盤錠､付属金物一式､SUS沓摺､

ｶﾞﾗﾘ:FB-6×65@45 2方枠:FB-6×70

(建具枠取付)

SD-26B W400×H1250

鋼製片開き扉(片面ﾌﾗｯｼｭ)(新館棟)枠見込:100､扉見込:40､隠し丁番､ 6.0 か所
分電盤錠､付属金物一式､SUS沓摺､

ｶﾞﾗﾘ:FB-6×65@45 2方枠:FB-6×70

(建具枠取付)
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SD-28 W1800×H2100

鋼製両開き扉 枠見込:125､扉見込:40､防火設備 2.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭﾎﾞﾙﾄ付)

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

順位調整器(扉枠内収納型)､

付属金物一式

SD-29 W750×H2100

鋼製片開き扉 枠見込:100､扉見込:40､ 1.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､付属金物一式

SD-30A W750×H2100

鋼製片開き扉 枠見込:300､扉見込:40､特定防火 1.0 か所
設備､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ

(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

付属金物一式

SD-30B W650×H2100

鋼製片開き扉 枠見込:360､扉見込:40､特定防火 1.0 か所
設備､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ

(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

付属金物一式

SD-35 W600×H2100

鋼製片開き扉(片面ﾌﾗｯｼｭ) 枠見込:120､扉見込:40､隠し丁番､ 1.0 か所
分電盤錠､付属金物一式

SD-39 W750×H2100

鋼製片開き扉 枠見込:170､扉見込:40､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ 1.0 か所
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

付属金物一式

SG-1 W1940×H530

鋼製ｶﾞﾗﾘ 枠見込:100､付属金物一式､ 1.0 か所
ｶﾞﾗﾘ(開口率約30%･FD付)､

化粧FB-6.0､SUS網16ﾒｯｼｭ#35



（細目別内訳) No-65

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

運搬費 1.0 式

取付費 1.0 式

小　　　　計



（細目別内訳) No-66

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

c 鋼製軽量建具

LD-1C W1200×H2100

軽量鋼製親子開き扉 枠見込:140､扉見込:40､防火設備 1.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭﾎﾞﾙﾄ付)

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

順位調整器(扉枠内収納型)､

付属金物一式

LD-3 W900×H2100

軽量鋼製片開き扉 枠見込:120､扉見込:40､防火設備 1.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､付属金物一式

LD-4A W1200×H2100

軽量鋼製親子開き扉 枠見込:140､扉見込:40､防火設備 1.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭﾎﾞﾙﾄ付)

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

順位調整器(扉枠内収納型)､

付属金物一式

LD-5 W900×H2100

軽量鋼製片引きﾊﾝｶﾞｰ扉 枠見込:210､扉見込:40､防火設備､ 1.0 か所
引き棒L2000程度､自閉装置一式､

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､付属金物一式､

有効W750

LD-6A W900×H2100

軽量鋼製片引きﾊﾝｶﾞｰ扉 枠見込:135､扉見込:40､ 1.0 か所
引き棒L2000程度､自閉装置一式､

表示錠(内部ｻｸﾀｰﾝ)､付属金物一式､

有効W750

LD-6B(1F) W950×H2100

軽量鋼製片引きﾊﾝｶﾞｰ扉 枠見込:135､扉見込:40､ 1.0 か所
引き棒L2000程度､自閉装置一式､

表示錠(内部ｻｸﾀｰﾝ)､付属金物一式､

有効W800



（細目別内訳) No-67

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

LD-6B(2･3F) W950×H2100

軽量鋼製片引きﾊﾝｶﾞｰ扉 枠見込:125､扉見込:40､ 2.0 か所
引き棒L2000程度､自閉装置一式､

表示錠(内部ｻｸﾀｰﾝ)､付属金物一式､

有効W800

LD-7A W600×H2100

軽量鋼製片開き扉 枠見込:100､扉見込:40､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ 1.0 か所
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､表示錠(内部

ｻﾑﾀｰﾝ)､付属金物一式

LD-7B W600×H2100

軽量鋼製片開き扉 枠見込:105､扉見込:40､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ 2.0 か所
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

付属金物一式

LD-8B W1200×H2100

軽量鋼製親子開き扉 枠見込:130､扉見込:40､防火設備 4.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭﾎﾞﾙﾄ付)

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

順位調整器(扉枠内収納型)､

付属金物一式

LD-9 W540×H2100

軽量鋼製片開き扉 枠見込:110､扉見込:40､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ 1.0 か所
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

付属金物一式

運搬費 1.0 式

取付費 1.0 式

小　　　　計



（細目別内訳) No-68

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

d ステンレス製建具

SSD-1 W3744×H2250

ｽﾃﾝﾚｽ製片引き自動扉 枠見込250､扉見込70､S-5､HL仕上､ 1.0 か所
普通曲げ､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､内側ｻﾑﾀｰﾝ､

ﾊﾟﾆｯｸｵｰﾌﾟﾝ(煙感知器連動)､

付属金物一式

SSD-2 W3744×H2250

ｽﾃﾝﾚｽ製片引き自動扉 枠見込250､扉見込70､S-5､HL仕上､ 1.0 か所
普通曲げ､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､内側ｻﾑﾀｰﾝ､

ﾊﾟﾆｯｸｵｰﾌﾟﾝ(煙感知器連動)､

付属金物一式

運搬費 1.0 式

取付費 1.0 式

小　　　　計



（細目別内訳) No-69

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

e 木製建具

WD-1 W600×H700

木製ｳｴｽﾀﾝ片開き扉 扉見込:40､自由丁番､ 1.0 か所
化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張り

WD-2 W900×H3200

木製片引き扉 扉見込:40､Vﾚｰﾙ､戸車､ 1.0 か所
引手SUSFB-6.0､化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張り

運搬費 1.0 式

取付費 1.0 式

小　　　　計



（細目別内訳) No-70

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

f 自動ドア開閉装置

SSD-1 SSLD-1 自動ﾄﾞｱ駆動装置一式

自動ﾄﾞｱ開閉装置 光線(反射)ｾﾝｻｰ､補助光線ｾﾝｻｰ 1.0 か所
SSD-2 SSLD-1 自動ﾄﾞｱ駆動装置一式

自動ﾄﾞｱ開閉装置 光線(反射)ｾﾝｻｰ､補助光線ｾﾝｻｰ 1.0 か所

運搬費 1.0 式

取付費 1.0 式

小　　　　計



（細目別内訳) No-71

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

g シャッター

SS-1 W4945×H2495

重量ｼｬｯﾀｰ 特定防火設備､遮煙性能､ 1.0 か所
ﾏｸﾞｻ､鋼製ﾚｰﾙ､付属金物一式､

袖壁(子扉付)連動式､煙感知器

連動式､3方枠FB-6.0

SS-3 W4945×H2495

重量ｼｬｯﾀｰ 特定防火設備､遮煙性能､ 1.0 か所
ﾏｸﾞｻ､鋼製ﾚｰﾙ､付属金物一式､

袖壁(子扉付)連動式､煙感知器

連動式､3方枠FB-6.0

SS-4 W4945×H2695

重量ｼｬｯﾀｰ 特定防火設備､遮煙性能､ 1.0 か所
ﾏｸﾞｻ､鋼製ﾚｰﾙ､付属金物一式､

袖壁(子扉付)連動式､煙感知器

連動式､3方枠FB-6.0

SS-5 W1250×H2400

ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ 特定防火設備､遮煙性能､ 1.0 か所
ﾏｸﾞｻ､鋼製ﾚｰﾙ､付属金物一式､

煙感知器連動式､3方枠FB-6.0

運搬費 1.0 式

取付費 1.0 式

小　　　　計



（細目別内訳) No-72

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

h ガラス

強化ｶﾞﾗｽ厚さ5mm+強化ｶﾞﾗｽ厚さ5mm

合わせｶﾞﾗｽ 6.0㎡以下 8.1 ㎡
Low-E5+A6+FL5

Low-E複層ｶﾞﾗｽ 2.0㎡以下 7.5 ㎡
Low-E5+A6+FL5

Low-E複層ｶﾞﾗｽ 4.0㎡以下 2.8 ㎡
Low-E5+A6+網入磨6.8

Low-E複層ｶﾞﾗｽ 2.0㎡以下 6.5 ㎡
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ FL12+A6+Low-E8

Low-E複層ｶﾞﾗｽ 2.0㎡以下 9.2 ㎡
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ FL12+A6+Low-E8

Low-E複層ｶﾞﾗｽ 4.0㎡以下 349.0 ㎡
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ FL12+A6+Low-E8

Low-E複層ｶﾞﾗｽ 6.0㎡以下 70.8 ㎡
ｶﾞﾗｽ手摺

強化ｶﾞﾗｽ 厚12 4.0㎡以下 13.0 ㎡

ｼﾘｺｰﾝ系1成分系(SR-1)

ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ 両面周長 145.0 ｍ
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ ｼﾘｺｰﾝ系1成分系(SR-1)

ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ 両面周長 1,302.0 ｍ
ｶﾞﾗｽ手摺 ｼﾘｺｰﾝ系1成分系(SR-1)

ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ 両面周長 20.7 ｍ
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

ｶﾞﾗｽ突付けｼｰﾘﾝｸﾞ ｼﾘｺｰﾝ系1成分系(SR-1) I型 156.0 ｍ
ｶﾞﾗｽ手摺

ｶﾞﾗｽ突付けｼｰﾘﾝｸﾞ ｼﾘｺｰﾝ系1成分系(SR-1) I型 413.0 ｍ

ｶﾞﾗｽ清掃 24.9 ㎡
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

ｶﾞﾗｽ清掃 429.0 ㎡
ｶﾞﾗｽ手摺

ｶﾞﾗｽ清掃 13.0 ㎡



（細目別内訳) No-73

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

ｶﾞﾗｽ手摺

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 13.0 ㎡

小　　　　計



（細目別内訳) No-74

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

1-16 カーテンウォール

ACW-1 W32195×H13720

ｱﾙﾐﾆｳﾑ･木製複合ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 付属金物一式 1.0 か所
(FIX)

運搬費 1.0 式

取付費 1.0 式

計



（細目別内訳) No-75

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

1-17 塗装

（外部）

鋼製建具面(屋内外)

錆止め塗料塗り 塗料A種 現場2回目 1回目別途 4.7 ㎡

素地ごしらえ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 A種 25.6 ㎡

素地ごしらえ 木部 B種(建具) 13.4 ㎡

DP塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 A種 25.6 ㎡

WP塗り 木部 工程B種(建具) 13.4 ㎡
鋼製建具面 塗料1種

SOP塗り 錆止工程A塗料A 現場2回目 97.5 ㎡

SOP塗り 鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共 18.2 ㎡
LGS野縁

SOP塗り 鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共 57.2 ㎡

（内部）

鋼製建具面(屋内外)

錆止め塗料塗り 塗料A種 現場2回目 1回目別途 67.7 ㎡
鋼製建具面 塗料1種

SOP塗り 錆止工程A塗料A 現場2回目 469.0 ㎡

SOP塗り 鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共 22.2 ㎡
LGS野縁

SOP塗り 鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共 159.0 ㎡

SOP塗り 木部 工程B種(屋内) 素地A種 7.7 ㎡



（細目別内訳) No-76

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

ｺﾝｸﾘｰﾄ面

EP塗り 工程B種(一般) 素地B種 30.2 ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ面

EP塗り 工程B種(見上) 素地B種 5.8 ㎡
ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般) 代価表1-37

EP塗り 素地A種 44.3 ㎡
ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(見上) 代価表1-37

EP塗り 素地A種 33.9 ㎡
ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般)

EP-G塗り 素地A種 360.0 ㎡
珪酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般)

EP-G塗り 素地B種 13.2 ㎡

UC塗り 木部 工程B種 素地B種 40.2 ㎡

SOP塗り(糸幅300mm以下) 鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共 980.0 ｍ
鋼製建具面 塗料1種

SOP塗り(糸幅300mm以下) 錆止工程A塗料A 現場2回目 6.1 ｍ

SOP塗り(糸幅300mm以下) 木部 工程B種(屋内) 素地A種 402.0 ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 代価表1-38

EP塗り(糸幅300mm以下) 工程B種(一般) 素地B種 13.2 ｍ

UC塗り(糸幅300mm以下) 木部 工程B種 素地B種 229.0 ｍ

WP(内部用)塗り(糸幅300mm以下)木部 工程B種 素地B種 63.0 ｍ

計



（細目別内訳) No-77

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

1-18 内外装

（外部）

壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 厚6.0 突付け 50.0 ㎡

天井けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 厚6.0 目透し 13.2 ㎡

壁断熱材吹付け 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚30 50.0 ㎡

（内部）

階段C,E 代価表1-39

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 319.0 ｍ
半硬質 厚さ2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床 163.0 ㎡
半硬質 厚さ2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 多湿部 11.1 ㎡
半硬質 厚さ3.0 185×1220程度

木調ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床 953.0 ㎡
ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ FS 防滑性 多湿部 熱溶接工法 53.0 ㎡
ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(汚垂部) FS 防滑性 多湿部 熱溶接工法 2.7 ㎡
総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 帯電防止､防汚加工 69.9 ㎡
天然木化粧

複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り A種 接着工法 無塗装品 26.1 ㎡
階段D

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 溝加工 W3×3本 52.8 ｍ

代価表1-40

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ30 372.0 ｍ
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GB-F厚12.5+厚12.5(両面) 代価表1-41

耐火間仕切壁 a LGS90@450 <吉野石膏S12同等> 10.8 ㎡
GB-F厚12.5+厚12.5(両面) 代価表1-42

耐火間仕切壁 a LGS100@450 <吉野石膏S12同等> 8.5 ㎡
GB-R厚12.5+厚12.5(両面) 代価表1-43

遮音間仕切壁 b LGS90@450 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填24k厚50 131.0 ㎡
GB-R厚12.5+厚12.5(両面) 代価表1-44

遮音間仕切壁 b LGS100@450 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填24k厚50 99.6 ㎡
GB-R厚12.5+厚12.5(片面) 代価表1-45

遮音間仕切壁 b GB-S厚12.5+GB-R厚12.5(片面) 84.3 ㎡
LGS90@450 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填24k厚50

GB-R厚12.5+厚12.5(片面) 代価表1-46

遮音間仕切壁 b GB-S厚12.5+GB-R厚12.5(片面) 47.5 ㎡
LGS100@450 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填24k厚50

GB-S厚12.5+厚12.5(両面) 代価表1-47

遮音間仕切壁 b LGS90@450 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填24k厚50 67.9 ㎡
GB-S厚12.5+厚12.5(両面) 代価表1-48

遮音間仕切壁 b LGS100@450 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填24k厚50 50.3 ㎡
GB-F厚12.5+厚12.5(両面) 代価表1-49

耐火･遮音間仕切壁 c LGS90@303千鳥 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填24k厚50 71.6 ㎡
<吉野石膏S12･WI同等>

GB-F厚12.5+厚12.5(両面) 代価表1-50

耐火･遮音間仕切壁 c LGS100@303千鳥ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填24k厚50 70.2 ㎡
<吉野石膏S12･WI同等>

GB-R 厚12.5(両面) 代価表1-51

不燃間仕切壁 d LGS90@300 12.0 ㎡
GB-R 厚12.5(両面) 代価表1-52

不燃間仕切壁 d LGS100@300 14.3 ㎡
耐火間仕切壁 一般部 ｱｸﾘﾙ系(AC-1) 5×10程度

周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ (両面数量) 1,042.0 ｍ
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厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 突付け 176.0 ㎡
厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 継目処理 732.0 ㎡
厚12.5 不燃 RC､CB直張り

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 突付け 308.0 m3
厚12.5 不燃 RC､CB直張り

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 継目処理 723.0 ㎡
厚12.5 不燃 RC､CB直張り

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 下地張り 322.0 ㎡
壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう 厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S) 継目処理 129.0 ㎡

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継目処理 継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ) 496.0 ㎡
ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け 13.2 ㎡

壁化粧ｼｰﾄ張り 化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ 22.8 ㎡
鋼製扉

化粧ｼｰﾄ張り 化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ 36.8 ㎡

壁紙張り 繊維系紙 ﾎﾞｰﾄﾞ面 1,728.0 ㎡

壁紙張り ｽｸﾘｰﾝ用壁紙 ﾎﾞｰﾄﾞ面 25.8 ㎡

壁紙張り 繊維系紙 鋼製扉面 26.4 ㎡

壁紙張り 繊維系紙 移動間仕切壁面 202.0 ㎡

壁紙素地ごしらえ ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種 1,754.0 ㎡

壁紙張り手間 1,982.0 ㎡

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り 厚25 表面黒 7.1 ㎡

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り 厚50 417.0 ㎡
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天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 厚12.5 不燃 継目処理 33.9 ㎡
厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D) 突付け 370.0 ㎡
天井不燃積層

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-NC) 厚9.5 不燃 807.0 ㎡
天井 半硬質 厚さ3.0 185×1220程度

木調ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 天井 6.6 ㎡

天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り 厚50 146.0 ㎡

壁断熱材吹付け 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚30 880.0 ㎡

天井断熱材吹付け 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚30 45.5 ㎡

天井断熱材吹付け 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚50 429.0 ㎡

床ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 厚さ25 敷込み 239.0 ㎡
ﾋﾟｯﾄ･壁 代価表1-53

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 厚さ30 打込み 238.0 ㎡
ﾋﾟｯﾄ･天井 代価表1-54

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 厚さ30 打込み 462.0 ㎡

計
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1-19 ユニット及びその他

（外部）

屋根7 機械室入口

既成U字側溝 U240×L2400 2.0 か所

ｽﾃﾝﾚｽ製 屋根(耐火)

EXP.J金物 W=500 ｸﾘｱﾗﾝｽW200 27.8 ｍ
耐火帯1時間共

ｴﾗｽﾄﾏｰ製 外壁(耐火)

EXP.J金物 W=200 ｸﾘｱﾗﾝｽW200 32.2 ｍ
耐火帯1時間共

EX-1

施設名称ｻｲﾝ 1700×3600 1.0 か所
EX-3

障がい者案内ｻｲﾝ 300×300 1.0 か所
EX-4

室名(注意喚起)ｻｲﾝ-1 φ250 1.0 か所
EX-4 120×120　

室名(注意喚起)ｻｲﾝ-1 ｢関係者以外立入禁止｣ 1.0 か所
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（内部）

ｽﾃﾝﾚｽ製 600×600 密閉型

床下点検口 屋内用 鍵付き 3.0 か所

階段滑り止め ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ入り W35 12.5 ｍ

誘導用及び注意喚起用床材 点字ﾀｲﾙ Ⅰ類 無ゆう 300角 0.9 ㎡

誘導用及び注意喚起用床材 点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 300×300 7.6 ㎡

成形伸縮目地材 W20×H150(ｷｬｯﾌﾟ付) 26.5 ｍ

玉砂利敷き 厚100 11.1 ㎡

ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾘｱﾗﾝｽW200 耐火帯1時間共

EXP.J金物 床(一般部) 16.5 ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾘｱﾗﾝｽW200 耐火帯1時間共

EXP.J金物 床-壁(ｺｰﾅｰ部) 13.4 ｍ

ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽW200 ﾎﾞｰﾄﾞ差込ﾀｲﾌﾟ

EXP.J金物 内壁(一般部) 58.9 ｍ
ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽW200 ﾎﾞｰﾄﾞ差込ﾀｲﾌﾟ

EXP.J金物 耐火帯1時間共 内壁(一般部) 17.5 ｍ
ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽW200 ﾎﾞｰﾄﾞ差込ｺｰﾅｰ

EXP.J金物 ﾀｲﾌﾟ 内壁(ｺｰﾅｰ部) 16.3 ｍ
ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽW200 ﾎﾞｰﾄﾞ差込ｺｰﾅｰ

EXP.J金物 ﾀｲﾌﾟ 耐火帯1時間共 内壁(ｺｰﾅｰ部) 2.7 ｍ
ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽW200 ﾎﾞｰﾄﾞ差込ﾀｲﾌﾟ

EXP.J金物 天井(一般部) 27.0 ｍ
ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽW200 ﾎﾞｰﾄﾞ差込ｺｰﾅｰ

EXP.J金物 ﾀｲﾌﾟ 天井-内壁(ｺｰﾅｰ部) 21.6 ｍ
ｸﾘｱﾗﾝｽW200 耐火帯1時間のみ

EXP.J金物 床(一般) 22.8 ｍ
ｸﾘｱﾗﾝｽW200 耐火帯1時間のみ

EXP.J金物 内壁(一般) 10.2 ｍ
ｸﾘｱﾗﾝｽW200 耐火帯1時間のみ

EXP.J金物 内壁(ｺｰﾅｰ) 2.6 ｍ
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2F WWC W725×D340×H550 子供用

洗面ｶｳﾝﾀｰ ｶｳﾝﾀｰ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt25 1.0 か所
ﾎﾞｳﾙ一体型(1穴)

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-50×6 L=250+300 PL-4.5

200×175 開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t20

台輪:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t24

2F MWC W775×D340×H550 子供用

洗面ｶｳﾝﾀｰ ｶｳﾝﾀｰ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt25 1.0 か所
ﾎﾞｳﾙ一体型(1穴)

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-50×6 L=250+300 PL-4.5

200×175 開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t20

台輪:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t24

3F MWC W870×D340×H750 一般

洗面ｶｳﾝﾀｰ ｶｳﾝﾀｰ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt25 1.0 か所
ﾎﾞｳﾙ一体型(1穴)

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-50×6 L=250+300 PL-4.5

200×175 開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t20

台輪:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t24

3F WWC W915×D340×H750 一般

洗面ｶｳﾝﾀｰ ｶｳﾝﾀｰ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt25 1.0 か所
ﾎﾞｳﾙ一体型(1穴)

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-50×6 L=250+300 PL-4.5

200×175 開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t20

台輪:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t24

1F MWC W1370×D340×H750 一般

洗面ｶｳﾝﾀｰ ｶｳﾝﾀｰ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt25 1.0 か所
ﾎﾞｳﾙ一体型(2穴)

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-50×6 L=250+300 PL-4.5

200×175 開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t20

台輪:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t24

1F WWC W1410×D340×H750 一般

洗面ｶｳﾝﾀｰ ｶｳﾝﾀｰ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt25 1.0 か所
ﾎﾞｳﾙ一体型(2穴)

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-50×6 L=250+300 PL-4.5

200×175 開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t20

台輪:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t24
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2F WWC W1870×D340×H750 一般

洗面ｶｳﾝﾀｰ ｶｳﾝﾀｰ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt25 1.0 か所
ﾎﾞｳﾙ一体型(2穴)

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-50×6 L=250+300 PL-4.5

200×175 開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t20

台輪:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t24

2F MWC W1920×D340×H750 一般

洗面ｶｳﾝﾀｰ ｶｳﾝﾀｰ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt25 1.0 か所
ﾎﾞｳﾙ一体型(2穴)

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-50×6 L=250+300 PL-4.5

200×175 開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t20

台輪:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t24

大型鏡 W450×H1550 厚5 10.0 か所

大型鏡 W450×H1650 厚5 2.0 か所

大型鏡 W450×H1750 厚5 2.0 か所
L900  天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ､IHﾋｰﾀｰ､

ﾐﾆｷｯﾁﾝ 水切棚 1.0 台
L1200 天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ､IHﾋｰﾀｰ､

