
　工事名称：国立江田島青少年交流の家ライフライン改修工事　　　

 参考数量表：本数量表は参考とし、積算に利用してください。 

 国立青少年教育振興機構 



（種目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 金　　額 備　　考

直接工事費

Ⅰ. 建築 改修 1.0  式

Ⅱ.電気設備 改修 1.0  式

Ⅲ.機械設備 改修 1.0  式

計

共通費

Ⅰ 共通仮設費 1.0  式

Ⅱ 現場管理費 1.0  式

Ⅲ 一般管理費等 1.0  式

計

合計(工事価格)

消費税等相当額 1.0  式

総合計(工事費)

　工事名称：国立江田島青少年交流の家ライフライン改修工事　　　
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

Ⅰ. 建築

   宿泊棟A

１.直接仮設

　墨出し 内部改修(個別・複合) 1.0 式

　養生 外壁・内部改修 1.0 式

　整理清掃後片付け 外壁・内部改修 1.0 式

　外部足場
くさび緊結式足場　高さ10ｍ未満
存置2ヶ月　手すり先行型、運搬費共 1.0 式

　内部足場
脚立足場　残置1ヵ月
12～15ｍ未満 1.0 式

　災害防止 養生シート張り　残置2ヵ月　運搬費共 1.0 式

　小　計

２.建具改修

　WD-1-1 550W×1.750H  取付・運搬共　既設撤去費含 2.0 か所

  LSD-1  850W×1.650H  取外し・再取付 1.0 か所

　小　計

３.内装改修

(1)撤去

床25角磁器質タイル撤去 下地モルタル共 3.3 ㎡
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

配管用増打ち
25角磁器質タイル撤去 下地防水モルタル共 5.9 ㎡

マンホール蓋撤去 450φ枠共 1.0 か所

　和便器部コンクリート床撤去 650×800×120t 2.0 か所

床カッター入れ タイル面厚　30程度 5.8 ｍ

床カッター入れ コンクリート面　厚30程度 5.8 ｍ

　壁ビニルクロス撤去 24.2 ㎡

　壁石こうボード撤去 t-12.5 24.2 ㎡

　天井版撤去 t-6　LGS下地共 1.8 ㎡

天井点検口撤去 450角 1.0 か所

カーテンレール撤去 シングル 49.1 ｍ

小　計

(2)改修

　床セルフレベリング材塗 石こう系　厚10　張物下地 53.1 ㎡

　配管用増打ちモルタル塗 金ゴテ　張物下地 5.9 ㎡

マンホール蓋 鋳鉄製　４５０φ枠共 1.0 か所

　ビニル床シート張り
FS無地　t=2.0
一般床　熱溶接工法 0.3          ㎡

　ビニル床シート張り
防汚・抗菌性　t=2.0
多湿床　熱溶接工法 59.0         ㎡

和便器後開口塞ぎ
600×800×120t
コンクリート・鉄筋・型枠共 2.0          か所

　面台パッキング材 ラワン合板2類　t=9+9　材工共 0.7 ㎡

　軽量鉄骨壁下地 50形　@450　下地張り有 60.6         ㎡
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

　軽量鉄骨壁下地開口補強 ダクト等四方補強　50形　450×450 18.0         か所

壁石こうボード張り t=12.5+9.5 不燃　継目処理 60.6         ㎡

壁ビニルクロス張り ボード面 60.6 ㎡

　壁点検口 樹脂製450×450 18.0 か所

軽量鉄骨天井下地 19形　@300　直張り用　アンカー共 1.8 ㎡

　天井点検口 アルミ製　450角 1.0          か所

天井ケイ酸カルシウム板張り t=6.0　不燃　目透し 1.8          ㎡

　カーテンレール シングル　C型　SUS　天井直付け 44.9         ｍ

小　計

４.塗装改修

　天井EP塗 B種　素地ごしらえB種　ケイカル面 1.8          ㎡

　SOP塗 B種　素地ごしらえAB種　木製建具面 4.5          ㎡

小　計

５.発生材処理

　発生材運搬費 1.0          式

発生材処分費 1.0          式

小　計

(7)



