
工事名称 ○○住宅○号館建設工事内訳明細書（例）

工事場所 大阪市○○区○○1丁目

建設工事内訳明細書（記載例）



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

建築工事        
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式



直接工事費　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

主体工事        
1   

式
集会所工事      

1   
式

受水槽工事      
1   

式
ごみ収集施設工事

1   
式

自転車置場工事  
1   

式
屋外工事        

1   
式

撤去工事        
1   

式
計



直接工事費　科目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事    
1   

式
土工事          

1   
式

地業工事        
1   

式
鉄筋工事        

1   
式

コンクリート工事
1   

式
型枠工事        

1   
式

鉄骨工事        
1   

式
既製コンクリート工事

1   
式

防水工事        
1   

式
石工事          

1   
式

タイル工事      
1   

式
木工事          

1   
式

屋根及びとい工事
1   

式
金属工事        

1   
式

左官工事        
1   

式

直接工事費  科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

木製建具工事    
1   

式
金属製建具工事  

1   
式

ガラス工事      
1   

式
塗装工事        

1   
式

内外装工事      
1   

式
ユニット及びその他工事

1   
式

計

主体工事

主体工事



直接工事費　科目別内訳 5

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事    
1   

式
土工事          

1   
式

地業工事        
1   

式
鉄筋工事        

1   
式

コンクリート工事
1   

式
型枠工事        

1   
式

既製コンクリート工事
1   

式
防水工事        

1   
式

タイル工事      
1   

式
木工事          

1   
式

屋根及びとい工事
1   

式
金属工事        

1   
式

左官工事        
1   

式
木製建具工事    

1   
式

金属製建具工事  
1   

式

直接工事費  科目別内訳 6

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

ガラス工事      
1   

式
塗装工事        

1   
式

内外装工事      
1   

式
ユニット及びその他工事

1   
式

計

集会所工事

集会所工事



直接工事費　科目別内訳 7

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

受水槽工事　●型
1   

式
計

直接工事費  科目別内訳 8

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

ごみ収集施設工事　Ｃ・B－●型
1   

式
計

ごみ収集施設工事

受水槽工事



直接工事費　科目別内訳 9

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

自転車置場工事　Ｇ型　●スパン
1   

式
計

直接工事費  科目別内訳 10

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事    
1   

式
排水工事        

1   
式

宅地道路構成その他工事
1   

式
建設発生土処理工事

1   
式

土工機械運搬費  
1   

式
計

自転車置場工事

屋外工事



直接工事費　科目別内訳 11

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

屋外撤去工事    
1   

式
解体廃材処分費  

1   
式

計

撤去工事



直接工事費　細目別内訳 12

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

やり方          
0.1 

㎡
墨出し          

0.1 
㎡

外部足場        (枠組900)    22m以上            
９階建      手摺先行            0.1 

㎡
外部足場        (単管抱足場) 3～5階建           

0.1 
㎡

地足場          基礎足場                        
0.1 

㎡
内部躯体足場    

0.1 
㎡

内部仕上足場    -                               
9階建て(転用)    階高4.0m以下   0.1 

㎡
ｼｬﾌﾄ内足場      

0.1 
㎡

安全手摺        枠組足場用 -          9階建て   
手摺先行                        0.1 

ｍ
安全手摺        単管足場用 5.0ヶ月              

0.1 
ｍ

災害防止用      -          9階建                
養生ｼｰﾄ(JIS 1類) 0.1 

㎡
災害防止用      -          9階建          -     
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張  0.1 

㎡
災害防止用      -          9階建          -     
小幅ﾈｯﾄ張       0.1 

ｍ

直接工事費  細目別内訳 13

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

災害防止用      枠組足場用                      
養生防護棚(ｍ)  -                     9階建て   0.1 

1段目 -                         ｍ
災害防止用      枠組足場用                      
養生防護棚(ｍ)  -                     9階建て   0.1 

2段目 -                         ｍ
災害防止用      枠組ｺｰﾅｰ部                      
養生防護棚(か所) -                     9階建て   0.1 

1段目 -                         か所
災害防止用      枠組ｺｰﾅｰ部                      
養生防護棚(か所) -                     9階建て   0.1 

2段目 -                         か所

養生            
0.1 

㎡
整理清掃後片付け

0.1 
㎡

仮設材運搬      枠組W=900  手摺先行             
(外部足場)      0.1 

㎡
仮設材運搬      単管抱足場 -                    
(外部足場)      0.1 

㎡
仮設材運搬      
(地足場)        0.1 

㎡
仮設材運搬      9階建                           
(内部仕上足場)  0.1 

㎡
仮設材運搬      
(ｼｬﾌﾄ内足場)    0.1 

㎡
仮設材運搬      枠組足場用 手摺先行             
(安全手摺)      0.1 

ｍ
仮設材運搬      単管足場用 -                    
(安全手摺)      0.1 

ｍ

主体工事 直接仮設工事

主体工事 直接仮設工事



直接工事費　細目別内訳 14

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

仮設材運搬      養生ｼｰﾄ                         
(災害防止用)    1   

㎡
仮設材運搬      ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ                    
(災害防止用)    1   

㎡
仮設材運搬      小幅ﾈｯﾄ                         
(災害防止用)    0.1 

ｍ
仮設材運搬      養生防護棚［枠組(ｺｰﾅｰ部含む)］  
(災害防止用)    0.1 

ｍ

墜落制止用器具費 24か月まで                      
1   

式
計

直接工事費  細目別内訳 15

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

(現状平均GL=設計GL±0)          
★土工事の土の数量は物件ごとに算
出する。                        

根切り          布つぼ堀0ｍ＜H≦1.0ｍ           
0.1 

ｍ3
根切り          布つぼ堀1.0ｍ＜H≦2.0ｍ         

0.1 
ｍ3

根切り          布つぼ堀2.0ｍ＜H≦3.0ｍ         
0.1 

ｍ3
根切り          法付総堀0ｍ＜H≦1.0ｍ           

0.1 
ｍ3

根切り          法付総堀1.0ｍ＜H≦2.0ｍ         
0.1 

ｍ3
根切り          法付総堀2.0ｍ＜H≦3.0ｍ         

0.1 
ｍ3

根切り          山留付総堀0ｍ＜H≦1.0ｍ         
0.1 

ｍ3
根切り          山留付総堀1.0ｍ＜H≦2.0ｍ       

0.1 
ｍ3

根切り          山留付総堀2.0ｍ＜H≦3.0ｍ       
0.1 

ｍ3

床付け          布つぼ掘り -                    
0.1 

㎡
床付け          総掘り     -                    

0.1 
㎡

主体工事 土工事

主体工事 直接仮設工事



直接工事費　細目別内訳 16

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

埋戻し          発生土                          
布つぼ掘部     B種              0.1 

ｍ3
埋戻し          発生土                          

総掘り部     B種                0.1 
ｍ3

盛土            発生土                          
建物内部 B種                    0.1 

ｍ3
仮置土運搬      往復 -     工区内               

-                               0.1 
ｍ3

建設発生土運搬費 場外自由処分                    
1   

ｍ3
建設発生土処分費 場外自由処分                    

1   
ｍ3

土工機械運搬    
1   

式

(地中障害物撤去)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 基礎部                          
0.1 

ｍ3
PC杭上部取壊し  PC杭**φ　L=**m×計**本         

0.1 
ｍ3

PC杭引抜き      PC杭**φ　L=**m×計**本         
1   

式
PC杭引抜き後    
取壊し          0.1 

ｍ3

直接工事費  細目別内訳 17

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

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        地中障害物･屋外撤去             
集積･積込       0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類運搬    コンクリート塊                  

0.1 
ｍ3

処分費          コンクリート塊                  
0.1 

ｍ3
処分費          金属くず                        

▲0.1 
ｔ

計

主体工事 土工事

主体工事 土工事



直接工事費　細目別内訳 18

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

仮設費          
1   

式

(材料費)        

P○　場所打杭   φ0000～0000 L=0000             
0.1 

本
P○　場所打杭   φ0000～0000 L=0000             

0.1 
本

P○　場所打杭   φ0000～0000 L=0000             
0.1 

本
P○　場所打杭   φ0000～0000 L=0000             

0.1 
本

P○　場所打杭   φ0000 L=0000                   
0.1 

本

(施工費)        

ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法     P○の施工費                     
0.1 

本
ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法     P○の施工費                     

0.1 
本

ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法     P○の施工費                     
0.1 

本
ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法     P○の施工費                     

0.1 
本

ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法     P○の施工費                     
0.1 

本

杭頭処理        場所打杭　φ0000　00本          
1   

式

直接工事費  細目別内訳 19

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

杭頭処理        場所打杭　φ0000　00本          
1   

式

建設発生土運搬費 場外自由処分                    
積込費共                        0.1 

ｍ3
建設発生土処分費 場外自由処分(産業廃棄物)        

0.1 
ｍ3

砂利地業        T-**                            
0.1 

ｍ3
計

主体工事 地業工事

主体工事 地業工事



直接工事費　細目別内訳 20

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

異形棒鋼        SD295A D10                      
0.1 

ｔ
異形棒鋼        SD295A D13                      

0.1 
ｔ

異形棒鋼        SD295A D16                      
0.1 

ｔ
異形棒鋼        SD345 D19                       

0.1 
ｔ

異形棒鋼        SD345 D22                       
0.1 

ｔ
異形棒鋼        SD345 D25                       

0.1 
ｔ

異形棒鋼        SD390 D29                       
0.1 

ｔ
異形棒鋼        SD390 D32                       

0.1 
ｔ

異形棒鋼        SD390 D35                       
0.1 

ｔ

スクラップ控除  金属くず                        
▲0.1 

ｔ

鉄筋工場加工組立 一般         細物 D10           
RC造      運搬費共              0.1 

ｔ
鉄筋工場加工組立 一般         細物 D13           

RC造      運搬費共              0.1 
ｔ

鉄筋工場加工組立 一般         太物 重ね          
RC造      運搬費共              0.1 

ｔ

直接工事費  細目別内訳 21

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

鉄筋工場加工組立 一般         太物 圧接          
RC造      運搬費共              0.1 

ｔ
鉄筋工場加工組立 梁貫通孔補強 太物               

RC造      運搬費共              0.1 
ｔ

鉄筋工場加工組立 梁貫通孔補強 細物               
RC造      運搬費共              0.1 

ｔ

ｶﾞｽ圧接         D19 -                           
0.1 

か所
ｶﾞｽ圧接         D19 - D22                       

0.1 
か所

ｶﾞｽ圧接         D22 -                           
0.1 

か所
ｶﾞｽ圧接         D22 - D25                       

0.1 
か所

ｶﾞｽ圧接         D25 -                           
0.1 

か所
ｶﾞｽ圧接         D25 - D29                       

0.1 
か所

ｶﾞｽ圧接         D29 -                           
0.1 

か所
ｶﾞｽ圧接         D29 - D32                       

0.1 
か所

ｶﾞｽ圧接         D32 -                           
0.1 

か所

ﾌｰﾌﾟ･ｽﾀﾗｯﾌﾟ溶接 工場 D10                        
0.1 

か所

主体工事 鉄筋工事

主体工事 鉄筋工事



直接工事費　細目別内訳 22

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

ﾌｰﾌﾟ･ｽﾀﾗｯﾌﾟ溶接 工場 D13                        
0.1 

か所
ﾌｰﾌﾟ･ｽﾀﾗｯﾌﾟ溶接 工場 D16                        

0.1 
か所

ｱｰｸ溶接継手     D25＋D25                        
0.1 

か所
ｱｰｸ溶接継手     D29＋D29                        

0.1 
か所

ｱｰｸ溶接継手     D32＋D32                        
0.1 

か所
ｱｰｸ溶接継手     D35＋D35                        

0.1 
か所

高強度せん断    フック型　S13                   
補強筋          0.1 

ｔ
高強度せん断    溶接閉鎖型　S13                 
補強筋          0.1 

ｔ
高強度せん断    フック型　S13                   
補強筋組立      0.1 

ｔ
高強度せん断    溶接閉鎖型　S13                 
補強筋組立      0.1 

ｔ
高強度せん断    スリーブ　フック型　S13         
補強筋組立      0.1 

ｔ

基礎ﾘﾝｸﾞ筋溶接  現場 D16　10d                   
0.1 

か所

直接工事費  細目別内訳 23

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

計

主体工事 鉄筋工事

主体工事 鉄筋工事



直接工事費　細目別内訳 24

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

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc-18N/mm2 S-15                 
0.1 

ｍ3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc-18N/mm2 S-15                 
0.1 

ｍ3

基礎躯体        Fc-24N/mm2 S-15                 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      0.1 

ｍ3
上部躯体        Fc-33N/mm2 S-18                 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      0.1 

ｍ3
上部躯体        Fc-30N/mm2 S-18                 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      0.1 

ｍ3
上部躯体        Fc-27N/mm2 S-18                 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      0.1 

ｍ3
上部躯体        Fc-24N/mm2 S-18                 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      0.1 

ｍ3
上部躯体        Fc-21N/mm2 S-18                 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      0.1 

ｍ3
上部躯体        Fc-21N/mm2                      
軽量鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  0.1 

ｍ3

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc-18N/mm2                      
0.1 

ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てコンクリート                
0.1 

ｍ3

直接工事費  細目別内訳 25

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

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎底～地中梁天端              
0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  FG天端～Z1                      

0.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  Z1～Z2                          
0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  Z2～Z3                          

0.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  Z3～Z4                          
0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  Z4～Z5                          

0.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  Z5～Z6                          
0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  Z6～Z7                          

0.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  Z7～Z8                          
0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  Z8～Z9                          

0.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  Z9～Z10                         
0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  Z10～Z11                        

0.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  Z11～Z12                        
0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  Z12～Z13                        

0.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  Z13～Z14                        
0.1 

ｍ3

主体工事 コンクリート工事

主体工事 コンクリート工事



直接工事費　細目別内訳 26

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

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3未満                        
圧送費          0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3以上100m3未満               
圧送費          0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     100m3以上                       
圧送費          0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     30m3未満                        
圧送基本料金    0.1 

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     30m3以上50m3未満                
圧送基本料金    0.1 

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3以上100m3未満               
圧送基本料金    0.1 

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     100m3以上                       
圧送基本料金    0.1 

回

構造体強度補正  
1   

式
水ｾﾒﾝﾄ比補正    

1   
式

計

直接工事費  細目別内訳 27

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

普通合板型枠    基礎                            
0.1 

㎡
普通合板型枠    地中梁                          

0.1 
㎡

普通合板型枠    柱                              
0.1 

㎡
普通合板型枠    梁                              

0.1 
㎡

普通合板型枠    壁                              
0.1 

㎡
普通合板型枠    床板                            

0.1 
㎡

普通合板型枠    その他                          
0.1 

㎡
普通合板型枠    簡易                            

0.1 
㎡

打放合板型枠    打放型枠     ﾗｰﾒﾝ構造 地中梁    
0.1 

㎡
打放合板型枠    打放型枠     ﾗｰﾒﾝ構造 柱        

0.1 
㎡

打放合板型枠    打放型枠     ﾗｰﾒﾝ構造 梁        
0.1 

㎡
打放合板型枠    打放型枠     ﾗｰﾒﾝ構造 壁        

0.1 
㎡

打放合板型枠    打放型枠     ﾗｰﾒﾝ構造 床板      
0.1 

㎡
打放合板型枠    打放型枠     ﾗｰﾒﾝ構造 その他    

0.1 
㎡

主体工事 型枠工事

主体工事 コンクリート工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

曲面普通型枠    ﾗｰﾒﾝ構造                        
0.1 

㎡
曲面打放型枠    ﾗｰﾒﾝ構造                        

0.1 
㎡

上面普通型枠    ﾗｰﾒﾝ構造                        
0.1 

㎡
上面打放型枠    ﾗｰﾒﾝ構造                        

0.1 
㎡

勾配普通型枠    ﾗｰﾒﾝ構造                        
0.1 

㎡
勾配打放型枠    ﾗｰﾒﾝ構造                        

0.1 
㎡

円柱型枠        φ***　運搬費共                 
0.1 

㎡

型枠目地棒      30×30                          
0.1 

ｍ
型枠面木        60×60                          

0.1 
ｍ

直接工事費  細目別内訳 29

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

型枠運搬費      
1   

式

打放し面補修    A種 ｺｰﾝ処理                     
RC面 壁                         0.1 

㎡

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ50   200以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ50   300以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ50   400以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ50   500以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ50   600以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ50   700以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ50   800以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ50   900以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ50   1000以下                 
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ50   1100以下                 

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ75   200以下                  
0.1 

か所

主体工事 型枠工事

主体工事 型枠工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ75   300以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ75   400以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ75   500以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ75   600以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ75   700以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ75   800以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ75   900以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ75   1000以下                 

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ75   1100以下                 
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ100  200以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ100  300以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ100  400以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ100  500以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ100  600以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ100  700以下                  
0.1 

か所

直接工事費  細目別内訳 31

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

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ100  800以下                  
1   

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ100  900以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ100  1000以下                 
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ100  1100以下                 

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ125  L-200                    
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ125  200以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ125  300以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ125  400以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ125  500以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ125  600以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ125  700以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ125  800以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ125  900以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ125  1000以下                 

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ125  1100以下                 
0.1 

か所

主体工事 型枠工事

主体工事 型枠工事



直接工事費　細目別内訳 32

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

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ150  200以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ150  300以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ150  400以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ150  500以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ150  600以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ150  700以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ150  800以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ150  900以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ150  1000以下                 
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ150  1100以下                 

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ175  200以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ175  300以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ175  400以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ175  500以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ175  600以下                  
0.1 

か所

直接工事費  細目別内訳 33

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

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ175  700以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ175  800以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ175  900以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ200  1000以下                 

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ175  1100以下                 
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ200  200以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ200  300以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ200  400以下                  

0.01
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ200  500以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ200  600以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ200  700以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ200  800以下                  