ﾐﾆｷｯﾁﾝ 水切棚 2.0 台

SUS1槽流し台 L1000×D450×H890(800) 4.0 台

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt25 出隅R加工R3 W150 13.2 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt25 出隅R加工R3 W200 13.7 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt25 出隅R加工R3 W215 1.0 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt25 出隅R加工R3 W250 9.0 ｍ
L1715×D250×t40

ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰｶｳﾝﾀｰ ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ芯ﾒﾗﾐﾝ化粧合板貼t2.5 1.0 か所
(指紋ﾚｽ)ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ加工

支持金物:FB-6 L=200+200
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W418×H3450

木製ｶﾞﾗﾘ 準不燃処理杉 W20×D30 @40 10本 1.0 か所
L-30×30×3 ﾀﾃ2本､ﾖｺ@455

L-40×40×3 L150@455

あと施工ｱﾝｶｰM10共

ﾀﾞｸﾄ接続金物 2L-30×30×3

W418×H2850

木製ｶﾞﾗﾘ 準不燃処理杉 W20×D30 @40 10本 1.0 か所
L-30×30×3 ﾀﾃ2本､ﾖｺ@455

L-40×40×3 L150@455

あと施工ｱﾝｶｰM10共

ﾀﾞｸﾄ接続金物 2L-30×30×3

樹脂製 開閉式

ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄ W690×D265(815)×H1400程度 2.0 か所
樹脂製 壁面平付け

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ W300×D250×H950程度 1.0 か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ 5.0 か所

避難器具 オリロー 1.0 式

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ PL-1.6 W120×H80 11.2 ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｼﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾏｲﾄ 10-90 角型 2.0 ｍ

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ 中量用 ﾊﾝｶﾞｰ1.0m 1本 86.4 ｍ
壁面展示ｹｰｽ(ｴｱﾀｲﾄﾀｲﾌﾟ)

固定展示ｹｰｽ(重文) W5140×D1400×H2796 1.0 台
壁面展示ｹｰｽ(ﾉﾝｴｱﾀｲﾄﾀｲﾌﾟ)

固定展示ｹｰｽ(一般) W5140×D1100×H2805 6.0 台

懸垂幕装置 手動式 1.0 式

鍵箱 鋼製既製品 100本用 1.0 か所



（細目別内訳) No-86

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

TB-1 W3990+D925×2 H1900 厚40

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 1.0 か所
扉:W500×H1870(1か所･外開き)

扉:W550×H1870(2か所･内開き(常開))

ｴｯｼﾞ:ｱﾙﾐ押出形材

巾木:ｽﾃﾝﾚｽHL､表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､

戸当り､付属金物一式

TB-2 W760 H1300 厚40

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(隔て板) 高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 1.0 か所
ｴｯｼﾞ:ｱﾙﾐ押出形材

巾木:ｽﾃﾝﾚｽHL､付属金物一式

TB-3 W1805 H2100 厚40

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 1.0 か所
扉:W750×H1870(1か所･片引き)

ｴｯｼﾞ:ｱﾙﾐ押出形材

巾木:ｽﾃﾝﾚｽHL､打掛錠､ｽﾃﾝﾚｽ製引棒､

付属金物一式

TB-4 W1455 H1900 厚40

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 1.0 か所
扉:W550×H1870(1か所･内開き(常開))

ｴｯｼﾞ:ｱﾙﾐ押出形材

巾木:ｽﾃﾝﾚｽHL､表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､

戸当り､付属金物一式

TB-5 W1840+D1510 H1900 厚40

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 1.0 か所
扉:W550×H1870(2か所･内開き(常開))

ｴｯｼﾞ:ｱﾙﾐ押出形材

巾木:ｽﾃﾝﾚｽHL､表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､

戸当り､付属金物一式



（細目別内訳) No-87

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

TB-6 W1930 H2100 厚40

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 1.0 か所
扉:W810×H1870(1か所･片引き)

ｴｯｼﾞ:ｱﾙﾐ押出形材

巾木:ｽﾃﾝﾚｽHL､打掛錠､ｽﾃﾝﾚｽ製引棒､

付属金物一式

TB-7 W600 H1200 厚40

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(隔て板) 高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 2.0 か所
ｴｯｼﾞ:ｱﾙﾐ押出形材

巾木:ｽﾃﾝﾚｽHL､付属金物一式

TB-8 W1900+D1535 H1900 厚40

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 1.0 か所
扉:W550×H1870(2か所･内開き(常開))

ｴｯｼﾞ:ｱﾙﾐ押出形材

巾木:ｽﾃﾝﾚｽHL､表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､

戸当り､付属金物一式

TB-10 W800 H1300 厚40

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(隔て板) 高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 2.0 か所
ｴｯｼﾞ:ｱﾙﾐ押出形材

巾木:ｽﾃﾝﾚｽHL､付属金物一式

TB-11 W750 H1900 厚40

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(隔て板) 高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 1.0 か所
ｴｯｼﾞ:ｱﾙﾐ押出形材

巾木:ｽﾃﾝﾚｽHL､付属金物一式

避難器具 2階DRS金具、室内BOX(鉄) 1.0 式

避難器具 3階D3金具、室外BOX(SUS) 1.0 式



（細目別内訳) No-88

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

TB-12 W1650 H1900 厚40

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 1.0 か所
扉:W550×H1870(1か所･内開き(常開))

ｴｯｼﾞ:ｱﾙﾐ押出形材

巾木:ｽﾃﾝﾚｽHL､表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､

戸当り､付属金物一式

TB-13 W1820+D1240+D1685 H1900 厚40

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 1.0 か所
扉:W550×H1870(2か所･内開き(常開))

ｴｯｼﾞ:ｱﾙﾐ押出形材

巾木:ｽﾃﾝﾚｽHL､表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ､

戸当り､付属金物一式

SLW-1 可動展示ﾊﾟﾈﾙ(ﾒｰｶｰ仕様)

移動間仕切 W5000×H3600×D108×2枚 手動ｽﾄｯﾊﾟｰ､ 1.0 か所
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ(両面)､天吊ﾚｰﾙ(焼付塗装)

SLW-2 可動展示ﾊﾟﾈﾙ(ﾒｰｶｰ仕様)

移動間仕切 W2700×H4050×D80×4枚 手動ｽﾄｯﾊﾟｰ､ 1.0 か所
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ(両面)､天吊ﾚｰﾙ(焼付塗装)

SLW-4 W7322×H3450×D67 (ﾒｰｶｰ仕様)

移動間仕切 片開き戸､天吊ﾚｰﾙ(焼付塗装) 1.0 か所

移動間仕切

運搬費 1.0 式
移動間仕切

取付費 1.0 式



（細目別内訳) No-89

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

W3825×D600×H1000

KA-01 総合ｶｳﾝﾀｰ 上段天板:鋼板ﾊﾟﾈﾙt2.3溶融亜鉛 1.0 か所
めっきﾘﾝ酸処理､下段天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧

合板､袖板･棚板:ﾎﾟﾘ合板､幕板:GB-R

t12.5塗装下壁紙EP 間接照明付

G-1

ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ 3200×2100 1.0 か所
G-2

展示室ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ 800×1485 3.0 か所
G-3

階数表示ｻｲﾝ-1 600×1485 2.0 か所
G-4

階数表示ｻｲﾝ-2 H=900 3.0 か所
G-5

室名ｻｲﾝ-1 450×120 4.0 か所
G-6

室名ｻｲﾝ-2 H=100 ｢展示室2｣ 1.0 か所
G-7

室名ｻｲﾝ-3 800×150 2.0 か所
G-8

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出)-1 800×100 1.0 か所
G-9

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出)-2 450×200 2.0 か所
G-10

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 450×200 2.0 か所
G-11

ﾄｲﾚ等誘導ｻｲﾝ 1Fﾄｲﾚ等誘導ｻｲﾝ 4.0 か所
G-11

ﾄｲﾚ等誘導ｻｲﾝ 2,3Fﾄｲﾚ等誘導ｻｲﾝ 2.0 か所
S-1

階数表示ｻｲﾝ 100×200 3.0 か所
S-2 φ99.8 40×40

室名(注意喚起)ｻｲﾝ  ｢関係者以外立入禁止｣ 7.0 か所



（細目別内訳) No-90

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

S-3a

室名ｻｲﾝ-1 H=50 6.0 か所
S-3b

室名ｻｲﾝ-2 H=50 4.0 か所
S-4

衝突防止ｻｲﾝ 片面 304.0 か所
M-1

全館案内ｻｲﾝ 800×1200 1.0 か所
M-2

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(卓上) 300×100 1.0 か所
M-3

展示室ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ 400×1200 1.0 か所
M-4

誘導ｻｲﾝ 150×1200 8.0 か所

計



（細目別内訳) No-91

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

1-20 発生材処理

建設発生土処分 場外処分 2,130.0 ｍ3

計



（細目別内訳) No-92

2-1 直接仮設

別紙明細2-1

墨出し 1.0 式
別紙明細2-2

養生 1.0 式
別紙明細2-3

整理清掃後片付け 1.0 式
別紙明細2-4

外部足場 1.0 式
別紙明細2-5

内部仕上足場 1.0 式
別紙明細2-6

災害防止 1.0 式

小　　　計

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価



（細目別内訳) No-93

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

2-2 防水改修

a 防水改修 (1)撤去 1.0 式

b 防水改修 (2)改修 1.0 式

小　　　計



（細目別内訳) No-94

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

a 防水改修 (1)撤去

（外部）

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 10.4 ｍ
屋上防水層 ｼｰﾄ防水層

既存防水層撤去 集積共 82.8 ㎡
屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層

既存防水層撤去 集積共 18.8 ㎡

屋上床均しﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 70.4 ㎡
代価表2-10

ｱﾙﾐ笠木撤去 W=210 集積共 23.2 ｍ
代価表2-11

ｱﾙﾐ水切撤去 W=60 集積共 13.4 ｍ
代価表2-10

ｱﾙﾐ水切撤去 W=250 集積共 13.4 ｍ
ｱｸﾘﾙﾄﾞｰﾑ φ900 代価表2-12

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ撤去 集積共 1.0 か所

小　　　計



（細目別内訳) No-95

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

b 防水改修 (2)改修

（外部）

合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 S-F1 平場 2.8 ㎡

合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 S-F1 平場防水重ね(巾500) 6.2 ㎡

合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 S-F1 立上り 3.6 ㎡

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 8.0 ｍ
AI-2 平場 代価表2-13

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面下地処理共 19.7 ㎡
庇

塗膜防水 X-2 平場 38.5 ㎡
屋上 X-2 平場 代価表2-14

塗膜防水 既存塗膜防水面下地処理共 7.4 ㎡
ﾊﾄ小屋

塗膜防水 X-2 立上り 1.9 ㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 262.0 ｍ

庇

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて 防水下地 38.5 ㎡
屋根

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上げ 29.4 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 防水下地 厚30 2.8 ㎡

代価表2-15

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 縦形 塗膜防水用 φ75 1.0 か所
代価表2-16

鋼管とい 径75 2.4 ｍ



（細目別内訳) No-96

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

(内部)

塗膜防水 X-2 平場 37.9 ㎡

小　　　計



（細目別内訳) No-97

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

2-3 外壁改修

a 外壁改修 (1)撤去 1.0 式

b 外壁改修 (2)改修 1.0 式

小　　　計



（細目別内訳) No-98

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

a 外壁改修 (1)撤去

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 176.0 ｍ

外壁石張り撤去 集積共 63.8 ㎡
代価表2-17

まぐさ石張り撤去 4600×1100×t200 集積共 1.0 か所
代価表2-18

水切り石張り撤去 4600×800×t200 集積共 1.0 か所
代価表2-19

側面石張り撤去 W300×D400×H1400 集積共 2.0 か所
代価表2-20

間柱石張り撤去 W400×D400×H1400 集積共 3.0 か所

砕石張り撤去 集積共 14.5 ㎡

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 434.0 ㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 1.6 ㎡
代価表2-21

日本瓦葺き撤去 W250×H200 集積共 10.2 ｍ
代価表2-22

笠木防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 W=80 集積共 3.5 ｍ
代価表2-23

天井ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 集積共 17.0 ㎡

天井下地撤去 集積共 8.1 ㎡
代価表2-24

階段手摺撤去 ｽﾁｰﾙ製 H=1100 4.8 ｍ

小　　　計



（細目別内訳) No-99

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

b 外壁改修 (2)改修

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ 垂付段鼻 W=40 6.7 ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上げ 0.5 ㎡
代価表2-26

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 段鼻ﾀｲﾙ下地 6.7 ｍ

笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り W=80 3.5 ｍ

床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚30 2.7 ㎡

階段防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚30 4.0 ㎡

壁防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚30 1.6 ㎡

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 0.02 m3
屋外階段 代価表2-27

手摺足元無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 φ100×H100 4.0 か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 代価表2-28

複層塗材E 下地調整(C-2)共 125.0 ㎡
25形(屋外)1.0ｍ以上2.5ｍ未満 代価表2-29

軽量鉄骨天井下地 金属板用 8.1 ㎡

天井ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 焼付塗装 8.1 ㎡
ｽﾁｰﾙ製 H=1100

屋外階段手摺 丸ﾊﾟｲﾌﾟ42.7φ 4.8 ｍ
ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛めっき仕上

屋上階段手摺 H=1100 平部 1.2 ｍ
手摺笠木:42.7φ 支柱:34φ

ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛めっき仕上

屋上階段手摺 H=1100 斜部 3.5 ｍ
手摺笠木:42.7φ 支柱:34φ



（細目別内訳) No-100

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

小　　　計



（細目別内訳) No-101

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

2-4 建具改修

a 建具改修 (1)撤去 1.0 式

b 建具改修 (2)改修 1.0 式

小　　　計



（細目別内訳) No-102

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

a 建具改修 (1)撤去

代価表2-30

ｱﾙﾐ製建具撤去 枠共 集積共 53.9 ㎡
代価表2-31

鋼製建具撤去 枠共 集積共 76.2 ㎡
代価表2-32

木製建具撤去 枠共 集積共 30.5 ㎡
代価表2-33

ｼｬｯﾀｰ撤去 枠共 集積共 32.9 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共 51.5 ㎡

建具周囲はつり 353.0 ｍ

小　　　計



（細目別内訳) No-103

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

b 建具改修 (2)改修

（アルミニウム製建具）

AG-1 W450×H1000

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製ｶﾞﾗﾘ 枠見込70､表面処理BC-1､ 9.0 か所
開口率約30%､ﾀﾞｸﾄ接続金物､

付属金物一式

運搬費 1.0 式

取付費 1.0 式

（鋼製建具）

SD-9 W900×H2250

鋼製片開き扉 枠見込:100､扉見込:40､S-5､丁番､ 1.0 か所
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､電気錠､

付属金物一式､SUS沓摺､鋼製額縁

SD-10 W800×H2100

鋼製片開き扉 枠見込:100､扉見込:40､S-5､丁番､ 1.0 か所
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

付属金物一式､SUS沓摺､鋼製額縁

SD-12B W1900×H2500

鋼製両開き扉 枠見込:130､扉見込:40､防火設備､ 1.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭﾎﾞﾙﾄ付)

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

順位調整器(扉枠内収納型)､

付属金物一式

SD-15A W1600×H2200

鋼製両開き扉(本館棟) 枠見込:170､扉見込:40､特定防火 1.0 か所
設備､遮煙性能､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､

ﾌﾗﾝｽ落し､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､付属金物一式



（細目別内訳) No-104

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

SD-18 W650×H2100

鋼製片開き扉 枠見込:100､扉見込:40､特定防火 1.0 か所
設備､遮煙性能､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ箱錠､

内側ｻﾑﾀｰﾝ､付属金物一式

SD-19A W650×H2100

鋼製片開き扉 枠見込:245､扉見込:40､防火設備､ 1.0 か所
遮煙性能､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ

(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

付属金物一式

SD-21A W2000×H2500

鋼製両開き扉 枠見込:170､扉見込:40､特定防火 1.0 か所
設備､遮煙性能､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､

ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭﾎﾞﾙﾄ付)､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ

(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､順位調整

器(扉枠内収納型)､付属金物一式

SD-21B W2000×H2500

鋼製両開き扉 枠見込:130､扉見込:40､防火設備､ 1.0 か所
遮煙性能､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し

(ﾌﾗｯｼｭﾎﾞﾙﾄ付)､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､順位調整器(扉枠内

収納型)､付属金物一式

SD-22A W2000×H2500

鋼製両開き扉 枠見込:135､扉見込:40､特定防火 1.0 か所
設備､遮煙性能､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､

ﾌﾗﾝｽ落し､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､付属金物一式

SD-22B W2000×H2500

鋼製両開き扉(本館棟) 枠見込:160､扉見込:40､特定防火 1.0 か所
設備､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭ

ﾎﾞﾙﾄ付)､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､順位調整器(扉枠内

収納型)､付属金物一式

SD-24A W600×H600

鋼製片開き扉(片面ﾌﾗｯｼｭ) 枠見込:120､扉見込:40､隠し丁番､ 2.0 か所
分電盤錠､付属金物一式



（細目別内訳) No-105

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

SD-24B W600×H600

鋼製片開き扉(片面ﾌﾗｯｼｭ) 枠見込:95､扉見込:40､隠し丁番､ 7.0 か所
分電盤錠､付属金物一式

SD-24C W600×H600

鋼製片開き扉(片面ﾌﾗｯｼｭ) 枠見込:125､扉見込:40､隠し丁番､ 1.0 か所
分電盤錠､付属金物一式

SD-25 W1200×H2500

鋼製親子開き扉 枠見込:110､扉見込:40､防火設備､ 1.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ

(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

付属金物一式

SD-26B W400×H1250

鋼製片開き扉(片面ﾌﾗｯｼｭ) 枠見込:100､扉見込:40､隠し丁番､ 3.0 か所
(本館棟) 分電盤錠､付属金物一式､SUS沓摺､

ｶﾞﾗﾘ:FB-6×65@45 2方枠:FB-6×70

(建具枠取付)

SD-27 W900×H2000

鋼製片開き扉 枠見込:170､扉見込:40､防火設備､ 1.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､付属金物一式､

SUS沓摺

SD-30C W650×H2100

鋼製片開き扉 枠見込:240､扉見込:40､特定防火 1.0 か所
設備､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ

(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

付属金物一式

SD-32A W2000×H2500

鋼製両開き扉 枠見込:160､扉見込:40､特定防火 1.0 か所
設備､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭ

ﾎﾞﾙﾄ付)､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､順位調整器(扉枠内

収納型)､付属金物一式



（細目別内訳) No-106

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

SD-33 W2000×H2500

鋼製両開き扉 枠見込:110､扉見込:40､ 1.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ

(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

付属金物一式

SD-36 W1200×H2100

鋼製親子開き扉 枠見込:240､扉見込:40､特定防火 1.0 か所
設備､遮煙性能､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､

ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭﾎﾞﾙﾄ付)､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ

(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､順位調整

器(扉枠内収納型)､付属金物一式

SD-38 W1800×H1800

鋼製両開き扉+ｶﾞﾗﾘ 枠見込:100､扉見込:40､S-5､ 1.0 か所
丁番､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､付属金物一式､

SUS沓摺､ｶﾞﾗﾘ(開口率約30%･FD付)､

SUS網16ﾒｯｼｭ#35､ﾀﾞｸﾄ接続金物共

SD-40 W600×H1935

鋼製片開き扉 枠見込:195､扉見込:40､特定防火 2.0 か所
設備､隠し丁番､分電盤錠､付属金物

付属金物一式､SUS沓摺

運搬費 1.0 式

取付費 1.0 式

SD-23 W2000×H2500

鋼製両開き扉(2時間耐火扉) 特定防火設備､ﾒｰｶｰ仕様 1.0 か所
SD-32B W2000×H2500

鋼製両開き扉(2時間耐火扉) 特定防火設備､ﾒｰｶｰ仕様 1.0 か所

運搬費 1.0 式

取付費 1.0 式



（細目別内訳) No-107

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

（鋼製軽量建具）

LD-1A W1200×H2100

軽量鋼製親子開き扉 枠見込:140､扉見込:40､防火設備 1.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭﾎﾞﾙﾄ付)

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

順位調整器(扉枠内収納型)､

付属金物一式

LD-1B W1200×H2100

軽量鋼製親子開き扉 枠見込:235､扉見込:40､特定防火 1.0 か所
設備､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し

(ﾌﾗｯｼｭﾎﾞﾙﾄ付)､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､順位調整器(扉枠内

収納型)､付属金物一式

LD-2 W1200×H2100

軽量鋼製親子開き扉 枠見込:145､扉見込:40､ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ 1.0 か所
ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭﾎﾞﾙﾄ付)､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ

(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､順位調整

器(扉枠内収納型)､付属金物一式

LD-4B W900×H2100

軽量鋼製片開き扉 枠見込:140､扉見込:40､防火設備､ 1.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､付属金物一式

LD-4C W900×H2100

軽量鋼製片開き扉 枠見込:105､扉見込:40､防火設備､ 1.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､付属金物一式

LD-8A W1200×H2500

軽量鋼製親子開き扉 枠見込:215､扉見込:40､防火設備 1.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭﾎﾞﾙﾄ付)

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

順位調整器(扉枠内収納型)､

付属金物一式

LD-8C W1200×H2500

軽量鋼製親子開き扉 枠見込:245､扉見込:40､防火設備 1.0 か所
ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾌﾗﾝｽ落し(ﾌﾗｯｼｭﾎﾞﾙﾄ付)

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾌﾟ無)､ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠､

順位調整器(扉枠内収納型)､

付属金物一式



（細目別内訳) No-108

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

運搬費 1.0 式

取付費 1.0 式

（シャッター）

SS-2 W2940×H2500

重量ｼｬｯﾀｰ 防火設備､遮煙性能､ 1.0 か所
ﾏｸﾞｻ､鋼製ﾚｰﾙ､付属金物一式､

煙感知器連動式

運搬費 1.0 式

取付費 1.0 式

（その他）

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10 19.3 ｍ

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具 19.3 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 内部建具 38.7 ｍ
鋼製建具面(屋内外) 工程A種

錆止め塗料塗り改修仕様 塗料A種 現場1回 下地別途(新規面) 27.3 ㎡
鋼製建具面 工程B種 錆止工程A

SOP塗り改修仕様 塗料A 現場1回 下地別途(新規面) 253.0 ㎡

小　　　計



（細目別内訳) No-109

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

2-5 内装改修

a 内装改修 (1)撤去 1.0 式

b 内装改修 (2)改修 1.0 式

小　　　計



（細目別内訳) No-110

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

a 内装改修 (1)撤去

別紙明細2-7

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 1.0 式

床石張り撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 5.9 ㎡

床石張り撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 糸幅300mm以下 16.9 ｍ

床ﾃﾗｿﾞｰﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 241.0 ㎡

床ﾃﾗｿﾞｰﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 糸幅300mm以下 40.5 ｍ

床ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 下地ﾌｪﾙﾄ共 47.6 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ撤去 428.0 ㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 498.0 ㎡

床下地合板撤去 33.1 ㎡

床組撤去 33.1 ㎡
代価表2-34

幅木撤去 塩ﾋﾞ製 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 91.4 ｍ

幅木撤去 木製 334.0 ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去 332.0 ㎡
代価表2-35

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 一重張り 7.9 ㎡
代価表2-36

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 二重張り 79.6 ㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 12.7 ㎡