（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

   宿泊棟B

１.直接仮設

　墨出し 内部改修(個別・複合) 1.0 式

　養生 外壁・内部改修 1.0 式

　整理清掃後片付け 外壁・内部改修 1.0 式

　外部足場
くさび緊結式足場　高さ10ｍ未満
存置2ヶ月　手すり先行型、運搬費共 1.0 式

　内部足場
脚立足場　残置1ヵ月
12～15ｍ未満 1.0 式

　災害防止 養生シート張り　残置2ヵ月　運搬費共 1.0 式

　小　計

２.建具改修

　WD-1-1 550W×1.750H  取付・運搬共　既設撤去費含 4.0 か所

　小　計

３.内装改修

(1)撤去

床25角磁器質タイル撤去 下地モルタル共 2.1 ㎡

配管用増打ち
25角磁器質タイル撤去 下地防水モルタル共 5.9 ㎡

　和便器部コンクリート床撤去 650×800×120t 4.0 か所

床カッター入れ タイル面厚　30程度 11.6 ｍ

(8)



（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

床カッター入れ コンクリート面　厚30程度 11.6 ｍ

　壁ビニルクロス撤去 24.2 ㎡

　壁石こうボード撤去 t-12.5 24.2 ㎡

　天井版撤去 t-6　LGS下地共 1.8 ㎡

天井点検口撤去 450角 1.0 か所

カーテンレール撤去 シングル 49.1 ｍ

小　計

(2)改修

　床セルフレベリング材塗 石こう系　厚10　張物下地 52.5 ㎡

　配管用増打ちモルタル塗 金ゴテ　張物下地 5.9 ㎡

　ビニル床シート張り
FS無地　t=2.0
一般床　熱溶接工法 0.3          ㎡

　ビニル床シート張り
防汚・抗菌性　t=2.0
多湿床　熱溶接工法 58.4         ㎡

和便器後開口塞ぎ
600×800×120t
コンクリート・鉄筋・型枠共 4.0          か所

　面台パッキング材 ラワン合板2類　t=9+9　材工共 0.7 ㎡

　軽量鉄骨壁下地 50形　@450　下地張り有 60.6         ㎡

　軽量鉄骨壁下地開口補強 ダクト等四方補強　50形　450×450 18.0         か所

壁石こうボード張り t=12.5+9.5 不燃　継目処理 60.6         ㎡

壁ビニルクロス張り ボード面 60.6 ㎡

　壁点検口 樹脂製450×450 18.0 か所

軽量鉄骨天井下地 19形　@300　直張り用　アンカー共 1.8 ㎡

　天井点検口 アルミ製　450角 1.0          か所
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