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ200  900以下                  
0.1 

か所
設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ200  1000以下                 

0.1 
か所

設備ｽﾘｰﾌﾞ       φ200  1100以下                 
0.1 

か所

主体工事 型枠工事

主体工事 型枠工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

箱抜き          300×250×250                   
0.1 

か所
箱抜き          ***×***×***                   

0.1 
か所

箱抜き          ***×***×***                   
0.1 

か所
箱抜き          ***×***×***                   

0.1 
か所

計

直接工事費  細目別内訳 35

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

計

主体工事 型枠工事

主体工事 鉄骨工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ T-100(塗下地)                   
空洞ﾌﾞﾛｯｸ 16 規格品             0.1 
補強鉄筋共                      ㎡

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ T-120(塗下地)                   
空洞ﾌﾞﾛｯｸ 16 規格品             0.1 
補強鉄筋共                      ㎡

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ T-150(塗下地)                   
空洞ﾌﾞﾛｯｸ 16 規格品             0.1 
補強鉄筋共                      ㎡

計

直接工事費  細目別内訳 37

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

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ T-100(塗下地)                   
空洞ﾌﾞﾛｯｸ 16 規格品             0.1 
補強鉄筋共                      ㎡

計

主体工事 既製コンクリート工事 (外部)

主体工事 既製コンクリート工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋上 敷面 防水C ｼﾙﾊﾞｰ仕上                       
0.1 

㎡
屋上 敷面 防水C A-2 断熱露出防水工法 ｼﾙﾊﾞｰ仕上  

断熱防水用                      0.1 
発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ T-50共          ㎡

屋上 立上り     ｼﾙﾊﾞｰ仕上げ                     
防水C           0.1 

㎡

庇 敷面 防水C   ｶﾗｰ仕上げ                       
0.1 

㎡
庇 敷面 防水C   A-2 断熱露出防水工法 ｶﾗｰ仕上    

断熱防水用                      0.1 
発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ T-50共          ㎡

庇 立上り 防水C ｶﾗｰ仕上                         
0.1 

㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ他 敷面   保護ﾓﾙﾀﾙ共                      
防水B           0.1 

㎡
階段 段床 敷面  保護ﾓﾙﾀﾙ共                      
防水B           0.1 

㎡
ﾊﾞﾙｺﾆｰ他 立上り 保護ﾓﾙﾀﾙ共                      
防水B           0.1 

㎡
屋上PS 敷面     保護ﾓﾙﾀﾙ共                      
防水B           0.1 

㎡

屋上 立上り     A-3 ｱﾙﾐ製 L-10×30×1.5         
防水押え金物    ｼｰﾘﾝｸﾞ共                        0.1 

ｍ
屋上 立上り     A-1 ｱﾙﾐ製 L-100×40×1.5        
防水押え金物    ｼｰﾘﾝｸﾞ共                        0.1 

ｍ

直接工事費  細目別内訳 39

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

屋上 立上り     A-4 ｱﾙﾐ製 L-120×40×1.5        
防水押え金物    ｼｰﾘﾝｸﾞ共                        0.1 

ｍ

打継部          20×20                          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          A-53 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系                  0.1 

ｍ
手摺支柱足元回り 10×10                          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          A-35 変成ｼﾘｺﾝ系                 0.1 

ｍ
建具回り        10×10                          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系                       0.1 

ｍ
建具回り        10×10                          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          変成ｼﾘｺﾝ系                      0.1 

ｍ
EV枠回り        10×10                          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系                       0.1 

ｍ
EV枠回り        10×10                          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          変成ｼﾘｺﾝ系                      0.1 

ｍ
計

主体工事 防水工事 (外部)

主体工事 防水工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集合郵便受箱回り 15×10                          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          A-76 変成ｼﾘｺﾝ系                 0.1 

ｍ
建具回り        10×10                          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系                       0.1 

ｍ
建具回り        10×10                          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          変成ｼﾘｺﾝ系                      0.1 

ｍ
計

直接工事費  細目別内訳 41

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

台所 壁         10×10                          
ｹｲｶﾙ板見切      B-34～36 ｼﾘｺﾝ系(高ﾓｼﾞｭﾗｽ型)     0.1 
ｼｰﾘﾝｸﾞ          ｍ
台所 流し台回り 10×10 L2260                    
ｼｰﾘﾝｸﾞ          B-34 ｼﾘｺﾝ系(高ﾓｼﾞｭﾗｽ型)         0.1 

か所
台所 流し台回り 10×10/2 L835 一般住戸          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          B-34 ｼﾘｺﾝ系(高ﾓｼﾞｭﾗｽ型)         0.1 

か所
台所 流し台回り 10×10/2 L975 身障住戸          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          B-34 ｼﾘｺﾝ系(高ﾓｼﾞｭﾗｽ型)         0.1 

か所
台所 ｺﾝﾛ台回り  10×10/2 L675                   
ｼｰﾘﾝｸﾞ          B-34･35 ｼﾘｺﾝ系(高ﾓｼﾞｭﾗｽ型)      0.1 

か所
計

主体工事 防水工事 (共用部)

主体工事 防水工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 43

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

計

主体工事 防水工事 (住棟内集会所)

主体工事 石工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 45

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

床ﾀｲﾙ張         床ﾀｲﾙA  磁器質 無釉 150㎜角     
下地ﾓﾙﾀﾙ共                      0.1 

㎡
屋上 とい受けﾀｲﾙ A-50 磁器質 床用 100×100       

4枚/1組 下地ﾓﾙﾀﾙ、              1   
防水ｼｰﾄ増貼共                   か所

計

主体工事 タイル工事 (外部)

主体工事 石工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾀｲﾙ張         床ﾀｲﾙA  磁器質 無釉 150㎜角     
下地ﾓﾙﾀﾙ共                      0.1 

㎡
計

直接工事費  細目別内訳 47

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

床ﾀｲﾙ張         床ﾀｲﾙA  磁器質 無釉 150㎜角     
下地ﾓﾙﾀﾙ共                      0.1 

㎡
計

主体工事 タイル工事 (共用部)

主体工事 タイル工事 (住棟内集会所)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造材          JASS用材 米栂 1等               
0.1 

ｍ3

2DK-A(中)       H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-A(中)       H=2900 一般階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-A(中)       H=2900 最上階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-A(妻1)      H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-A(妻1)      H=2900 一般階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-A(妻1)      H=2900 最上階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-A(妻2)      H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-A(妻2)      H=2900 一般階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-A(妻2)      H=2900 最上階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-A(妻A)      H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-A(妻B)      H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸

2DK-B(中)       H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

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

2DK-B(中)       H=2900 一般階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-B(中)       H=2900 最上階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-B(妻1)      H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-B(妻1)      H=2900 一般階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-B(妻1)      H=2900 最上階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-B(妻2)      H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-B(妻2)      H=2900 一般階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-B(妻2)      H=2900 最上階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-B(妻A)      H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-B(妻B)      H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-B(妻ﾛ)      H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-B(妻ﾛ)      H=2900 一般階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK-B(妻ﾛ)      H=2900 最上階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸

3DK(中)         H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸

主体工事 木工事 (内部)

主体工事 木工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

3DK(中)         H=2900 一般階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
3DK(中)         H=2900 最上階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
3DK(妻1)        H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
3DK(妻1)        H=2900 一般階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
3DK(妻1)        H=2900 最上階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
3DK(妻2)        H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
3DK(妻2)        H=2900 一般階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
3DK(妻2)        H=2900 最上階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
3DK(妻A)        H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
3DK(妻B)        H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
3DK(妻ﾛ)        H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
3DK(妻ﾛ)        H=2900 一般階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
3DK(妻ﾛ)        H=2900 最上階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸

3DK-2(中)       H=2900 最上階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

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

3DK-2(妻1)      H=2900 最上階 大工手間共        
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸

2DK身(中)       H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK身(妻1)      H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK身(妻2)      H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK身(妻A)      H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
2DK身(妻B)      H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸

3DK身(中)       H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
3DK身(妻1)      H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
3DK身(妻2)      H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
3DK身(妻A)      H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
3DK身(妻B)      H=2900 1階 大工手間共           
内装ﾊﾟﾈﾙ        1   

戸
計

主体工事 木工事 (内部)

主体工事 木工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

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

塔屋･屋上       100用 VP/VU用                   
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        横引型                          0.1 

ｼｰﾄ防水用                       か所
屋上            100用 VP/VU用                   
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        竪型                            0.1 

ｼｰﾄ防水用                       か所
庇              100用 VP/VU用                   
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        横引型                          0.1 

ｼｰﾄ防水用                       か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ          100用 VP/VU用                   
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｲﾝ        中継型                          0.1 

樹脂防水用                      か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ(1F)      100用 VP/VU用                   
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｲﾝ        中継型                          0.1 

ﾓﾙﾀﾙ用                          か所
廊下            細溝用 50用 VP/VU用             
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｲﾝ        竪型                            0.1 

ﾓﾙﾀﾙ用                          か所
屋外階段        100用 VP/VU用                   
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        竪型                            0.1 

ﾓﾙﾀﾙ用                          か所
屋外階段        100用 VP/VU用                   
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｲﾝ        中継型                          0.1 

ﾓﾙﾀﾙ用                          か所
屋外階段        100用 VP/VU用                   
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｲﾝ        横引型                          0.1 

ﾓﾙﾀﾙ用                          か所
玄関庇          100用 VP/VU用                   
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｲﾝ        横引型                          0.1 

ｼｰﾄ防水用                       か所

廊下･ﾊﾞﾙｺﾆｰ     100 ｶﾗｰVP 樋受金物共            
竪とい          管継手を含む                    0.1 

ｍ
室外機置場      75 ｶﾗｰVP 樋受金物共             
竪とい          管継手を含む                    0.1 

ｍ
廊下(1F) 竪とい 50 ｶﾗｰVP 樋受金物共             

管継手を含む                    0.1 
ｍ

主体工事 木工事 (住棟内集会所)

主体工事 屋根及びとい工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

廊下･ﾊﾞﾙｺﾆｰ     100 ｶﾗｰVU 樋受金物共            
竪とい          管継手を含む                    0.1 

ｍ
廊下･室外機置場 75 ｶﾗｰVU 樋受金物共             
竪とい          管継手を含む                    0.1 

ｍ
廊下 竪とい     50 ｶﾗｰVU 樋受金物共             

管継手を含む                    0.1 
ｍ

竪とい用掃除口  100VP                           
0.1 

か所
竪とい用掃除口  100VU                           

0.1 
か所

竪とい用掃除口  75VU                            
0.1 

か所
竪とい足元ｶﾊﾞｰ  100VP                           

0.1 
か所

竪とい足元ｶﾊﾞｰ  75VP                            
0.1 

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

屋上吊環(A-5)   ｽﾃﾝﾚｽ製 φ120　周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共     
0.1 

か所
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ取付ﾎﾞﾙﾄ 4-M12(SUS304)4本1組             
(A-10)          0.1 

組
棟番号          A-62 ｱﾙﾐ製 中層用               

W135×H540                      0.1 
番号は「1」とする               か所

棟番号          A-62 ｱﾙﾐ製 中層用               
W270×H540                      0.1 
番号は「*(2～0)」とする         か所

棟番号          A-62 ｱﾙﾐ製 中層用               
W135×H540　W270×H540          0.1 
番号は「1*」とする。            か所

棟番号          A-62 ｱﾙﾐ製 高層用               
W215×H860                      0.1 
番号は「1」とする               か所

棟番号          A-62 ｱﾙﾐ製 高層用               
W430×H860                      0.1 
番号は「*(2～0)」とする         か所

棟番号          A-62 ｱﾙﾐ製 高層用               
W135×H540　W270×H540          0.1 
番号は「1*」とする。            か所

物干金物(A-75)  ｱﾙﾐ製 2か所1組                  
(ｱﾙﾐ手摺取付)   0.1 

組
物干金物(A-75)  ｱﾙﾐ製 3か所1組                  
(ｱﾙﾐ手摺取付)   0.1 

組
ｸｰﾗｰ取付用金物  外部      B-17 鋼製 4か所1組    

ﾎﾞﾙﾄ9φ ﾕﾆｸﾛﾑﾒｯｷ仕上            0.1 
ｽﾃﾝﾚｽ2重化粧ﾅｯﾄ                 組
塩化ﾋﾞﾆﾙ板65φ T-3 ｽﾗｲﾄﾞｲﾝｻｰﾄ共 

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔て板   ｱﾙﾐ製 W617×H1800               
(A-51)          繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 T-5              0.1 

避難方向表示共                  か所

主体工事 屋根及びとい工事 (外部)

主体工事 金属工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔て板   ｱﾙﾐ製 W667×H1800               
(A-51)          繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 T-5              0.1 

避難方向表示共                  か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔て板   ｱﾙﾐ製 W717×H1800               
(A-51)          繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 T-5              0.1 

避難方向表示共                  か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔て板   ｱﾙﾐ製 W817×H1800               
(A-51)          繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 T-5              0.1 

避難方向表示共                  か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔て板   ｱﾙﾐ製 W867×H1800               
(A-51)          繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 T-5              0.1 

避難方向表示共                  か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔て板   ｱﾙﾐ製 W917×H1800               
(A-51)          繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 T-5              0.1 

避難方向表示共                  か所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔て板   ｱﾙﾐ製 W604×H1800               
(A-49)          繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 T-5              0.1 

ｽﾃﾝﾚｽ支柱 避難方向表示共        か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔て板   ｱﾙﾐ製 W654×H1800               
(A-49)          繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 T-5              0.1 

ｽﾃﾝﾚｽ支柱 避難方向表示共        か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔て板   ｱﾙﾐ製 W704×H1800               
(A-49)          繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 T-5              0.1 

ｽﾃﾝﾚｽ支柱 避難方向表示共        か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔て板   ｱﾙﾐ製 W804×H1800               
(A-49)          繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 T-5              0.1 

ｽﾃﾝﾚｽ支柱 避難方向表示共        か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔て板   ｱﾙﾐ製 W854×H1800               
(A-49)          繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 T-5              0.1 

ｽﾃﾝﾚｽ支柱 避難方向表示共        か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔て板   ｱﾙﾐ製 W904×H1800               
(A-49)          繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 T-5              0.1 

ｽﾃﾝﾚｽ支柱 避難方向表示共        か所

廊下ｸｰﾗｰﾄﾞﾚﾝ    2DK,3DK ｱﾙﾐ製 L-1535            
排水ﾊﾟｲﾌﾟ(A-20) ごみ防止ｷｬｯﾌﾟ                   0.1 

端部ｷｬｯﾌﾟ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)共          か所
廊下ｸｰﾗｰﾄﾞﾚﾝ    2DK,3DK ｱﾙﾐ製 L-1635            
排水ﾊﾟｲﾌﾟ(A-20) ごみ防止ｷｬｯﾌﾟ                   0.1 

端部ｷｬｯﾌﾟ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)共          か所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

廊下ｸｰﾗｰﾄﾞﾚﾝ    2DK,3DK ｱﾙﾐ製 L-1735            
排水ﾊﾟｲﾌﾟ(A-20) ごみ防止ｷｬｯﾌﾟ                   0.1 

端部ｷｬｯﾌﾟ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)共          か所
廊下ｸｰﾗｰﾄﾞﾚﾝ    2DK,3DK ｱﾙﾐ製 L-1835            
排水ﾊﾟｲﾌﾟ(A-20) ごみ防止ｷｬｯﾌﾟ                   0.1 

端部ｷｬｯﾌﾟ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)共          か所
廊下ｸｰﾗｰﾄﾞﾚﾝ    3DK-2   ｱﾙﾐ製 L-2075            
排水ﾊﾟｲﾌﾟ(A-20) ごみ防止ｷｬｯﾌﾟ                   0.1 

端部ｷｬｯﾌﾟ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)共          か所
廊下ｸｰﾗｰﾄﾞﾚﾝ    3DK-2   ｱﾙﾐ製 L-2175            
排水ﾊﾟｲﾌﾟ(A-20) ごみ防止ｷｬｯﾌﾟ                   0.1 

端部ｷｬｯﾌﾟ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)共          か所
廊下ｸｰﾗｰﾄﾞﾚﾝ    3DK-2   ｱﾙﾐ製 L-2275            
排水ﾊﾟｲﾌﾟ(A-20) ごみ防止ｷｬｯﾌﾟ                   0.1 

端部ｷｬｯﾌﾟ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)共          か所
廊下ｸｰﾗｰﾄﾞﾚﾝ    3DK-2   ｱﾙﾐ製 L-2375            
排水ﾊﾟｲﾌﾟ(A-20) ごみ防止ｷｬｯﾌﾟ                   0.1 

端部ｷｬｯﾌﾟ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)共          か所

身障ﾊﾞﾙｺﾆｰ      ｱﾙﾐ製 開口W1140×H1100 支柱共   
伸縮建具(B-54)  0.1 

か所
身障ﾊﾞﾙｺﾆｰ      ｽﾃﾝﾚｽ製      L1800×W95×H85    
排水溝蓋(B-55)  縞鋼板 T-3 水玉模様             0.1 

切込み W300×H80 8か所共        か所
身障ﾊﾞﾙｺﾆｰ      ｽﾃﾝﾚｽ製 VP50用 L-2000           
排水目皿(B-55)  曲がり 1か所付共                0.1 

か所
身障ﾊﾞﾙｺﾆｰ      ｽﾃﾝﾚｽ製 VP50用 L-2200           
排水目皿(B-55)  曲がり 1か所付共                0.1 

か所
廊下(1F)        黄銅製 VP75 L-780               
排水目皿(A-42)  曲がり 1か所付共                0.1 