（細目別内訳) No-111
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壁下地撤去 LGS65 82.2 ㎡

壁下地撤去 LGS100 15.3 ㎡

壁下地撤去 木  支柱共 665.0 ㎡
代価表2-37

壁GW撤去 14.7 ㎡

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 一重張り 989.0 ㎡

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 47.5 ㎡

天井下地撤去 1,037.0 ㎡

天井廻り縁撤去 塩ﾋﾞ製 89.6 ｍ

天井廻り縁撤去 木製 45.6 ｍ
代価表2-38

天井GW撤去 2.9 ㎡

ﾎﾟｰﾁ 花崗岩t50(躯体共) 代価表2-39

ｶｳﾝﾀｰ撤去 W2285×(455+250)程度 1.0 か所
受付 木製格子 代価表2-40

ｽｸﾘｰﾝ撤去 W2000×D40×H3000 1.0 か所
受付 ｱﾙﾐ製 代価表2-41

上部収納階段撤去 W700×H3000既製品 1.0 か所
受付 代価表2-42

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX撤去 木製  W120×H150 1.2 ｍ
湯沸室 代価表2-43

棚撤去 W1150×D150×H700程度 1.0 か所

代価表2-44

流し台 SUS製  L=1150 1.0 か所

代価表2-45

吊戸棚撤去 W1150×D350×H700 1.0 か所
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通路(2) 石(躯体共) 代価表2-46

面台撤去 W3310程度 1.0 か所
男子女子化粧室 大理石t25(躯体共) 代価表2-47

ｶｳﾝﾀｰ撤去 W2300×(600+150)程度 2.0 か所

男子女子化粧室 代価表2-48

鏡撤去 2300×800 2.0 か所
男子便所室 大理石t25(躯体共) 代価表2-49

面台撤去 W2475×150程度 1.0 か所
女子便所室 大理石t25(躯体共) 代価表2-50

面台撤去 W750×150程度 1.0 か所
身障者便所 大理石t25(躯体共) 代価表2-51

ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W700×150程度 1.0 か所
搬入庫 ｱﾙﾐ製 代価表2-52

可動式階段撤去 W600×D750×H675 1.0 か所

搬入庫 代価表2-53

ﾀﾗｯﾌﾟ撤去 W400×4850 1.0 か所
代価表2-54

手摺撤去 H900 1.9 ｍ
代価表2-55

VP管一時取り外し φ100  L=1850 1.0 か所
代価表2-56

鉄骨階段撤去 W900×D4150×H2200 1.0 か所
展示室 代価表2-57

床目地棒撤去 SUS製4×15 15.6 ｍ
展示ｹｰｽ 代価表2-57

木製框撤去 W250 8.7 ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去 18.3 ㎡
代価表2-58

木製棚撤去 W3080×D375×H850 1.0 か所

代価表2-58

木製棚撤去 W2930×D530×H3450 1.0 か所

代価表2-58

木製棚撤去 W3030×D430×H3450 1.0 か所



（細目別内訳) No-113

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

代価表2-59

床見切撤去 木製  120×150 3.1 ｍ
代価表2-60

壁見切撤去 木製  120×150 6.9 ｍ
代価表2-61

木製ﾙｰﾊﾞｰ撤去 W860×H1950 1.0 か所
階段 代価表2-62

木製手摺笠木撤去 10.3 ｍ
代価表2-63

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 集積共 12.8 ㎡

E 代価表2-64

館内案内BOX撤去 1.0 か所
F1 代価表2-65

順路ｻｲﾝ撤去 1.0 か所
F2 代価表2-66

順路ｻｲﾝ撤去 1.0 か所
G 代価表2-67

ｽﾀﾝﾄﾞｻｲﾝ撤去 1.0 か所
H 代価表2-68

耳諸撤去 1.0 か所
I 代価表2-69

階数表示撤去 3.0 か所
J1 代価表2-70

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ撤去 1.0 か所
J2 代価表2-71

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ撤去 1.0 か所
J3 代価表2-72

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ撤去 1.0 か所
K 代価表2-73

ｽﾀﾝﾄﾞｻｲﾝ撤去 1.0 か所
L 代価表2-74

室名ｻｲﾝ-1撤去 1.0 か所
M1 代価表2-75

室名ｻｲﾝ-2撤去 3.0 か所
㎡ 代価表2-76

室名ｻｲﾝ-2撤去 1.0 か所
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K-01 代価表2-77

ｼｮｰｹｰｽ撤去 W3000×D800×H750 1.0 か所
K-02 代価表2-78

ｶｳﾝﾀｰ撤去 W1500×D2700×H750 1.0 か所
K-03 代価表2-79

展示台撤去 W2860×D1200×H600 6.0 か所

K-04 代価表2-80

展示ｹｰｽ撤去 W11700×D1200×H3250 1.0 式

K-05 代価表2-81

展示ｹｰｽ撤去 W17200×D7600(1200)×H3250 1.0 式
K-06 代価表2-82

展示ｹｰｽ撤去 W12000×D1200×H3250 1.0 式
K-07 代価表2-83

展示ｹｰｽ撤去 W5000×D2000×H2800 2.0 か所
K-08 代価表2-84

展示ｹｰｽ撤去 W3000×D1000×H950 2.0 か所
K-09 代価表2-85

ﾌﾟﾗﾝﾀｰﾎﾞｯｸｽ撤去 W2400×D420×H700 2.0 か所
K-10 代価表2-86

展示ｹｰｽ撤去 W12000×D1200×H3250 1.0 式

EV(1号機)撤去 附属する関係機器とも 1.0 式

小　　　計
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b 内装改修 (2)改修

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて 薄張物下地 1.5 ㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上げ 111.0 ㎡

半硬質 厚さ2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 225.0 ㎡
半硬質 厚さ3.0 代価表2-87

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 308.0 ㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.0  ｸｯｼｮﾝ付 326.0 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚30 77.9 ㎡
代価表2-88

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚60 86.1 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28 53.2 ㎡
代価表2-89

床無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 厚180 φ200 4.0 か所
床ﾓﾙﾀﾙ内 代価表1-5

溶接金網敷き 径6.0 100×100 86.1 ㎡

床見切り ｽﾃﾝﾚｽ製 4.0 ｍ

1F前室1･ｽﾛｰﾌﾟ

床下地合板張り 厚12 4.3 ㎡
1F搬入庫 D型合成ｺﾞﾑ製  W150×H130

ｶｰｽﾄｯﾊﾟｰ 取付ﾎﾞﾙﾄ:φ12  L100 3.1 ｍ
1F搬入庫 代価表2-90

埋込ｱﾝｸﾞﾙ L-50×50×6 4.9 ｍ
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幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 出幅木         高さ100 13.3 ｍ

木製幅木 高さ30 280.0 ｍ
代価表1-40

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ30 251.0 ｍ

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 厚12.5   不燃 1,092.0 ㎡
厚12.5   不燃

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) GL工法 574.0 ㎡

厚12.5   不透湿処理石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) (裏面ｱﾙﾐ張り) 433.0 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理 V目地工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ) 500.0 ㎡
ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚8

壁珪酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け 15.0 ㎡

壁板張り 無機質系調湿板 厚7 433.0 ㎡

壁紙 塗装下壁紙 433.0 ㎡

壁紙 66.7 ㎡

壁紙張り手間 500.0 ㎡

壁紙素地ごしらえ ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種 66.7 ㎡

GB-F12.5+GB-F12.5(両面張り) 代価表2-92

耐火遮音壁 LGS110 93.7 ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 厚50 24kg/m3

GB-F12.5+GB-F12.5(両面張り) 代価表2-93

耐火遮音壁 LGS100 78.5 ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 厚50 24kg/m3

耐火遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ AC-1  四周 236.0 ｍ
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代価表2-94

壁無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 125×170 8.9 ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて  厚20 0.7 ㎡
代価表2-95

壁ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 厚20  鉄筋小口防錆塗装共 17.4 ㎡
壁

ALCﾊﾟﾈﾙ t=100  ﾀﾃ張り 202.0 ㎡
ALCﾊﾟﾈﾙ

上部ｱﾝｸﾞﾙ 49.3 ｍ
ALCﾊﾟﾈﾙ

下部ｱﾝｸﾞﾙ 49.3 ｍ
ALCﾊﾟﾈﾙ

耐火目地材充填 172.0 ｍ

軽量鉄骨壁下地  50形 下地張りなし @300 13.8 ㎡

軽量鉄骨壁下地  50形 下地張りあり @450 5.9 ㎡

軽量鉄骨壁下地  65形 下地張りなし @300 331.0 ㎡

軽量鉄骨壁下地  65形 下地張りあり @450 411.0 ㎡

軽量鉄骨壁下地  90形 下地張りあり @450 337.0 ㎡

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りなし @300 157.0 ㎡

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450 70.7 ㎡
別紙明細2-8

軽量鉄骨壁開口部補強 1.0 式

厚12.5   不透湿処理石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) (裏面ｱﾙﾐ張り) 296.0 ㎡
厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D) 突付け 98.8 ㎡
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天井不燃積層

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-NC) 厚9.5 不燃 502.0 ㎡
GB-NCに変更

天井ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR) ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃 296.0 ㎡

19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

軽量鉄骨天井下地 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 273.0 ㎡
19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満

軽量鉄骨天井下地 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 328.0 ㎡
19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

軽量鉄骨天井下地 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 296.0 ㎡

天井ｲﾝｻｰﾄ 1,346.0 か所

天井廻縁V2 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 392.0 ｍ

天井廻縁 木製 杉 14×50 133.0 ｍ
軽量鉄骨天井下地 ふところ高1.5～3.0ｍ

振止め補強加算 吊ﾎﾞﾙﾄ補強  ［-19×10×1.2 326.0 ㎡
縦横@1800内外

軽量鉄骨下がり壁下地 19形(屋内) 1.4 ｍ

現場発泡断熱材 厚30  吹付け 795.0 ㎡

断熱材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 厚50 131.0 ㎡

消火器ﾎﾞｯｸｽ 4.0 か所
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別紙明細2-9

軽量鉄骨天井開口部補強 1.0 式
一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地

天井点検口 450角 51.0 か所

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ 中量用 ﾊﾝｶﾞｰ1.0m 1本 70.7 ｍ

鉄骨階段G 既製品　W920×D1200×H800

移動式階段 天板:ﾓｻﾞｲｸﾌﾛﾘﾝｸﾞ　t=12 2.0 ｍ

下板:ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ　t=15

渡り廊下･階段F H=1100(平部)  ｽﾁｰﾙ製

手摺 手摺･支柱:ﾊﾟｲﾌﾟφ42.7 7.8 ｍ

手摺子:丸棒φ10

渡り廊下･階段F H=1100(斜部)  ｽﾁｰﾙ製

手摺 手摺･支柱:ﾊﾟｲﾌﾟφ42.7 4.8 ｍ
手摺子:丸棒φ10

壁面展示ｹｰｽ(ﾉﾝｴｱﾀｲﾄﾀｲﾌﾟ)

固定展示ｹｰｽ(一般) W5140×D1100×H2805 1.0 か所

G-8

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出) 800×100 1.0 か所
S-3a

室名ｻｲﾝ H=50 3.0 か所
S-3b

室名ｻｲﾝ H=50 2.0 か所
S-3c

室名ｻｲﾝ H=50 4.0 か所

 EX-4室名(注意喚起)ｻｲﾝ-1 180×180　｢搬入口｣ 1.0 か所

 EX-5室名(注意喚起)ｻｲﾝ-2 φ150 1.0 か所
60×60

 EX-5室名(注意喚起)ｻｲﾝ-2 ｢関係者以外立入禁止｣ 1.0 か所
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目地棒 SUS304 FB-6×12 25.3 ｍ

鋼製扉化粧ｼｰﾄ張り 化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ 7.0 ㎡

壁紙張り 繊維系紙 鋼製扉面 20.3 ㎡

壁紙張り 繊維系紙 移動間仕切壁面 83.5 ㎡

ｸﾞﾗｽｳｰﾙｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り 厚25 表面黒 1.5 ㎡
SLW-3 可動展示ﾊﾟﾈﾙ(ﾒｰｶｰ仕様)

移動間仕切 W2500×H4350×D80×4枚 手動ｽﾄｯﾊﾟｰ､ 1.0 か所

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ(両面)､天吊ﾚｰﾙ(焼付塗装)

移動間仕切

運搬費 1.0 式
移動間仕切

取付費 1.0 式

小　　　計
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2-6 塗装改修

a 塗装改修 (1)外部塗装 1.0 式

b 塗装改修 (2)内部塗装 1.0 式

計
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a 塗装改修 (1)外部塗装

下地調整 ﾓﾙﾀﾙ面 RB種 新規面 0.5 ㎡

下地調整 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 RA種 新規面 4.7 ㎡

下地調整 鉄鋼面 RA種 新規面 7.1 ｍ

無収縮面

DP塗り ﾓﾙﾀﾙ面 0.5 ㎡

DP塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 4.7 ㎡
代価表2-97

SOP塗り 鉄部 細幅 7.1 ｍ

計
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b 塗装改修 (2)内部塗装

下地調整 ﾓﾙﾀﾙ面 RB種 新規面 0.7 ㎡

下地調整 鉄鋼面 RA種 新規面 8.4 ㎡

EP塗り ﾓﾙﾀﾙ面 B種 0.7 ㎡

SOP塗り 鉄鋼面 B種 8.4 ㎡

1-UC塗り(糸幅300mm以下) 木部 B種 123.0 ｍ

代価表2-98

下地調整(糸幅300mm以下) 木部 RB種 新規面 123.0 ｍ
代価表2-99

SOP塗り(糸幅300mm以下) 木部 B種 157.0 ｍ
代価表2-100

下地調整(糸幅300mm以下) 木部 RA種 新規面 157.0 ｍ
代価表2-101

SOP塗り(糸幅300㎜以下) 鉄鋼面 B種 99.3 ｍ
代価表2-102

下地調整(糸幅300mm以下) 鉄鋼面 RA種 新規面 99.3 ｍ

計



（細目別内訳) No-124

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

2-7 耐震（躯体）改修

a 躯体改修 (1)撤去 1.0 式

b 躯体改修 (2)改修 1.0 式

計



（細目別内訳) No-125

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

a 躯体改修 (1)撤去

代価表2-103

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭とりこわし 集積共 1.0 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし RC造 基礎部 鉄筋切断 集積共 40.9 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし RC造 地上部 鉄筋切断 集積共 267.0 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし RC造 土間 鉄筋切断 集積共 26.7 ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし 集積共 3.0 ｍ3
代価表2-104

鉄骨材 とりこわし 3.1 t
代価表2-105

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 人力 3.1 m3
代価表2-106

ﾛｯｸｳｰﾙ撤去 72.8 ㎡

埋戻 発生土 32.8 ｍ3

床

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm 66.6 ｍ
壁

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm 840.0 ｍ
天井

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm 14.8 ｍ

ｶｯﾀｰ入れ CB面 65.0 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ面はつり 梁側 27.4 ㎡

計



（細目別内訳) No-126

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

b 躯体改修 (2)改修

基礎部

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 基礎部 0.4 ｍ3
普通合板型枠 基礎部 

同上型枠 無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填用 材工共 5.4 ㎡
基礎部

無収縮ﾓﾙﾀﾙ塗り 厚20 基礎部 1.5 ㎡
地上部

無収縮ﾓﾙﾀﾙ塗り 厚20 外壁部 71.6 ㎡
基礎部

ｹｲ酸系塗布防水 無収縮ﾓﾙﾀﾙ面 7.2 ㎡
代価表2-107

鉄筋切断面 防錆塗装 113.0 ㎡

[開口閉塞]

(土工)

根切 つぼ･布掘り 4.7 ｍ3

埋戻し(B種) 発生土 2.4 ｍ3
代価表2-125

建設発生土運搬 2.3 ｍ3

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ  基礎下 0.1 ｍ3

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 土間下 0.5 ｍ3

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ FC18N/m㎡ S-15 0.1 ｍ3
代価表2-108

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 0.1 ｍ3



（細目別内訳) No-127

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

(鉄筋)

異形鉄筋 SD295A D10 0.8 t

異形鉄筋 SD295A D13 0.8 t

異形鉄筋 SD295A D16 0.1 t

異形鉄筋 SD345 D19 0.2 t

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 -0.1 ｔ

鉄筋加工組立費 1.8 t

鉄筋運搬費 1.8 t
鉄筋径φ6 ｽﾊﾟｲﾗﾙ径75 @50

割裂防止筋 材工共 63.4 ｍ
鉄筋径φ6 ｽﾊﾟｲﾗﾙ径100 @50

割裂防止筋 材工共 34.6 ｍ
鉄筋径φ6 ｽﾊﾟｲﾗﾙ径150 @50

割裂防止筋 材工共 2.7 ｍ

(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

基礎部

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/m㎡ S=15cm 1.6 ｍ3
土間部

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/m㎡ S=15cm 0.2 ｍ3
地上部

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/m㎡ S=18cm 24.1 ｍ3
代価表2-109

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 1.6 ｍ3
代価表2-110

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 0.2 ｍ3

地上ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 流込工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 30m3以上50m3/回未満 24.1 ｍ3

30m3以上50m3/回未満 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金別途加算 24.1 ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

圧送基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回



（細目別内訳) No-128

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

補正値3N/m㎡

構造体強度補正 (24N/m㎡－21N/m㎡ S15) 1.8 ｍ3
補正値3N/m㎡

構造体強度補正 (24N/m㎡－21N/m㎡ S18) 24.1 ｍ3

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 Fc=30N/m㎡ 2.6 ｍ3

(型枠)

普通合板型枠 基礎部

型枠 耐震改修用 3.6 ㎡
普通合板型枠 地上軸部

型枠 耐震改修用 139.0 ㎡
打放合板型枠A種 代価表2-111

型枠 地上軸部耐震改修用 36.0 ㎡
打放合板型枠B種

型枠 地上軸部耐震改修用 85.0 ㎡

型枠運搬費 264.0 ㎡

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用型枠 H=200 片面 3.2 ｍ

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用型枠 H=200 両面 71.6 ｍ
代価表2-112

打放し面補修 A種 ｺ-ﾝ処理 目違いばらい無 1.6 ㎡
代価表2-113

打放し面補修 B種 ｺ-ﾝ処理 部分目違いばらい 85.0 ㎡

(その他)

接着系ｱﾝｶｰ D13 横向

あと施工ｱﾝｶｰ L=8da+20da 端部ﾅｯﾄ付 176.0 本
接着系ｱﾝｶｰ D13 上向

あと施工ｱﾝｶｰ L=8da+20da 端部ﾅｯﾄ付 414.0 本
接着系ｱﾝｶｰ D16 横向

あと施工ｱﾝｶｰ L=12da+40da 3.0 本

接着系ｱﾝｶｰ D19 下向

あと施工ｱﾝｶｰ L=8da+20da 端部ﾅｯﾄ付 48.0 本

接着系ｱﾝｶｰ D19 上向

あと施工ｱﾝｶｰ L=8da+20da 端部ﾅｯﾄ付 69.0 本
接着系ｱﾝｶｰ D19 横向

あと施工ｱﾝｶｰ L=8da+20da 端部ﾅｯﾄ付 62.0 本



（細目別内訳) No-129

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

接着系ｱﾝｶｰ D19 下向

あと施工ｱﾝｶｰ L=10da+40da 13.0 本
接着系ｱﾝｶｰ D19 横向

あと施工ｱﾝｶｰ L=10da+40da 3.0 本
接着系ｱﾝｶｰ D19 横向

あと施工ｱﾝｶｰ L=12da+40da 70.0 本
金属系ｱﾝｶｰ D10 横向

あと施工ｱﾝｶｰ L=12da+40da 72.0 本
金属系ｱﾝｶｰ D10 横向

ｼｱｰｺﾈｸﾀｰ L=5da+20da 41.0 本

既存鉄筋溶接 ﾌﾚｱ溶接 D10 片面10da 555.0 か所

既存鉄筋溶接 ﾌﾚｱ溶接 D13 片面10da 306.0 か所

既存鉄筋溶接 ﾌﾚｱ溶接 D19 片面10da 17.0 か所

目荒らし 床面 1.7 ㎡

目荒らし 壁面 26.3 ㎡

目荒らし 天井面 9.5 ㎡

【新設壁】

(鉄筋)

異形鉄筋 SD295A D10 0.02 t

異形鉄筋 SD295A D13 4.1 t

異形鉄筋 SD295A D16 2.4 t

異形鉄筋 SD345 D19 0.9 t

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 -0.2 t

鉄筋加工組立費 7.2 t



（細目別内訳) No-130

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

鉄筋運搬費 7.2 t
鉄筋径φ6 ｽﾊﾟｲﾗﾙ径75 @50

割裂防止筋 材工共 21.5 ｍ
鉄筋径φ6 ｽﾊﾟｲﾗﾙ径100 @50

割裂防止筋 材工共 168.0 ｍ
鉄筋径φ6 ｽﾊﾟｲﾗﾙ径150 @50

割裂防止筋 材工共 46.2 ｍ

既存鉄筋溶接 ﾌﾚｱ溶接 D10 片面10da 32.0 か所

(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

地上部

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/m㎡ S=18cm 54.2 ｍ3
地上ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 流込工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 100m3/回以上 54.2 ｍ3
50m3以上100m3/回未満

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金別途加算 54.2 ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送

基本料金 50m3以上100m3/回未満 1.0 回
補正値3N/m㎡

構造体強度補正 (24N/m㎡－21N/m㎡ S18) 54.2 ｍ3

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 Fc=30N/m㎡ 3.1 ｍ3

(型枠)

普通合板型枠 

型枠 地上軸部 耐震改修用 586.0 ㎡
打放合板型枠B種 地上軸部

型枠 耐震改修用 4.6 ㎡

型枠運搬費 591.0 ㎡
代価表2-113

打放し面補修 B種 ｺ-ﾝ処理 部分目違いばらい 4.6 ㎡

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用型枠 H=200 両面 80.8 ｍ

(その他)

接着系ｱﾝｶｰ D19 下向

あと施工ｱﾝｶｰ L=8da+20da 端部ﾅｯﾄ付 175.0 本



（細目別内訳) No-131

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

接着系ｱﾝｶｰ D19 上向

あと施工ｱﾝｶｰ L=8da+20da 端部ﾅｯﾄ付 316.0 本
接着系ｱﾝｶｰ D19 横向

あと施工ｱﾝｶｰ L=8da+20da 端部ﾅｯﾄ付 323.0 本
接着系ｱﾝｶｰ D19 下向

あと施工ｱﾝｶｰ L=10da+40da 76.0 本
接着系ｱﾝｶｰ D19 上向

あと施工ｱﾝｶｰ L=10da+40da 8.0 本
接着系ｱﾝｶｰ D19 横向

あと施工ｱﾝｶｰ L=10da+40da 28.0 本
接着系ｱﾝｶｰ D22 下向

あと施工ｱﾝｶｰ L=8da+20da 端部ﾅｯﾄ付 77.0 本
接着系ｱﾝｶｰ D22 上向

あと施工ｱﾝｶｰ L=8da+20da 端部ﾅｯﾄ付 86.0 本
接着系ｱﾝｶｰ D22 横向

あと施工ｱﾝｶｰ L=8da+20da 端部ﾅｯﾄ付 101.0 本
接着系ｱﾝｶｰ D22 下向

あと施工ｱﾝｶｰ L=10da+40da 4.0 本
接着系ｱﾝｶｰ D22 横向

あと施工ｱﾝｶｰ L=10da+40da 4.0 本
金属系ｱﾝｶｰ D10 下向

あと施工ｱﾝｶｰ L=5da+20da 7.0 本

目荒らし 床面 11.4 ㎡

目荒らし 壁面 23.3 ㎡

目荒らし 天井面 15.4 ㎡

【梁下増打】

(鉄筋)