天井ケイ酸カルシウム板張り t=6.0　不燃　目透し 1.8          ㎡

　カーテンレール シングル　C型　SUS　天井直付け 44.9         ｍ

小　計

４.塗装改修

　天井EP塗 B種　素地ごしらえB種　ケイカル面 1.8          ㎡

　SOP塗 B種　素地ごしらえAB種　木製建具面 8.9          ㎡

小　計

５.発生材処理

　発生材運搬費 1.0          式

発生材処分費 1.0          式

小　計

   宿泊棟C

１.直接仮設

　墨出し 内部改修(個別・複合) 1.0 式

　養生 外壁・内部改修 1.0 式

　整理清掃後片付け 外壁・内部改修 1.0 式
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

　外部足場
くさび緊結式足場　高さ10ｍ未満
存置2ヶ月　手すり先行型、運搬費共 1.0 式

　内部足場
脚立足場　残置1ヵ月
12～15ｍ未満 1.0 式

　災害防止 養生シート張り　残置2ヵ月　運搬費共 1.0 式

　小　計

２.建具改修

　WD-1-1 550W×1.750H  取付・運搬共　既設撤去費含 4.0 か所

　小　計

３.内装改修

(1)撤去

床25角磁器質タイル撤去 下地モルタル共 2.1 ㎡

配管用増打ち
25角磁器質タイル撤去 下地防水モルタル共 5.9 ㎡

　和便器部コンクリート床撤去 650×800×120t 4.0 か所

床カッター入れ タイル面厚　30程度 11.6 ｍ

床カッター入れ コンクリート面　厚30程度 11.6 ｍ

　壁ビニルクロス撤去 24.2 ㎡

　壁石こうボード撤去 t-12.5 24.2 ㎡

　天井版撤去 t-6　LGS下地共 1.8 ㎡

天井点検口撤去 450角 1.0 か所
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

カーテンレール撤去 シングル 49.1 ｍ

小　計

(2)改修

　床セルフレベリング材塗 石こう系　厚10　張物下地 52.5 ㎡

　配管用増打ちモルタル塗 金ゴテ　張物下地 5.9 ㎡

　ビニル床シート張り
FS無地　t=2.0
一般床　熱溶接工法 0.3          ㎡

　ビニル床シート張り
防汚・抗菌性　t=2.0
多湿床　熱溶接工法 58.4         ㎡

和便器後開口塞ぎ
600×800×120t
コンクリート・鉄筋・型枠共 4.0          か所

　面台パッキング材 ラワン合板2類　t=9+9　材工共 0.7 ㎡

　軽量鉄骨壁下地 50形　@450　下地張り有 60.6         ㎡

　軽量鉄骨壁下地開口補強 ダクト等四方補強　50形　450×450 18.0         か所

壁石こうボード張り t=12.5+9.5 不燃　継目処理 60.6         ㎡

壁ビニルクロス張り ボード面 60.6 ㎡

　壁点検口 樹脂製450×450 18.0 か所

軽量鉄骨天井下地 19形　@300　直張り用　アンカー共 1.8 ㎡

　天井点検口 アルミ製　450角 1.0          か所

天井ケイ酸カルシウム板張り t=6.0　不燃　目透し 1.8          ㎡

　カーテンレール シングル　C型　SUS　天井直付け 44.9         ｍ

小　計
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

４.塗装改修

　天井EP塗 B種　素地ごしらえB種　ケイカル面 1.8          ㎡

　SOP塗 B種　素地ごしらえAB種　木製建具面 8.9          ㎡

小　計

５.発生材処理

　発生材運搬費 1.0          式

発生材処分費 1.0          式

小　計

   宿泊棟D

１.直接仮設

　墨出し 内部改修(個別・複合) 1.0 式

　養生 外壁・内部改修 1.0 式

　整理清掃後片付け 外壁・内部改修 1.0 式

　外部足場
くさび緊結式足場　高さ10ｍ未満
存置2ヶ月　手すり先行型、運搬費共 1.0 式

　内部足場
脚立足場　残置1ヵ月
12～15ｍ未満 1.0 式

　災害防止 養生シート張り　残置2ヵ月　運搬費共 1.0 式

　小　計
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

２.建具改修

　WD-1-1 550W×1.750H  取付・運搬共　既設撤去費含 4.0 か所

　小　計

３.内装改修

(1)撤去

床25角磁器質タイル撤去 下地モルタル共 3.2 ㎡

配管用増打ち
25角磁器質タイル撤去 下地防水モルタル共 5.1 ㎡

マンホール蓋撤去 450φ　枠共 1.0 か所

畳撤去 琉球畳調 18.0 枚

　和便器部コンクリート床撤去 650×800×120t 4.0 か所

床カッター入れ タイル面厚　30程度 11.6 ｍ

床カッター入れ コンクリート面　厚30程度 11.6 ｍ

　壁ビニルクロス撤去 7.9 ㎡

　壁石こうボード撤去 t-12.5 7.9 ㎡

　壁長押撤去 H35 10.8 ｍ

　天井版撤去 t-6　LGS下地共 1.8 ㎡

カーテンレール撤去 シングル 49.0 ｍ

小　計