か所

廊下面格子(A-77) ｱﾙﾐ製 2DK -A -                  
W1060×H 915 取付金物共         0.1 

か所
廊下面格子(A-77) ｱﾙﾐ製 2DK -B -                  

W1760×H1265 取付金物共         0.1 
か所

主体工事 金属工事 (外部)

主体工事 金属工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

廊下面格子(A-77) ｱﾙﾐ製 2DK -B 妻ﾛ                
W1410×H1115 取付金物共         0.1 

か所
廊下面格子(A-77) ｱﾙﾐ製 3DK -  -                  

W1710×H1115 取付金物共         0.1 
か所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺     A-32 ｱﾙﾐ製 2DK -A 基準階        
H1030-L3800                     0.1 
-                               か所
ｱﾙﾐ押出型材 腰:ｱﾙﾐ目隠しﾙｰﾊﾞｰ   
ｼﾙﾊﾞｰつや消し仕上げ             
支柱足元周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上        

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺     A-32 ｱﾙﾐ製 2DK -A 1階           
H1030-L2850＋H800-L1775         0.1 
-                               か所
ｱﾙﾐ押出型材 腰:ｱﾙﾐ目隠しﾙｰﾊﾞｰ   
ｼﾙﾊﾞｰつや消し仕上げ             
支柱足元周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上        

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺     A-32 ｱﾙﾐ製 2DK -B 基準階        
H1030-L4750                     0.1 
-                               か所
ｱﾙﾐ押出型材 腰:ｱﾙﾐ目隠しﾙｰﾊﾞｰ   
ｼﾙﾊﾞｰつや消し仕上げ             
支柱足元周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上        

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺     A-32 ｱﾙﾐ製 2DK -B 1階           
H1030-L3800＋H800-L1775         0.1 
-                               か所
ｱﾙﾐ押出型材 腰:ｱﾙﾐ目隠しﾙｰﾊﾞｰ   
ｼﾙﾊﾞｰつや消し仕上げ             
支柱足元周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上        

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺     A-32 ｱﾙﾐ製 3DK -  基準階        
H1030-L5700                     0.1 
-                               か所
ｱﾙﾐ押出型材 腰:ｱﾙﾐ目隠しﾙｰﾊﾞｰ   
ｼﾙﾊﾞｰつや消し仕上げ             
支柱足元周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上        

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺     A-32 ｱﾙﾐ製 3DK -  1階           
H1030-L4750＋H800-L1775         0.1 
-                               か所
ｱﾙﾐ押出型材 腰:ｱﾙﾐ目隠しﾙｰﾊﾞｰ   
ｼﾙﾊﾞｰつや消し仕上げ             
支柱足元周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上        
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺     A-32 ｱﾙﾐ製 3DK-2 基準階         
H1030-L3800                     0.1 

か所
ｱﾙﾐ押出型材 腰:ｱﾙﾐ目隠しﾙｰﾊﾞｰ   
ｼﾙﾊﾞｰつや消し仕上げ             
支柱足元周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上        

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺     A-32 ｱﾙﾐ製 2DK 身 -             
H1030-L1900＋H800-L1775         0.1 
-                               か所
ｱﾙﾐ押出型材 腰:ｱﾙﾐ目隠しﾙｰﾊﾞｰ   
ｼﾙﾊﾞｰつや消し仕上げ             
支柱足元周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上        

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺     A-32 ｱﾙﾐ製 3DK 身 -             
H1030-L2850＋H800-L1775         0.1 
-                               か所
ｱﾙﾐ押出型材 腰:ｱﾙﾐ目隠しﾙｰﾊﾞｰ   
ｼﾙﾊﾞｰつや消し仕上げ             
支柱足元周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上        

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺     A-32 ｱﾙﾐ製 2DK 身 ｽﾛｰﾌﾟ         
H550-延L7050                    0.1 
-                               か所
ｱﾙﾐ押出型材 腰:ｱﾙﾐ目隠しﾙｰﾊﾞｰ   
ｼﾙﾊﾞｰつや消し仕上げ             
支柱足元周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上        

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺     A-32 ｱﾙﾐ製 3DK 身 ｽﾛｰﾌﾟ         
H550-延L7050                    0.1 
-                               か所
ｱﾙﾐ押出型材 腰:ｱﾙﾐ目隠しﾙｰﾊﾞｰ   
ｼﾙﾊﾞｰつや消し仕上げ             
支柱足元周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上        

廊下 手摺       A-31 ｱﾙﾐ製 H=730                
(1F)            腰:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ複合ﾊﾟﾈﾙt4            0.1 

1階                             ｍ
ｱﾙﾐ押出型材 腰:ｱﾙﾐ目隠しﾙｰﾊﾞｰ   
ｼﾙﾊﾞｰつや消し仕上げ             
支柱足元周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上        

廊下 手摺       A-31 ｱﾙﾐ製 H=1030               
（2～**F)       腰:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ複合ﾊﾟﾈﾙt4            0.1 

一般階･最上階                   ｍ
ｱﾙﾐ押出型材 腰:ｱﾙﾐ目隠しﾙｰﾊﾞｰ   
ｼﾙﾊﾞｰつや消し仕上げ             
支柱足元周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上        

主体工事 金属工事 (外部)

主体工事 金属工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

廊下 手摺       A-31 ｱﾙﾐ製 H=730                
(1F)            腰:格子                         0.1 

1階                             ｍ
ｱﾙﾐ押出型材 腰:ｱﾙﾐ目隠しﾙｰﾊﾞｰ   
ｼﾙﾊﾞｰつや消し仕上げ             
支柱足元周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上        

廊下 手摺       A-31 ｱﾙﾐ製 H=1030               
（2～**F)       腰:格子                         0.1 

一般階･最上階                   ｍ
ｱﾙﾐ押出型材 腰:ｱﾙﾐ目隠しﾙｰﾊﾞｰ   
ｼﾙﾊﾞｰつや消し仕上げ             
支柱足元周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上        

廊下 手摺       A-34 ｱﾙﾐ製 壁付 34φ            
塩ﾋﾞ被膜手摺                    0.1 

ｍ
廊下 手摺       A-34 ｱﾙﾐ製 壁付 34φ 手摺に取付 

塩ﾋﾞ被膜手摺                    0.1 
ｍ

屋外階段 手摺   A-34･66 ｱﾙﾐ製 壁付 34φ         
塩ﾋﾞ被膜手摺                    0.1 

ｍ
屋外階段        ｽﾃﾝﾚｽ製 H-900                   
R階手摺(A-67)   0.1 

屋外階段        ｽﾃﾝﾚｽ製 H-920                   
R階手摺(A-67-2) 0.1 

EVﾎｰﾙ防雨ｽｸﾘｰﾝ  ｱﾙﾐ製 W1000×H1620(1階)         
(A-78)          ｽｸﾘｰﾝ 網入型板ｶﾞﾗｽ t=6.8        0.1 

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾞﾗｹｯﾄ共                   か所
EVﾎｰﾙ防雨ｽｸﾘｰﾝ  ｱﾙﾐ製 W1000×H1420(基準階)      
(A-78)          ｽｸﾘｰﾝ 網入型板ｶﾞﾗｽ t=6.8        0.1 

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾞﾗｹｯﾄ共                   か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ(1F)      A-**　ｱﾙﾐ製 W**×H**            
目隠しｽｸﾘｰﾝ     ｽｸﾘｰﾝ 網入型板ｶﾞﾗｽ t=6.8        0.1 

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾞﾗｹｯﾄ共                   か所
屋外階段        ENﾌｪﾝｽ W2800×H1250 扉W600共    
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ    0.1 

か所

EXP.J金物       廊下        ｸﾘｱﾗﾝｽ100 ｱﾙﾐ製     
L1612×W220×H1418              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EXP.J金物       2階廊下庇付 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 ｱﾙﾐ製     
L1612×W220×H1418              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       屋上        ｸﾘｱﾗﾝｽ100 ｱﾙﾐ製     
L1612×W500×H532               0.1 

か所

EXP.J金物       廊下        ｸﾘｱﾗﾝｽ150 ｱﾙﾐ製     
L1620×W270×H1422              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       2階廊下庇付 ｸﾘｱﾗﾝｽ150 ｱﾙﾐ製     
L1620×W270×H1422              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       屋上        ｸﾘｱﾗﾝｽ150 ｱﾙﾐ製     
L1620×W550×H532               0.1 

か所

EXP.J金物       廊下        ｸﾘｱﾗﾝｽ200 ｱﾙﾐ製     
L1620×W330×H1425              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       2階廊下庇付 ｸﾘｱﾗﾝｽ200 ｱﾙﾐ製     
L1620×W330×H1425              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       屋上        ｸﾘｱﾗﾝｽ200 ｱﾙﾐ製     
L1620×W650×H535               0.1 

か所

EXP.J金物       廊下        ｸﾘｱﾗﾝｽ250 ｱﾙﾐ製     
L1638×W520×H1444              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       2階廊下庇付 ｸﾘｱﾗﾝｽ250 ｱﾙﾐ製     
L1638×W520×H1444              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       屋上        ｸﾘｱﾗﾝｽ250 ｱﾙﾐ製     
L1638×W750×H545               0.1 

か所

主体工事 金属工事 (外部)

主体工事 金属工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EXP.J金物       廊下        ｸﾘｱﾗﾝｽ300 ｱﾙﾐ製     
L1638×W520×H1444              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       2階廊下庇付 ｸﾘｱﾗﾝｽ300 ｱﾙﾐ製     
L1638×W520×H1444              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       屋上        ｸﾘｱﾗﾝｽ300 ｱﾙﾐ製     
L1638×W800×H545               0.1 

か所

EXP.J金物       廊下        ｸﾘｱﾗﾝｽ350 ｱﾙﾐ製     
L1638×W570×H1445              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       2階廊下庇付 ｸﾘｱﾗﾝｽ350 ｱﾙﾐ製     
L1638×W570×H1445              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       屋上        ｸﾘｱﾗﾝｽ350 ｱﾙﾐ製     
L1638×W850×H546               0.1 

か所

EXP.J金物       廊下        ｸﾘｱﾗﾝｽ400 ｱﾙﾐ製     
L1638×W620×H1445              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       2階廊下庇付 ｸﾘｱﾗﾝｽ400 ｱﾙﾐ製     
L1638×W620×H1445              0.1 

か所
EXP.J金物       屋上        ｸﾘｱﾗﾝｽ400 ｱﾙﾐ製     

L1638×W900×H546               0.1 
か所

EXP.J金物       廊下        ｸﾘｱﾗﾝｽ450 ｱﾙﾐ製     
L1638×W670×H1445              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       2階廊下庇付 ｸﾘｱﾗﾝｽ450 ｱﾙﾐ製     
L1638×W670×H1445              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       屋上        ｸﾘｱﾗﾝｽ450 ｱﾙﾐ製     
L1638×W950×H546               0.1 

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

EXP.J金物       廊下        ｸﾘｱﾗﾝｽ500 ｱﾙﾐ製     
L1638×W790×H1445              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       2階廊下庇付 ｸﾘｱﾗﾝｽ500 ｱﾙﾐ製     
L1638×W790×H1445              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       屋上        ｸﾘｱﾗﾝｽ500 ｱﾙﾐ製     
L1638×W1000×H546              0.1 

か所

EXP.J金物       廊下        ｸﾘｱﾗﾝｽ550 ｱﾙﾐ製     
L1638×W900×H1445              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       2階廊下庇付 ｸﾘｱﾗﾝｽ550 ｱﾙﾐ製     
L1638×W900×H1445              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       屋上        ｸﾘｱﾗﾝｽ550 ｱﾙﾐ製     
L1638×W1050×H546              0.1 

か所

EXP.J金物       廊下        ｸﾘｱﾗﾝｽ600 ｱﾙﾐ製     
L1638×W990×H1445              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       2階廊下庇付 ｸﾘｱﾗﾝｽ600 ｱﾙﾐ製     
L1638×W990×H1445              0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       屋上        ｸﾘｱﾗﾝｽ600 ｱﾙﾐ製     
L1638×W1150×H546              0.1 

か所

EXP.J金物       廊下        ｸﾘｱﾗﾝｽ650 ｱﾙﾐ製     
L1638×W1080×H1445             0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       2階廊下庇付 ｸﾘｱﾗﾝｽ650 ｱﾙﾐ製     
L1638×W1080×H1445             0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

主体工事 金属工事 (外部)

主体工事 金属工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EXP.J金物       屋上        ｸﾘｱﾗﾝｽ650 ｱﾙﾐ製     
L1638×W1200×H546              0.1 

か所

EXP.J金物       廊下        ｸﾘｱﾗﾝｽ700 ｱﾙﾐ製     
L1638×W1170×H1445             0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       2階廊下庇付 ｸﾘｱﾗﾝｽ700 ｱﾙﾐ製     
L1638×W1170×H1445             0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       屋上        ｸﾘｱﾗﾝｽ700 ｱﾙﾐ製     
L1638×W1250×H546              0.1 

か所

EXP.J金物       廊下        ｸﾘｱﾗﾝｽ750 ｱﾙﾐ製     
L1638×W1260×H1445             0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       2階廊下庇付 ｸﾘｱﾗﾝｽ750 ｱﾙﾐ製     
L1638×W1260×H1445             0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       屋上        ｸﾘｱﾗﾝｽ750 ｱﾙﾐ製     
L1638×W1300×H546              0.1 

か所

EXP.J金物       廊下        ｸﾘｱﾗﾝｽ800 ｱﾙﾐ製     
L1638×W1450×H1445             0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       2階廊下庇付 ｸﾘｱﾗﾝｽ800 ｱﾙﾐ製     
L1638×W1450×H1445             0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       屋上        ｸﾘｱﾗﾝｽ800 ｱﾙﾐ製     
L1638×W1350×H546              0.1 

か所

EXP.J金物       廊下        ｸﾘｱﾗﾝｽ100 ｱﾙﾐ製     
L****×W****×H****             0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EXP.J金物       2階廊下庇付 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 ｱﾙﾐ製     
L****×W****×H****             0.1 
床のみｽﾃﾝﾚｽ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共         か所

EXP.J金物       屋上        ｸﾘｱﾗﾝｽ100 ｱﾙﾐ製     
L****×W****×H****             0.1 

か所

EXP.J用         ｽﾃﾝﾚｽ製 L1000×W1200×H200      
連絡ﾌﾞﾘｯｼﾞ(A-68) ｸﾘｱﾗﾝｽ 300用 基礎共             0.1 

ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 W1200×H800 2か所   か所
EXP.J用         ｽﾃﾝﾚｽ製 L1000×W1300×H200      
連絡ﾌﾞﾘｯｼﾞ(A-68) ｸﾘｱﾗﾝｽ 400用 基礎共             0.1 

ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 W1300×H800 2か所   か所
EXP.J用         ｽﾃﾝﾚｽ製 L1000×W1500×H200      
連絡ﾌﾞﾘｯｼﾞ(A-68) ｸﾘｱﾗﾝｽ 600用 基礎共             0.1 

ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 W1500×H800 2か所   か所
EXP.J用         ｽﾃﾝﾚｽ製 L1000×W1700×H200      
連絡ﾌﾞﾘｯｼﾞ(A-68) ｸﾘｱﾗﾝｽ 800用 基礎共             0.1 

ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 W1500×H800 2か所   か所
EXP.J用         ｽﾃﾝﾚｽ製 L1000×W****×H200      
連絡ﾌﾞﾘｯｼﾞ(A-68) ｸﾘｱﾗﾝｽ ***用 基礎共             0.1 

ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 W****×H800 2か所   か所

廊下            鋼製 W****×D****               
落下防止庇      落下防止網 ｽﾃﾝﾚｽ製溶接金網      0.1 
(A-84)          50×50×4φ                     か所

ｽﾃﾝﾚｽ押え金物 ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ止め     
ﾌﾚｰﾑ 鋼製 溶接亜鉛ﾒｯｷ処理       
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共                      

床下点検口      ｽﾃﾝﾚｽ製 600×600                
0.1 

か所
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(A-72)   封水型 鋼製 600φ               

0.1 
か所

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋         ｢電｣文字入   鋼製φ600          
防水型 鎖付                     0.1 

か所

主体工事 金属工事 (外部)

主体工事 金属工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾀﾗｯﾌﾟ    鋼製 W300×D150 4段1組          
RB-16加工 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上       0.1 

か所
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾀﾗｯﾌﾟ    鋼製 W300×D150 3段1組          

RB-16加工 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上       0.1 
か所

屋外階段        金属製  硬質樹脂皮膜            
段鼻 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ    0.1 

ｍ

屋外階段PS      径150 L=240                     
連結送水管      0.1 
ﾂﾊﾞ付鋼管ｽﾘｰﾌﾞ  か所

軽量鉄骨天井下地 25型 ＠300                      
直張り       -                  0.1 
ｲﾝｻｰﾄ共                         ㎡

屋上 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 A-1 ｱﾙﾐ製 W=200                 
(棟上導体)      0.1 

ｍ
屋上 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 A-1 ｱﾙﾐ製 W=225                 
(棟上導体)      0.1 

ｍ
屋上 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 A-1 ｱﾙﾐ製 W=275                 
(棟上導体)      0.1 

ｍ
屋上 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 A-1 ｱﾙﾐ製 W=325                 
(棟上導体)      0.1 

ｍ
屋上 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 A-1 ｱﾙﾐ製 ｺｰﾅｰ部     W=200+225  
(棟上導体)      0.1 

か所
屋上 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 A-1 ｱﾙﾐ製 ｺｰﾅｰ部     W=200+275  
(棟上導体)      0.1 

か所
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屋上 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 A-1 ｱﾙﾐ製 ｺｰﾅｰ部     W=225+225  
(棟上導体)      0.1 

か所
屋上 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 A-1 ｱﾙﾐ製 ｺｰﾅｰ部     W=225+275  
(棟上導体)      0.1 