異形鉄筋 SD295A D13 0.3 t

異形鉄筋 SD345 D22 0.3 t

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 -0.01 t



（細目別内訳) No-132

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

鉄筋加工組立費 0.6 t

鉄筋運搬費 0.6 t

既存鉄筋溶接 ﾌﾚｱ溶接 D13 片面10da 260.0 か所

鉄筋先端ねじ山加工 D22 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･PL-22×100×100共 23.0 か所

(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

地上部

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/m㎡ S=18cm 4.7 ｍ3
地上ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 流込工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 30m3以上50m3/回未満 4.7 ｍ3
30m3以上50m3/回未満

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金別途加算 4.7 ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送

基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回
補正値3N/m㎡ 

構造体強度補正 (24N/m㎡－21N/m㎡ S18) 4.7 ｍ3

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 Fc=30N/m㎡ 2.5 ｍ3

(型枠)

普通合板型枠 地上軸部

型枠 耐震改修用 47.6 ㎡

型枠運搬費 47.6 ㎡

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用型枠 H=350 両面 25.0 ｍ

(その他)

ｺﾝｸﾘｰﾄ貫通穴あけ  φ28 L=650 横向 23.0 か所

梁貫通部 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 貫通孔径28mm L=650 23.0 か所

目荒らし 天井面 11.1 ㎡



（細目別内訳) No-133

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

【構造ｽﾘｯﾄ】

L=3.0m 完全ｽﾘｯﾄ 垂直 壁厚150mm 巾30mm

耐震ｽﾘｯﾄ 耐火材:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ包装ﾛｯｸｳｰﾙ板80kg/m3 1.0 か所
ｶｯﾀｰ切り･溝斫り･ 防水処理共

L=3.2m 完全ｽﾘｯﾄ 垂直 壁厚150mm 巾75mm

耐震ｽﾘｯﾄ 耐火材:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ包装ﾛｯｸｳｰﾙ板80kg/m3 1.0 か所
ｶｯﾀｰ切り･溝斫り･ 防水処理共

L=3.6m 完全ｽﾘｯﾄ 垂直 壁厚150mm 巾75mm

耐震ｽﾘｯﾄ 耐火材:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ包装ﾛｯｸｳｰﾙ板80kg/m3 1.0 か所
ｶｯﾀｰ切り･溝斫り･ 防水処理共

L=5.5m 完全ｽﾘｯﾄ 垂直 壁厚150mm 巾30mm

耐震ｽﾘｯﾄ 耐火材:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ包装ﾛｯｸｳｰﾙ板80kg/m3 1.0 か所
ｶｯﾀｰ切り･溝斫り･ 防水処理共

【床新設】

(鉄筋)

ﾃﾞｯｷｺﾝｸﾘｰﾄ内 6φ-150×150 代価表2-114

溶接金網敷 材工共 34.6 ㎡

(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

ﾃﾞｯｷ上

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/m㎡ S=18cm 3.8 ｍ3
ﾃﾞｯｷ上ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 代価表2-115

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 20m3/回未満 3.8 ｍ3

30m3以上50m3/回未満

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金別途加算 3.8 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

圧送基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回



（細目別内訳) No-134

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

(鉄骨)

鋼板 SS400 PL-9 0.02 t

鋼板 SS400 PL-19 0.3 t

H形鋼(細幅) SS400 H-298×149×5.5×8 1.0 t

等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10 0.1 t

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 -0.04 t

工場加工組立 (溶接長6.5ｍ) 1.4 t
A種 JISK5674

工場防錆塗装費 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ 1種 3.2 ㎡

鉄骨運搬費 1.4 t

場内小運搬 1.4 t

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ M20-45 S10T 38.0 本

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ締付費 36.0 本
M19 首下長さ500mm

貫通ﾎﾞﾙﾄ 両ねじ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ材工共 12.0 本
M19 首下長さ700mm

貫通ﾎﾞﾙﾄ 両ねじ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ材工共 12.0 本
M19 首下長さ750mm

貫通ﾎﾞﾙﾄ 両ねじ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ材工共 24.0 本
梁側 代価表2-116

ﾍﾞｰｽ下無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 250×300 t=30 24.0 か所
梁側 代価表2-117

ﾍﾞｰｽ下無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 1000×100 t=30 8.0 か所

QLﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ QL99-50-12 1時間耐火仕様 34.6 ㎡

1時間耐火

梁型耐火被覆 半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ吹付 厚25 33.2 ㎡



（細目別内訳) No-135

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

(その他)

ｺﾝｸﾘｰﾄ貫通穴あけ  φ24 L=400 横向 12.0 か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ貫通穴あけ  φ24 L=600 横向 12.0 か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ貫通穴あけ  φ24 L=650 横向 24.0 か所

梁貫通部 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 貫通孔径24mm L=400 12.0 か所

梁貫通部 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 貫通孔径24mm L=600 12.0 か所

梁貫通部 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 貫通孔径24mm L=650 24.0 か所
接着系ｱﾝｶｰ M16 横向

あと施工ｱﾝｶｰ 有効埋込み長10da ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ付 24.0 本

【EVｼｬﾌﾄ床塞ぎ】

溝形鋼 SS400 [-100×50×5×7.5 0.1 t

溝形鋼 SS400 [-180×75×7×10.5 0.1 t

軽量形鋼 SSC400 C-100×50×20×2.3 0.03 t

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 -0.01 t

鉄骨加工･取付 溶接共 0.2 t
A種 JISK5674

工場防錆塗装費 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ 1種 11.4 ㎡

鉄骨運搬費 0.2 t

場内小運搬 0.2 t

接着系ｱﾝｶｰ M16 横向

あと施工ｱﾝｶｰ 有効埋込み長10da ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ付 16.0 本



（細目別内訳) No-136

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

【鉄骨階段F】

鋼板 SS400 PL-4.5 0.2 t

鋼板 SS400 PL-12 0.03 t

鋼板 SS400 PL-16 0.3 t

H形鋼(中幅) SS400 H-194×150×6×9 0.02 t

等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10 0.01 t

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 -0.01 t

鉄骨加工･取付 溶接共 0.5 t
A種 JISK5674

工場防錆塗装費 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ 1種 14.7 ㎡

鉄骨運搬費 0.5 t

場内小運搬 0.5 t

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ M20-50 S10T 5.0 本

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ締付費 4.0 本
M19 首下長さ290mm

貫通ﾎﾞﾙﾄ 両ねじ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 材工共 4.0 本
梁側 代価表2-116

ﾍﾞｰｽ下 無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 310×310 t=30 1.0 か所
梁側 代価表2-116

ﾍﾞｰｽ下 無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 310×310 t=50 1.0 か所

超音波探傷試験 第三者試験機関 工場 2.0 か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ貫通穴あけ  φ24 L=170 横向 4.0 か所

梁貫通部 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 貫通孔径24mm L=170 4.0 か所



（細目別内訳) No-137

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

金属系ｱﾝｶｰ M10 下向

あと施工ｱﾝｶｰ 有効埋込み長5da ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ付 4.0 本

【鉄骨渡り廊下】

縞鋼板 SS400 CHPL-4.5 0.2 t

鋼板 SS400 PL-12 0.01 t

鋼板 SS400 PL-16 0.4 t

溝形鋼 SS400 [-300×90×9×13 0.1 t

等辺山形鋼 SS400 L-50×50×6 0.1 t

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 -0.01 t

鉄骨加工･取付 (溶接長18.4ｍ) 0.6 t
A種 JISK5674

工場防錆塗装費 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ 1種 17.3 ㎡

鉄骨運搬費 0.6 t

場内小運搬 0.6 t

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ M20-60 S10T 9.0 本

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ締付費 8.0 本
SS400 M19 L=670 

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ ﾌｯｸ付 6.0 本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付手間 M19 L=670 6.0 本
M19 首下長さ265mm

貫通ﾎﾞﾙﾄ 両ねじ･ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ材工共 6.0 本
梁側 代価表2-118

ﾍﾞｰｽ下無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 300×800 t=30 1.0 か所

梁側 代価表2-118

ﾍﾞｰｽ下無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 300×800 t=50 1.0 か所

梁側 代価表2-119

ﾍﾞｰｽ下無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 80×80 t=30 3.0 か所



（細目別内訳) No-138

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

ｺﾝｸﾘｰﾄ貫通穴あけ  φ24 L=170 横向 6.0 か所

梁貫通部 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 貫通孔径24mm L=170 6.0 か所

【1F床復旧･1･2F立上り新設】

(地業)

浅層混和処理工法 H=300

地盤改良 34.3m2 1.0 式

(鉄筋)

異形鉄筋 SD295A D10 0.5 t

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 -0.01 t

鉄筋加工組立費 0.5 t

鉄筋運搬費 0.5 t

既存鉄筋溶接 ﾌﾚｱ溶接 D10 片面10da 406.0 か所

(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

土間部

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/m㎡ S=15cm 5.6 ｍ3
地上部

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/m㎡ S=18cm 1.5 ｍ3
代価表2-110

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 5.6 ｍ3
代価表2-120

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 地上ｺﾝｸﾘ-ﾄ 人力打設 1.5 ｍ3

(型枠)

普通合板型枠 基礎部

型枠 耐震改修用 6.4 ㎡



（細目別内訳) No-139

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

普通合板型枠 地上軸部

型枠 耐震改修用 6.5 ㎡

埋め殺し型枠 基礎部 6.4 ㎡

型枠運搬費 19.3 ㎡

(その他)

接着系ｱﾝｶｰ D19 横向

あと施工ｱﾝｶｰ L=10da+40da 14.0 本
金属系ｱﾝｶｰ D10 下向

あと施工ｱﾝｶｰ L=5da+40da 81.0 本
金属系ｱﾝｶｰ D10 上向

あと施工ｱﾝｶｰ L=5da+40da 21.0 本
金属系ｱﾝｶｰ D10 横向

あと施工ｱﾝｶｰ L=5da+40da 12.0 本

1F RC階段復旧

(鉄筋)

異形鉄筋 SD295A D10 0.1 t

異形鉄筋 SD295A D13 0.01 t

鉄筋加工組立費 0.1 t

鉄筋運搬費 0.1 t

(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

基礎部

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/m㎡ S=15cm 0.8 ｍ3

土間部

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/m㎡ S=15cm 0.1 ｍ3

代価表2-109

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 0.8 ｍ3



（細目別内訳) No-140

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

代価表2-110

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 0.1 ｍ3

(型枠)

普通合板型枠

型枠 基礎部耐震改修用 7.4 ㎡
打放合板型枠B種 基礎部

型枠 耐震改修用 3.6 ㎡

型枠運搬費 11.0 ㎡
代価表2-113

打放し面補修 B種 ｺ-ﾝ処理 部分目違いばらい 3.6 ㎡

【2F ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ新設】

(鉄筋)

異形鉄筋 SD295A D10 0.2 t

異形鉄筋 SD295A D13 0.1 t

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 -0.01 t

鉄筋加工組立費 0.3 t

鉄筋運搬費 0.3 t

(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

地上2F

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/m㎡ S=18cm 1.9 ｍ3
代価表2-120

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 地上ｺﾝｸﾘｰﾄ2F 人力打設 1.9 ｍ3

(型枠)

普通合板型枠

型枠 地上軸部耐震改修用 12.8 ㎡

打放合板型枠B種

型枠 地上軸部耐震改修用 6.2 ㎡



（細目別内訳) No-141

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

型枠運搬費 19.0 ㎡
代価表2-113

打放し面補修 B種 ｺ-ﾝ処理 部分目違いばらい 6.2 ㎡

(その他)

接着系ｱﾝｶｰ D19 下向

あと施工ｱﾝｶｰ L=8da+20da 端部ﾅｯﾄ付 40.0 本

目荒らし 床面 0.6 ㎡

【3F ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ新設他】

(鉄筋)

異形鉄筋 SD295A D13 1.0 t

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 -0.03 t

鉄筋加工組立費 1.0 t

鉄筋運搬費 1.0 t
接着系ｱﾝｶｰ D19 横向 

あと施工ｱﾝｶｰ L=8da+40da 192.0 本

既存鉄筋溶接 ﾌﾚｱ溶接 D19 片面10da 96.0 か所
防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ内 代価表2-121

溶接金網敷 6.0φ-200×200 材工共 29.4 ㎡

(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

地上RF

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/m㎡ S=18cm 15.3 ｍ3

防水押え

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=18N/m㎡ S=15cm 2.4 ｍ3

地上ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 30m3以上50m3/回未満 15.3 ｍ3



（細目別内訳) No-142

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

代価表2-122

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 2.4 ｍ3

30m3以上50m3/回未満 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金別途加算 15.3 ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送

基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回

(型枠)

普通合板型枠 地上軸部

型枠 耐震改修用 69.6 ㎡
打放合板型枠B種 地上軸部

型枠 耐震改修用 5.0 ㎡

型枠運搬費 74.6 ㎡
代価表2-113

打放し面補修 B種 ｺ-ﾝ処理 部分目違いばらい 5.0 ㎡

【展示ﾊﾟﾈﾙ天井下地】

等辺山形鋼 SS400 L-50×50×6 0.5 t

等辺山形鋼 SS400 L-65×65×6 0.2 t

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 -0.02 t

鉄骨加工･取付 溶接共 0.7 t
A種 JISK5674

工場防錆塗装費 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ 1種 30.3 ㎡

鉄骨運搬費 0.7 t

場内小運搬 0.7 t

接着系ｱﾝｶｰ D16 上向

あと施工ｱﾝｶｰ ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め 88.0 本



（細目別内訳) No-143

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

【収納庫耐火扉 鉄骨下地】

SD-23 H-150×150×7×10

収納庫耐火扉 鉄骨下地 W2500×H3250(床-ｽﾗﾌﾞ下 H5350) 1.0 か所
SD-32 H-150×150×7×10

収納庫耐火扉 鉄骨下地 W2500×H3250(床-ｽﾗﾌﾞ下 H4350) 1.0 か所

計



（細目別内訳) No-144

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

2-8 環境配慮改修

(撤去)

(ｱｽﾍﾞｽﾄ専用仮設)

養生･清掃 35.4 ㎡

安全衛生設備機器 損耗費等含む 1.0 式
ﾘｼﾝ吹付(ｹｲｶﾙ板 厚5.0共)

ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 35.4 ㎡

発生材処理 積込 1.0 式

発生材処理 運搬 1.0 式

発生材処理 処分 1.0 式

消耗品等 1.0 式

諸経費 1.0 式

粉塵濃度測定 1.0 式

計
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金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

2-9 発生材処理

a 発生材処理 (1)運搬 1.0 式

b 発生材処理 (2)処分 1.0 式

計



（細目別内訳) No-146

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

a 発生材処理 (1)運搬

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ 447.0 m3

発生材積込み 仕上材 231.0 m3
代価表2-126

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 355.0 m3
代価表2-126

発生材運搬 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.0 m3
代価表2-126

発生材運搬 砕石 0.4 m3
代価表2-126

発生材運搬 石 8.7 m3
代価表2-126

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず 82.2 m3
代価表2-127

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 5.1 m3
代価表2-127

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 5.1 m3
代価表2-127

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 8.0 m3
代価表2-128

発生材運搬 木材 213.0 m3

建設発生材運搬 2.3 m3

計



（細目別内訳) No-147

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

b 発生材処理 (2)処分

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 355.0 m3

発生材処分 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.0 m3

発生材処分 砕石 0.4 m3

発生材処分 石 8.7 m3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず 82.2 m3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 5.1 m3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 5.1 m3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 8.0 m3

発生材処分 木材 213.0 m3

建設発生土処分 場外処分 2.3 ｍ3

発生材処分 鉄くず -27.2 ｔ

発生材処分 ｱﾙﾐくず -1.3 ｔ

発生材処分 ｽﾃﾝﾚｽくず -0.4 ｔ

計



（細目別内訳) No-148

3-1 直接仮設

高10ｍ未満

単管一本足場 設置期間 3ヶ月 563.0 ㎡

防音ｼｰﾄ 設置期間 3ヶ月 563.0 ㎡

内部足場 脚立 417.0 ㎡
階高5.7ｍ以上7.4m未満

枠組棚足場 存置期間2ヶ月 24.8 ㎡

計

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価



（細目別内訳) No-149

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

3-2 とりこわし

（躯体）

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 基礎部 鉄筋切断 集積共 101.0 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地上部 鉄筋切断 集積共 293.0 ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし 集積共 4.4 ｍ3

（外部）

屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層

既存防水層撤去 集積共 251.0 ㎡
笠木 代価表3-1

雁振日本瓦とりこわし R=250  下地共 62.0 ｍ
屋上排気塔 ｽﾁｰﾙ製 代価表3-2

建具換気ｶﾞﾗﾘ撤去 W700xH400 集積共 18.0 か所

縦樋とりこわし 鋼管 集積共 31.8 ｍ

（内部）

内部造作材撤去 美術館 442.0 ㎡
壁 代価表3-3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 集積共 1.7 m3

計



（細目別内訳) No-150

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

3-3 発生材処理

a 発生材処理 (1)運搬 1.0 式

b 発生材処理 (2)処分 1.0 式

計



（細目別内訳) No-151

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

a 発生材処理 (1)運搬

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ 439.0 m3

発生材積込み 仕上材 74.4 m3
代価表3-4

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 432.0 m3
代価表3-4

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず 7.3 m3
代価表3-5

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 8.3 m3
代価表3-5

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 4.9 m3
代価表3-6

発生材運搬 木材 61.2 m3

計



（細目別内訳) No-152

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

b 発生材処理 (2)処分

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 432.0 m3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず 7.3 m3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 8.3 m3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 4.9 m3

発生材処分 木材 61.2 m3

発生材処分 鉄くず -1.7 ｔ

発生材処分 ｱﾙﾐくず -0.1 ｔ

計



（細目別内訳) No-153

4-1 直接仮設

高10ｍ未満

単管一本足場 設置期間 3ヶ月 615.0 ㎡

防音ｼｰﾄ 設置期間 3ヶ月 615.0 ㎡
階高5.7ｍ以上7.4m未満

枠組棚足場 設置期間 2ヶ月 94.5 ㎡

内部足場 脚立 99.8 ㎡

計

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価



（細目別内訳) No-154

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

4-2 とりこわし

（躯体）

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 基礎部 鉄筋切断 集積共 93.9 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地上部 鉄筋切断 集積共 179.0 ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし 集積共 4.6 ｍ3

（外部）

屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層

既存防水層撤去 集積共 165.0 ㎡

縦樋とりこわし 鋼管 集積共 29.6 ｍ

（内部）

内部造作材撤去 美術館 194.0 ㎡

計



（細目別内訳) No-155

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

4-3 発生材処理

a 発生材処理 (1)運搬 1.0 式

b 発生材処理 (2)処分 1.0 式

計



（細目別内訳) No-156

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

a 発生材処理 (1)運搬

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ 315.0 m3

発生材積込み 仕上材 18.1 m3
代価表4-1

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 306.0 m3
代価表4-1

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず 9.1 m3
代価表4-2

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 2.0 m3
代価表4-2

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 3.1 m3
代価表4-3

発生材運搬 木材 13.0 m3

計



（細目別内訳) No-157

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

b 発生材処理 (2)処分

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 306.0 m3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず 9.1 m3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 2.0 m3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 3.1 m3

発生材処分 木材 13.0 m3

発生材処分 鉄くず -0.3 ｔ

発生材処分 ｱﾙﾐくず -0.1 ｔ

発生材処分 ｽﾃﾝﾚｽくず -0.2 ｔ

計



（細目別内訳) No-158

5-1 直接仮設

高10ｍ未満

単管一本足場 設置期間 3ヶ月 115.0 ㎡

防音ｼｰﾄ 設置期間 3ヶ月 115.0 ㎡

内部足場 脚立 18.8 ㎡

計

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価



（細目別内訳) No-159

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

5-2 とりこわし

（躯体）

ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし RC造 地上部 鉄筋切断 集積共 14.9 ｍ3

（外部）

屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層

既存防水層撤去 集積共 21.6 ㎡
笠木 代価表5-1

雁振日本瓦とりこわし R=300  下地共 18.5 ｍ

縦樋とりこわし 鋼管 集積共 13.5 ｍ

（内部）

内部造作材撤去 美術館 18.8 ㎡

計



（細目別内訳) No-160

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

5-3 発生材処理

a 発生材処理 (1)運搬 1.0 式

b 発生材処理 (2)処分 1.0 式

計



（細目別内訳) No-161

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

a 発生材処理 (1)運搬

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ 21.7 m3

発生材積込み 仕上材 1.4 m3
代価表5-2

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 19.3 m3
代価表5-2

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず 2.4 m3
代価表5-3

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 0.2 m3
代価表5-3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.3 m3
代価表5-4

発生材運搬 木材 0.3 m3

計



（細目別内訳) No-162

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

b 発生材処理 (2)処分

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 19.3 m3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず 2.4 m3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 0.2 m3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.3 m3

発生材処分 木材 0.3 m3

発生材処分 鉄くず -0.02 ｔ

発生材処分 ｽﾃﾝﾚｽくず -0.1 ｔ

計



（細目別内訳) No-163

6-1 囲障

石造花壇移設 500角 H=900 6.7 ｍ
代価表6-1

外壁側立上り基礎 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 31.3 ｍ

計

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価



（細目別内訳) No-164

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

6-2 構内舗装

花崗岩挽板張り 再利用 t=40 敷きﾓﾙﾀﾙ共 9.3 ㎡
蹴上

花崗岩挽板張り 再利用 H200×t25 ﾓﾙﾀﾙ下地共 8.0 ｍ
踏面

花崗岩挽板張り 再利用 W300×t25 ﾓﾙﾀﾙ下地共 6.4 ｍ

万成石張り t=30 敷きﾓﾙﾀﾙt50共 6.5 ㎡

t=80(車道用)砂t20

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 路盤材:t150共 286.0 ㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ張り

身障者ﾏｰｸ 1200角程度 2.0 か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 C-150-150 87.4 ㎡

ｱﾙﾐ製 H=100程度

舗装見切材 ｱﾝｶｰ共(ﾌﾟﾛｴｯｼﾞ) 12.7 ｍ

敷地境界標 花崗岩(文字記号入) 12.0 か所

視覚障碍者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ 300角 点状 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 16.0 か所

視覚障碍者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ 300角 線状 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 33.0 か所