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

(2)改修

　床セルフレベリング材塗 石こう系　厚10　張物下地 49.7 ㎡

　配管用増打ちモルタル塗 金ゴテ　張物下地 5.1 ㎡

　マンホール蓋 鋳鉄製　450φ枠共 1.0 か所

　ビニル床シート張り
防汚・抗菌性　t=2.0
多湿床　熱溶接工法 54.8         ㎡

　畳敷 琉球畳調 18.0         枚

和便器後開口塞ぎ
600×800×120t
コンクリート・鉄筋・型枠共 4.0          か所

　面台パッキング材 ラワン合板2類　t=9+9　材工共 0.6 ㎡

　壁長押 杉　H35　材工共 1.0 ｍ

　軽量鉄骨壁下地 50形　@450　下地張り有 56.1         ㎡

　軽量鉄骨壁下地開口補強 ダクト等四方補強　50形　300×300 6.0          か所

　軽量鉄骨壁下地開口補強 ダクト等四方補強　50形　450×450 12.0         か所

壁石こうボード張り t=12.5+9.5 不燃　継目処理 56.1         ㎡

壁ビニルクロス張り ボード面 56.1 ㎡

　壁点検口 樹脂製300×300 6.0 か所

　壁点検口 樹脂製450×450 12.0 か所

軽量鉄骨天井下地 19形　@300　直張り用　アンカー共 1.8 ㎡

天井ケイ酸カルシウム板張り t=6.0　不燃　目透し 1.8          ㎡

　カーテンレール シングル　C型　SUS　天井直付け 43.2         ｍ

小　計
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

４.塗装改修

　天井EP塗 B種　素地ごしらえB種　ケイカル面 1.8          ㎡

　SOP塗 B種　素地ごしらえAB種　木製建具面 8.9          ㎡

小　計

５.発生材処理

　発生材運搬費 1.0          式

発生材処分費 1.0          式

小　計

   宿泊棟E

１.直接仮設

　墨出し 内部改修(個別・複合) 1.0 式

　養生 外壁・内部改修 1.0 式

　整理清掃後片付け 外壁・内部改修 1.0 式

　外部足場
くさび緊結式足場　高さ10ｍ未満
存置2ヶ月　手すり先行型、運搬費共 1.0 式

　内部足場
脚立足場　残置1ヵ月
12～15ｍ未満 1.0 式

　災害防止 養生シート張り　残置2ヵ月　運搬費共 1.0 式

　小　計
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

２.建具改修

　WD-1-1 550W×1.750H  取付・運搬共　既設撤去費含 4.0 か所

　小　計

３.内装改修

(1)撤去

床25角磁器質タイル撤去 下地モルタル共 3.0 ㎡

配管用増打ち
25角磁器質タイル撤去 下地防水モルタル共 5.8 ㎡

床点検口撤去 450角 1.0 か所

マンホール蓋撤去 450φ　枠共 1.0 か所

畳撤去 琉球畳調 18.0 枚

　和便器部コンクリート床撤去 650×800×120t 4.0 か所

床カッター入れ タイル面厚　30程度 11.6 ｍ

床カッター入れ コンクリート面　厚30程度 11.6 ｍ

　壁ビニルクロス撤去 7.9 ㎡

　壁石こうボード撤去 t-12.5 7.9 ㎡

　壁長押撤去 H35 10.8 ｍ

　天井版撤去 t-6　LGS下地共 1.8 ㎡

カーテンレール撤去 シングル 49.0 ｍ
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

小　計

(2)改修

　床セルフレベリング材塗 石こう系　厚10　張物下地 66.9 ㎡

　配管用増打ちモルタル塗 金ゴテ　張物下地 5.9 ㎡

　床点検口 ステンレス製450角　防水・防臭型枠共 1.0 か所

　マンホール蓋 鋳鉄製　450φ枠共 1.0 か所

　ビニル床シート張り
防汚・抗菌性　t=2.0
多湿床　熱溶接工法 72.8         ㎡

　畳敷 琉球畳調 18.0         枚

和便器後開口塞ぎ
600×800×120t
コンクリート・鉄筋・型枠共 4.0          か所

　面台パッキング材 ラワン合板2類　t=9+9　材工共 0.6 ㎡

　壁長押 杉　H35　材工共 1.0 ｍ

　軽量鉄骨壁下地 50形　@450　下地張り有 56.1         ㎡

　軽量鉄骨壁下地開口補強 ダクト等四方補強　50形　300×300 6.0          か所

　軽量鉄骨壁下地開口補強 ダクト等四方補強　50形　450×450 12.0         か所

壁石こうボード張り t=12.5+9.5 不燃　継目処理 56.1         ㎡

壁ビニルクロス張り ボード面 56.1 ㎡

　壁点検口 樹脂製300×300 6.0 か所

　壁点検口 樹脂製450×450 12.0 か所

軽量鉄骨天井下地 19形　@300　直張り用　アンカー共 1.8 ㎡

天井ケイ酸カルシウム板張り t=6.0　不燃　目透し 1.8          ㎡

　カーテンレール シングル　C型　SUS　天井直付け 43.2         ｍ
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