か所
屋上 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 A-1 ｱﾙﾐ製 ｺｰﾅｰ部     W=275+275  
(棟上導体)      0.1 

か所
屋上 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 A-1 ｱﾙﾐ製 ｺｰﾅｰ部     W=225+325  
(棟上導体)      0.1 

か所
屋上 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 A-1 ｱﾙﾐ製 Z型ｺｰﾅｰ部  W=225 妻部 
(棟上導体)      0.1 

か所
屋上 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 A-1 ｱﾙﾐ製 Z型ｺｰﾅｰ部  W=225 樋部 
(棟上導体)      0.1 

か所
計

主体工事 金属工事 (外部)

主体工事 金属工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

玄関ﾎｰﾙ 手摺    A-34 ｱﾙﾐ製 34φ 塩ﾋﾞ被服手摺    
0.1 

ｍ
PS(1F) ﾏﾝﾎｰﾙ蓋  軽荷重歩行用 鋼製φ600          

簡易防水型                      0.1 
か所

玄関ﾎｰﾙ         25型 ｱﾙﾐ製 450×450 開口補強共  
天井点検口      0.1 

か所
軽量鉄骨天井下地 25型 ＠300                      

直張り       -                  0.1 
ｲﾝｻｰﾄ共                         ㎡

軽量鉄骨天井下地 φ200                           
設備開口補強    0.1 

か所
軽量鉄骨天井下地 φ150                           
設備開口補強    0.1 

か所
軽量鉄骨        25型 下り壁H=**                 
下り天井下地    0.1 

ｍ
計

直接工事費  細目別内訳 69

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

ｸｰﾗｰ取付用金物  内部      B-18 鋼製 2か所1組    
ﾎﾞﾙﾄ9φ ﾕﾆｸﾛﾑﾒｯｷ仕上            0.1 
ｽﾃﾝﾚｽ 2重化粧ﾅｯﾄ                組
塩化ﾋﾞﾆﾙ板 50φ T-3 ｽﾗｲﾄﾞｲﾝｻｰﾄ共

ｸｰﾗｰ取付用金物  木軸･両面 B-19 鋼製 2か所1組    
ﾎﾞﾙﾄ9φ ﾕﾆｸﾛﾑﾒｯｷ仕上            0.1 
ｽﾃﾝﾚｽ 2重化粧ﾅｯﾄ                組
塩化ﾋﾞﾆﾙ板 50φ T-3共           

SUS製(樹脂被覆) 玄関      B-28･31               
手摺            φ34 W600×D30～50       ﾊﾟﾈﾙ付 0.1 

か所
SUS製(樹脂被覆) 便所      B-29･30               
手摺            φ34 W600×D30～50×H700 防露付 0.1 

か所
SUS製(樹脂被覆) 便所      B-29･31               
手摺            φ34 W600×D30～50×H700 ﾊﾟﾈﾙ付 0.1 

か所
SUS製(樹脂被覆) 便所･洗面 B-27                  
手摺            φ34 W800×D230×H800    ﾊﾟﾈﾙ付 0.1 

か所
SUS製(樹脂被覆) 便所･洗面 B-27                  
手摺            φ34 W700 跳ね上げ式     ﾊﾟﾈﾙ付 0.1 

か所

床下点検口      ｱﾙﾐ製   450×450                
0.1 

か所
MB内床下点検口  ｽﾃﾝﾚｽ製 W630×D530 蓋二つ割     
(A-73)          枠及び縁金物･蓋固定用ﾎﾞﾙﾄ共     0.1 

か所
玄関 上り框ｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 W45×H20                
(B-47)          0.1 

ｍ
計

主体工事 金属工事 (内部)

主体工事 金属工事 (共用部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

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

計

主体工事 金属工事 (住棟内集会所)

主体工事 金属工事 (住棟内自転車置場)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防水下 敷面     ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押え共                  
ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ         0.1 

㎡
廊下,ﾊﾞﾙｺﾆｰ 床  T-30 目地切共 立下り共          
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

㎡
廊下,ﾊﾞﾙｺﾆｰ 床  T-30 目地切共 立下り共          
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え 0.1 

㎡
階段踊場 床     T-30                            
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え 0.1 

㎡
階段踊場 段床   T-30                            
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え 0.1 

㎡

幅木            T-20 H<100                      
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

ｍ
幅木            T-20 H<200                      
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

ｍ
幅木            T-20 H<300                      
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

ｍ
幅木            T-20 H<400                      
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

ｍ
幅木            A-19,25 T-20 H<400              
ﾓﾙﾀﾙこて押え    ｺｰﾅｰﾓﾙﾀﾙ80×80共                0.1 

ｍ
幅木            T-20 H<100                      
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え 0.1 

ｍ
幅木            T-20 H<200                      
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え 0.1 

ｍ
階段 ｻｻﾗ幅木    T-20                            
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え 0.1 

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

階段下 床       
ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え  0.1 

㎡

壁 ﾓﾙﾀﾙこて押え T-20                            
0.1 

㎡
壁 ﾓﾙﾀﾙこて押え T-30 CB面                       

0.1 
㎡

手摺下笠木      A-33 TW-150                     
ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え  0.1 

ｍ
手摺笠木        A-37 TW-160                     
ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え  0.1 

ｍ
ﾊﾞﾙｺﾆｰ水切      A-80 TW-65                      
ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え  0.1 

ｍ
隔板下          A-49,51 TW-150                  
ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え  0.1 

ｍ
屋上笠木        A-67 TW-180                     
ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え  0.1 

ｍ
階段ﾌｪﾝｽ下      TW-150                          
ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え  0.1 

ｍ
基礎天端        設備基礎                        
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

㎡

ﾓﾙﾀﾙこて押え    -       屋上PS天端         T-30 
C134                            0.1 

㎡
ﾓﾙﾀﾙこて押え    C-134     屋上PS見付            

T-30     TW-60                  0.1 
-                               ｍ

主体工事 左官工事 (外部)

主体工事 左官工事 (外部)



直接工事費　細目別内訳 74

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

ﾓﾙﾀﾙこて押え    C-134     屋上PS見付            
T-30     TW-80                  0.1 
-                               ｍ

床下換気用立上り T-20 A-27 CB面                  
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

㎡
床下換気用立上り T-30 A-71,72                    
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

㎡
床下換気用立上り T-30 A-71,72 CB面               
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

㎡

１F手摺下 笠木  A-35,37 T-20～25 TW-330         
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

ｍ
１F手摺下 笠木  A-36,38 T-20～25 TW-330         
ﾓﾙﾀﾙこて押え    ｺｰﾅｰﾓﾙﾀﾙ80×80共                0.1 

ｍ
１Fﾊﾞﾙｺﾆｰ 水切  A-80 T-20～30 TW-120            
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

ｍ
１Fﾊﾞﾙｺﾆｰ 隔板下 A-49,51 T-25～30 TW-340         
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

ｍ
１F廊下,ﾊﾞﾙｺﾆｰ溝 A-61 T-20～45 TW-115            
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

ｍ
１Fﾊﾞﾙｺﾆｰﾄﾞﾚｲﾝ溝 A-44,49 T-20～45 TW-315         
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

ｍ
１Fﾊﾞﾙｺﾆｰ溝     B-55 T-20～30 TW-205            
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え -       屋上PS天端         T-30 
C134                            0.1 

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

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え C-134     屋上PS見付            
T-30     TW-60                  0.1 
-                               ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え C-134     屋上PS見付            
T-30     TW-80                  0.1 
-                               ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-71･72 床下換気用天端     T-30 
-                               0.1 

㎡
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-71･72   床下換気用立上        

T-20     H-70                   0.1 
-                               ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-71      床下換気用立下        
T-30     H-170                  0.1 

ｍ
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-72      床下換気用立下        

T-30     H-225                  0.1 
ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-71      床下換気用見付        
T-30     TW-280                 0.1 

ｍ
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-72      床下換気用見付        

T-30     TW-330                 0.1 
-                               ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-27    ﾊﾞﾙｺﾆｰ下換気口天端 T-30 
-                               0.1 

㎡
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-27      ﾊﾞﾙｺﾆｰ下換気口見付    

T-30     TW-80                  0.1 
-                               ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-27      ﾊﾞﾙｺﾆｰ下換気口見付    
T-30     TW-60                  0.1 
-                               ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-16      2階廊下庇天端         
T-20～30 TW-400                 0.1 
出隅3か所､入隅1か所             ｍ

主体工事 左官工事 (外部)

主体工事 左官工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-16      2階廊下庇立上         
T-20     H-140                  0.1 
-                               ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-16      2階庇小口見付         
T-30     TW-35                  0.1 
-                               ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-30      妻窓庇天端            
T-30     TW-610                 0.1 
出隅3か所､入隅1か所             ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-30      庇小口見付            
T-30     TW-60                  0.1 
-                               ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え -         塔屋庇天端            
T-30     TW-595                 0.1 
出隅3か所､入隅1か所             ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え -         塔屋庇小口見付        
T-30     TW-40                  0.1 
-                               ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-35･37   手摺下笠木            
T-20～25 TW-330                 0.1 
-                               ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-80      ﾊﾞﾙｺﾆｰ水切            
T-20～30 TW-120                 0.1 
-                               ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-49･51   ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板下          
T-25～30 TW-340                 0.1 
-                               ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-61      廊下･ﾊﾞﾙｺﾆｰ溝         
T-20～45 TW-115                 0.1 
-                               ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-44･49   ﾊﾞﾙｺﾆｰﾄﾞﾚﾝ溝          
T-20～45 TW-315                 0.1 
-                               ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え A-61      階段 段型溝           
T-20～45 TW-115                 0.1 
-                               ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え C-127･133 階段C廊下溝           
T-20～30 TW-150                 0.1 
-                               ｍ

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え C-114･115 階段A踊り場溝         
T-20～30 TW-210                 0.1 
-                               ｍ

建具廻りﾓﾙﾀﾙ詰め (外部)防水材入り                
0.1 

ｍ

吹付3           ｼｰﾗｰ共 RC面                     
0.1 

㎡
吹付3           ｼｰﾗｰ共 ﾓﾙﾀﾙ面                   

0.1 
㎡

吹付5           ｼｰﾗｰ共 RC面                     
0.1 

㎡
吹付5           ｼｰﾗｰ共 繊維混入ｾﾒﾝﾄ板面         

0.1 
㎡

吹付7           ｼｰﾗｰ共 RC面                     
0.1 

㎡
吹付7           ｼｰﾗｰ共 ﾓﾙﾀﾙ面                   

0.1 
㎡

吹付8           ｼｰﾗｰ共 RC面                     
0.1 

㎡

吹付下地調整    RC面 壁                         
0.1 

㎡
計

主体工事 左官工事 (外部)

主体工事 左官工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床下換気用B 床  
ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え  0.1 

㎡

MDF室 床        T-30                            
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え 0.1 

㎡
MDF室 段床      T-30                            
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え 0.1 

㎡
EVﾋﾟｯﾄ 床       T-30                            
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え 0.1 

㎡
EVﾋﾟｯﾄ 立上り   T-20                            
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え 0.1 

㎡

幅木            T-20 H<100                      
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

ｍ
幅木            T-20 H<100 CB面                 
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

ｍ
幅木            T-20 H<400                      
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

ｍ
幅木            T-20 H<400 CB面                 
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

ｍ
階段 ｻｻﾗ幅木    T-20                            
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

ｍ
幅木            T-20 H<100                      
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え 0.1 

ｍ
階段 ｻｻﾗ幅木    T-20                            
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え 0.1 

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

壁 ﾓﾙﾀﾙこて押え T-20                            
0.1 

㎡
壁 ﾓﾙﾀﾙこて押え T-20 CB面                       

0.1 
㎡

ﾓﾙﾀﾙこて押え    -         SD額縁                
-        TW-80  -               0.1 

ｍ

建具廻りﾓﾙﾀﾙ詰め (内部)                          
0.1 

ｍ

吹付3           ｼｰﾗｰ共 RC面                     
0.1 

㎡
吹付3           ｼｰﾗｰ共 ﾓﾙﾀﾙ面                   

0.1 
㎡

吹付5           ｼｰﾗｰ共 繊維混入ｾﾒﾝﾄ板面         
0.1 

㎡

吹付下地調整    RC面 壁                         
0.1 

㎡
計

主体工事 左官工事 (共用部)

主体工事 左官工事 (共用部)



直接工事費　細目別内訳 80

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

畳下 床         T-18                            
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

㎡

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え B-4     玄関床(一般住戸)   T-47 
張物下                          0.1 

㎡
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え B-47･53 玄関床(身障住戸)   T-53 

張物下                          0.1 
㎡

防水ﾓﾙﾀﾙこて押え MB床 T-25                       
0.1 

㎡

MB 幅木         T-20 H<300                      
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え 0.1 

ｍ
MB 幅木         T-20 H<500                      
防水ﾓﾙﾀﾙこて押え 0.1 

ｍ

防露下 壁       T-20                            
ﾓﾙﾀﾙこて押え    0.1 

㎡

ﾓﾙﾀﾙこて押え    A-82,83   MB額縁                
-        TW-80  -               1   

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

計

主体工事 左官工事 (住棟内集会所)

主体工事 左官工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

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

(2DK-A)         

D-1 ﾌﾗｯｼｭ戸     引違い    W1675×H1800          
0.1 

か所
D-2 ﾌﾗｯｼｭ戸     片開き    W785×H1790           

0.1 
か所

H-1 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ戸襖  2枚引違い W1600×H1800          
0.1 

か所
H-2 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ戸襖  片引き    W890×H1800           

0.1 
か所

H-3 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ戸襖  3枚引違い W2400×H1800          
0.1 

か所
H-4 襖          引違い    W1735×H1800          

0.1 
か所

H-4 襖          引違い    W1750×H1800          
0.1 

か所
(2DK-B)         

D-1 ﾌﾗｯｼｭ戸     片引き    W975×H1800           
0.1 

か所
D-2 ﾌﾗｯｼｭ戸     片開き    W785×H1790           

0.1 
か所

D-3 ｶﾞﾗｽ入      片開き    W830×H1890           
ﾌﾗｯｼｭ戸         0.1 

か所
H-1 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ戸襖  4枚引違い W3200×H1800          

0.1 
か所

H-2 襖          4枚引違い W2610×H1800          
0.1 

か所
H-2 襖          4枚引違い W2625×H1800          

0.1 
か所

主体工事 左官工事 (住棟内自転車置場)

主体工事 木製建具工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

H-3 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ戸襖  引違い    W1600×H1800          
0.1 

か所
H-4 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ戸襖  3枚引違い W2610×H1800          

0.1 
か所

H-4 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ戸襖  3枚引違い W2625×H1800          
0.1 

か所
(3DK)           

D-1 ﾌﾗｯｼｭ戸     片引き    W975×H1800           
0.1 

か所
D-2 ﾌﾗｯｼｭ戸     片開き    W785×H1790           

0.1 
か所

D-3 ｶﾞﾗｽ入      片開き    W830×H1890           
ﾌﾗｯｼｭ戸         0.1 

か所
D-4 ﾌﾗｯｼｭ戸     片開き    W800×H1793           

0.1 
か所

H-1 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ戸襖  4枚引違い W3200×H1800          
0.1 

か所
H-2 襖          3枚引違い W2550×H1800          

0.1 
か所

H-3 襖          4枚引違い W3485×H1800          
0.1 

か所
H-3 襖          4枚引違い W3500×H1800          

0.1 
か所

H-4 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ戸襖  引違い    W1600×H1800          
0.1 

か所
H-5 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ戸襖  引違い    W1675×H1800          

0.1 
か所

(3DK-2)         
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

D-1 ﾌﾗｯｼｭ戸     片引き    W975×H1800           
0.1 

か所
D-2 ﾌﾗｯｼｭ戸     片開き    W795×H1790           

0.1 
か所

H-1 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ戸襖  片開き    W800×H1790           
0.1 

か所
H-1 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ戸襖  片開き    W815×H1790           

0.1 
か所

H-2 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ戸襖  4枚引違い W3540×H1800          
0.1 

か所
H-3 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ戸襖  片引き    W870×H1800           

0.1 
か所

H-4 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ戸襖  引違い    W1600×H1800          
0.1 

か所
H-5 襖          引違い    W1700×H1800          

0.1 
か所

H-6 襖          片開き    W810×H1790           
0.1 

か所
H-6 襖          片開き    W825×H1790           

0.1 
か所

(2DK身障)       

D-1 ﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰ戸 片引き    W1780×H1800          
0.1 

か所
D-2 ﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰ戸 片引き    W1075×H1800          

0.1 
か所

D-3 ﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰ戸 片引き    W1980×H1800          
0.1 

か所
D-4 ﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰ戸 4枚引違い W3540×H1800          

0.1 
か所

主体工事 木製建具工事 (内部)

主体工事 木製建具工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(3DK身障)       

D-1 ﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰ戸 片引き    W1780×H1800          
0.1 

か所
D-2 ﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰ戸 片引き    W1075×H1800          

0.1 
か所

D-3 ﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰ戸 片引き    W1075×H1800          
0.1 

か所
D-4 ﾌﾗｯｼｭ戸     引違い    W1670×H1800          

0.1 
か所

D-5 ﾌﾗｯｼｭ戸     4枚引違い W2510×H1800          
0.1 

か所
D-6 ﾌﾗｯｼｭ戸     引違い    W1535×H1800          

0.1 
か所

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

計

主体工事 木製建具工事 (住棟内集会所)

主体工事 木製建具工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(2DK-A)         

SD-1            片開き両面ﾌﾗｯｼｭ戸               
2DK-A     -                     
W850×H1900      特定防火設備   
-                               

0.1 
か所

BL-bs型 玄関ﾄﾞｱ(気密式)         
長寿対応及び建物変形対応ﾄﾞｱ     
常時閉鎖型 遮音等級 T-1         
ｽﾃﾝﾚｽ沓摺共                     

SD-2            片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸               
2DK-A     -     W840×H1890     0.1 
-            -                  か所
A-83 ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ付                
給湯器取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄPL-2.3加工共  