代価表6-5

整地 15.0 ㎡



（細目別内訳) No-165

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

すきとり 深さ300程度 114.0 ｍ3
代価表6-22

建設発生土運搬 114.0 ｍ3

計



（細目別内訳) No-166

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

6-3 屋外排水

350角 9-14-4 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ枡蓋 代価表6-6

雨水枡 H450～550 10.0 か所
350角 9-14-4 化粧桝蓋(ｽﾘｯﾄ付) 代価表6-7

雨水枡 H450～550 5.0 か所
代価表6-8

側溝E 既製U字側溝 W=300　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 52.9 ｍ

埋設配管 VP100 15.5 ｍ
代価表6-13

埋設配管 VP200 1.7 ｍ
代価表6-14

埋設配管 VP250 6.1 ｍ
代価表6-15

埋設配管 重力管 100φ 14.2 ｍ
代価表6-16

埋設配管 重力管 150φ 9.3 ｍ

計



（細目別内訳) No-167

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

6-4 植栽

地被類混植 13.4 ㎡

客土 畑土程度 残土処分共 2.7 ｍ3

土壌改良材 ﾊﾞｰｸ堆肥 13.4 ㎡

計



（細目別内訳) No-168

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

6-5 工作物その他

石碑館名板移設 御影石 W1060×D520×H660 1.0 か所

石彫寄贈作品｢月｣移設 石彫刻 H=1600 1.0 か所

五浦釣人銅像移設 養生･保管共 1.0 か所

五浦釣人台座(万成石)再取付 1400×1000×H700 1.0 か所

石造りﾍﾞﾝﾁ再取付け 450×450×H400 1.0 か所

石造りﾍﾞﾝﾁ再取付け 1200×450×H450 1.0 か所

石造りﾍﾞﾝﾁ再取付け 1200×450×H450 1.0 か所

石造りﾍﾞﾝﾁ再取付け 1200×450×H450 1.0 か所

計



（細目別内訳) No-169

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

6-6 発生材処理

建設発生土処分 場外処分 114.0 ｍ3

計



（細目別内訳) No-270

9-1 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 2号機 1.0 式

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 3号機 1.0 式

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 4号機 1.0 式

計

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価



（細目別内訳) No-271

10-1 とりこわし

御影石張り撤去 t=80 敷きﾓﾙﾀﾙt50 集積共 112.0 ㎡
代価表10-1

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去 t=80 路盤材t150 集積共 145.0 ㎡
t=150 代価表10-2

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 路盤材t150 集積共 75.7 ㎡
代価表10-3

砂利敷き撤去 t=60 集積共 100.0 ㎡

代価表10-4

縁石A地業撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 W250×H150 集積共 15.9 ｍ
代価表10-5

縁石B撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 W150×H300 集積共 103.0 ｍ
代価表10-6

縁石C地業撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 W150×H150 集積共 21.1 ｍ

石造花壇B撤去 400角×H350 24.6 ｍ

芝張り撤去 集積共 220.0 ㎡

代価表10-7

側溝A撤去 W300×H400 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋･集積共 68.5 ｍ
代価表10-8

側溝B撤去 W300×H400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋･集積共 5.4 ｍ
代価表10-9

側溝C撤去 W300×H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋･集積共 16.1 ｍ
代価表10-10

雨水枡B撤去 450角×H600 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋･集積共 2.0 か所

伐採伐根 幹周15cm未満 人力 89.0 本

伐採伐根 幹周15～25cm未満 人力 3.0 本

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価



（細目別内訳) No-272

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

伐採伐根 幹周25～40cm未満 機械併用 2.0 本

伐採伐根 幹周40～60cm未満 機械併用 4.0 本
※

伐採伐根 幹周80～100cm未満 機械併用 2.0 本

C

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去 集積共 1.2 m3
A

石碑石垣撤去 2500×2222×H800 集積共 1.0 か所
C 代価表10-11

木製掲示板撤去 W1900×H2260 集積共 1.0 か所
D 代価表10-11

ｽﾃﾝﾚｽ製掲示板撤去 W1410×H1600 集積共 1.0 か所
H 代価表10-12

ｱﾙﾐ製掲揚ﾎﾟｰﾙ撤去 H=7000 集積共 2.0 か所

a

庭石撤去 900×500×H250 集積共 1.0 か所
b

庭石撤去 1000×600×H200 集積共 1.0 か所
c

庭石撤去 1200×900×H550 集積共 1.0 か所
d

庭石撤去 900×500×H350 集積共 1.0 か所
e

庭石撤去 750×600×H300 集積共 1.0 か所
n

庭石撤去 500×400×H300 集積共 1.0 か所
o

庭石撤去 500×400×H300 集積共 1.0 か所
p

庭石撤去 500×400×H300 集積共 1.0 か所
O 代価表10-13

記念樹撤去 木柱200角 H=1500 集積共 1.0 か所



（細目別内訳) No-273

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

R

縁石A一時撤去 石材:W150×H150 15.9 ｍ
T 代価表10-14

縁石C一時撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 W150×H150 21.1 ｍ

P

石造花壇A一時撤去 500角×H900 12.0 ｍ
J 1400×1000×H700

台座(万成石)一時撤去 養生･保管共 1.0 か所
E 1060×520×H660

石碑館名板移設 養生･保管共 1.0 か所
G H=1600

石彫寄贈作品移設 養生･保管共 1.0 か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 3.1 m3

石積み手摺撤去 W1000×H1400 11.8 ｍ

手摺壁撤去 花崗岩 W400×H1200 集積共 12.0 ｍ

花崗岩挽板撤去 厚40 集積共 56.1 ㎡
蹴上

花崗岩挽板撤去 H165×t25 集積共 44.4 ｍ
踏面

花崗岩挽板撤去 W400×t40 集積共 30.7 ｍ

床花崗岩挽板一時取外し 厚40 下地ﾓﾙﾀﾙ共 1.0 ㎡
蹴上

花崗岩挽板一時取外し H165×t25 集積共 1.0 ｍ
踏面

花崗岩挽板一時取外し W400×t40 集積共 1.0 ｍ



（細目別内訳) No-274

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

計



（細目別内訳) No-275

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

10-2 発生材処理

a 発生材処理 (1)運搬 1.0 式

b 発生材処理 (2)処分 1.0 式

計



（細目別内訳) No-276

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

a 発生材処理 (1)運搬

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ 122.0 m3

発生材積込み 仕上材 14.3 m3
代価表5-2

発生材運搬 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 12.1 m3
代価表5-2

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 38.0 m3
代価表5-2

発生材運搬 砕石 36.6 m3
代価表5-2

発生材運搬 石 35.1 m3
代価表5-2

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず 0.01 m3
代価表5-4

発生材運搬 木材 0.4 m3
代価表5-4

発生材運搬 木材(伐採伐根) 13.9 m3
代価表1-61

建設発生土運搬 2.3 m3

計



（細目別内訳) No-277

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

a 発生材処理 (1)運搬

井原砕石㈱

発生材処分 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 12.1 m3

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 38.0 m3

発生材処分 砕石 36.6 m3

発生材処分 石 35.1 m3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず 0.0 m3

発生材処分 木材 0.4 m3

発生材処分 木材(伐採伐根) 13.90 m3

建設発生土処分 2.3 m3

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず -0.1 ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ -0.1 ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ 銅 -3.0 kg

計



（細目別内訳) No-278

11-1 囲障

石造花壇移設 500角 H=900 3.7 ｍ
白御影石(ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上)

花壇立上り W90×H150 地業共 7.7 ｍ

計

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価



（細目別内訳) No-279

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

11-2 構内舗装

御影石張り t=80 敷きﾓﾙﾀﾙt50共 25.8 ㎡
t=80(車道用)砂t20

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 路盤材:t150共 229.0 ㎡
代価表6-4

磁器質ﾀｲﾙ張りA 下地ﾓﾙﾀﾙ共 44.1 ㎡
代価表6-3

磁器質ﾀｲﾙ張りB 下地ﾓﾙﾀﾙ共 132.0 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 C-150-150 177.0 ㎡
石材 150×150

縁石A移設 地業共 65.3 ｍ
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ 150×150

縁石C移設 地業共 0.5 ｍ
ｱﾙﾐ製 H=100程度

舗装見切材 ｱﾝｶｰ共(ﾌﾟﾛｴｯｼﾞ) 19.1 ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 脱着式 ｳﾚﾀﾝ焼付塗装

ｶﾞｰﾄﾞﾎﾟｰﾙ H=700 施錠金物共 4.0 か所

すきとり 深さ300程度 111.0 ｍ3
代価表6-22

建設発生土運搬 111.0 ｍ3

計



（細目別内訳) No-280

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

11-3 植栽

地被類混植 19.5 ㎡

客土 畑土程度 残土処分共 3.9 ｍ3

土壌改良材 ﾊﾞｰｸ堆肥 19.5 ㎡

計



（細目別内訳) No-281

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

11-4 発生材処理

建設発生土処分 場外処分 111.0 ｍ3

計



（細目別内訳) No-282

12-1 とりこわし

御影石張り撤去 t=80 敷きﾓﾙﾀﾙt50 集積共 119.0 ㎡
代価表10-1

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去 t=80 路盤材t150 集積共 102.0 ㎡
t=50 ｺﾝｸﾘｰﾄt150 代価表10-15

磁器質ﾀｲﾙ張り撤去 路盤材t150 集積共 46.9 ㎡
t=50 ｺﾝｸﾘｰﾄt150 代価表10-15

磁器質ﾀｲﾙ張り撤去 路盤材t150 集積共 155.0 ㎡

ｶｯﾀｰ入れ 御影石面 2.1 ｍ

代価表10-4

縁石A地業撤去 W250×H150 集積共 29.6 ｍ
代価表10-5

縁石B撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 W150×H300 集積共 44.7 ｍ
代価表10-9

側溝C撤去 W300×H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋･集積共 2.5 ｍ
代価表10-16

側溝D撤去 W400×H320 集積共 15.7 ｍ
代価表10-17

雨水枡A撤去 450角×H600 化粧蓋･集積共 1.0 か所

芝張り撤去 集積共 8.4 ㎡

伐採伐根 幹周15cm未満 人力 94.0 本

伐採伐根 幹周25～40cm未満 機械併用 3.0 本

伐採伐根 幹周80～100cm未満 機械併用 2.0 本
代価表10-11

ｽﾃﾝﾚｽ製案内板撤去 W2100×H2000 集積共 1.0 か所

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価



（細目別内訳) No-283

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

石造ﾍﾞﾝﾁ撤去 1000×300×H450 集積共 1.0 か所

石造ﾍﾞﾝﾁ撤去 1200×450×H450 集積共 1.0 か所

石造ﾍﾞﾝﾁ撤去 1200×450×H450 集積共 1.0 か所
代価表10-5

縁石A一時撤去 石材:W150×H150 29.6 ｍ

石造ﾍﾞﾝﾁ一時撤去 300×H450 集積共 25.6 ｍ

石造ﾍﾞﾝﾁ一時撤去 450×450×H400 集積共 1.0 か所

石造ﾍﾞﾝﾁ一時撤去 1200×450×H450 集積共 1.0 か所

石造ﾍﾞﾝﾁ一時撤去 1200×450×H450 集積共 1.0 か所

石造ﾍﾞﾝﾁ一時撤去 1200×450×H450 集積共 1.0 か所

計



（細目別内訳) No-284

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

12-2 発生材処理

a 発生材処理 (1)運搬 1.0 式

b 発生材処理 (2)処分 1.0 式

計



（細目別内訳) No-285

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

a 発生材処理 (1)運搬

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ 117.0 m3

発生材積込み 仕上材 5.5 m3
代価表2-126

発生材運搬 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.5 m3

代価表2-126

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 47.6 m3

代価表2-126

発生材運搬 砕石 46.5 m3
代価表2-126

発生材運搬 石 10.4 m3
代価表2-126

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず 10.1 m3
代価表2-128

発生材運搬 木材(伐採伐根) 5.5 m3

計



（細目別内訳) No-286

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

a 発生材処理 (1)運搬

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 47.6 m3

発生材処分 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.5 m3

発生材処分 砕石 46.50 m3

発生材処分 石 10.4 m3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず 10.1 m3

発生材処分 木材(伐採伐根) 5.5 m3

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず -0.01 ｔ

計



（細目別内訳) No-287

13-1 直接仮設費

墨出し 田中記念室85㎡／上野桜木アトリエ44㎡ 129.0 ㎡

養生費 129.0 ㎡

内部足場損料 129.0 ㎡

高天井足場組 1.0 式

仮設照明 1.0 式

仮設材運搬搬入費 1.0 式

場内小運搬 1.0 式

整理清掃費 129.0 ㎡

竣工時美装 129.0 ㎡

発生材収集運搬費 4ｔコンテナ車 4.0 台

発生材処分費 複合廃棄物 32.0 ㎥

計

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価



（細目別内訳) No-288

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

13-2 内装造作工事

(左官工事)

土間補修 t10程度 1.0 式

搬入荷揚費 1.0 式

(内装工事)

天井組 天井LGS+ＰＢ＋岩綿吸音板貼、補強含む 1.0 式

天井間接照明堀込部 1.0 式

点検口 1.0 式

インサート 不足分 1.0 式

床タイルカーペット貼 4020-7104相当 1.0 式

同上副資材 1.0 式

壁面塗装用下地クロス貼 LWT-4873相当　下地処理含む 1.0 式

ハイケース内美術館用織物クロス貼 KC4104相当　下地処理含む 1.0 か所

SD化粧シート貼 片面、プライマー下地処理含む 1.0 か所

搬入荷揚費 1.0 式

(塗装工事)

天井塗装AEP 岩綿吸音板下地 1.0 式

天井間接照明部塗装AEP 1.0 式

壁面塗装AEP 塗装用クロス下地 1.0 式

SD枠塗装OP 下地処理含む 3.0 か所



（細目別内訳) No-289

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

搬入荷揚費 1.0 式

(木造作工事)

出隅見切り 木地染色 1.0 式

木製巾木貼 木地染色 1.0 式

現場施工費 1.0 式

搬入荷揚費 1.0 式

(建具工事)

W1100×D50×H3300  

ミニシアターアルミ引き戸 ドアクローザー、引手SUSFB取付共 1.0 か所

現場施工費 1.0 式

搬入荷揚費 1.0 式

(展示ハイケース造作)

ハイケース Ｗ2925/2770×D665×H3300 1.0 か所
金物・PB・コンパネ組、重量用吊レール、天井内金物補強

天井部金物見切り、メンテナンス扉金物、ガラス枠金物

引戸強化ガラス t8　低反射フィルム貼共

現場施工費 1.0 式

搬入荷揚費 1.0 式

(展示ローケース造作)

ローケース Ｗ1500×D750×H1000 2.0 台
金物・木工組、展示台部クロス仕上、キャスター付

ガラス低反射フィルム貼、ガラス錠・蝶番共



（細目別内訳) No-290

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

現場施工費 1.0 式

搬入荷揚費 1.0 式

(什器工事)

ミニシアター映像操作卓 W275×D370×H800 1.0 台
金物・木工作　化粧シート貼

ハイケース内演示台 W700×D250×H490　木工作、織物クロス貼 1.0 台

ローケース内演示台 W250×D250×H20　木工作、スエード貼 6.0 台

立像用台座 W1200×D900×H130　木工作、化粧板仕上 1.0 台

現場施工費 1.0 式

搬入荷揚費 1.0 式

(金物工事)

出口アーチ造作 W2350×D650×H2600　ｔ1.6ST加工 1.0 か所

入口L型三方枠 W1600×H2550　t3.2ST加工 1.0 か所

ミニシアターアルミ引き戸天井内補強 スラブアンカー、斜め補強共 1.0 か所

天井間接照明鼻先見切り金物 t1.6ST加工 1.0 式

現場施工費 1.0 式

搬入荷揚費 1.0 式

(硝子工事)

ミニシアター入口部FIXガラス　　 W1225×H3300 ｔ8.0　飛散防止フィルム貼 2.0 枚

コーキング 1.0 式



（細目別内訳) No-291

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

現場施工費 1.0 式

搬入荷揚費 1.0 式

(既製家具)

ミニシアターチェア SQ OAK CHAIR相当　設置費共 16.0 脚
張地：麻、木製ヘッドキャップ、

ハイケース内トルソー ベース金属鋳物 2.0 台

搬入荷揚費 1.0 式

計



（細目別内訳) No-292

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

13-3 グラフィック工事

(グラフィック制作)

Ａ：プロローグ　

いまやらねばいつできる～ W2397×H3300　出力クロス貼 1.0 か所

Ａ：プロローグ　田中肖像 W2915×H3300　出力クロス貼 1.0 か所
W7563/6064/3597×H3300　

Ｂ：生涯年表　 化粧シート＋インクジェットUV印刷 1.0 式
W7563/6064/3597×H3300　

同上グラフィック下地アルミ複合板貼 不燃アルミ複合板　ｔ3.0 1.0 式

同上現場施工費 1.0 式
W1100×H3300　

D：ミニシアター引き戸 インクジェット出力貼（両面） 1.0 か所
W100×H300　

展示物キャプションプレート アクリル＋インクジェット出力貼 10.0 枚

搬入荷揚費 1.0 式

(グラフィックデザインデータ制作)

年表デザイン作成、テキストデータ入力、

デザイン作成費 コピーライト作成、写真編集等 1.0 式

入稿データ作成費 1.0 式

計



（細目別内訳) No-293

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

13-4 電気設備工事

(幹線工事)

二次側繋ぎ込み作業 1.0 式

(電灯工事)

ケーブル EM-EEE1.6-2C 210.0 ｍ

〃 EM-EEE2.0-2C 90.0 ｍ

ケーブル支持材 1.0 式

スイッチ　片切 4.0 か所

ボックス類 1.0 式

雑材消耗品 1.0 式

電工費 1.0 式

(照明器具)

D1　ダウンライト ERD7591B 29.0 台

　同上　電源ユニット FX432N 29.0 台

U1　ユニバーサルダウンライト ERD7597B 18.0 台

　同上　電源ユニット FX432N 18.0 台

S1　スポットライト EFS6312W 6.0 台

S2　マイクロスポットライト MS05-4000ｋ－30D-S-250 12.0 台

　同上　電源ユニット LPS-350-6CH-04 2.0 台

　同上　標準ソケット MS04-SKT-S 12.0 台



（細目別内訳) No-294

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

K1　間接照明 ERK9864S 13.0 台

　同上　LEDユニット FAD814X 13.0 台

K2　間接照明 ERK9708S 5.0 台

　同上　LEDユニット FAD815X 5.0 台

K3　間接照明 ERK9709S 3.0 台

　同上　LEDユニット FAD816X 3.0 台

K4　間接照明 ERK9710S 8.0 台

　同上　LEDユニット FAD817X 8.0 台

　同上　給電コネクター RK581N 3.0 台

　同上　送り配線コネクター RK560N 13.0 台

BL1　間接照明 ERK9708S 3.0 台

　同上　LEDユニット FAD680W 3.0 台

BL2　間接照明 ERK9710S 1.0 台

　同上　LEDユニット FAD681W 1.0 台

　同上　回転可動金具 RB485S 2.0 台

　同上　給電コネクター RK581N 1.0 台

　同上　送り配線コネクター RK560N 1.0 台

TB　タブレット型コントローラー FX442N 1.0 台

RC　ハンディリモコン FX431 1.0 台

Smart LED 設定費 Smart LED 1.0 式



（細目別内訳) No-295

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

雑材消耗品 1.0 式

器具取付費 什器照明含む 1.0 式

搬入荷揚費 1.0 式

計



（細目別内訳) No-296

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

13-5 映像・音響設備工事

(ミニシアター映像システム)

98型液晶ディスプレイ TH-98SQ1J/Panasonic　同等品 1.0 台

同上壁掛金物 TY-WK98PV1/Panasonic　同等品 1.0 台

メディアプレーヤー HD224/BrightSign　同等品 1.0 台

〃 HD1024/BrightSign　同等品 1.0 台

タッチパネルコントローラー ET1093L/TPS　同等品 1.0 台

ミキサーアンプ IZA190-HZ/BOSE　同等品 1.0 台
天井埋込スピーカー

補助金具付） DS40/BOSE　同等品 2.0 台

パワーディストリビューター（アース付） MD2300/McAUDI　同等品 1.0 台

機器設置作業費 接続ケーブル、機器調整、配線工事含む 1.0 式

計



（細目別内訳) No-297

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

13-6 映像ソフト制作費

(ミニシアター映像制作)

制作関連 企画・構成費 1.0 式

演出費 1.0 式

打合せ費 1.0 式

編集関連 映像データ取込変換費 1.0 式

編集費 1.0 式

解説用イラスト作成費 1.0 式

紙芝居イラスト作成費 1.0 式

データ書出し費 1.0 式

録音関連 ナレーター費 1.0 式

音スタジオ費 1.0 式

オペレーター費 1.0 式

音効費 1.0 式

プログラム関連 プログラム設計費 1.0 式

プログラム開発費 1.0 式

プログラム検証費 1.0 式

映像監理ディレクション費 1.0 式

計



（細目別内訳) No-298

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

13-7 内装造作工事

パネル制作 W2500×D100×H2500 木軸組　フレームL金物50×50 1.0 か所

現場施工費 1.0 式

荷揚搬入費 1.0 式

計



（細目別内訳) No-299

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

13-8 グラフィック工事

(グラフィック制作)

鏡獅子パネル W2400×H2400　インクジェット出力貼 1.0 か所
A4サイズ　

説明用キャプション アルミ複合板＋インクジェット出力貼 1.0 か所

同上キャプションスタンド TS06-FS/TAKIYA相当 1.0 式

(グラフィックデザインデータ制作)

デザイン作成費 写真編集等 1.0 式

入稿データ作成費 1.0 式

計



（細目別内訳) No-300

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

13-9 鏡獅子撮影費

制作関連 企画・構成費 1.0 式

演出費 1.0 式

打合せ費 1.0 式

ロケーションハンティング費 1.0 式

画質検証費 1.0 式

撮影関連 撮影スタッフ 1.0 式

撮影機材費 カメラ解像度12000×8000dpi 1.0 式

照明機材費 1.0 式

編集関連 データ編集費 1.0 式

計



（細目別内訳) No-301

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

13-10 映像ソフト制作費

(鏡獅子AR)

制作関連 企画・構成費 1.0 式

演出費 1.0 式

打合せ費 1.0 式

CG（3D）作成 モデリング費（ベース、NUDE） 1.0 式

テクスチャ作成費 1.0 式

写真加工費 1.0 式
画面デザイン費（TOP、AR画面、NUDE、なぜ

PCコンテンツ作成 なに、鏡獅子になろう、使用方法画面等） 1.0 式
画面データ作成費（TOP、AR画面、NUDE、
なぜなに、鏡獅子になろう、使用方法画面等） 1.0 式

プログラム関連（ios版） プログラム設計費 1.0 式
プログラム作成費

（ベース構造、全体UI、鏡獅子基本AR） 1.0 式

プログラム作成費（鏡獅子NUDE機能） 1.0 式

プログラム作成費（なぜなに機能） 1.0 式
プログラム作成費

（鏡獅子になろう、ご一緒に） 1.0 式

プログラム検証費 1.0 式

ストアリリース費 1.0 式

プログラム関連（android版） プログラム設計費 1.0 式

プログラム作成費

（ベース構造、全体UI、鏡獅子基本AR） 1.0 式

プログラム作成費（鏡獅子NUDE機能） 1.0 式



（細目別内訳) No-302

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

プログラム作成費（なぜなに機能） 1.0 式
プログラム作成費

（鏡獅子になろう、ご一緒に） 1.0 式

プログラム検証費 1.0 式

ストアリリース費 1.0 式

現場設置費 1.0 式

映像監理ディレクション費 1.0 式

計



（細目別内訳) No-303

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

13-11 内装造作工事

(左官工事)