小　計

４.塗装改修

　天井EP塗 B種　素地ごしらえB種　ケイカル面 1.8          ㎡

　SOP塗 B種　素地ごしらえAB種　木製建具面 8.9          ㎡

小　計

５.発生材処理

　発生材運搬費 1.0          式

発生材処分費 1.0          式

小　計

   管理研修棟

１.直接仮設

　墨出し 内部改修(個別・複合) 1.0 式

　養生 外壁・内部改修 1.0 式

　整理清掃後片付け 外壁・内部改修 1.0 式

　外部足場
くさび緊結式足場　高さ10ｍ未満
存置2ヶ月　手すり先行型、運搬費共 1.0 式

　内部足場
脚立足場　残置1ヵ月
12～15ｍ未満 1.0 式
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

　災害防止 養生シート張り　残置2ヵ月　運搬費共 1.0 式

　小　計

２.建具改修

　AW-1 アルミパネル 1,010W×400H  取付・運搬共　既設撤去費含 1.0 か所

　AW-1 アルミパネル
1,010W×400H  取付・運搬共
竪樋用穴あけ100φ 　既設撤去費含 1.0 か所

　小　計

３.内装改修

(1)撤去

床25角磁器質タイル撤去 下地モルタル共 6.0 ㎡

床点検口撤去 450角 2.0 か所

床ビニルシート撤去 t=2.0 8.3 ㎡

床天然木化粧複合フローリング撤去 t=10  400×700　下地合板t=12 1.0 か所

　和便器部コンクリート床撤去 630×900×120t 3.0 か所

　和便器部コンクリート床撤去 1,020×400×120t 2.0 か所

　和便器部コンクリート床撤去 1,000×600×120t 2.0 か所

床カッター入れ タイル面厚　30程度 9.2 ｍ

床カッター入れ コンクリート面　厚30程度 21.3 ｍ

　天井ロックウール化粧吸音板撤去 t=12  下地GB-Rt=12.5共  LGS下地共 4.6 ㎡

(20)



（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

天井石こうボード撤去 t=9.5　LGS下地共 1.6 ㎡

天井化粧石こうボード撤去 t=9.5(木目町)　LGS下地共 1.0 ㎡

天井廻り縁撤去 塩ビ製 9.5 ｍ

TB-1トイレブース撤去 600W×1,900H  扉ノミ 1.0 か所

TB-2トイレブース撤去 600W×1,900H×2か所  扉ノミ 1.0 か所

TB-3トイレブース撤去
(2,585+(1,250×3))W×1,900H  扉(600
×1,900)×3ヵ所 2.0 か所

竪樋撤去 VP管100φ 10.5 ｍ

小　計

(2)改修

　床コンクリート直仕上 金ゴテ　薄張物下地 2.0 ㎡

　床セルフレベリング材塗 石こう系　厚10　張物下地 40.8 ㎡

　床点検口 ステンレス製450角　防水・防臭型枠共 2.0 か所

　ビニル床シート張り
防汚・抗菌性　t=2.0
多湿床　熱溶接工法 42.8         ㎡

　ビニル床シート張り
防汚・抗菌性　t=2.0
多湿床　熱溶接工法 　下地調整共 6.3          ㎡

　床天然木化粧フローリング張り t=10  400×700　下地合板t=12共 1.0          か所

和便器後開口塞ぎ
630×900×120t
コンクリート・鉄筋・型枠共 3.0          か所

和便器後開口塞ぎ
1,020×400×120t
コンクリート・鉄筋・型枠共 2.0          か所

和便器後開口塞ぎ
1,000×600×120t
コンクリート・鉄筋・型枠共 2.0          か所

軽量鉄骨天井下地 19形　@225　直張り用　アンカー共 1.0 ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形　@300　直張り用　アンカー共 1.6 ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形　@360　直張り用　アンカー共 4.2 ㎡
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