SD-3            片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸               
2DK-A     -     W840×H1890     0.1 
-            -                  か所
A-83 ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ付                
給湯器取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄPL-2.3加工共  
消火器取付金物(ﾒｰｶｰ支給品)共    

SD-4            鋼製ﾊﾟﾈﾙ                        
2DK-A     -     W320×H1800     0.1 
特定防火設備 -                  か所
A-82                            

AW-1            引違い窓(網戸付き)              
2DK-A     - W1100×H900         0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
耐風圧性能 S-4                  
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-1            引違い窓(網戸付き)              
2DK-A     - W1100×H900         0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐風圧性能 S-6                  
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-2            引違い窓(網戸付き) 換気小窓付   
2DK-A     - W1500×H1800        0.1 
BL-C型に準ずる                  か所
耐風圧性能 S-4                  
遮音等級 T-1                    
網戸は可動とする                
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-2            引違い窓(網戸付き) 換気小窓付   
2DK-A     - W1500×H1800        0.1 
BL-C型に準ずる　鍵付きｸﾚｾﾝﾄ     か所
耐風圧性能 S-4                  
遮音等級 T-1                    
網戸は可動とする                
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-2            引違い窓(網戸付き) 換気小窓付   
2DK-A     - W1500×H1800        0.1 
BL-C型に準ずる                  か所
耐風圧性能 S-6                  
遮音等級 T-1                    
網戸は可動とする                
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-3            引違い窓(網戸付き) 換気小窓付   
2DK-A     - W1700×H1800        0.1 
BL-C型に準ずる                  か所
耐風圧性能 S-4                  
遮音等級 T-1                    
網戸は可動とする                
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-3            引違い窓(網戸付き) 換気小窓付   
2DK-A     - W1700×H1800        0.1 
BL-C型に準ずる 鍵付ｸﾚｾﾝﾄ        か所

主体工事 金属製建具工事 (外部)

主体工事 金属製建具工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐風圧性能 S-4                  
遮音等級 T-1                    
網戸は可動とする                
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-3            引違い窓(網戸付き) 換気小窓付   
2DK-A     - W1700×H1800        0.1 
BL-C型に準ずる                  か所
耐風圧性能 S-6                  
遮音等級 T-1                    
網戸は可動とする                
養生ｶｰﾃﾝ共                      

(2DK-B)         

SD-1            片開き両面ﾌﾗｯｼｭ戸               
2DK-B     -                     
W850×H1900      特定防火設備   
-                               

0.1 
か所

BL-bs型 玄関ﾄﾞｱ(気密式)         
長寿対応及び建物変形対応ﾄﾞｱ     
常時閉鎖型 遮音等級 T-1         
ｽﾃﾝﾚｽ沓摺共                     

SD-2            片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸               
2DK-B     -     W840×H1890     0.1 
-            -                  か所
A-83 ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ付                
給湯器取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄPL-2.3加工共  

SD-3            片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸               
2DK-B     -     W840×H1890     0.1 
-            -                  か所
A-83 ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ付                
給湯器取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄPL-2.3加工共  
消火器取付金物(ﾒｰｶｰ支給品)共    
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AW-1            引違い窓(網戸付き)              
2DK-B     - W1800×H1250        0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
耐風圧性能 S-4                  
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-1            引違い窓(網戸付き)              
2DK-B     - W1800×H1250        0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
耐風圧性能 S-6                  
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-2            引違い窓(網戸付き) 換気小窓付   
2DK-B     - W1700×H1800        0.1 
BL-C型に準ずる                  か所
耐風圧性能 S-4                  
遮音等級 T-1                    
網戸は可動とする                
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-2            引違い窓(網戸付き) 換気小窓付   
2DK-B     - W1700×H1800        0.1 
BL-C型に準ずる 鍵付きｸﾚｾﾝﾄ      か所
耐風圧性能 S-4                  
遮音等級 T-1                    
網戸は可動とする                
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-2            引違い窓(網戸付き) 換気小窓付   
2DK-B     - W1700×H1800        0.1 
BL-C型に準ずる                  か所
耐風圧性能 S-6                  
遮音等級 T-1                    
網戸は可動とする                
養生ｶｰﾃﾝ共                      

主体工事 金属製建具工事 (外部)

主体工事 金属製建具工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AW-3            引違い窓(網戸付き)              
2DK-B     - W1450×H1100        0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
耐風圧性能 S-4                  
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-3            引違い窓(網戸付き)              
2DK-B     - W1450×H1100        0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
耐風圧性能 S-4　鍵付きｸﾚｾﾝﾄ     
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-3            引違い窓(網戸付き)              
2DK-B     - W1450×H1100        0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
耐風圧性能 S-6                  
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      
養生ｶｰﾃﾝ共                      

(3DK)           

SD-1            片開き両面ﾌﾗｯｼｭ戸               
3DK       -                     
W850×H1900      特定防火設備   
-                               

0.1 
か所

BL-bs型 玄関ﾄﾞｱ(気密式)         
長寿対応及び建物変形対応ﾄﾞｱ     
常時閉鎖型 遮音等級 T-1         
ｽﾃﾝﾚｽ沓摺共                     

SD-2            片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸               
3DK       -     W1870×H1890    0.1 
-            -                  か所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

A-83 ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ付                
給湯器取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄPL-2.3加工共  

SD-3            片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸               
3DK       -     W1870×H1890    0.1 
-            -                  か所
A-83 ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ付                
給湯器取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄPL-2.3加工共  
消火器取付金物(ﾒｰｶｰ支給品)共    

AW-1            引違い窓(網戸付き)              
3DK       - W1750×H1100        0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
耐風圧性能 S-4                  
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-1            引違い窓(網戸付き)              
3DK       - W1750×H1100        0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
耐風圧性能 S-6                  
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-2            引違い窓(網戸付き) 換気小窓付   
3DK       - W1700×H1800        0.1 
BL-C型に準ずる                  か所
耐風圧性能 S-4                  
遮音等級 T-1                    
網戸は可動とする                
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-2            引違い窓(網戸付き) 換気小窓付   
3DK       - W1700×H1800        0.1 
BL-C型に準ずる 鍵付きｸﾚｾﾝﾄ      か所
耐風圧性能 S-4                  
遮音等級 T-1                    
網戸は可動とする                
養生ｶｰﾃﾝ共                      

主体工事 金属製建具工事 (外部)

主体工事 金属製建具工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AW-2            引違い窓(網戸付き) 換気小窓付   
3DK       - W1700×H1800        0.1 
BL-C型に準ずる                  か所
耐風圧性能 S-6                  
遮音等級 T-1                    
網戸は可動とする                
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-3            引違い窓(網戸付き)              
3DK       - W1450×H1100        0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
耐風圧性能 S-4                  
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-3            引違い窓(網戸付き)              
3DK       - W1450×H1100        0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
耐風圧性能 S-4　鍵付きｸﾚｾﾝﾄ     
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-3            引違い窓(網戸付き)              
3DK       - W1450×H1100        0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
耐風圧性能 S-6                  
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      
養生ｶｰﾃﾝ共                      

(3DK-2)         

SD-1            片開き両面ﾌﾗｯｼｭ戸               
3DK-2     -                     
W850×H1900      特定防火設備   
-                               

0.1 
か所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

BL-bs型 玄関ﾄﾞｱ(気密式)         
長寿対応及び建物変形対応ﾄﾞｱ     
常時閉鎖型 遮音等級 T-1         
ｽﾃﾝﾚｽ沓摺共                     

SD-2            片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸               
3DK-2     -     W840×H1890     0.1 
-            -                  か所
A-83 ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ付                
給湯器取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄPL-2.3加工共  

SD-3            片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸               
3DK-2     -     W840×H1890     0.1 
-            -                  か所
A-83 ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ付                
給湯器取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄPL-2.3加工共  
消火器取付金物(ﾒｰｶｰ支給品)共    

SD-4            鋼製ﾊﾟﾈﾙ                        
3DK-2     -     W630×H1800     0.1 
特定防火設備 -                  か所
A-82                            

SD-5            鋼製ﾊﾟﾈﾙ                        
3DK-2     -     W320×H1800     0.1 
特定防火設備 -                  か所
A-82                            

AW-1            引違い窓(網戸付き) 換気小窓付   
3DK-2     - W1700×H1800        0.1 
BL-C型に準ずる                  か所
耐風圧性能 S-6                  
遮音等級 T-1                    
網戸は可動とする                
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-2            引違い窓(網戸付き)              
3DK-2     - W800×H900          0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
耐風圧性能 S-6                  
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      

主体工事 金属製建具工事 (外部)

主体工事 金属製建具工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-3            引違い窓(網戸付き) 換気小窓付   
3DK-2     - W1500×H1800        0.1 
BL-C型に準ずる                  か所
耐風圧性能 S-6                  
遮音等級 T-1                    
網戸は可動とする                
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-4            引違い窓(網戸付き)              
3DK-2     - W1700×H1100        0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
耐風圧性能 S-6                  
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      
養生ｶｰﾃﾝ共                      

(2DK身)         

SD-1            片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸               
2DK(身)   -                     
W2145×1890      -              
-                               

0.1 
か所

A-83 ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ付                
給湯器取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄPL-2.3加工共  

SD-2            片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸               
2DK(身)   -     W2145×1890     0.1 
-            -                  か所
A-83 ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ付                
給湯器取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄPL-2.3加工共  
消火器取付金物(ﾒｰｶｰ支給品)共    

LSD-1           片引き鋼製軽量ﾄﾞｱ(自閉式)       
2DK(身)   - W1050×H1800        0.1 
ｶﾞﾗｽ入り     -                  か所
防火設備 自閉装置付             
無方向錠 ｽﾃﾝﾚｽ沓摺共            
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AW-1            引違い窓(網戸付き)              
2DK(身)   - W975×H1200         0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
耐風圧性能 S-4                  
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-2            引違い窓(網戸付き) 換気小窓付   
2DK(身)   - W1800×H1900        0.1 
BL-C型に準ずる　鍵付きｸﾚｾﾝﾄ     か所
耐風圧性能 S-4 B-55段差解消型ｻｯｼ
遮音等級 T-1                    
網戸は可動とする                
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-3            引違い窓(網戸付き)              
2DK(身)   - W1450×H1100        0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
耐風圧性能 S-4　鍵付きｸﾚｾﾝﾄ     
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      
養生ｶｰﾃﾝ共                      

(3DK身)         

SD-1            片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸               
3DK(身)   -                     
W1985×H1890     -              
-                               

0.1 
か所

A-83 ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ付                
給湯器取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄPL-2.3加工共  

SD-2            片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸               
3DK(身)   -     W1985×H1890    0.1 
-            -                  か所
A-83 ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ付                
給湯器取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄPL-2.3加工共  
消火器取付金物(ﾒｰｶｰ支給品)共    

主体工事 金属製建具工事 (外部)

主体工事 金属製建具工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LSD-1           片引き鋼製軽量ﾄﾞｱ(自閉式)       
3DK(身)   - W1050×H1800        0.1 
ｶﾞﾗｽ入り     -                  か所
防火設備 自閉装置付             
無方向錠 ｽﾃﾝﾚｽ沓摺共            

AW-1            引違い窓(網戸付き) 換気小窓付   
3DK(身)   - W1800×H1900        0.1 
BL-C型に準ずる 鍵付きｸﾚｾﾝﾄ      か所
耐風圧性能 S-4 B-55段差解消型ｻｯｼ
遮音等級 T-1                    
網戸は可動とする                
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-2            引違い窓(網戸付き)              
3DK(身)   - W1750×H1100        0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
耐風圧性能 S-4                  
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      
養生ｶｰﾃﾝ共                      

AW-3            引違い窓(網戸付き)              
3DK(身)妻 - W1450×H1100        0.1 
BL-C型に準ずる 防火設備         か所
耐風圧性能 S-4　鍵付きｸﾚｾﾝﾄ     
遮音等級 T-1                    
2重水切付 網戸は可動とする      
養生ｶｰﾃﾝ共                      

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

(玄関ﾎｰﾙ)       

SD-1            片開き両面ﾌﾗｯｼｭ戸               
玄関ﾎｰﾙ   W800×H1800           0.1 
特定防火設備 常時閉鎖型         か所

SD-2            鋼製ﾊﾟﾈﾙ                        
玄関ﾎｰﾙ   W320×H1800           0.1 
特定防火設備                    か所
A-82                            

(EVﾎｰﾙ)         

SD-1            片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸               
ｺｱ(EV)    W400×H300            0.1 
煙感知器取付用金物              か所
L-40×40×3 L-230               
水切 PL-1.6共                   

(屋外階段A)     

SD-1            片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸               
屋外階段  A     W600×H1800     0.1 
特定防火設備 常時閉鎖型         か所
遮煙対応                        

SD-2            片開き両面ﾌﾗｯｼｭ戸               
屋外階段  A     W600×H1800     0.1 
沓摺なし     -                  か所

SD-3            片開き両面ﾌﾗｯｼｭ戸               
MDF室     W800×H1800           0.1 
特定防火設備 常時閉鎖型         か所

(屋外階段B)     

SD-2            片開き両面ﾌﾗｯｼｭ戸               
屋外階段  B     W600×H1800     0.1 
沓摺なし     -                  か所

(屋外階段C)     

主体工事 金属製建具工事 (共用部)

主体工事 金属製建具工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-1            片開き両面ﾌﾗｯｼｭ戸               
屋外階段  C     W800×H1800     0.1 
特定防火設備 常時閉鎖型         か所

SD-2            片開き両面ﾌﾗｯｼｭ戸               
屋外階段  C     W600×H1800     0.1 
沓摺なし     -                  か所

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

計

主体工事 金属製建具工事 (共用部)

主体工事 金属製建具工事 (住棟内集会所)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(自転車置場)    

SD-2            片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸               
自転車置場 W800×H1800          0.1 
特定防火設備 常時閉鎖型         か所
消火器取付金物(ﾒｰｶｰ支給品)共    

SD-3            鋼製ﾊﾟﾈﾙ                        
自転車置場 W320×H1800          0.1 
特定防火設備                    か所
A-82                            

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

(鋼製建具用)    

ｶﾞﾗｽ取付        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ(透明)  T-5             
0.1 

㎡
ｶﾞﾗｽ取付        型板ｶﾞﾗｽ        T-6             

0.1 
㎡

ｶﾞﾗｽ取付        網入磨き板ｶﾞﾗｽ    T-6.8         
0.1 

㎡
ｶﾞﾗｽ取付        網入型板ｶﾞﾗｽ    T-6.8           

0.1 
㎡

(小窓用)        

小窓ｶﾞﾗｽ取付    ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ(透明) -    T-5         
W375×H120                      0.1 

枚
小窓ｶﾞﾗｽ取付    ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ(透明) -    T-5         

W425×H120                      0.1 
枚

小窓ｶﾞﾗｽ取付    ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ(透明) -    T-5         
W450×H120                      0.1 

枚
(木製建具用)    

ｶﾞﾗｽ取付        型板ｶﾞﾗｽ       T-4              
0.1 

㎡

ｶﾞﾗｽ清掃        
養生ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ     0.1 

㎡
ｶﾞﾗｽ廻りｶﾞｽｹｯﾄ  ｱﾙﾐ製建具用                     

0.1 
ｍ

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  ｼﾘｺﾝ1成分 4×4 鋼製建具用       
0.1 

ｍ

主体工事 金属製建具工事 (住棟内自転車置場)

主体工事 ガラス工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

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

計

主体工事 ガラス工事 (住棟内集会所)

主体工事 ガラス工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

塗装８          木部 素地ごしらえ共             
(OSC塗)細巾物   0.1 

ｍ
塗装１          鉄部       鋼製建具面           
(SOP塗)         -              工程B種 -        0.1 

㎡

ﾜｯｸｽ掛け        木製建具面 素地ごしらえ共       
(細巾物)        0.1 

ｍ
ﾜｯｸｽ掛け        木部       素地ごしらえ共       
(細巾物)        0.1 

ｍ
防腐剤塗り      木部                            

0.1 
㎡

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

計

主体工事 塗装工事

主体工事 塗装工事 (住棟内集会所)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

繊維混入        天井 厚4 目透し                 
ｾﾒﾝﾄ板張り      0.1 

㎡

断熱材打込み    1種b 天井                       
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ T-50                0.1 

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

下がり天井見切縁 ｱﾙﾐ製 4.0-4.0                   
0.1 

ｍ
繊維混入        天井 厚4 目透し                 
ｾﾒﾝﾄ板張り      0.1 

㎡
下り天井        天井 厚4 目透し                 
繊維混入        0.1 
ｾﾒﾝﾄ板張り      ㎡

断熱材打込み    1種b 天井                       
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ T-50                0.1 

㎡
断熱材打込み    1種b 梁型                       

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ T-50                0.1 
㎡

計

主体工事 内外装工事 (外部)

主体工事 内外装工事 (共用部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｸﾛｽ             壁                              
0.1 

㎡
ｸﾛｽ             天井                            

0.1 
㎡

ｸﾛｽ             下り天井                        
0.1 

㎡
ｸﾛｽ             梁型                            

0.1 
㎡

ｸﾛｽ張り下地処理 RC面 壁                         
0.1 

㎡
ｸﾛｽ張り下地処理 RC面 天井                       

0.1 
㎡

ｸﾛｽ張り下地処理 ﾎﾞｰﾄﾞ(PB)面                     
0.1 

㎡
ｸﾛｽ張り下地処理 合板面                          

0.1 
㎡

床              B-4,47,53 玄関     T-2.0        
塩ビｼｰﾄ         ｴﾎﾟｷｼ系 -                       0.1 

㎡
床              B-5,14    便所洗面 T-1.8        
塩ビｼｰﾄ         ｴﾎﾟｷｼ系 -                       0.1 