土間補修 t10程度 1.0 式

搬入荷揚費 1.0 式

(内装工事)

天井組 天井LGS+ＰＢ 1.0 式

天井振れ止め 1.0 式

天井不燃有孔ボード貼 t5　特殊成形品 1.0 式

下がり壁組 LGS組 1.0 式

ふかし壁組 LGS+PB H=4800 1.0 式

同上開口部補強 ガラリ開口部補強含む 1.0 式

不燃突板貼 サンフット不燃相当 1.0 式

同上副資材 1.0 式

壁面塗装用下地クロス貼 LWT-4873相当　下地処理含む 1.0 式

ラグマット敷き 1100×5000　変形　 1.0 枚

〃 1100×4900　変形 1.0 枚

〃 1100×4300 1.0 枚

〃 700×700 1.0 枚

現場施工費 1.0 式

搬入荷揚費 1.0 式



（細目別内訳) No-304

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

(塗装工事)

天井塗装AEP 有孔ボード下地 1.0 式

壁面塗装AEP 塗装用クロス下地 1.0 式

各部エイジング塗装 1.0 式

同上副資材 1.0 式

搬入荷揚費 1.0 式

(木造作工事)

化粧梁 古木染色 1.0 か所

横架材、筋交い、吊束 木地染色　天井補強材含む 1.0 式

高天井部壁面縦見切り 木地染色 1.0 式

断面図A-A' トップライト木枠 木地染色 1.0 式

同上　壁面造作、地袋造作 木地染色　ガラス共 1.0 式

同上　入口造作 木地染色 1.0 式

断面図B-B'　入口枠造作 木地染色 1.0 式

同上　飾り棚造作 木地染色 1.0 式

断面図C-C'　入口枠造作 木地染色 1.0 式

同上　壁面造作、地袋造作 木地染色　ガラス共 1.0 式

断面図D-D'　

壁面造作、地袋造作 木地染色　ガラス共 1.0 式

壁面見切り、廻り縁 木地染色 1.0 式

天井幅広見切り 木地染色 1.0 式



（細目別内訳) No-305

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

床材 t12コンパネ＋t9シナベニヤ　古色仕上 1.0 式

副資材 1.0 式

装飾古金物 1.0 式

現場施工費 1.0 式

搬入荷揚費 1.0 式

(什器工事)

展示台 W900×D900×H700　木地染色 2.0 台

展示台 W900×D900×H500　木地染色 1.0 台

展示台 W900×D900×H300　木地染色 1.0 台

銘木箱 W250×D250×H250　木地染色、天板ガラス、引き出し 3.0 台

アクリルケースカバー W250×D250×H250　ｔ5 2.0 台

造作イーゼル 1.0 台

現場搬入設置費 1.0 式

(金物工事)

入口枠天井平板 t5ST加工塗装 1.0 式

下がり天井内補強 スラブアンカー、斜め補強共 1.0 式

ガラリ W3670×D110×H1450　ST加工 1.0 か所

現場施工費 1.0 式

搬入荷揚費 1.0 式



（細目別内訳) No-306

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

(硝子工事)

斜め天井FIX W450×H1220 ｔ4.0　チェッカーガラス 7.0 枚

斜め天井FIX W300×H1220 ｔ4.0　チェッカーガラス 2.0 枚

コーキング 1.0 式

現場施工費 1.0 式

搬入荷揚費 1.0 式

計



（細目別内訳) No-307

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

13-12 グラフィック工事

(グラフィック制作)

A2サイズ　

アトリエ説明用パネル アルミ複合板＋インクジェット出力貼 1.0 か所
W100×H300　

展示物キャプションプレート アクリル＋インクジェット出力貼 5.0 枚

(グラフィックデザインデータ制作)

デザイン作成費 写真編集等 1.0 式

入稿データ作成費 1.0 式

計



（細目別内訳) No-308

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

13-13 電気設備工事

(幹線工事)

二次側繋ぎ込み作業 1.0 式

(電灯工事)

ケーブル EM-EEE1.6-2C 110.0 ｍ

〃 EM-EEE2.0-2C 90.0 ｍ

ケーブル支持材 1.0 式

スイッチ　片切 2.0 か所

ボックス類 1.00 式

配線ダクト 3M 3.0 本

2M 4.0 本

同上　フェードイン 5.0 個

同上　エンド 5.0 個

同上　ジョイント 2.0 個

雑材消耗品 1.0 式

電工費 1.0 式

(照明器具)

K5　間接照明 ERK9864S 8.0 台

　同上　LEDユニット RAD855X 8.0 台



（細目別内訳) No-309

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

　同上　給電コネクター RK581N 4.0 台

　同上　送り配線コネクター RK560N 4.0 台

S3　スポットライト EFS6311W 12.0 台

UN　PWM信号ユニット FX441W　※24時間給電 2.0 台

GW　ゲートウェイ FX453W 1.0 台

TB　タブレット型コントローラー FX442N 1.0 台

TL　フレキシブルテープライト ERX11440DL/ERX11200DL　 2.0 セット
※長さ寸法指定カット 調光調色フレキ連結

（1440＋1200＋1440＋1200連結）

　同上　電源ユニット RX406N 2.00 台

　同上　調光ドライバー FX437N 2.0 台

　同上　取付ブラケット RB643N 9.0 台

Smart LED 設定費 Smart LED 1.0 式

雑材消耗品 1.0 式

器具取付費 1.0 式

搬入荷揚費 1.0 式

計



(別紙明細) No-310

別紙明細1-1

遣方

遣り方 一般 798.0 ㎡

小計

改め計

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　



(別紙明細) No-311

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-2

墨出し

墨出し 一般 RC･SRC造 地上階 2,199.0 ㎡

墨出し 一般 RC･SRC造 ﾋﾟｯﾄ 732.0 ㎡

小計

改め計



(別紙明細) No-312

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-3

養生

養生 一般 RC･SRC造 地上階 2,199.0 ㎡

養生 一般 RC･SRC造 ﾋﾟｯﾄ 732.0 ㎡

小計

改め計



(別紙明細) No-313

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-4

整理清掃後片付け

整理清掃後片付け 一般 RC･SRC造 地上階 2,199.0 ㎡

整理清掃後片付け 一般 RC･SRC造 ﾋﾟｯﾄ 732.0 ㎡

小計

改め計



(別紙明細) No-314

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-5

地足場

地足場 798.0 ㎡

小計

改め計



(別紙明細) No-315

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-6

外部足場

幅900 高20ｍ未満

枠組本足場 設置期間 7ヶ月 3,324.0 ㎡

安全手摺 枠組本足場用 249.0 ｍ

小計

改め計



(別紙明細) No-316

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-7

内部躯体足場

内部躯体足場 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 51.3 ㎡

内部躯体足場(手すり先行方式)鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 1,228.0 ㎡

内部躯体足場(手すり先行方式)躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満 504.0 ㎡

内部躯体足場(手すり先行方式)型枠支保工 階高5.7m以上7.4m未満 131.0 ㎡

ﾎｰﾙ吹抜 枠組本足場 建枠900×1700

内部躯体･仕上足場 12m未満 142.0 ㎡

(手すり先行方式)

ﾎｰﾙ吹抜 枠組本足場 建枠900×1700

内部躯体･仕上足場 22m未満 258.0 ㎡

(手すり先行方式)

小計

改め計



(別紙明細) No-317

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-8

内部仕上足場

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 51.3 ㎡

内部仕上足場

(簡易型移動式足場) 階高4.0m超5.0m未満 25.0 台

内部仕上足場 代価表1-1

(簡易型移動式足場) 階高5.0m以上5.7m未満 11.0 台

内部仕上足場 代価表1-2

(簡易型移動式足場) 階高5.7m以上7.4m未満 3.0 台

単管吊り足場

内部仕上足場 (鉄骨足場一部転用) 79.4 ㎡

内部階段仕上足場 77.6 ㎡

ｼｬﾌﾄ内足場 532.0 ｍ3

小計

改め計



(別紙明細) No-318

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-9

災害防止

防炎Ⅰ類

養生ｼｰﾄ 設置期間 7ヶ月 2,803.0 ㎡

ﾎｰﾙ吹抜 安全ﾈｯﾄ張り(水平張り)

水平養生(内部仕上足場用) (鉄骨用一部転用) 79.4 ㎡

小計

改め計



(別紙明細) No-319

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-10

土工機械運搬

土工機械運搬 2.0 往復

小計

改め計



(別紙明細) No-320

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-11

貫通孔補強 既製品

貫通孔補強 φ600 1.0 か所 FG1A 

貫通孔補強 φ600 1.0 か所 FG2 

貫通孔補強 φ600 1.0 か所 FG3A

貫通孔補強 φ600 1.0 か所 FG8

貫通孔補強 φ600 4.0 か所 FG11

貫通孔補強 φ600 2.0 か所 FG11A

貫通孔補強 φ600 4.0 か所 FG12

貫通孔補強 φ600 2.0 か所 FG13

貫通孔補強 φ600 3.0 か所 FG14

貫通孔補強 φ600 2.0 か所 FG15

貫通孔補強 φ100 1.0 か所 FG1A 

貫通孔補強 φ100 1.0 か所 FG2

貫通孔補強 φ100 1.0 か所 FG8

貫通孔補強 φ100 4.0 か所 FG11

貫通孔補強 φ100 2.0 か所 FG11A

貫通孔補強 φ100 4.0 か所 FG12

貫通孔補強 φ100 2.0 か所 FG13



(別紙明細) No-321

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

貫通孔補強 φ100 1.0 か所 FG14

貫通孔補強 φ100 2.0 か所 FG15

貫通孔補強 φ100 1.0 か所 FB12

貫通孔補強 φ100 1.0 か所 FB14

小計

改め計



(別紙明細) No-322

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-13

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 100m3/回以上 1,008.0 ｍ3

ﾋﾟｯﾄ土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 30m3以上50m3/回未満 48.3 ｍ3

代価表1-6

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1F土間 人力打設 2.1 ｍ3

地上1F ｺﾝｸﾘｰﾄ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設100m3/回以上 544.0 ｍ3

地上2F ｺﾝｸﾘｰﾄ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設100m3/回以上 400.0 ｍ3

地上3F ｺﾝｸﾘｰﾄ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設100m3/回以上 454.0 ｍ3

地上4F ｺﾝｸﾘｰﾄ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設100m3/回以上 96.2 ｍ3

ﾃﾞｯｷ上ｺﾝｸﾘｰﾄ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3以上100m3/回未満 75.6 ｍ3

小計

改め計



(別紙明細) No-323

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-14

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送

100m3/回以上

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金別途加算 2,502.0 ｍ3

50m3以上100m3/回未満

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金別途加算 75.6 ｍ3

30m3以上50m3/回未満

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金別途加算 48.3 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送

基本料金 100m3/回以上 19.0 回

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送

基本料金 50m3以上100m3/回未満 1.0 回

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送

基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回

小計

改め計



(別紙明細) No-324

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-15

構造体強度補正

補正値3N/mm2

構造体強度補正 (30N/mm2-27N/mm2 S15) 1,008.0 ｍ3

補正値6N/mm2

構造体強度補正 (27N/mm2-21N/mm2 S15) 48.3 ｍ3

補正値6N/mm2

構造体強度補正 (33N/mm2-27N/mm2 S18) 1,398.0 ｍ3

補正値3N/mm2

構造体強度補正 (27N/mm2-24N/mm2 S18) 96.2 ｍ3

小計

改め計



(別紙明細) No-325

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-16

耐震ｽﾘｯﾄ

垂直方向 完全貫通型 巾40mm W15用

耐震ｽﾘｯﾄ 耐火型 材工共 19.3 ｍ

垂直方向 完全貫通型 巾50mm W15用

耐震ｽﾘｯﾄ 耐火型 材工共 9.7 ｍ

垂直方向 完全貫通型 巾25mm W18用

耐震ｽﾘｯﾄ 耐火型 材工共 2.3 ｍ

垂直方向 完全貫通型 巾25mm W20用

耐震ｽﾘｯﾄ 耐火型 材工共 1.2 ｍ

垂直方向 完全貫通型 巾40mm W20用

耐震ｽﾘｯﾄ 耐火型 材工共 3.5 ｍ

垂直方向 完全貫通型 巾50mm W20用

耐震ｽﾘｯﾄ 耐火型 材工共 4.5 ｍ

水平方向 完全貫通型 巾25mm W15用

耐震ｽﾘｯﾄ 耐火型 材工共 9.1 ｍ

小計

改め計



(別紙明細) No-326

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-17

型枠目地棒

打継目地棒 20×20程度 324.0 ｍ

水切目地棒 20×20程度 421.0 ｍ

小計

改め計



(別紙明細) No-327

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-18

人通口･通水管

代価表1-9

人通口型枠 φ600 L=500 材工共 1.0 か所

代価表1-10

人通口型枠 φ600 L=600 材工共 18.0 か所

代価表1-11

人通口型枠 φ600 L=700 材工共 2.0 か所

代価表1-12

通水菅 VP100φ半割 L=350 材工共 1.0 か所

代価表1-13

通水菅 VP100φ半割 L=500 材工共 1.0 か所

代価表1-14

通水菅 VP100φ半割 L=600 材工共 15.0 か所

代価表1-15

通水菅 VP100φ半割 L=650 材工共 1.0 か所

代価表1-16

通水菅 VP100φ半割 L=700 材工共 2.0 か所

小計

改め計



(別紙明細) No-328

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-19

ｼｰﾘﾝｸﾞ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10 317.0 ｍ

2重ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×15 17.1 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 18×10 420.0 ｍ

建具関連ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10 39.6 ｍ

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10 248.0 ｍ

小計

改め計



(別紙明細) No-329

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-20

ｼｰﾘﾝｸﾞ

ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 5×5 84.4 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×5 10.4 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10 26.5 ｍ

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10 16.5 ｍ

小計

改め計



(別紙明細) No-330

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-21

軽量鉄骨壁下地

開口部補強

65形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 400×1250mm程度 1.0 か所

65形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 540×2100mm程度 1.0 か所

65形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 600×2100mm程度 4.0 か所

65形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 750×2100mm程度 7.0 か所

65形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 900×2100mm程度 1.0 か所

65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 300×700mm程度 5.0 か所

65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 1100×1300mm程度 2.0 か所

90形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 400×1250mm程度 6.0 か所

90形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 600×2100mm程度 1.0 か所

90形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 600×2250mm程度 2.0 か所

90形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 750×2100mm程度 1.0 か所

90形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 850×2100mm程度 4.0 か所

90形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 900×2100mm程度 2.0 か所

90形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 1200×2100mm程度 3.0 か所

90形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 1600×2200mm程度 2.0 か所

90形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 1750×2100mm程度 2.0 か所

90形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 1800×2100mm程度 2.0 か所



(別紙明細) No-331

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

90形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 2000×2500mm程度 1.0 か所

90形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 2125×2500mm程度 2.0 か所

90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 1100×1300mm程度 1.0 か所

90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 3050×850mm程度 1.0 か所

100形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 400×1250mm程度 2.0 か所

100形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 750×2100mm程度 1.0 か所

100形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 820×2100mm程度 2.0 か所

100形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 900×2100mm程度 1.0 か所

100形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 1200×2100mm程度 3.0 か所

100形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 1600×2200mm程度 2.0 か所

100形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 1650×2100mm程度 1.0 か所

100形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 1730×3200mm程度 1.0 か所

100形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 1750×2100mm程度 1.0 か所

100形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 2125×2500mm程度 1.0 か所

小計

改め計



(別紙明細) No-332

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

別紙明細1-23

軽量鉄骨天井下地

開口部補強

19形(屋内) 210×210㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 18.0 か所

19形(屋内) 260×260㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 20.0 か所

19形(屋内) 310×310㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 8.0 か所

19形(屋内) 360×360㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 9.0 か所

19形(屋内) 450×450㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 107.0 か所

19形(屋内) 510×510㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 3.0 か所

19形(屋内) 560×560㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 9.0 か所

19形(屋内) 900×900㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 10.0 か所

19形(屋内) 510×110㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1.0 か所

19形(屋内) 510×260㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1.0 か所

19形(屋内) 810×110㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2.0 か所

19形(屋内) 810×260㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2.0 か所

19形(屋内) 910×50㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 3.0 か所

19形(屋内) 1210×110㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 1.0 か所

19形(屋内) 1210×260㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1.0 か所

19形(屋内) 2010×50㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 4.0 か所



(別紙明細) No-333

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位名 　　　　称　

19形(屋内) 2510×50㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 7.0 か所

19形(屋内) 2710×50㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 13.0 か所

19形(屋内) 3010×50㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 6.0 か所

小計

改め計



(別紙明細) No-334

別紙明細2-1

代価表2-1

墨出し 屋上防水改修 38.5 ㎡

代価表2-2

墨出し(外壁改修) ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ等塗替え 125.0 ㎡

代価表2-3

墨出し (内部改修)  複合改修 1,106.0 ㎡

小計

改め計

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位



(別紙明細) No-335

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位

別紙明細2-2

代価表2-4

養生 防水改修 70.3 ㎡

代価表2-5

養生 外壁改修 165.0 ㎡

代価表2-6

養生 (内部改修)  複合改修 1,106.0 ㎡

小計

改め計



(別紙明細) No-336

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位

別紙明細2-3

代価表2-7

整理清掃後片付け 防水改修 70.3 ㎡

代価表2-8

整理清掃後片付け 外壁改修 165.0 ㎡

代価表2-9

整理清掃後片付け (内部改修)  複合改修 1,106.0 ㎡

小計

改め計



(別紙明細) No-337

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位

別紙明細2-4

幅900 高20ｍ未満

枠組本足場 設置期間 7ヶ月 692.0 ㎡

枠組本足場用

安全手摺 設置期間 7ヶ月 53.2 ｍ

高10ｍ未満

単管一本足場 設置期間 7ヶ月 113.0 ㎡

小計

改め計



(別紙明細) No-338

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位

別紙明細2-5

階高4.0m以下

内部仕上足場(改修) 脚立足場   一般 759.0 ㎡

内部仕上足場

(簡易型移動式足場) 階高4.0m超5.0m未満 5.0 台

内部仕上足場 代価表1-1

(簡易型移動式足場) 階高5.0m以上5.7m未満 1.0 台

内部仕上足場 代価表1-2

(簡易型移動式足場) 階高5.7m以上7.4m未満 1.0 台

小計

改め計



(別紙明細) No-339

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位

別紙明細2-6

防炎Ⅰ類

養生ｼｰﾄ 設置期間 7ヶ月 805.0 ㎡

小計

改め計



(別紙明細) No-340

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位

別紙明細2-7

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 594.0 ｍ

小計

改め計



(別紙明細) No-341

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位

別紙明細2-8

50形 扉等三方補強 代価表2-123

軽量鉄骨壁開口部補強 1200× 2100㎜程度 1.0 か所

65形 窓等四方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 450× 1000㎜程度 6.0 か所

65形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 600× 600㎜程度 8.0 か所

65形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 1200× 2500㎜程度 1.0 か所

65形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 600× 1935㎜程度 1.0 か所

65形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 2000× 2500㎜程度 2.0 か所

65形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 400× 2500㎜程度 3.0 か所

90形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 600× 600㎜程度 2.0 か所

90形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 2000× 2500㎜程度 1.0 か所

90形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 1900× 2500㎜程度 1.0 か所

90形 窓等四方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 450× 1000㎜程度 3.0 か所

100形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 2000× 2500㎜程度 2.0 か所

100形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 900× 2100㎜程度 2.0 か所

100形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 1200× 2100㎜程度 2.0 か所

小計

改め計



(別紙明細) No-342

金 　　  額 備　 考 CODE単　　価名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位

別紙明細2-9

19形(屋内)  450× 450㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 51.0 か所

19形(屋内)  900× 900㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 3.0 か所

19形(屋内)  260× 260㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 3.0 か所

19形(屋内)  210× 210㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2.0 か所

19形(屋内)  310× 310㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 4.0 か所

19形(屋内)  360× 360㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 11.0 か所

19形(屋内)  410× 410㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 9.0 か所

19形(屋内)  460× 460㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 15.0 か所

19形(屋内)  510× 510㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 3.0 か所

19形(屋内)  560× 560㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2.0 か所

19形(屋内)  860× 860㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1.0 か所

19形(屋内)  1810× 50㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 9.0 か所

19形(屋内)  2510× 50㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 4.0 か所

19形(屋内)  3510× 50㎜程度

軽量鉄骨天井開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 6.0 か所

小計

改め計



代価表1-1

内部仕上足場

(簡易型移動式足場) 階高5.0m以上5.7m未満 台

内部仕上足場

(簡易型移動式足場) 階高4.0m超5.0m未満 台 1.000 1.000

小計

改め計

単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-2

内部仕上足場

(簡易型移動式足場) 階高5.7m以上7.4m未満 台

内部仕上足場

(簡易型移動式足場) 階高4.0m超5.0m未満 台 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-3

埋戻し(A種) 搬入土 ｍ3

埋戻し 発生土 ｍ3 1.000 1.000

砂 ｍ3 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-4

盛土(A種) 搬入土 ｍ3

盛土 発生土 ｍ3 1.000 1.000

砂 ｍ3 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-5

保護ｺﾝｸﾘｰﾄ内

溶接金網敷 6.0φ-100×100 材工共 ㎡

溶接金網 6.0-100×100 ㎡ 1.000 1.000

溶接金網敷 D6 100×100 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-6

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1F土間 人力打設 ｍ3

特殊作業員      人 0.250 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-7

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 ｍ3

特殊作業員      人 0.300 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-8

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 ｍ3

特殊作業員      人 0.300 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-9

人通口型枠 φ600 L=500 材工共 か所

円形型枠 ﾎﾞｲﾄﾞ φ600 本 1.000 0.125

ｽﾘｰﾌﾞ 地中梁 ﾎﾞｲﾄﾞ径350～600 か所 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-10

人通口型枠 φ600 L=600 材工共 か所

円形型枠 ﾎﾞｲﾄﾞ φ600 本 1.000 0.150

ｽﾘｰﾌﾞ 地中梁 ﾎﾞｲﾄﾞ径350～600 か所 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-11

人通口型枠 φ600 L=700 材工共 か所

円形型枠 ﾎﾞｲﾄﾞ φ600 本 1.000 0.175

ｽﾘｰﾌﾞ 地中梁 ﾎﾞｲﾄﾞ径350～600 か所 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-12

通水菅 VP100φ半割 L=350 材工共 か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP100 本 1.000 0.088

ｽﾘｰﾌﾞ 地中梁 ﾎﾞｲﾄﾞ径350～600 か所 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-13

通水菅 VP100φ半割 L=500 材工共 か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP100 本 1.000 0.125

ｽﾘｰﾌﾞ 地中梁 ﾎﾞｲﾄﾞ径350～600 か所 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-14

通水菅 VP100φ半割 L=600 材工共 か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP100 本 1.000 0.150

ｽﾘｰﾌﾞ 地中梁 ﾎﾞｲﾄﾞ径350～600 か所 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-15

通水菅 VP100φ半割 L=650 材工共 か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP100 本 1.000 0.163

ｽﾘｰﾌﾞ 地中梁 ﾎﾞｲﾄﾞ径350～600 か所 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-16