軽量鉄骨下がり壁下地 19形　高さ250 1.5 ｍ

軽量鉄骨下がり壁下地 19形　高さ520 1.0 ｍ

軽量鉄骨天井下地開口部補強 19形　450角　ボード切込み共 2.0 か所

天井石こうボード張り t=9.5　準不燃　継目処理 1.6 ㎡

天井化粧石こうボード張り t=9.5　準不燃　突付け　木目調 1.0 ㎡

天井ロックウール化粧吸音板張り
t=12　フラットタイプ
下地GB-R t=12.5共 4.2 ㎡

天井廻り縁 塩ビ製 10.0 ｍ

下がり壁見切縁 塩ビ製 2.5 ｍ

TB-1トイレブース 600W×1,900H  扉ノミ　運搬・取付共 1.0 か所

TB-2トイレブース
600W×1,900H×2か所  扉ノミ
運搬・取付共 1.0 か所

TB-3トイレブース
(2,585+(1,250×3))W×1,900H
 扉(600×1,900)×3ヵ所　運搬・取付共 2.0 か所

竪樋撤去後床穴埋めキャップ VP100φ 1.0 か所

竪樋 VP100φ　掴み金物共 11.1 ｍ

小　計

４.塗装改修

　天井EP塗 B種　素地ごしらえB種　ケイカル面 1.6          ㎡

　下がり壁EP塗 B種　素地ごしらえB種　ケイカル面 0.9          ㎡

小　計
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

５.発生材処理

　発生材運搬費 1.0          式

発生材処分費 1.0          式

小　計

   講堂食堂棟

１.直接仮設

　墨出し 内部改修(個別・複合) 1.0 式

　養生 外壁・内部改修 1.0 式

　整理清掃後片付け 外壁・内部改修 1.0 式

　外部足場
くさび緊結式足場　高さ10ｍ未満
存置2ヶ月　手すり先行型、運搬費共 1.0 式

　内部足場
脚立足場　残置1ヵ月
12～15ｍ未満 1.0 式
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

　災害防止 養生シート張り　残置2ヵ月　運搬費共 1.0 式

　小　計

２.外壁改修

　(1)撤去

　外壁CB撤去   t=150 鉄筋既存のまま 0.4 ㎡

　外壁CB撤去   t=150 鉄筋共 0.9 ㎡

　外壁木毛セメント板撤去   t=25 3.3 ㎡

　小　計

 (2)改修

　外壁アルミパネル
t=5.0  650×850　400φ穴あけ
アンカーボルト4-M10共 1.0 か所

　外壁モルタル塗り 金ゴテ　吹付下地 0.4 ㎡

　外壁防水形複層塗材E
ゆず肌状　ローラー塗
モルタル面　下地調整材共 0.4 ㎡
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