㎡
床              B-5       便所洗面 T-2.8        
塩ビｼｰﾄ         ｴﾎﾟｷｼ系 -                       0.1 

㎡
床              T-12発砲床下地材面              
合板ﾌﾛｱｰ(B-2,3) 0.1 

㎡
床下点検口      T-12                            
床合板(B-14)    0.1 

㎡
便所洗面床      H-247                           
ｼｽﾃﾑ床(B-5)     防振ｺﾞﾑ付鋼製支持脚(BL製品)共   0.1 

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

便所洗面床      H-372                           
ｼｽﾃﾑ床(B-5)     防振ｺﾞﾑ付鋼製支持脚(BL製品)共   0.1 

㎡
洋室用床下地材  B-2 発砲ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ系 厚50          

下地専用ﾓﾙﾀﾙ T-10共             0.1 
㎡

洋室用床下地材  B-3 発砲ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ系 厚50          
PB:T-25共                       0.1 

㎡
和室用床下地材  B-3 発砲ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ系 厚50          

下地専用ﾓﾙﾀﾙ T-10共             0.1 
㎡

和室用床下地材  B-3 発砲ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ系 厚50          
PB:T-25共                       0.1 

㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60  -                       
0.1 

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ300 -                       

0.1 
ｍ

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り   -       壁   厚9.5  突付け      
-                 -             0.1 

㎡
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り   ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 壁   厚9.5  突付け      

-                 -             0.1 
㎡

合板張り        壁 厚4                          
0.1 

㎡

流し足元ｶﾊﾞｰ    壁 厚4                          
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 0.1 
張り            ㎡
吊戸棚･ﾌｰﾄﾞ幕板 厚6 突付け                      
化粧けい酸      0.1 
ｶﾙｼｳﾑ板張り     ㎡

主体工事 内外装工事 (内部)

主体工事 内外装工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り   -       天井 厚9.5  突付け      
-                 -             0.1 

㎡
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り   下り天井 厚9.5  突付け          

0.1 
㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り   ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 天井 厚9.5  突付け      
-                 -             0.1 

㎡
吊戸棚裏 天井   天井 厚6 突付け                 
化粧けい酸      0.1 
ｶﾙｼｳﾑ板張り     ㎡

吊戸棚･ﾌｰﾄﾞ 幕板 B-36-E ｱﾙﾐ製                    
見切縁          0.1 

ｍ
ｸﾛｽ下地         B-8,37,40 樹脂製                
ｺｰﾅｰ補強材      0.1 

ｍ
額縁(浴室出入口) 樹脂製 W752×H1910  (一般住戸)  

0.1 
か所

額縁(浴室出入口) 樹脂製 W1344×H1910 (身障住戸)  
0.1 

か所

断熱材打込み    1種b ｽﾗﾌﾞ底(1F)                 
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ T-20                0.1 

㎡
断熱材打込み    1種b MBｽﾗﾌﾞ底                   

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ T-50                0.1 
㎡

断熱材打込み    1種b 梁型(1F)                   
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ T-20                0.1 

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

断熱材貼り      3種b+PB     壁                  
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ T-25 +PB T-9.5      0.1 

㎡
断熱材貼り      3種b+SG     壁                  

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ T-25 +ｼｰｼﾞﾝｸﾞT-9.5  0.1 
㎡

断熱材貼り      3種b+押入PB 壁                  
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ T-25 +押入PB T-9.5  0.1 

㎡
断熱材貼り      3種b+KB     壁                  

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ T-25 +ｹｲｶﾙ T-6.0    0.1 
継目ﾊﾟﾃ処理共                   ㎡

断熱材貼り      3種b        壁                  
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ T-25 -              0.1 

㎡
断熱材貼り      3種b+PB     壁                  

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ T-50 +PB T-9.5      0.1 
㎡

断熱材貼り      3種b+SG     壁                  
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ T-50 +ｼｰｼﾞﾝｸﾞT-9.5  0.1 

㎡
計

主体工事 内外装工事 (内部)

主体工事 内外装工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

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

下がり天井見切縁 ｱﾙﾐ製 4.0-4.0                   
0.1 

ｍ
繊維混入        天井 厚4 目透し                 
ｾﾒﾝﾄ板張り      0.1 

㎡
下り天井        天井 厚4 目透し                 
繊維混入        0.1 
ｾﾒﾝﾄ板張り      ㎡

計

主体工事 内外装工事 (住棟内集会所)

主体工事 内外装工事 (住棟内自転車置場)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

室名札          -         樹脂製W270×H135      
0.1 

か所
階数表示板      A-64 E-708a型 W130×H225        

0.1 
か所

点字ﾌﾟﾚｰﾄ       L103×W162 A-65 既製品          
階数表示        0.1 

か所

台所･居室       VU75 L-175～200 ﾊﾞﾙｺﾆｰ側        
ｸｰﾗｰ配管用ｽﾘｰﾌﾞ 水返し付 内外共樹脂製ｷｬｯﾌﾟ付    0.1 
(B-21)          周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    か所
台所･居室       VU75 L-175～200 廊下側          
ｸｰﾗｰ配管用ｽﾘｰﾌﾞ 水返し無 外:SUS､内:樹脂 ｷｬｯﾌﾟ付 0.1 
(B-21)          周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    か所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ下        VU125 L-2680                    
換気ﾊﾟｲﾌﾟ(A-27) 曲がり1か所 地中梁貫通管共      0.1 

-                               か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ下        VU150 L-120                     
換気ﾊﾟｲﾌﾟ(A-27) 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    0.1 

か所

妻壁            VU150 L-270                     
床下換気ﾊﾟｲﾌﾟ   0.1 
(A-71)          か所
妻壁            VU150 L-150                     
床下換気ﾊﾟｲﾌﾟ   周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    0.1 
(A-71)          か所
妻壁            VU150 L-180                     
床下換気ﾊﾟｲﾌﾟ   周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    0.1 
(A-72)          か所

換気ﾊﾟｲﾌﾟ       廊下 最上階       VU50          
L-165 片面ｶﾞﾗﾘ付                0.1 

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

換気ﾊﾟｲﾌﾟ       廊下･ﾊﾞﾙｺﾆｰ最上階 VU50          
L-390～395 片面ｶﾞﾗﾘ付           0.1 
L型防虫網付                     か所

換気ﾊﾟｲﾌﾟ       廊下･ﾊﾞﾙｺﾆｰ最上階 VU50          
L-440～445 片面ｶﾞﾗﾘ付           0.1 
L型防虫網付                     か所

給気用ｽﾘｰﾌﾞ     玄関､台所 VU管 φ125            
(B-24)          L-165 片面差圧式ﾚｼﾞｽﾀｰ付        0.1 

-                               か所
給気用ｽﾘｰﾌﾞ     玄関      LP管 φ150            
(B-24)          L-165 片面差圧式ﾚｼﾞｽﾀｰ付        0.1 

-                               か所
給気用ｽﾘｰﾌﾞ     廊下側居室 SU100 L-175～200     
(B-24-2)        片面ｶﾞﾗﾘ付                      0.1 

片面ﾚｼﾞｽﾀｰ付(ｽﾃﾝﾚｽ網付)         か所
周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    

給気用ｽﾘｰﾌﾞ     廊下側居室 SU100 L-175～200     
(B-24-2)        延焼線内　片面ｶﾞﾗﾘ付(ﾌｰﾄﾞ付)    0.1 

片面ﾚｼﾞｽﾀｰ付(ｽﾃﾝﾚｽ網付)         か所
周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    

給気用ｽﾘｰﾌﾞ     ﾊﾞﾙｺﾆｰ側   SU100 L-200          
(B-24-2)        片面ｶﾞﾗﾘ付                      0.1 

片面ﾚｼﾞｽﾀｰ付(ｽﾃﾝﾚｽ防虫網付)     か所
水返し付 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共           

給気用ｽﾘｰﾌﾞ     ﾊﾞﾙｺﾆｰ側 SU100 L-200            
(B-24-2)        延焼線内　片面ｶﾞﾗﾘ付(ﾌｰﾄﾞ付)    0.1 

片面ﾚｼﾞｽﾀｰ付(ｽﾃﾝﾚｽ網付)         か所
水返し付 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共           

ﾎﾟｰﾁ天井        ｱﾙﾐ製 W400×D200 防虫網付       
換気ｸﾞﾘﾙ        0.1 

か所

主体工事 ユニット及びその他工事 (外部)

主体工事 ユニット及びその他工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁ｽﾘｯﾄ(B-45)    廊下        L-530　(垂直)       
ｽﾘｯﾄ材 ｼｰﾘﾝｸﾞ共                 0.1 

か所
壁ｽﾘｯﾄ(B-45)    廊下        L-530　(垂直)       

ｽﾘｯﾄ材 ｼｰﾘﾝｸﾞ共                 0.1 
か所

壁ｽﾘｯﾄ(B-45)    廊下        L-575　(垂直)       
ｽﾘｯﾄ材 ｼｰﾘﾝｸﾞ共                 0.1 

か所
壁ｽﾘｯﾄ(B-45)    廊下        L-725　(垂直)       

ｽﾘｯﾄ材 ｼｰﾘﾝｸﾞ共                 0.1 
か所

壁ｽﾘｯﾄ(B-45)    廊下･ﾊﾞﾙｺﾆｰ L-1775              
(垂直) ｽﾘｯﾄ材 ｼｰﾘﾝｸﾞ共          0.1 

か所
壁ｽﾘｯﾄ(B-45)    ﾊﾞﾙｺﾆｰ      L-1945              

(垂直) ｽﾘｯﾄ材 ｼｰﾘﾝｸﾞ共          0.1 
か所

壁ｽﾘｯﾄ(B-45)    廊下        L-2015              
(垂直) ｽﾘｯﾄ材 ｼｰﾘﾝｸﾞ共          0.1 

か所
壁ｽﾘｯﾄ(B-45)    玄関ﾎｰﾙ     L-1775              

(垂直) ｽﾘｯﾄ材 ｼｰﾘﾝｸﾞ共          0.1 
か所

壁ｽﾘｯﾄ(B-45)    玄関ﾎｰﾙ     L-1945              
(垂直) ｽﾘｯﾄ材 ｼｰﾘﾝｸﾞ共          0.1 

か所
壁ｽﾘｯﾄ(B-45)    玄関ﾎｰﾙ     L-****（垂直）      

ｽﾘｯﾄ材 ｼｰﾘﾝｸﾞ共                 0.1 
か所

壁ｽﾘｯﾄ(B-46)    玄関ﾎｰﾙ L-1160                  
(水平) ｽﾘｯﾄ材 ｼｰﾘﾝｸﾞ共          0.1 

か所
壁ｽﾘｯﾄ(B-46)    玄関ﾎｰﾙ L-1190                  

(水平) ｽﾘｯﾄ材 ｼｰﾘﾝｸﾞ共          0.1 
か所

壁ｽﾘｯﾄ(B-45)    玄関ﾎｰﾙ     L-****（水平）      
ｽﾘｯﾄ材 ｼｰﾘﾝｸﾞ共                 0.1 

か所

身障ﾊﾞﾙｺﾆｰ      W500×D500×H500                
砂利会所        透水ｼｰﾄ5面巻込み共              0.1 

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

ﾊﾞﾙｺﾆｰ          φ50 L-150                      
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管      0.1 

か所

屋上 通気管立上 RC製 W400×D400×H500           
り(A-7)         白GP100A L-750 1本 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ   0.1 

仕上材共                        か所
屋上 通気管立上 RC製 W425×D425×H500           
り(A-7)         白GP125A L-750 1本 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ   0.1 

仕上材共                        か所
屋上 通気管立上 RC製 W450×D450×H500           
り(A-7)         白GP150A L-750 1本 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ   0.1 

仕上材共                        か所
屋上 通気管立上 RC製 W500×D500×H500           
り(A-7)         白GP200A L-750 1本 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ   0.1 

仕上材共                        か所
屋上 通気管立上 RC製    W1100×D450×H500       
り(A-8)         白GP150A L-750 2本 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ   0.1 

仕上材共                        か所
屋上 通気管立上 RC製    W****×D***×H500       
り(A-8)         白GP***A　白GP***A L-750 各1本  0.1 

周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 仕上材共             か所

屋上 避雷針受台 RC製 W600×D600×H500           
(A-9)           ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄφ16 L-500  4本         0.1 

周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 仕上材共             か所

屋上 配管架台   (ｲ) RC製 L400×W200×H550       
(A-11)          ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄφ13 L-300 2本 仕上材共 0.1 

か所
屋上 配管架台   (ﾛ) RC製 L600×W200×H550       
(A-11)          ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄφ13 L-300 2本 仕上材共 0.1 

か所
屋上 配管架台   (ﾊ) RC製 L800×W200×H550       
(A-11)          ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄφ13 L-300 2本 仕上材共 0.1 

か所

主体工事 ユニット及びその他工事 (外部)

主体工事 ユニット及びその他工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋上 配管架台   (ﾆ) RC製 L1000×W200×H550      
(A-11)          ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄφ13 L-300 2本 仕上材共 0.1 

か所

屋上 消火用充水 RC製 W220×D1000×H850          
槽基礎(A-12)    2か所1組 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄφ13 L-100 4本 0.1 

周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 仕上材共             組
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(玄関ﾎｰﾙ)       

集合郵便受      SUS製 12戸用                    
周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上                0.1 

か所

集合郵便受      SUS製 18戸用                    
周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上                0.1 

か所

連絡板          A-63 *連戸 **階建 W1500×Ｈ**** 
0.1 

か所
連絡板          A-63 *連戸 **階建 W1800×Ｈ**** 

0.1 
か所

連絡板          A-63 *連戸 **階建 W2100×Ｈ**** 
0.1 

か所
連絡板          A-63 *連戸 **階建 W2400×Ｈ**** 

0.1 
か所

連絡板          A-63 *連戸 **階建 W2700×Ｈ**** 
0.1 

か所

(MDF室)         

給気用ｽﾘｰﾌﾞ     SU100　L-150                    
片面ｶﾞﾗﾘ付(ﾌｰﾄﾞ付)              0.1 
防虫網付(SUS製)                 か所

計

主体工事 ユニット及びその他工事 (外部)

主体工事 ユニット及びその他工事 (共用部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

流し台･ｺﾝﾛ台･調 一般 SUS製 W2250*D550*H890      
理台(B-34･35)   ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ L-600                 0.1 

水切板 L-2260 支持金物共        か所
流し台･ｺﾝﾛ台･調 身障 SUS製 W2250*D550*H930-1030 
理台(B-34･35)   ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ L-600                 0.1 

水切板 L-2260 支持金物共        か所
台所 吊戸棚     一般住戸 木製 W1500×D350×H500 
(B-36)          吊ボルト M6 6本共               0.1 

か所
台所 吊戸棚     身障住戸 木製 W1500×D350×H500 
(B-36)          吊ボルト M6 6本共               0.1 

か所
洗面 防水ﾊﾟﾝ    FRP製 W900×D640×H85           
(B-26)          2方ｼｰﾘﾝｸﾞ共 排水ﾄﾗｯﾌﾟ(樹脂製)共 0.1 

か所

浴室(2DK-A)     1216型 長寿社会対応             
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         化粧鋼板壁仕様 手摺･ﾀｵﾙ掛       0.1 

浴槽共                          か所
浴室(2DK-B)     1216型 長寿社会対応             
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         化粧鋼板壁仕様 手摺･ﾀｵﾙ掛       0.1 

浴槽共                          か所
浴室(3DK)       1216型 長寿社会対応             
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         化粧鋼板壁仕様 手摺･ﾀｵﾙ掛       0.1 

浴槽共                          か所
浴室(3DK-2)     1216型 長寿社会対応             
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         化粧鋼板壁仕様 手摺･ﾀｵﾙ掛       0.1 

浴槽共                          か所
浴室(2DK身)     1620型 長寿社会対応             
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         化粧鋼板壁仕様 手摺･ﾀｵﾙ掛       0.1 

浴槽共                          か所
浴室(3DK身)     1620型 長寿社会対応             
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         化粧鋼板壁仕様 手摺･ﾀｵﾙ掛       0.1 

浴槽共                          か所

浴室(2DK身)     B-52 W1200×D1600               
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ内 洗い台 樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 鋼鉄ﾊﾟｲﾌﾟ製         0.1 

ﾏｯﾄ付                           か所
浴室(3DK身)     B-52 W1200×D1600               
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ内 洗い台 樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 鋼鉄ﾊﾟｲﾌﾟ製         0.1 

ﾏｯﾄ付                           か所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁              -       B-43 木製 W1000×H2000  
開口予定部目地材 打込目地20～25×15              0.1 

か所
壁              -       B-43 木製 W250×H2000   
開口予定部目地材 打込目地20～25×15              0.1 

か所

身障用住戸      ｱﾙﾐ製 L-2470 ｼﾝｸﾞﾙ 中間吊型     
吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(B-27) 曲がり1か所 吊金物(S型)2か所    0.1 

壁面取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄ2か所共         か所
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         玄関      天井付 ｼﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ製    

L-1040 -                        0.1 
か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         玄関      天井付 ｼﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ製    
L-1100 -                        0.1 

か所
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         居室      正面付 ﾀﾞﾌﾞﾙ ｱﾙﾐ製    

L-1600 -                        0.1 
か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         食堂･居室 正面付 ﾀﾞﾌﾞﾙ ｱﾙﾐ製    
L-1650 -                        0.1 

か所
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         台所･居室 正面付 ﾀﾞﾌﾞﾙ ｱﾙﾐ製    

L-1700 -                        0.1 
か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         台所･居室 正面付 ﾀﾞﾌﾞﾙ ｱﾙﾐ製    
L-1900 -                        0.1 

か所
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         居室      正面付 ﾀﾞﾌﾞﾙ ｱﾙﾐ製    