通水菅 VP100φ半割 L=700 材工共 か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP100 本 1.000 0.175

ｽﾘｰﾌﾞ 地中梁 ﾎﾞｲﾄﾞ径350～600 か所 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-17

打放し面補修 A種 ｺ-ﾝ処理 目違いばらい無 ㎡

特殊作業員      人 0.015 1.000

その他          式 1.000 0.220

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-18

打放し面補修 B種 ｺ-ﾝ処理 部分目違いばらい ㎡

特殊作業員      人 0.025 1.000

その他          式 1.000 0.220

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-19

打放し面補修 C種 ｺ-ﾝ処理 全面目違いばらい ㎡

特殊作業員      人 0.020 1.000

その他          式 1.000 0.220

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-20

梁側 ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ充填 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 250×300 t=30 か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 300角 厚50mm か所 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-21

梁側 ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ充填 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 250×400 t=30 か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 300角 厚50mm か所 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-22

梁側 ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ充填 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 300×550 t=30 か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 400角 厚50mm か所 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-23

梁側 ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ充填 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 1920×145 t=30 か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 500角 厚50mm か所 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-24

梁側 ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ充填 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 500×130 t=30

柱底均しﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 300角 厚50mm か所 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-25

緩衝材 緩衝ｺﾞﾑ敷 t=10 ㎡

緩衝ｺﾞﾑ t=10 ㎡ 1.000 1.000

断熱材先付け 立上り部 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-26

排水溝

塗膜防水 X-2 幅200 ｍ

X-2 平場

塗膜防水 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ ㎡ 1.000 0.400

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-27

塗膜防水 X-2 幅400 ㎡

X-2 平場

塗膜防水 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ ㎡ 0.400 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-28

とい受けﾀｲﾙ 磁器質ﾀｲﾙ300角 無ゆう ㎡ 0.090 1.000

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 ㎡ 0.090 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-29

横形ろく屋根用 断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ用

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ SGP150 か所

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 鋳鉄製 か所 1.000 1.000

型枠工 人 0.100 1.000

左官 人 0.100 1.000

その他 式 1.000 0.190

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-30

縦形 塗膜防水用

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ SGP65 か所

塗膜防水用

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 鋳鉄製 か所 1.000 1.000

型枠工 人 0.090 1.000

左官 人 0.090 1.000

その他 式 1.000 0.190

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-31

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 か所

硬質塩ビ管 VP65 L=200程度 ｍ 0.200 1.000

ｽﾘｰﾌﾞ取付 壁部 ﾎﾞｲﾄﾞ径75～150㎜ か所 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-32

軽量鉄骨下がり壁下地 19形(屋内) H1170 ｍ

19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

軽量鉄骨天井下地 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 ㎡ 1.170 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-33

軽量鉄骨下がり壁下地 19形(屋内) H1475 ｍ

19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

軽量鉄骨天井下地 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 ㎡ 1.480 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-34

天井ｲﾝｻｰﾄ ㎡

ｲﾝｻｰﾄ 本 1.500 1.000

特殊作業員      人 0.005 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-35

15.1㎡

中2階収納天井下地 C-100×50×20×2.3 39.8m 式

L-30×30×3 15.5m

加工取付､現場錆止､見掛塗装共

軽量形鋼 C-100×50×20×2.3 kg 161.670 1.000

等辺山形鋼 L-30×30×3 kg 21.010 1.000

軽量鉄骨加工組立 kg 182.680 1.000

工場防錆塗装 ㎡ 20.410 1.000

鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種

錆止め塗料塗り 現場2回目 1回目別途 ㎡ 13.990 1.000

鉄骨運搬費 kg 182.680 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-36

SLW6召合せ支柱 □-75×75×2.3 H=3.45 か所

角型鋼管 □-75×75×2.3 kg 17.730 1.000

軽量鉄骨加工組立 kg 17.730 1.000

工場防錆塗装 ㎡ 1.380 1.000

鉄骨運搬費 kg 17.730 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-37

ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(見上)

EP塗り 素地A種 ㎡

ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種

EP塗り 素地B種 ㎡ 1.000 1.000

素地ごしらえ ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種 ㎡ -1.000 1.000

素地ごしらえ ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-38

ｺﾝｸﾘｰﾄ面

EP塗り(糸幅300mm以下) 工程B種(一般) 素地B種 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ面

EP塗り(糸幅300mm以下) 工程B種(一般) 素地B種 ｍ 1.000 0.400

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-39

階段C,E

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｍ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-40

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ30 ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60 ｍ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-41

GB-F厚12.5+厚12.5(両面)

耐火間仕切壁 a LGS90@450 <吉野石膏S12同等> ㎡

GB-F厚12.5+厚12.5(両面)

耐火間仕切壁 a LGS65@450 <吉野石膏S12同等> ㎡ 1.000 1.000

軽量鉄骨壁下地 65型 下地張りあり @450 ㎡ -1.000 1.000

軽量鉄骨壁下地 90型 下地張りあり @450 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-42

GB-F厚12.5+厚12.5(両面)

耐火間仕切壁 a LGS100@450 <吉野石膏S12同等> ㎡

GB-F厚12.5+厚12.5(両面)

耐火間仕切壁 a LGS65@450 <吉野石膏S12同等> ㎡ 1.000 1.000

軽量鉄骨壁下地 65型 下地張りあり @450 ㎡ -1.000 1.000

軽量鉄骨壁下地 100型 下地張りあり @450 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-43

GB-R厚12.5+厚12.5(両面)

遮音間仕切壁 b LGS90@450 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填24k厚50 ㎡

軽量鉄骨壁下地 90型 下地張りあり @450 ㎡ 1.000 1.000

厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 突付け ㎡ 2.000 1.000

厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 下地張り ㎡ 2.000 1.000

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 厚50 24kg/m3 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-44

GB-R厚12.5+厚12.5(両面)

遮音間仕切壁 b LGS100@450 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填24k厚50 ㎡

軽量鉄骨壁下地 100型 下地張りあり @450 ㎡ 1.000 1.000

厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 突付け ㎡ 2.000 1.000

厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 下地張り ㎡ 2.000 1.000

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 厚50 24kg/m3 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-45

GB-R厚12.5+厚12.5(片面)

遮音間仕切壁 b GB-S厚12.5+GB-R厚12.5(片面) ㎡

LGS90@450 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填24k厚50

軽量鉄骨壁下地 90型 下地張りあり @450 ㎡ 1.000 1.000

厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 突付け ㎡ 1.000 1.000

厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 下地張り ㎡ 2.000 1.000

壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S) 厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 ㎡ 1.000 1.000

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 厚50 24kg/m3 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-46

GB-R厚12.5+厚12.5(片面)

遮音間仕切壁 b GB-S厚12.5+GB-R厚12.5(片面) ㎡

LGS100@450 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填24k厚50

軽量鉄骨壁下地 100型 下地張りあり @450 ㎡ 1.000 1.000

厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 突付け ㎡ 1.000 1.000

厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 下地張り ㎡ 2.000 1.000

壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S) 厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 ㎡ 1.000 1.000

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 厚50 24kg/m3 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-47

GB-S厚12.5+GB-R厚12.5(両面)

遮音間仕切壁 b LGS90@450 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填24k厚50 ㎡

軽量鉄骨壁下地 90型 下地張りあり @450 ㎡ 1.000 1.000

壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう 厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S) 突付け ㎡ 2.000 1.000

厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 下地張り ㎡ 2.000 1.000

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 厚50 24kg/m3 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-48

GB-S厚12.5+GB-R厚12.5(両面)

遮音間仕切壁 b LGS100@450 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填24k厚50 ㎡

軽量鉄骨壁下地 100型 下地張りあり @450 ㎡ 1.000 1.000

壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう 厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S) 突付け ㎡ 2.000 1.000

厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 下地張り ㎡ 2.000 1.000

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 厚50 24kg/m3 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-49

GB-F厚12.5+厚12.5(両面)

耐火･遮音間仕切壁 c LGS90@303千鳥 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填24k厚50 ㎡

<吉野石膏S12･WI同等>

GB-F厚12.5+厚12.5(両面)

耐火間仕切壁 a LGS65@450 <吉野石膏S12同等> ㎡ 1.000 1.000

軽量鉄骨壁下地 65型 下地張りあり @450 ㎡ -1.000 1.000

軽量鉄骨壁下地 90型 下地張りあり @450 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-50

GB-F厚12.5+厚12.5(両面)

耐火･遮音間仕切壁 c LGS100@303千鳥ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填24k厚50 ㎡

<吉野石膏S12･WI同等>

GB-F厚12.5+厚12.5(両面)

耐火間仕切壁 a LGS65@450 <吉野石膏S12同等> ㎡ 1.000 1.000

軽量鉄骨壁下地 65型 下地張りあり @450 ㎡ -1.000 1.000

軽量鉄骨壁下地 100型 下地張りあり @450 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-51

GB-R 厚12.5(両面)

不燃間仕切壁 d LGS90@300 ㎡

軽量鉄骨壁下地 90型 下地張りなし @300 ㎡ 1.000 1.000

厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 突付け ㎡ 2.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-52

GB-R 厚12.5(両面)

不燃間仕切壁 d LGS100@300 ㎡

軽量鉄骨壁下地 100型 下地張りなし @300 ㎡ 1.000 1.000

厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 突付け ㎡ 2.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-53

ﾋﾟｯﾄ･壁

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 厚さ30 打込み ㎡

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 厚30 ㎡ 1.000 1.000

断熱材先付け 立上り部 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-54

ﾋﾟｯﾄ･天井

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 厚さ30 打込み ㎡

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 厚30 ㎡ 1.000 1.000

断熱材先付け 床版部 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-55

鉄骨天井開口部補強

軽量形鋼 C-75×45×15×2.3 ｍ

軽量形鋼 C-75×45×15×2.3 kg 3.250 1.000

軽量鉄骨加工組立 kg 3.250 1.000

工場防錆塗装 ㎡ 0.380 1.000

鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種

錆止め塗料塗り 現場2回目 1回目別途 ㎡ 0.380 1.000

鉄骨運搬費 kg 3.250 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-56

野縁:C-75×45×15×2.3

鉄骨天井開口部補強 450×450㎜程度 か所

鉄骨天井開口部補強 代価表1-55

軽量形鋼 C-75×45×15×2.3 ｍ 2.700 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-57

野縁:C-75×45×15×2.3

鉄骨天井開口部補強 560×560㎜程度 か所

鉄骨天井開口部補強 代価表1-55

軽量形鋼 C-75×45×15×2.3 ｍ 2.920 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-58

野縁:C-75×45×15×2.3

鉄骨天井開口部補強 810×110㎜程度 か所

鉄骨天井開口部補強 代価表1-55

軽量形鋼 C-75×45×15×2.3 ｍ 2.620 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-59

野縁:C-75×45×15×2.3

鉄骨天井開口部補強 810×260㎜程度 か所

鉄骨天井開口部補強 代価表1-55

軽量形鋼 C-75×45×15×2.3 ｍ 2.920 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-60

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 1.000

一般運転手 人 1.000 1.000

燃料 軽油 小型ﾛｰﾘｰ L 71.200 1.000

機械損料 10t積 供用日 1.290 1.000

タイヤ損耗費 供用日 1.290 1.000

その他 （労）の16％ 式 1.000 0.160

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-61

土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

建設発生土運搬 10t積 DID区間有り ｍ3 100.000

19.5km以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 代価表1-60

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 4.700 1.000

小計

改め計

1m3あたり



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-62

屋外25形@300 ふところ高1.5～2.0ｍ

軽量鉄骨天井下地 下地張りなし @100 ｲﾝｻｰﾄ別途 ㎡

吊りﾎﾞﾙﾄ ｍ 0.800 1.000

野縁受け ｍ 1.400 1.000

野縁受けﾊﾝｶﾞ 個 1.500 1.000

ﾅｯﾄ 個 3.100 1.000

野縁受けｼﾞｮｲﾝﾄ 個 0.200 1.000

ｼﾝｸﾞﾙ野縁 ｍ 3.500 1.000

ｼﾝｸﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ 個 0.500 1.000

ｼﾝｸﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ 個 3.900 1.000

内装工 人 0.049 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表1-63

19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満

軽量鉄骨天井下地 下地張りなし @100 ｲﾝｻｰﾄ別途 ㎡

吊りﾎﾞﾙﾄ ｍ 1.500 1.000

野縁受け ｍ 1.400 1.000

野縁受けﾊﾝｶﾞ 個 1.500 1.000

ﾅｯﾄ 個 3.100 1.000

野縁受けｼﾞｮｲﾝﾄ 個 0.200 1.000

ｼﾝｸﾞﾙ野縁 ｍ 2.900 1.000

ｼﾝｸﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ 個 0.400 1.000

ｼﾝｸﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ 個 3.200 1.000

内装工 人 0.035 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



代価表2-1

墨出し 屋上防水改修 ㎡

特殊作業員      人 0.002 1.000

普通作業員      人 0.001 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計

金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-2

墨出し(外壁改修) ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ等塗替え ㎡

特殊作業員      人 0.002 1.000

普通作業員      人 0.001 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-3

墨出し (内部改修)  複合改修 ㎡

特殊作業員      人 0.003 1.000

普通作業員      人 0.002 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-4

養生 防水改修 ㎡

特殊作業員      人 0.004 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-5

養生 外壁改修 ㎡

特殊作業員      人 0.015 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-6

養生 (内部改修)  複合改修 ㎡

普通作業員      人 0.011 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-7

整理清掃後片付け 防水改修 ㎡

軽作業員        人 0.018 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-8

整理清掃後片付け 外壁改修 ㎡

軽作業員        人 0.070 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-9

整理清掃後片付け (内部改修)  複合改修 ㎡

軽作業員        人 0.054 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-10

ｱﾙﾐ笠木撤去 W=210 集積共 ｍ

特殊作業員      人 0.230 0.350

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-11

ｱﾙﾐ水切撤去 W=60 集積共 ｍ

特殊作業員      人 0.210 0.350

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-12

ｱｸﾘﾙﾄﾞｰﾑ φ900

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ撤去 集積共 か所

ｻｯｼ工 人 0.360 0.350

普通作業員      人 0.070 0.350

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-13

AI-2 平場

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面下地処理共 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 AI-2 平場 ㎡ 1.000 1.000

下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-14

屋上 X-2 平場

塗膜防水 既存塗膜防水面下地処理共 ㎡

塗膜防水 X-2 平場 ㎡ 1.000 1.000

下地処理 全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼがけ ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-15

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 縦形 塗膜防水用 φ75 か所

塗膜防水用

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 鋳鉄製 か所 1.000 1.000

型枠工 人 0.090 1.000

左官 人 0.090 1.000

その他 式 1.000 0.190

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-16

鋼管とい 径75 ｍ

たてとい SGP75 ｍ 1.050 1.000

付属金物 材料費×0.6 式 1.000 0.600

配管工 人 0.130 1.000

普通作業員      人 0.020 1.000

その他 式 1.000 0.190

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-17

まぐさ石張り撤去 4600×1100×t200 集積共 か所

壁仕上材撤去 石材 ㎡ 5.060 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-18

水切り石張り撤去 4600×800×t200 集積共 か所

壁仕上材撤去 石材 ㎡ 3.680 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-19

側面石張り撤去 W300×D400×H1400 集積共 か所

壁仕上材撤去 石材 ㎡ 0.980 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-20

間柱石張り撤去 W400×D400×H1400 集積共 か所

壁仕上材撤去 石材 ㎡ 1.120 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-21

日本瓦葺き撤去 W250×H200 集積共 ｍ

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 ㎡ 1.000 0.400

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-22

笠木防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 W=80 集積共 ｍ

床仕上材撤去 ﾓﾙﾀﾙ 厚30程度 ㎡ 1.000 0.400

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-23

天井ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 集積共 ㎡

天井仕上材撤去 合板、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-24

階段手摺撤去 ｽﾁｰﾙ製 H=1100 ｍ

特殊作業員      人 0.390 0.350

普通作業員      人 0.070 0.350

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-25

陶磁器質ﾀｲﾙ(施主支給品)

壁ﾀｲﾙ張り 下地ﾓﾙﾀﾙ共 ㎡

ｾﾒﾝﾄ kg 5.700 1.000

細骨材 砂 ｍ3 0.008 1.000

ﾀｲﾙ工 人 0.240 1.000

普通作業員      人 0.070 1.000

その他          式 1.000 0.200

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-26

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 段鼻ﾀｲﾙ下地 ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 ㎡ 1.000 0.400

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-27

屋外階段

手摺足元無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 φ100×H100 か所

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 m3 0.001 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-28

ｺﾝｸﾘｰﾄ面

複層塗材E 下地調整(C-2)共 ㎡

複層塗材E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ㎡ 1.000 1.000

下地調整費 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 C-2 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-29

25形(屋外)1.0ｍ以上2.5ｍ未満

軽量鉄骨天井下地 金属板用 ㎡

吊りﾎﾞﾙﾄ ｍ 0.800 1.000

野縁受け ｍ 1.400 1.000

野縁受けﾊﾝｶﾞ 個 1.500 1.000

ﾅｯﾄ 個 3.100 1.000

野縁受けｼﾞｮｲﾝﾄ 個 0.200 1.000

ｼﾝｸﾞﾙ野縁 ｍ 3.500 1.000

ｼﾝｸﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ 個 0.500 1.000

ｼﾝｸﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ 個 3.900 1.000

普通作業員      人 0.070 1.000

その他          式 1.000 0.200

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-30

ｱﾙﾐ製建具撤去 枠共 集積共 ㎡

普通作業員      人 0.020 1.000

ｻｯｼ工 人 0.081 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-31

鋼製建具撤去 枠共 集積共 ㎡

普通作業員      人 0.024 1.000

ｻｯｼ工 人 0.094 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-32

木製建具撤去 枠共 集積共 ㎡

普通作業員      人 0.047 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-33

ｼｬｯﾀｰ撤去 枠共 集積共 ㎡

普通作業員      人 0.024 1.000

ｻｯｼ工 人 0.094 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-34

幅木撤去 塩ﾋﾞ製 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｍ

普通作業員      人 0.010 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-35

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 一重張り ㎡

普通作業員      人 0.090 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-36

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 二重張り ㎡

普通作業員      人 0.110 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-37

壁GW撤去 ㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-38

天井GW撤去 ㎡

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-39

ﾎﾟｰﾁ 花崗岩t50(躯体共)

ｶｳﾝﾀｰ撤去 W2285×(455+250)程度 か所

壁仕上材撤去 石材 ㎡ 1.630 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-40

受付 木製格子

ｽｸﾘｰﾝ撤去 W2000×D40×H3000 か所

普通作業員      人 0.047 6.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-41

受付 ｱﾙﾐ製

上部収納階段撤去 W700×H3000既製品 か所

普通作業員      人 0.350 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-42

受付

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX撤去 木製  W120×H150 ｍ

大工 人 0.040 0.350

普通作業員      人 0.010 0.350

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-43

湯沸室

棚撤去 W1150×D150×H700程度 か所

大工 人 0.100 0.350

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-44

流し台 SUS製  L=1150 か所

普通作業員      人 0.150 0.350

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-45

吊戸棚撤去 W1150×D350×H700 か所

大工 人 0.300 0.350

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-46

通路(2) 石(躯体共)

面台撤去 W3310程度 か所

壁仕上材撤去 石材 ㎡ 1.660 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-47

男子女子化粧室 大理石t25(躯体共)

ｶｳﾝﾀｰ撤去 W2300×(600+150)程度 か所

壁仕上材撤去 石材 ㎡ 1.730 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-48

男子女子化粧室

鏡撤去 2300×800 か所

ｶﾞﾗｽ撤去 ㎡ 1.840 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-49

男子便所室 大理石t25(躯体共)

面台撤去 W2475×150程度 か所

壁仕上材撤去 石材 ㎡ 0.372 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-50

女子便所室 大理石t25(躯体共)

面台撤去 W750×150程度 か所

壁仕上材撤去 石材 ㎡ 0.113 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-51

身障者便所 大理石t25(躯体共)

ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W700×150程度 か所

壁仕上材撤去 石材 ㎡ 0.105 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-52

搬入庫 ｱﾙﾐ製

可動式階段撤去 W600×D750×H675 か所

普通作業員      人 0.300 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-53

搬入庫

ﾀﾗｯﾌﾟ撤去 W400×4850 か所

普通作業員      人 0.300 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-54

手摺撤去 H900 ｍ

特殊作業員      人 0.640 0.350

普通作業員      人 0.160 0.350

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-55

VP管一時取り外し φ100  L=1850 か所

たてとい撤去 塩ビ管 ｍ 1.850 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-56

鉄骨階段撤去 W900×D4150×H2200 か所

普通作業員      人 0.300 2.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-57

展示室

床目地棒撤去 SUS製4×15 ｍ

特殊作業員      人 0.360 0.350

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-58

木製棚撤去 か所

大工 人 0.300 0.350

普通作業員      人 0.060 0.350

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-59

床見切撤去 木製  120×150 ｍ

床仕上材撤去 木製幅木 高100㎜程度 ｍ 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-60

壁見切撤去 木製  120×150 ｍ

床仕上材撤去 木製幅木 高100㎜程度 ｍ 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-61

木製ﾙｰﾊﾞｰ撤去 W860×H1950 か所

木製建具撤去 W900×H1800～2000 枠共 か所 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-62

階段

木製手摺笠木撤去 ｍ

大工 人 0.064 0.350

普通作業員      人 0.008 0.350

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-63

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 集積共 ㎡

金属製建具撤去 W1800×H1800～2000 枠共 か所 1.000 0.290

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-64

E

館内案内BOX撤去 か所

普通作業員      人 0.031 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-65

F1

順路ｻｲﾝ撤去 か所

普通作業員      人 0.031 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-66

F2

順路ｻｲﾝ撤去 か所

普通作業員      人 0.031 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-67

G

ｽﾀﾝﾄﾞｻｲﾝ撤去 か所

普通作業員      人 0.031 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-68

H

耳諸撤去 か所

普通作業員      人 0.031 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-69

I

階数表示撤去 か所

普通作業員      人 0.021 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-70

J1

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ撤去 か所

普通作業員      人 0.021 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-71

J2

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ撤去 か所

普通作業員      人 0.021 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-72

J3

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ撤去 か所

普通作業員      人 0.021 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-73

K

ｽﾀﾝﾄﾞｻｲﾝ撤去 か所

普通作業員      人 0.021 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-74

L

室名ｻｲﾝ-1撤去 か所

普通作業員      人 0.021 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-75

M1

室名ｻｲﾝ-2撤去 か所

普通作業員      人 0.021 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-76

M2

室名ｻｲﾝ-2撤去 か所

普通作業員      人 0.021 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-77

K-01

ｼｮｰｹｰｽ撤去 W3000×D800×H750 か所

普通作業員      人 0.063 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-78

K-02

ｶｳﾝﾀｰ撤去 W1500×D2700×H750 か所

普通作業員      人 0.063 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-79

K-03

展示台撤去 W2860×D1200×H600 か所

普通作業員      人 0.063 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-80

K-04

展示ｹｰｽ撤去 W11700×D1200×H3250 か所

普通作業員      人 0.063 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-81

K-05

展示ｹｰｽ撤去 W17200×D7600(1200)×H3250 か所

普通作業員      人 0.063 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-82

K-06

展示ｹｰｽ撤去 W12000×D1200×H3250 か所

普通作業員      人 0.063 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-83

K-07

展示ｹｰｽ撤去 W5000×D2000×H2800 か所

普通作業員      人 0.063 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-84

K-08

展示ｹｰｽ撤去 W3000×D1000×H950 か所

普通作業員      人 0.063 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-85

K-09

ﾌﾟﾗﾝﾀｰﾎﾞｯｸｽ撤去 W2400×D420×H700 か所

普通作業員      人 0.063 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-86

K-10

展示ｹｰｽ撤去 W12000×D1200×H3250 か所

普通作業員      人 0.063 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-87

(VT2) 半硬質 厚さ4.5

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT ㎡

半硬質 厚さ2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT ㎡ 1.000 1.000

半硬質 厚さ2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 汎用品 ㎡ 1.050 -1.000

半硬質 厚さ4.5

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ㎡ 1.050 1.000

その他          式 1.000 0.190

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-88

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚60 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚30 ㎡ 1.000 1.000