　外壁防水形複層塗材E

ゆず肌状　ローラー塗
木毛セメント面　合成樹脂エマルジョン
シーラー共 4.4 ㎡

　外壁木毛セメント板張り t=25 4.4 ㎡

　燃料管撤去跡穴埋め 25φt=150  無収縮モルタル 2.0 か所

　臥梁
1,280W×300H×150t
コンクリート・型枠・鉄筋共 1.0 か所

　排気ダクト取合シーリング MS-2 変性シリコーン　15×10 3.4 ｍ

　アルミパネル取合シーリング MS-2 変性シリコーン　15×10 3.0 ｍ

　小　計

３.内装改修

(1)撤去

壁木毛セメント板撤去 t=25 3.3 ㎡

既設基礎撤去 1,690×1,500×170H 1.0 か所 

既設基礎撤去 2,120×1,800×170H 1.0 か所 

　小　計
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

　(2)改修

　既設基礎撤去跡床モルタル塗り 金ゴテ 6.4 ㎡

壁アルミパネル

t=5.0  650×850  400φ穴あけ
アンカーボルト(4-M10共)
グラスウール充填共 1.0 か所

壁モルタル塗り 金ゴテ仕上 0.4 ㎡

　発電機基礎部コンクリート目荒し 4.4 ㎡

発電機基礎
4,060×2,050×130H
コンクリート・型枠・鉄筋共 1.0 か所

　排気ダクト取合シーリング MS-2 変性シリコーン　15×10 3.4 ｍ

　アルミパネル取合シーリング MS-2 変性シリコーン　15×10 3.0 ｍ

　小　計

４.発生材処理

　発生材運搬費 1.0 式

発生材処分費 1.0 式
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

小　計

   受水槽

１.舗装

　(1)撤去

　コンクリート舗装撤去 C-7-10 81.8 ㎡

　収縮目地撤去 28.1         m

縁石撤去 100×120×600 6.6          m

小　計

(2)改修

直接仮設 1.0          式

アスファルト舗装 A-3-10(合材・路盤材は再生材) 43.4 ㎡

すきとり 0.3 m3
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

盛土 発生土 0.3 m3

盛土 搬入土 1.1 m3

小　計

２.受水槽基礎 4,900/6,860×2,900/8,900×H(GL+)600

隅やり方 6.0 か所

根切り 28.4 ㎡

床付け 52.5 ㎡

埋戻し 6.5 m3

砕石地業 RC-40　基礎下 8.0 m3

捨てコンクリート FC=18N、S=18 2.7 m3

　コンクリート打手間 1.0 式

　異形鉄筋 SD295  D10 25.0 kg

　異形鉄筋 SD295  D13 1,843.0 kg
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

　異形鉄筋 SD295  D16 178.0 kg

　スクラップ控除 H2程度 ▲ 55.0 kg

　鉄筋加工組立 1,967.0 kg

　鉄筋運搬 30km程度 1,967.0 kg

普通コンクリート FC=21N、S=15 29.2 m3

コンクリート温度補正 3N 29.2 m3

　コンクリート打手間 1.0 式

  普通合板型枠 　基礎部 12.6         ㎡

　打放化合板型枠 　梁立上り部 33.7         ㎡

　型枠運搬 4t車　30km以内 46.3 ㎡

床コンクリートコテ押え 金ゴテ　直仕上 49.3 ㎡

　立上り打ち放し補修 B種 33.7         ㎡

　地質調査 スウェーデン式サウディング　L=10m 4.0          か所 

小　計
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

３.囲障・植栽

　既設ネットフェンス撤去 H=1,500 基礎共 12.0         m

　ネットフェンス取設 H=1,500 基礎共 19.3         m

　ネットフェンス片開扉 1,000W×1,500H 1.0          か所

　植栽撤去 6,000L×650D×1,800H　積込・運搬共 1.0          式

小　計

４.雑工作物

  駐輪場屋根撤去 8,900L×4,000D×1,800H　積込・運搬共 1.0          式

  可変式消火ポンプ格納庫移設 1.0          か所

小　計

５.発生材処理
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

　発生材運搬費 1.0 式

発生材処分費 1.0 式

小　計

Ⅱ 電気設備

１.構内配電線路

　　保護管 1.0 式

　　地中埋設標識 1.0 式

　　電線 1.0 式

　　ケーブル 1.0 式

　　塗装工事 1.0 式

　　土工事 1.0 式

　　撤去 1.0 式

小　計
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

２.発生材処理

　発生材運搬費 1.0 式

発生材処分費 1.0 式

小　計

Ⅱ 機械設備

１.給水設備

　　受水槽 SUS製パネル溶接形ポンプ室併設水槽 1.0          機

有効水量 84m3  8.0L×6.0D×4.0H

架台、搬入現場組立費共

　　緊急遮断弁 制御盤共 1.0          式

　　加圧給水ポンプユニット 65×50×650L/min×20m  2.2kw×2 1.0          台

防振架台、制御盤他附属品共
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

　　搬入据付費 1.0          式

    水道用ポリエチレン
    粉体ライニング鋼管(PB) 80A  屋外露出 19.0         m

　　同上 20A  屋外露出 4.0          m

　　同上 15A  屋外露出 1.0          m

　　同上 80A  埋設 6.0          m

　　同上 80A  機械室 1.0          m

　　同上 65A  機械室 2.0          m

　　同上 50A  機械室 1.0          m

　　弁類 1.0          式

　　水栓 1.0          個

　　玉形防振接手 65A 3.0          個 

　　玉形防振接手 50A 1.0          個 

　　FJ  SUS製 80A×750L 1.0          個 

　　土工事 根切り・埋戻し 1.0          式

    設置表示テープ 3.0          m
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

    埋設表示ピン 2.0          個

　　保温 1.0          式

　　配管切断 2.0          か所

小　計

２.排水設備

　　硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 125A　屋外露出 7.0          m

　　同上 80A　屋外露出 1.0          m

　　防虫網 125A　うちねじ 1.0          個

　　仕切弁 80A　青銅製 1.0          個

小　計
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（細目別内訳）

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

３.自動制御設備 

　　自動制御機器 1.0          式

　　調整費 1.0          式

　　計装工事 1.0          式

　　取付調整費 1.0          式

小　計
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