L-1940 -                        0.1 
か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         居室      正面付 ﾀﾞﾌﾞﾙ ｱﾙﾐ製    
L-1950 -                        0.1 

か所
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         台所･居室 正面付 ﾀﾞﾌﾞﾙ ｱﾙﾐ製    

L-2000 -                        0.1 
か所

主体工事 ユニット及びその他工事 (内部)

主体工事 ユニット及びその他工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

換気ﾊﾟｲﾌﾟ       天井 屋内         VU50          
L-500                           0.1 

か所
居室他          -        VU75 L-50～100         
木軸面予備ｽﾘｰﾌﾞ 両面ｷｬｯﾌﾟ共                     0.1 
(B-23)          か所

電気用ｽﾘｰﾌﾞ     VE36 L-300                      
0.1 

か所
電気用ｽﾘｰﾌﾞ     VE36 L-350                      

0.1 
か所

電気用ｽﾘｰﾌﾞ     VE36 L-490                      
0.1 

か所
電気用ｽﾘｰﾌﾞ     VE54 L-300                      

0.1 
か所

電気用ｽﾘｰﾌﾞ     VE54 L-350                      
0.1 

か所
電気用ｽﾘｰﾌﾞ     VE54 L-490                      

0.1 
か所

天井            屋内 樹脂製 W400×D200          
換気ｸﾞﾘﾙ        0.1 

か所

壁              屋内 樹脂製 W400×D200          
換気ｸﾞﾘﾙ        0.1 

か所

天井 点検口枠   樹脂製 W450×D450×T9.5         
(B-16)          石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5共                 0.1 

か所

直接工事費  細目別内訳 125

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

壁 点検口枠     樹脂製 W200×D200×T9.5         
(B-15)          -                               0.1 

か所
壁 点検口枠     樹脂製 W240×H400×T9.5         
(B-15)          -                               0.1 

か所
壁 点検口枠     樹脂製 W300×H300×T9.5         
(B-15)          -                               0.1 

か所
壁 点検口枠     樹脂製 W450×H450×T9.5         
(B-15)          -                               0.1 

か所
壁 点検口枠     樹脂製 W700×H500×T9.5         
(B-15)          -                               0.1 

か所
壁 点検口枠     樹脂製 W750×H500×T9.5         
(B-15)          -                               0.1 

か所

吊ﾌｯｸ取付手間   A-69 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ用                  
0.1 

か所
吊ﾌｯｸ取付手間   電気幹線用                      

0.1 
か所

計

主体工事 ユニット及びその他工事 (内部)

主体工事 ユニット及びその他工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 127

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

計

集会所工事 直接仮設工事

集会所工事 土工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 129

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

計

集会所工事 鉄筋工事

集会所工事 地業工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 131

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

計

集会所工事 コンクリート工事

集会所工事 型枠工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 133

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

計

集会所工事 既製コンクリート工事 (外部)

集会所工事 既製コンクリート工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 135

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

計

集会所工事 防水工事 (内部)

集会所工事 防水工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 137

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

計

集会所工事 タイル工事 (外部)

集会所工事 タイル工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 139

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

計

集会所工事 木工事

集会所工事 屋根及びとい工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 141

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

計

集会所工事 金属工事 (内部)

集会所工事 金属工事 (外部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 143

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

計

集会所工事 左官工事 (外部)

集会所工事 左官工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 145

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

計

集会所工事 木製建具工事

集会所工事 金属製建具工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 147

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

計

集会所工事 塗装工事

集会所工事 ガラス工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 149

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

計

集会所工事 内外装工事 (外部)

集会所工事 内外装工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 151

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

計

集会所工事 ユニット及びその他工事 (外部)

集会所工事 ユニット及びその他工事 (内部)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 153

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

計

ごみ収集施設工事 ごみ収集施設工事　Ｃ・B－●型

受水槽工事 受水槽工事　●型
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 155

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

直接仮設費      
1   

式
計

自転車置場工事 自転車置場工事　Ｇ型　●スパン

屋外工事 直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

（現況平均GL=設計GL+***）       

排水塩ﾋﾞ管埋設  VPφ75                          
0.1 

ｍ
排水塩ﾋﾞ管埋設  VPφ100                         

0.1 
ｍ

排水塩ﾋﾞ管埋設  VPφ125                         
0.1 

ｍ
排水塩ﾋﾞ管埋設  VPφ150                         

0.1 
ｍ

排水塩ﾋﾞ管埋設  VPφ200                         
0.1 

ｍ
排水塩ﾋﾞ管埋設  VPφ250                         

0.1 
ｍ

排水塩ﾋﾞ管埋設  VPφ300                         
0.1 

ｍ

一般会所        (い)H-300  300角                
0.1 

か所
一般会所        (ろ)H-450  300角                

0.1 
か所

一般会所        (は)H-600  450角                
0.1 

か所
一般会所        (に)H-750  450角                

0.1 
か所

一般会所        (ほ)H-900  450角                
0.1 

か所
一般会所        (へ)H-1050 600角                

0.1 
か所

直接工事費  細目別内訳 157

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

一般会所        (と)H-1200 600角                
0.1 

か所
一般会所        (ち)H-1350 750角                

0.1 
か所

一般会所        (り)H-1500 750角                
0.1 

か所
一般会所        (ぬ)H-1650 750角                

0.1 
か所

一般会所        (る)H-1800 750角                
0.1 

か所

通路内会所      A 細目 ｲ(消防車用) (い)H-300    
400角                           0.1 

か所
通路内会所      A 細目 ｲ(消防車用) (ろ)H-450    

400角                           0.1 
か所

通路内会所      A 細目 ｲ(消防車用) (は)H-600    
500角                           0.1 

か所
通路内会所      A 細目 ｲ(消防車用) (に)H-750    

500角                           0.1 
か所

通路内会所      A 細目 ｲ(消防車用) (ほ)H-900    
500角                           0.1 

か所
通路内会所      A 細目 ｲ(消防車用) (へ)H-1050   

600角                           0.1 
か所

通路内会所      A 細目 ｲ(消防車用) (と)H-1200   
600角                           0.1 

か所

通路内会所      A 細目 ﾛ(普通車用) (い)H-300    
400角                           0.1 

か所

屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅

屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

通路内会所      A 細目 ﾛ(普通車用) (ろ)H-450    
400角                           0.1 

か所
通路内会所      A 細目 ﾛ(普通車用) (は)H-600    

500角                           0.1 
か所

通路内会所      A 細目 ﾛ(普通車用) (に)H-750    
500角                           0.1 

か所
通路内会所      A 細目 ﾛ(普通車用) (ほ)H-900    

500角                           0.1 
か所

通路内会所      A 細目 ﾛ(普通車用) (へ)H-1050   
600角                           0.1 

か所
通路内会所      A 細目 ﾛ(普通車用) (と)H-1200   

600角                           0.1 
か所

通路内会所      A 一般 ｲ(消防車用) (い)H-300    
400角                           0.1 

か所
通路内会所      A 一般 ｲ(消防車用) (ろ)H-450    

400角                           0.1 
か所

通路内会所      A 一般 ｲ(消防車用) (は)H-600    
500角                           0.1 

か所
通路内会所      A 一般 ｲ(消防車用) (に)H-750    

500角                           0.1 
か所

通路内会所      A 一般 ｲ(消防車用) (ほ)H-900    
500角                           0.1 

か所
通路内会所      A 一般 ｲ(消防車用) (へ)H-1050   

600角                           0.1 
か所

通路内会所      A 一般 ｲ(消防車用) (へ)H-1050   
600角                           0.1 

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

通路内会所      A 一般 ﾛ(普通車用) (い)H-300    
400角                           0.1 

か所
通路内会所      A 一般 ﾛ(普通車用) (ろ)H-450    

400角                           0.1 
か所

通路内会所      A 一般 ﾛ(普通車用) (は)H-600    
500角                           0.1 

か所
通路内会所      A 一般 ﾛ(普通車用) (に)H-750    

500角                           0.1 
か所

通路内会所      A 一般 ﾛ(普通車用) (ほ)H-900    
500角                           0.1 

か所
通路内会所      A 一般 ﾛ(普通車用) (へ)H-1050   

600角                           0.1 
か所

通路内会所      A 一般 ﾛ(普通車用) (と)H-1200   
600角                           0.1 

か所

通路内会所      B -    ｲ(消防車用) (ろ)H-500    
φ450                           0.1 

か所
通路内会所      B -    ｲ(消防車用) (は)H-600    

φ450                           0.1 
か所

通路内会所      B -    ｲ(消防車用) (に)H-750    
φ450                           0.1 

か所
通路内会所      B -    ｲ(消防車用) (ほ)H-900    

φ450                           0.1 
か所

通路内会所      B -    ｲ(消防車用) (へ)H-1050   
φ600                           0.1 

か所
通路内会所      B -    ｲ(消防車用) (と)H-1200   

φ600                           0.1 
か所

屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅

屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

通路内会所      B -    ﾛ(普通車用) (ろ)H-500    
φ450                           0.1 

か所
通路内会所      B -    ﾛ(普通車用) (は)H-600    

φ450                           0.1 
か所

通路内会所      B -    ﾛ(普通車用) (に)H-750    
φ450                           0.1 

か所
通路内会所      B -    ﾛ(普通車用) (ほ)H-900    

φ450                           0.1 
か所

通路内会所      B -    ﾛ(普通車用) (へ)H-1050   
φ600                           0.1 

か所
通路内会所      B -    ﾛ(普通車用) (と)H-1200   

φ600                           0.1 
か所

Ｌ型側溝雨水桝  雨ろ (ｲ)                        
0.1 

か所
Ｌ型側溝雨水桝  雨ろ (ﾛ)                        

0.1 
か所

Ｌ型側溝雨水桝  雨は (ｲ)                        
0.1 

か所
Ｌ型側溝雨水桝  雨は (ﾛ)                        

0.1 
か所

Ｌ型側溝雨水桝  雨に (ｲ)                        
0.1 

か所
Ｌ型側溝雨水桝  雨に (ﾛ)                        

0.1 
か所

Ｌ型側溝当り会所 雨は (ｲ)                        
0.1 

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

Ｌ型側溝当り会所 雨は (ﾛ)                        
0.1 

か所
Ｌ型側溝当り会所 雨に (ｲ)                        

0.1 
か所

Ｌ型側溝当り会所 雨に (ﾛ)                        
0.1 

か所
Ｌ型側溝当り会所 雨ほ (ｲ)                        

0.1 
か所

Ｌ型側溝当り会所 雨ほ (ﾛ)                        
0.1 

か所
Ｌ型側溝当り会所 雨へ (ｲ)                        

0.1 
か所

Ｌ型側溝当り会所 雨へ (ﾛ)                        
0.1 

か所
Ｌ型側溝当り会所 雨と (ｲ)                        

0.1 
か所

Ｌ型側溝当り会所 雨と (ﾛ)                        
0.1 

か所

Ｕ型側溝当り会所 (ろ-ｲ) H-450  400角             
0.1 

か所
Ｕ型側溝当り会所 (ろ-ﾛ) H-450  400角             

0.1 
か所

Ｕ型側溝当り会所 (は-ｲ) H-600  500角             
0.1 

か所
Ｕ型側溝当り会所 (は-ﾛ) H-600  500角             

0.1 
か所

Ｕ型側溝当り会所 (に-ｲ) H-750  500角             
0.1 

か所

屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅

屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

Ｕ型側溝当り会所 (に-ﾛ) H-750  500角             
0.1 

か所
Ｕ型側溝当り会所 (ほ-ｲ) H-900  500角             

0.1 
か所

Ｕ型側溝当り会所 (ほ-ﾛ) H-900  500角             
0.1 

か所
Ｕ型側溝当り会所 (へ-ｲ) H-1050 600角             

0.1 
か所

Ｕ型側溝当り会所 (へ-ﾛ) H-1050 600角             
0.1 

か所
Ｕ型側溝当り会所 (と-ｲ) H-1200 600角             

0.1 
か所

Ｕ型側溝当り会所 (と-ﾛ) H-1200 600角             
0.1 

か所

Ｖ型街きょ桝    (ろ) H-500                      
0.1 

か所
Ｖ型街きょ桝    (は) H-600                      

0.1 
か所

Ｖ型街きょ桝    (に) H-750                      
0.1 

か所

ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ｲ(消防車用) T-は H-600          
0.1 

か所
ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ｲ(消防車用) T-に H-750          

0.1 
か所

ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ｲ(消防車用) T-ほ H-900          
0.1 

か所

直接工事費  細目別内訳 163

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

ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ｲ(消防車用) T-へ H-1050         
0.1 

か所
ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ｲ(消防車用) T-と H-1200         

0.1 
か所

ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ｲ(消防車用) T-ち H-1350         
0.1 

か所
ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ｲ(消防車用) T-り H-1500         

0.1 
か所

ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ｲ(消防車用) T-ぬ H-1650         
0.1 

か所
ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ｲ(消防車用) T-る H-1800         

0.1 
か所

ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾛ(普通車用) T-は H-600          
0.1 

か所
ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾛ(普通車用) T-に H-750          

0.1 
か所

ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾛ(普通車用) T-ほ H-900          
0.1 

か所
ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾛ(普通車用) T-へ H-1050         

0.1 
か所

ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾛ(普通車用) T-と H-1200         
0.1 

か所
ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾛ(普通車用) T-ち H-1350         

0.1 
か所

ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾛ(普通車用) T-り H-1500         
0.1 

か所
ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾛ(普通車用) T-ぬ H-1650         

0.1 
か所

屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅

屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾛ(普通車用) T-る H-1800         
0.1 

か所

ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾊ(歩行者用) T-は H-600          
0.1 

か所
ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾊ(歩行者用) T-に H-750          

0.1 
か所

ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾊ(歩行者用) T-ほ H-900          
0.1 

か所
ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾊ(歩行者用) T-へ H-1050         

0.1 
か所

ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾊ(歩行者用) T-と H-1200         
0.1 

か所
ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾊ(歩行者用) T-ち H-1350         

0.1 
か所

ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾊ(歩行者用) T-り H-1500         
0.1 

か所
ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾊ(歩行者用) T-ぬ H-1650         

0.1 
か所

ﾄﾗｯﾌﾟ会所       ﾊ(歩行者用) T-る H-1800         
0.1 

か所

ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ｲ(消防車用) OR-(に)H-750     
-                               0.1 

か所
ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ｲ(消防車用) OR-(ほ)H-900     

-                               0.1 
か所

ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ｲ(消防車用) OR-(へ)H-1050    
-                               0.1 

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

ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ｲ(消防車用) OR-(と)H-1200    
-                               0.1 

か所
ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ｲ(消防車用) OR-(ち)H-1350    

-                               0.1 
か所

ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ｲ(消防車用) OR-(り)H-1500    
-                               0.1 

か所
ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ｲ(消防車用) OR-(ぬ)H-1650    

-                               0.1 
か所

ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ｲ(消防車用) OR-(る)H-1800    
-                               0.1 

か所

ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ﾛ(普通車用) OR-(に)H-750     
-                               0.1 

か所
ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ﾛ(普通車用) OR-(ほ)H-900     

-                               0.1 
か所

ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ﾛ(普通車用) OR-(へ)H-1050    
-                               0.1 

か所
ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ﾛ(普通車用) OR-(と)H-1200    

-                               0.1 
か所

ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ﾛ(普通車用) OR-(ち)H-1350    
-                               0.1 

か所
ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ﾛ(普通車用) OR-(り)H-1500    

-                               0.1 
か所

ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ﾛ(普通車用) OR-(ぬ)H-1650    
-                               0.1 

か所
ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ﾛ(普通車用) OR-(る)H-1800    

-                               0.1 
か所

屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅

屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ﾊ(歩行者用) OR-(に)H-750     
-                               0.1 

か所
ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ﾊ(歩行者用) OR-(ほ)H-900     

-                               0.1 
か所

ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ﾊ(歩行者用) OR-(へ)H-1050    
-                               0.1 

か所
ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ﾊ(歩行者用) OR-(と)H-1200    

-                               0.1 
か所

ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ﾊ(歩行者用) OR-(ち)H-1350    
-                               0.1 

か所
ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ﾊ(歩行者用) OR-(り)H-1500    

-                               0.1 
か所

ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ﾊ(歩行者用) OR-(ぬ)H-1650    
-                               0.1 

か所
ｵﾘﾌｨｽ桝         OR-ﾊ(歩行者用) OR-(る)H-1800    

-                               0.1 
か所

0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    A 団地内道路用                  
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    B 団地内道路用                  
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    C 団地内道路用                  
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    D 団地内道路用                  
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    E 団地内道路用                  
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    F 団地内道路用                  
(団地内人孔組立) 0.1 

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

0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    G 団地内道路用                  
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    H 団地内道路用                  
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    I 団地内道路用                  
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    J 団地内道路用                  
(団地内人孔組立) 0.1 

か所

0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    A 消防車用-ｲ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    B 消防車用-ｲ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    C 消防車用-ｲ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    D 消防車用-ｲ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    E 消防車用-ｲ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    F 消防車用-ｲ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    G 消防車用-ｲ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    H 消防車用-ｲ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    I 消防車用-ｲ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    J 消防車用-ｲ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所

屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅

屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    A 普通車用-ﾛ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    B 普通車用-ﾛ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    C 普通車用-ﾛ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    D 普通車用-ﾛ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    E 普通車用-ﾛ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    F 普通車用-ﾛ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    G 普通車用-ﾛ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    H 普通車用-ﾛ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    I 普通車用-ﾛ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所
0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ    J 普通車用-ﾛ                    
(団地内人孔組立) 0.1 