ﾓﾙﾀﾙ材料費 ｍ3 0.030 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-89

床無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 厚180 φ200 か所

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 ｍ3 0.006 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-90

1F搬入庫

埋込ｱﾝｸﾞﾙ L-50×50×6 ｍ

等辺山形鋼 L-50×50×6 ｍ 1.040 1.000

軽量鉄骨加工組立 母屋・胴縁の類　ﾎﾞﾙﾄ等含む kg 4.430 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-91

軽量鉄骨加工組立 母屋・胴縁の類　ﾎﾞﾙﾄ等含む t

鉄骨工 人 4.000 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

kgあたり

改め計 2位代価　端数処理なし



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-92

GB-F12.5+GB-F12.5(両面張り)

耐火遮音壁 LGS110 ㎡

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 厚50 24kg/m3

GB-F12.5+GB-F12.5(両面張り)

耐火遮音壁 LGS65 ㎡ 1.000 1.000

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 厚50 24kg/m3

軽量鉄骨壁下地  65形 下地張りあり @450 ㎡ 1.000 -1.000

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-93

GB-F12.5+GB-F12.5(両面張り)

耐火遮音壁 LGS100 ㎡

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 厚50 24kg/m3

GB-F12.5+GB-F12.5(両面張り)

耐火遮音壁 LGS65 ㎡ 1.000 1.000

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 厚50 24kg/m3

軽量鉄骨壁下地  65形 下地張りあり @450 ㎡ -1.000 1.000

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-94

壁無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 125×170 ｍ

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 ｍ3 0.021 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-95

壁ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 厚20  鉄筋小口防錆塗装共 ㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて  厚20 ㎡ 1.000 1.000

ﾓﾙﾀﾙ材料費 ｍ3 -0.020 1.000

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ材料費 ｍ3 0.020 1.000

錆止め塗り 鉄鋼面(屋内外) A種 ㎡ 1.000 0.100

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-96

屋根

DP塗り(細幅) 亜鉛ﾒｯｷ面 ｍ

DP塗り 亜鉛ﾒｯｷ面 ㎡ 1.000 0.400

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-97

SOP塗り 鉄部 細幅 ｍ

SOP塗り 鐵工面 B種 ㎡ 1.000 0.400

錆止め塗料塗り 鐵工面(屋内外)A種 ㎡ 1.000 0.400

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-98

下地調整(糸幅300mm以下) 木部 RB種 新規面 ｍ

下地調整 木部 RB種 新規面 ㎡ 1.000 0.400

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-99

SOP塗り(糸幅300mm以下) 木部 B種 ｍ

SOP塗り 木部 B種 ㎡ 1.000 0.400

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-100

下地調整(糸幅300mm以下) 木部 RA種 新規面 ｍ

下地調整 木部 RA種 新規面 ㎡ 1.000 0.400

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-101

SOP塗り(糸幅300㎜以下) 鉄鋼面 B種 ｍ

SOP塗り 鉄鋼面 B種 ㎡ 1.000 0.400

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-102

下地調整(糸幅300mm以下) 鉄鋼面 RA種 新規面 ｍ

下地調整 鉄鋼面 RA種 新規面 ㎡ 1.000 0.400

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-103

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭とりこわし 集積共 ｍ3

特殊作業員 人 1.000 1.000

普通作業員 人 0.330 1.000

溶接工 人 0.030 1.000

酸素 m3 0.080 1.000

ｱｾﾁﾚﾝ kg 0.020 1.000

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 30㎏ 日 1.000 1.000

空気圧縮機運転 可搬式 ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛7.5～7.8ｍ3 日 0.330 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-104

鉄骨材 とりこわし ｔ

とび工 人 0.400 0.350

鉄骨工 人 0.067 0.350

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-105

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 人力 m3

特殊作業員 人 1.080 1.000

普通作業員 人 0.272 1.000

溶接工 人 0.012 1.000

酸素 m3 0.008 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-106

ﾛｯｸｳｰﾙ撤去

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-107

鉄筋切断面 防錆塗装 ㎡

錆止め塗り(現場1回) 鉄工面(屋内外) A種 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-108

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 ｍ3

特殊作業員      人 0.260 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-109

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 ｍ3

特殊作業員      人 0.650 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-110

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 ｍ3

特殊作業員      人 0.250 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-111

打放合板型枠A種

型枠 地上軸部耐震改修用 ㎡

打放合板型枠B種

型枠 地上軸部耐震改修用 ㎡ 1.000 1.000

型枠 打放合板型枠B種 地上軸部 ㎡ -1.000 1.000

型枠 打放合板型枠A種 地上軸部 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-112

打放し面補修 A種 ｺ-ﾝ処理 目違いばらい無 ㎡

特殊作業員      人 0.015 1.000

その他          式 1.000 0.220

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-113

打放し面補修 B種 ｺ-ﾝ処理 部分目違いばらい ㎡

特殊作業員      人 0.025 1.000

その他          式 1.000 0.220

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-114

ﾃﾞｯｷｺﾝｸﾘｰﾄ内 6φ-150×150

溶接金網敷 材工共 ㎡

溶接金網 6.0-150×150 ㎡ 1.000 1.000

溶接金網敷 D6 100×100 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-115

ﾃﾞｯｷ上ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 20m3/回未満 ｍ3

特殊作業員      人 0.130 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-116

梁側

ﾍﾞｰｽ下無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 250×300 t=30 か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 300角 厚50mm か所 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-117

梁側

ﾍﾞｰｽ下無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 1000×100 t=30 か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 400角 厚50mm か所 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-118

梁側

ﾍﾞｰｽ下無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 300×800 t=30 か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 500角 厚50mm か所 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-119

梁側

ﾍﾞｰｽ下無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 80×80 t=30 か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 200角 厚50mm か所 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-120

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 地上ｺﾝｸﾘ-ﾄ 人力打設 ｍ3

特殊作業員      人 0.300 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-121

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ内

溶接金網敷 6.0φ-200×200 材工共 ㎡

溶接金網 6.0-200×200 ㎡ 1.000 1.000

溶接金網敷 D6 100×100 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-122

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 ｍ3

特殊作業員      人 0.300 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-123

50形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 1200× 2100㎜程度 か所

65形 扉等三方補強

軽量鉄骨壁開口部補強 900×2000mm程度 か所 1.000 1.000

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-124

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 1.000

一般運転手 人 1.000 1.000

燃料 軽油 小型ﾛｰﾘｰ L 65.200 1.000

機械損料 10t積 供用日 1.290 1.000

タイヤ損耗費 供用日 1.290 1.000

その他 （労）の16％ 式 1.000 0.160

小計

改め計



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-125

土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

建設発生土運搬 10t積 DID区間有り ｍ3 100.000

19.5km以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 代価表2-124

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 4.500 1.000

小計

改め計

1m3あたり



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-126

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 100.000

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 代価表2-124

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 1.200 1.270

小計

改め計

1m3あたり



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-127

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 代価表2-124

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 9.100 0.440

小計

改め計

1m3あたり



金 　　  額 備　 考 CODE乗率名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量単位 単　　価

代価表2-128

発生材運搬 木材 m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 代価表2-124

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 6.100 0.330

小計

改め計

1m3あたり



代価表3-1
笠木

雁振日本瓦とりこわし R=250  下地共 ｍ

ﾚﾝｶﾞ押え撤去 立上り ｍ 1.000 1.000

小計

改め計

単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表3-2
屋上排気塔 ｽﾁｰﾙ製

建具換気ｶﾞﾗﾘ撤去 W700xH400 集積共 か所

金属製建具撤去 W900×H1800～2000 枠共 か所 1.000 1.000

小計

改め計

代価表3-3



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 集積共 m3

特殊作業員 人 1.080 1.000

普通作業員 人 0.272 1.000

溶接工 人 0.012 1.000

酸素 m3 0.008 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表3-4

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 100.000

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 代価表3-7

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 1.200 1.270

小計

改め計

1m3あたり



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表3-5

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 代価表3-7

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 9.100 0.440

小計

改め計

1m3あたり



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表3-6

発生材運搬 木材 m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 代価表3-7

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 6.100 0.330

小計

改め計

1m3あたり



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表3-7
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

運搬機械運転 10ｔ積 運転日

一般運転手 人 1.000 1.000

燃料 軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ L 65.200 1.000

機械損料 10t積 供用日 1.290 1.000

タイヤ損耗費 供用日 1.290 1.000

その他 (労)の16％ 式 1.000 0.160

小計

改め計



代価表4-1

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 100.000

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 代価表4-4

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 1.200 1.270

小計

改め計

1m3あたり

単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表4-2

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 代価表4-4

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 9.100 0.440

小計

改め計

1m3あたり



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表4-3

発生材運搬 木材 m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 代価表4-4

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 6.100 0.330

小計

改め計

1m3あたり



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表4-4

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

運搬機械運転 10ｔ積 運転日

一般運転手 人 1.000 1.000

燃料 軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ L 65.200 1.000

機械損料 10t積 供用日 1.290 1.000

タイヤ損耗費 供用日 1.290 1.000

その他 (労)の16％ 式 1.000 0.160

小計

改め計



代価表5-1

笠木

雁振日本瓦とりこわし R=300  下地共 ｍ

ﾚﾝｶﾞ押え撤去 立上り ｍ 1.000 1.000

小計

改め計

単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表5-2

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 100.000

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 代価表5-5

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 1.200 1.270

小計

改め計

1m3あたり



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表5-3

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 代価表5-5

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 9.100 0.440

小計

改め計

1m3あたり



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表5-4

発生材運搬 木材 m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 代価表5-5

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 6.100 0.330

小計

改め計

1m3あたり



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表5-5

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

運搬機械運転 10ｔ積 運転日

一般運転手 人 1.000 1.000

燃料 軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ L 65.200 1.000

機械損料 10t積 供用日 1.290 1.000

タイヤ損耗費 供用日 1.290 1.000

その他 (労)の16％ 式 1.000 0.160

小計

改め計



代価表6-1

外壁側立上り基礎 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ

根切り 人力 深さ0.5程度 ｍ3 0.750 1.000

床付け 人力 ㎡ 1.340 1.000

埋戻し(B種) 人力 ｍ3 0.180 1.000

場内地均し ｍ3 0.570 1.000

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 基礎下 ｍ3 0.080 1.000

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=15N/mm2 S=15cm ｍ3 0.070 1.000

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/mm2 S=15cm ｍ3 0.650 1.000

代価表6-9

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 ｍ3 0.070 1.000

小型構造物 代価表6-10

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 工作物の基礎等 ｍ3 0.650 1.000

代価表6-11

型枠 小型構造物 ㎡ 3.580 1.000

型枠運搬費 ㎡ 3.580 1.000

異形鉄筋 SD295A D10 ｔ 0.040 1.000

異形鉄筋 SD295A D13 ｔ 0.020 1.000

代価表6-12

鉄筋加工組立費 小型構造物 ｔ 0.060 1.000

鉄筋運搬費 ｔ 0.060 1.000

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて ㎡ 0.750 1.000

外装薄塗材E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 こて塗り ㎡ 2.080 1.000 4900×0.8

代価表1-18

打放し面補修 B種 ｺ-ﾝ処理 部分目違いばらい ㎡ 1.030 1.000

単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-3

磁器質ﾀｲﾙ張りB 下地ﾓﾙﾀﾙ共 ㎡

大型ﾀｲﾙ張り Ⅰ類 300角 平 無釉 ㎡ 1.000 1.000

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 厚37 一般ﾀｲﾙ下地 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-4

磁器質ﾀｲﾙ張りA 下地ﾓﾙﾀﾙ共 ㎡

大型ﾀｲﾙ張り Ⅰ類 300角 平 無釉 ㎡ 1.000 1.000

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 厚37 一般ﾀｲﾙ下地 ㎡ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-5

整地 ㎡

普通作業員      人 0.070 1.000

その他          式 1.000 0.220

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-6

350角 9-14-4 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ枡蓋

雨水枡 H450～550 か所

根切り 人力 深さ0.5程度 ｍ3 2.450 1.000

床付け 人力 ㎡ 0.420 1.000

埋戻し(B種) 人力 ｍ3 2.160 1.000

場内地均し ｍ3 0.290 1.000

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 基礎下 ｍ3 0.040 1.000

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=15N/mm2 S=15cm ｍ3 0.020 1.000

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/mm2 S=15cm ｍ3 0.150 1.000

代価表6-9

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 ｍ3 0.020 1.000

小型構造物 代価表6-10

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 工作物の基礎等 ｍ3 0.150 1.000

代価表6-11

型枠 小型構造物 ㎡ 2.560 1.000

型枠運搬費 ㎡ 2.560 1.000

異形鉄筋 SD295A D10 ｔ 0.020 1.000

代価表6-12

鉄筋加工組立費 小型構造物 ｔ 0.020 1.000

鉄筋運搬費 ｔ 0.020 1.000

亜鉛めっき 枠付 細目 T-2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ枡蓋 ます幅350 か所 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-7

350角 9-14-4 化粧桝蓋(ｽﾘｯﾄ付)

雨水枡 H450～550 か所

根切り 人力 深さ0.5程度 ｍ3 2.450 1.000

床付け 人力 ㎡ 0.420 1.000

埋戻し(B種) 人力 ｍ3 2.160 1.000

場内地均し ｍ3 0.290 1.000

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 基礎下 ｍ3 0.040 1.000

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=15N/mm2 S=15cm ｍ3 0.020 1.000

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/mm2 S=15cm ｍ3 0.150 1.000

代価表6-9

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 ｍ3 0.020 1.000

小型構造物 代価表6-10

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 工作物の基礎等 ｍ3 0.150 1.000

代価表6-11

型枠 小型構造物 ㎡ 2.560 1.000

型枠運搬費 ㎡ 2.560 1.000

異形鉄筋 SD295A D10 ｔ 0.020 1.000

代価表6-12

鉄筋加工組立費 小型構造物 ｔ 0.020 1.000

鉄筋運搬費 ｔ 0.020 1.000

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ張りﾀｲﾌﾟ(石張り)枠付

化粧桝蓋(ｽﾘｯﾄ付) ます幅450 SUS製目地付集水ﾀｲﾌﾟ か所 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-8

側溝E 既製U字側溝 W=300　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 ｍ

側溝E 既製U字側溝 W=300 ｍ 1.000 1.000

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 W=300 ｍ 1.000 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-9

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 ｍ3

特殊作業員      人 0.260 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-10

小型構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 工作物の基礎等

特殊作業員      人 0.650 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-11

型枠 小型構造物 ㎡

型枠用合板 厚12 ㎡ 1.250 1.000

さん材 ｍ3 0.007 1.000

角材 ｍ3 0.020 1.000

鉄線 kg 0.090 1.000

くぎ金物 kg 0.040 1.000

はく離剤 ℓ 0.020 1.000

型枠工 人 0.150 1.000

普通作業員      人 0.070 1.000

その他 式 1.000 0.220

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-12

鉄筋加工組立費 小型構造物 ｔ

結束線 ♯21 kg 6.000 1.000

鉄筋工 人 4.500 1.000

普通作業員      人 0.900 1.000

その他 式 1.000 0.190

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-13

埋設配管 VP200 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP200 ｍ 1.050 1.000

接手 管単価×0.15 式 1.000 0.150

接合材等 管単価×0.10 式 1.000 0.100

配管工 人 0.326 1.000

その他          式 1.000 0.220

根切り 人力 深さ0.5程度 ｍ3 0.300 1.000

場内地均し ｍ3 0.300 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-14

埋設配管 VP250 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP250 ｍ 1.050 1.000

接手 管単価×0.15 式 1.000 0.150

接合材等 管単価×0.10 式 1.000 0.100

配管工 人 0.404 1.000

その他          式 1.000 0.220

根切り 人力 深さ0.5程度 ｍ3 0.325 1.000

場内地均し ｍ3 0.325 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-15

埋設配管 重力管 100φ ｍ

ﾋｭｰﾑ管 100φ B形1種 ｍ 1.050 1.000

接手 管単価×0.15 式 1.000 0.150

接合材等 管単価×0.10 式 1.000 0.100

配管工 人 0.172 1.000

その他          式 1.000 0.220

根切り 人力 深さ0.5程度 ｍ3 0.250 1.000

場内地均し ｍ3 0.250 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-16 ｍ

埋設配管 重力管 150φ

ﾋｭｰﾑ管 150φ B形1種 ｍ 1.050 1.000

接手 管単価×0.15 式 1.000 0.150

接合材等 管単価×0.10 式 1.000 0.100

配管工 人 0.249 1.000

その他          式 1.000 0.220

根切り 人力 深さ0.5程度 ｍ3 0.275 1.000

場内地均し ｍ3 0.275 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-17

地被類混植 ㎡

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-18

ｻｰｸﾙﾍﾞﾝﾁ基礎 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ

根切り 人力 深さ0.5程度 ｍ3 0.990 1.000

床付け 人力 ㎡ 0.800 1.000

埋戻し(B種) 人力 ｍ3 0.720 1.000

場内地均し ｍ3 0.270 1.000

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 基礎下 ｍ3 0.080 1.000

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=15N/mm2 S=15cm ｍ3 0.040 1.000

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/mm2 S=15cm ｍ3 0.250 1.000

代価表6-9

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 ｍ3 0.040 1.000

小型構造物 代価表6-10

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 工作物の基礎等 ｍ3 0.250 1.000

代価表6-11

型枠 小型構造物 ㎡ 1.210 1.000

型枠 打放合板型枠A種 ㎡ 0.630 1.000

型枠運搬費 ㎡ 1.840 1.000

代価表6-20

打放し面補修 A種 ｺ-ﾝ処理 目違いばらい無 ㎡ 0.630 1.000

異形鉄筋 SD295A D10 ｔ 0.020 1.000

異形鉄筋 SD295A D13 ｔ 0.010 1.000

代価表6-12

鉄筋加工組立費 小型構造物 ｔ 0.020 1.000

鉄筋運搬費 ｔ 0.020 1.000

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて 木ﾃﾞｯｷ下地 ㎡ 0.350 1.000



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

素地ごしらえ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 A種 ㎡ 0.630 1.000

DP塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 A種 ㎡ 0.630 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-20

打放し面補修 A種 ｺ-ﾝ処理 目違いばらい無 ㎡

特殊作業員      人 0.015 1.000

その他          式 1.000 0.220

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-21

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 1.000

一般運転手 人 1.000 1.000

燃料 軽油 小型ﾛｰﾘｰ L 71.200 1.000

機械損料 10t積 供用日 1.290 1.000

タイヤ損耗費 供用日 1.290 1.000

その他 （労）の16％ 式 1.000 0.160

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表6-22

土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

建設発生土運搬 10t積 DID区間有り ｍ3 100.000

19.5km以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 代価表6-21

運搬機械運転 10ｔ積 運転日 4.700 1.000

小計

改め計

1m3あたり



代価表10-1

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去 t=80 路盤材t150 集積共 ㎡

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 厚100～150 大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 ｍ3 0.230 1.000

小計

改め計

単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表10-2

t=150

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 路盤材t150 集積共 ㎡

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 厚100～150 大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 ｍ3 0.300 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表10-3

砂利敷き撤去 t=60 集積共 ㎡

根切り 人力 深さ0.5程度 ｍ3 0.060 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表10-4

縁石A地業撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 W250×H150 集積共 ｍ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 ｍ3 0.042 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表10-5

縁石B撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 W150×H300 集積共 ｍ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 ｍ3 0.060 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表10-6

縁石C地業撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 W150×H150 集積共 ｍ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 ｍ3 0.035 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表10-7

側溝A撤去 W300×H400 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋･集積共 ｍ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 ｍ3 0.090 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表10-8

側溝B撤去 W300×H400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋･集積共 ｍ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 ｍ3 0.130 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表10-9

側溝C撤去 W300×H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋･集積共 ｍ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 ｍ3 0.100 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表10-10

雨水枡B撤去 450角×H600 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋･集積共 か所

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 ｍ3 0.210 1.000

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表10-11

掲示板撤去 集積共 か所

普通作業員      人 0.063 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表10-12

H

ｱﾙﾐ製掲揚ﾎﾟｰﾙ撤去 H=7000 集積共 か所

普通作業員      人 2.000 0.300

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表10-13

O

記念樹撤去 木柱200角 H=1500 集積共 か所

普通作業員      人 0.060 1.000

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表10-14

T

縁石C一時撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 W150×H150 ｍ

普通作業員      人 0.050 0.300

その他          式 1.000 0.250

小計

改め計



単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 単位 数　　量 乗率

代価表10-15

t=50 ｺﾝｸﾘｰﾄt150

磁器質ﾀｲﾙ張り撤去 路盤材t150 集積共 ㎡

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 ｍ3 0.200 1.000

すきとり 深さ300ｍｍ程度 ｍ3 0.150 1.000

小計

改め計
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代価表10-16

側溝D撤去 W400×H320 集積共 ｍ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 ｍ3 0.120 1.000

小計

改め計
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代価表10-17

雨水枡A撤去 450角×H600 化粧蓋･集積共 か所

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 ｍ3 0.220 1.000

小計

改め計



（細目別内訳) No-343

共通仮設 積上げ

成形鋼板 H=2000

仮囲い 設置期間13ヶ月 239.0 ｍ
W6000×H4500

ｼｰﾄｹﾞｰﾄ 設置期間13ヶ月 1.0 か所

鉄板敷き 厚22 設置期間13ヶ月 27.8 ㎡
増築

交通誘導員 36.0 人
解体

交通誘導員 12.0 人
ﾊﾟｯｼﾌﾞ型採取法(ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ﾄﾙｴﾝ､

化学物質濃度測定費 ｷｼﾚﾝ､ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ｽﾁﾚﾝ) 23.0 か所
測定ﾊﾞｯﾁ2種類使用

ﾊﾟｯｼﾌﾞ型採取法(ｱﾝﾓﾆｱ(30ppb)､

化学物質濃度測定費 酢酸(170ppb)､ｷﾞ酸(10ppb)) 16.0 か所

PCB含有分析費 1次分析 報告資料の作成含む 1.0 式

PCB含有分析費 2次分析 1.0 式
2か所 長期設計耐力の3倍を確認

支持地盤 載荷試験 設計地耐力:300KN/m2 1.0 式

揚重機費存置日数(新築) 地上階 躯体用 25t 43.0 日

揚重機費存置日数(新築) 地上階 仕上用 16t 16.0 日

計

金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価