か所

側溝蓋付進入口  進B-ｲ                           
0.1 

ｍ
側溝蓋付進入口  進B-ﾛ                           

0.1 
ｍ

側溝蓋付進入口  進B-ﾊ                           
0.1 

ｍ

直接工事費  細目別内訳 169

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

側溝蓋付進入口  鉄製側溝蓋                      
0.1 

ｍ

Ｌ型側溝        LB･LB切り下げ                   
0.1 

ｍ
Ｌ型側溝        LC                              

0.1 
ｍ

Ｖ型街きょ      
0.1 

ｍ
ＵＡ型側溝      UA型側溝 UA                     

0.1 
ｍ

Ｕ型側溝        U1                              
0.1 

ｍ
Ｕ型側溝        U2                              

0.1 
ｍ

Ｕ型側溝        進A                             
0.1 

ｍ

Ｕ型ﾄﾗﾌ         U-180                           
0.1 

ｍ
Ｕ型ﾄﾗﾌ         U-240                           

0.1 
ｍ

Ｕ型ﾄﾗﾌ         U-300(B)                        
0.1 

ｍ

屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅

屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

樹脂製貯留槽    ***㎡                           
1   

式

根切り          布つぼ掘                        
0.1 

ｍ3
根切り          総掘                            

0.1 
ｍ3

床付け          布つぼ堀 -                      
0.1 

㎡
床付け          総堀     -                      

0.1 
㎡

埋戻し          布つぼ掘                        
0.1 

ｍ3
埋戻し          総掘                            

0.1 
ｍ3

計

直接工事費  細目別内訳 171

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

計

屋外工事 排水工事 (敷地内)駐車場

屋外工事 排水工事 (敷地内)住宅
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 173

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

下水道用        φ150購入土･改良土埋戻し        
硬質塩ビ管埋設  0.1 

ｍ
下水道用        φ200購入土･改良土埋戻し        
硬質塩ビ管埋設  0.1 

ｍ
下水道用        φ250購入土･改良土埋戻し        
硬質塩ビ管埋設  0.1 

ｍ
下水道用        φ300購入土･改良土埋戻し        
硬質塩ビ管埋設  0.1 

ｍ
下水道用        φ150掘削土埋戻し               
硬質塩ビ管埋設  0.1 

ｍ
下水道用        φ200掘削土埋戻し               
硬質塩ビ管埋設  0.1 

ｍ
下水道用        φ250掘削土埋戻し               
硬質塩ビ管埋設  0.1 

ｍ
下水道用        φ300掘削土埋戻し               
硬質塩ビ管埋設  0.1 

ｍ

集水桝          Ⅰ型 ｲﾝﾊﾞｰﾄ無      φ150用      
0.1 

か所
集水桝          Ⅰ型 ｲﾝﾊﾞｰﾄ無      φ200用      

0.1 
か所

集水桝          Ⅰ型 ｲﾝﾊﾞｰﾄD=150付 -            
0.1 

か所
集水桝          Ⅰ型 ｲﾝﾊﾞｰﾄD=200付 -            

0.1 
か所

集水桝          Ⅱ型 ｲﾝﾊﾞｰﾄ無      φ150用      
0.1 

か所
集水桝          Ⅱ型 ｲﾝﾊﾞｰﾄ無      φ200用      

0.1 
か所

屋外工事 排水工事 (敷地内)集会所

屋外工事 排水工事 (敷地外)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集水桝          Ⅱ型 ｲﾝﾊﾞｰﾄD=150付 -            
0.1 

か所
集水桝          Ⅱ型 ｲﾝﾊﾞｰﾄD=200付 -            

0.1 
か所

集水桝          Ⅲ型 ｲﾝﾊﾞｰﾄ無      φ150用      
0.1 

か所
集水桝          Ⅲ型 ｲﾝﾊﾞｰﾄ無      φ200用      

0.1 
か所

集水桝          Ⅲ型 ｲﾝﾊﾞｰﾄD=150付 -            
0.1 

か所
集水桝          Ⅲ型 ｲﾝﾊﾞｰﾄD=200付 -            

0.1 
か所

公道付雨水桝    A                               
0.1 

か所
公道付雨水桝    B                               

0.1 
か所

公道付雨水桝    C                               
0.1 

か所
公道付雨水桝    D                               

0.1 
か所

公道付雨水桝    E                               
0.1 

か所
公道付雨水桝    F                               

0.1 
か所

公道付雨水桝    G                               
0.1 

か所
公道付雨水桝    H                               

0.1 
か所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

街きょ          (建設局)                        
0.1 

ｍ

根切り          布つぼ掘                        
0.1 

ｍ3
床付け          布つぼ堀 -                      

0.1 
㎡

埋戻し          布つぼ掘                        
0.1 

ｍ3
計

屋外工事 排水工事 (敷地外)

屋外工事 排水工事 (敷地外)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

（現況平均GL=設計GL+***）       

植込真砂土      
0.1 

ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      -           10-10               
500㎡未満                       0.1 

㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      歩道用30-70                     
500㎡未満                       0.1 

㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      車道用40-150                    

500㎡未満                       0.1 
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      消防用50-350                    
500㎡未満                       0.1 

㎡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  歩道用30-70                     
500㎡未満                       0.1 

㎡
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  車道用40-150                    

500㎡未満                       0.1 
㎡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  消防用50-350                    
500㎡未満                       0.1 

㎡

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 歩道用30-120                    
500㎡未満                       0.1 

㎡
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 車道用40-150                    

500㎡未満                       0.1 
㎡

直接工事費  細目別内訳 177

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

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 車道用40-150                    
500㎡未満                       0.1 

㎡

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 標準   歩道用                   
舗装            500㎡未満                       0.1 

㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 標準   車道用                   
舗装            500㎡未満                       0.1 

㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 標準   消防用                   
舗装            500㎡未満                       0.1 

㎡

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 透水性 歩道用                   
舗装            500㎡未満                       0.1 

㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 透水性 車道用                   
舗装            500㎡未満                       0.1 

㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 透水性 消防用                   
舗装            500㎡未満                       0.1 

㎡

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 保水性 歩道用                   
舗装            500㎡未満                       0.1 

㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 保水性 車道用                   
舗装            500㎡未満                       0.1 

㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装  歩道用 500㎡未満                
0.1 

㎡

屋外工事 宅地道路構成その他工事 (敷地内)住宅

屋外工事 宅地道路構成その他工事 (敷地内)住宅
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

土舗装          10-10 500㎡未満                 
0.1 

㎡
土舗装          10-30 500㎡未満                 

0.1 
㎡

縁石ﾌﾞﾛｯｸ       縁                              
0.1 

ｍ
団地内歩道ﾌﾞﾛｯｸ 道路境界石                      

0.1 
ｍ

団地内歩道ﾌﾞﾛｯｸ 舗装境界石                      
0.1 

ｍ
団地内歩道ﾌﾞﾛｯｸ 歩道縁石(直)                    

0.1 
ｍ

団地内歩道ﾌﾞﾛｯｸ 歩道縁石(曲)                    
0.1 

ｍ
団地内歩道ﾌﾞﾛｯｸ 縁石ﾌﾞﾛｯｸ                       

0.1 
ｍ

安全柵          C型      100m未満               
0.1 

ｍ
安全柵          C型      100m以上               

0.1 
ｍ

打放ｳｫｰﾙ        1 片面打放し L型   -            
H-300(750)                      0.1 

ｍ
打放ｳｫｰﾙ        1 片面打放し 逆T型 (土圧あり)   

H-350(800)                      0.1 
ｍ

打放ｳｫｰﾙ        1 片面打放し L型   -            
H-300(750)                      0.1 

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

打放ｳｫｰﾙ        1 片面打放し L型   (土圧あり)   
H-350(800)                      0.1 

ｍ
打放ｳｫｰﾙ        1 片面打放し L型   -            

H-300(750)                      0.1 
ｍ

打放ｳｫｰﾙ        1 片面打放し 逆T型 -            
H-300(750)                      0.1 

ｍ

ﾌｪﾝｽ取付用ｳｫｰﾙ  1 片面打放し 逆T型  E-1,2       
H-600(1050)                     0.1 

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ    E-1 材工共                      

0.1 
ｍ

消防用送水口    
0.1 

か所

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ取付 E-1                             
(基礎共)        0.1 

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ取付 E-2                             
(基礎共)        0.1 

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ取付 E-3                             
(基礎共)        0.1 

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ取付 E-4                             
(基礎共)        0.1 

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ取付 E-5                             
(基礎共)        0.1 

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ取付 E-6                             
(基礎共)        0.1 

ｍ

屋外工事 宅地道路構成その他工事 (敷地内)住宅

屋外工事 宅地道路構成その他工事 (敷地内)住宅
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽﾄﾞｱ 片開き E-1用 W-600              
取付(基礎共)    0.1 

か所
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽﾄﾞｱ 両開き E-1用 W-1500             
取付(基礎共)    0.1 

か所
設備基礎        W****×L****×H***              

0.1 
か所

車止め          C -                             
0.1 

か所
車止め          D -                             

0.1 
か所

車止め          E -                             
0.1 

か所
車止め          F 南京錠共                      

0.1 
か所

車止め          G -                             
0.1 

か所
車止め          H 南京錠共                      

0.1 
か所

車止め用鎖      φ5　L=****　南京錠共           
0.1 

か所

標識            標識(1)                         
0.1 

か所
標識            標識(2)                         

0.1 
か所

標識            標識(3)                         
0.1 

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

団地案内板      
0.1 

か所
団地名称板      (1)ｳｫｰﾙ取付                     

0.1 
か所

団地名称板      (2)独立基礎                     
0.1 

か所
認定表示板(1)   仮設置                          

0.1 
か所

認定表示板(2)   仮設置                          
0.1 

か所
認定表示板(1)   本設置                          

0.1 
か所

認定表示板(2)   本設置                          
0.1 

か所

植樹枡          丸型 20A                        
0.1 

か所
植樹枡          丸型 20B                        

0.1 
か所

植樹枡          角型 20A                        
0.1 

か所
植樹枡          角型 20B                        

0.1 
か所

花壇(丸型)      花15                            
0.1 

か所
花壇(丸型)      花20                            

0.1 
か所

花壇(丸型)      花10                            
0.1 

か所

屋外工事 宅地道路構成その他工事 (敷地内)住宅

屋外工事 宅地道路構成その他工事 (敷地内)住宅
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

植栽            
1   

式

植栽基盤整備    A種 有効土層 50cm  -            
-                               0.1 

㎡
植栽基盤整備    A種 有効土層 60cm  -            

-                               0.1 
㎡

植栽基盤整備    A種 有効土層 80cm  -            
-                               0.1 

㎡
植栽基盤整備    A種 有効土層 100cm -            

-                               0.1 
㎡

植栽基盤整備    B種 有効土層 20cm  -            
-                               0.1 

㎡

植栽基盤整備    C種 有効土層 20cm  客土         
残土処分別途                    0.1 

㎡
植栽基盤整備    C種 有効土層 50cm  客土         

残土処分別途                    0.1 
㎡

植栽基盤整備    C種 有効土層 60cm  客土         
残土処分別途                    0.1 

㎡
植栽基盤整備    C種 有効土層 80cm  客土         

残土処分別途                    0.1 
㎡

植栽基盤整備    C種 有効土層 100cm 客土         
残土処分別途                    0.1 

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

植栽基盤整備    D種 有効土層 20cm  客土         
-                               0.1 

㎡
植栽基盤整備    D種 有効土層 50cm  客土         

-                               0.1 
㎡

植栽基盤整備    D種 有効土層 60cm  客土         
-                               0.1 

㎡
植栽基盤整備    D種 有効土層 80cm  客土         

-                               0.1 
㎡

植栽基盤整備    D種 有効土層 100cm 客土         
-                               0.1 

㎡

ﾍﾞﾝﾁ            (A)再生木材 -                   
0.1 

か所

玄関ﾎｰﾙ ｽﾛｰﾌﾟ   W****×D****                    
0.1 

か所

切土            現状GLより設計GLまで            
0.1 

ｍ3
切土            

0.1 
ｍ3

根切り          布つぼ掘                        
0.1 

ｍ3
床付け          布つぼ堀 -                      

0.1 
㎡

屋外工事 宅地道路構成その他工事 (敷地内)住宅

屋外工事 宅地道路構成その他工事 (敷地内)住宅
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

埋戻し          布つぼ掘                        
0.1 

ｍ3
盛土            

0.1 
ｍ3

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

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      車道用40-150                    
500㎡未満                       0.1 

㎡
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  車道用40-150                    

500㎡未満                       0.1 
㎡

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 車道用40-150                    
500㎡未満                       0.1 

㎡

車止め          A -                             
0.1 

か所

区画・No文字    駐車場                          
区画線Ｗ=15cm　●.●m           1   
No文字　200×300　●～●●      式

切土            
0.1 

ｍ3
計

屋外工事 宅地道路構成その他工事 (敷地内)住宅

屋外工事 宅地道路構成その他工事 (敷地内)駐車場
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直接工事費  細目別内訳 187

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

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      歩道改築A型 150-150             
-                               0.1 

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      歩道改築B型 100-150             

-                               0.1 
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      消防車両乗入部 50-50-150        
(公道等)        -                               0.1 

㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      公道付歩道     30-100           
(公道等)        500㎡未満                       0.1 

㎡

公道付歩道ﾌﾞﾛｯｸ 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                   
0.1 

ｍ
公道付歩道ﾌﾞﾛｯｸ 舗装境界ﾌﾞﾛｯｸ                   

0.1 
ｍ

公道付歩道ﾌﾞﾛｯｸ 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(直)             
0.1 

ｍ
公道付歩道ﾌﾞﾛｯｸ 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(曲)             

0.1 
ｍ

安全柵          Ⅰ型                            
0.1 

ｍ
安全柵          Ⅱ型                            

0.1 
ｍ

安全柵          A型 L-**** φ42.7               
端部　L-3000　●か所            1   
中央部　L-3000　●か所          式

安全柵          B型 L-**** φ42.7               
端部　L-3000　●か所            1   
中央部　L-3000　●か所          式

屋外工事 宅地道路構成その他工事 (敷地内)集会所

屋外工事 宅地道路構成その他工事 (敷地外)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

切土            
0.1 

ｍ3
根切り          布つぼ掘                        

0.1 
ｍ3

床付け          布つぼ堀 -                      
0.1 

㎡
埋戻し          布つぼ掘                        

0.1 
ｍ3

盛土            
0.1 

ｍ3
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬費 場外自由処分                    
屋外                            1   

ｍ3
建設発生土処分費 場外自由処分                    

屋外                            1   
ｍ3

計

屋外工事 建設発生土処理工事 (敷地内)住宅

屋外工事 宅地道路構成その他工事 (敷地外)
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬費 場外自由処分                    
屋外                            1   

ｍ3
建設発生土処分費 場外自由処分                    

屋外                            1   
ｍ3

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

建設発生土運搬費 場外自由処分                    
屋外                            1   

ｍ3
建設発生土処分費 場外自由処分                    

屋外                            1   
ｍ3

計

屋外工事 建設発生土処理工事 (敷地内)駐車場

屋外工事 建設発生土処理工事 (敷地内)集会所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬費 場外自由処分                    
屋外                            1   

ｍ3
建設発生土処分費 場外自由処分                    

屋外                            1   
ｍ3

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

土工機械運搬費  屋外                            
1   

式
植栽機械運搬費  屋外                            

1   
式

計

屋外工事 建設発生土処理工事 (敷地外)

屋外工事 土工機械運搬費 屋外
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  T-30                            
0.1 

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去  T-100                           

0.1 
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ切 厚さ100以下                     
0.1 

ｍ
雨水会所(●)撤去 ***×***×H***　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共      

0.1 
㎡

雨水会所(●)撤去 ***×***×H***　鋼製蓋共        
0.1 

㎡
側溝撤去        W-***                           

0.1 
ｍ

雨水排水管撤去  φ***                           
0.1 

ｍ
縁石ﾌﾞﾛｯｸ撤去   ***×***                        

0.1 
ｍ

(地中障害物撤去)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 基礎部                          
0.1 

ｍ3
PC杭上部取壊し  PC杭***φ　L=***ｍ×計●本      

0.1 
ｍ3

PC杭引き抜き    PC杭***φ　L=***ｍ×計●本      
1   

式
PC杭引抜き後    
取壊し          0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        地中障害物･屋外撤去             
集積･積込       0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類運搬    コンクリート塊                  

0.1 
ｍ3

直接工事費  細目別内訳 195

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

計

撤去工事 屋外撤去工事 敷地内

撤去工事 屋外撤去工事 敷地内



直接工事費　細目別内訳 196

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

計

直接工事費  細目別内訳 197

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

解体廃材処分費  ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(再生)                  
0.1 

ｍ3
解体廃材処分費  ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(再生)                  

0.1 
ｍ3

(地中障害物撤去)

解体廃材処分費  ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(再生)                  
0.1 

ｍ3

解体廃材処分費  金属くず(鉄)                    
▲0.1 

ｔ
(地中障害物撤去)

解体廃材処分費  金属くず(鉄)                    
▲0.1 

ｔ
計

撤去工事 屋外撤去工事 敷地外

撤去工事 解体廃材処分費 敷地内

※敷地外の屋外撤去がある場合計上する。
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

撤去工事 解体廃材処分費 敷地外

※敷地外の解体廃材処分がある場合計上する。



共通仮設費(積上)　明細 199

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

標準共通仮設費  
1   

式

用水費          
1   

式
動力･光熱費     

1   
式

敷地確定測量    
1   

式

監督員事務所    ●号(運搬費共)                  
物件ごとに号数を選択            1   

式

騒音･振動測定装 設置架台共                      
置              1   

式

近隣家屋調査    事前事後共                      
1   

式

化学物質濃度測定
1   

式

交通誘導員      
1   

式

共通仮設費(積上)  明細 200

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

仮囲い等        
1   

式
計



現場管理費(積上)　明細 201

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

現場管理費      
1   

式
計

一般管理費等(積上)  明細 202

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

一般管理費等    
1   

式
計


