
※参考数量　：　本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

名　　　　　　　称 摘　　　要 数　量 単 位  備        考

Ⅰ.国際交流棟

１．直接仮設

【国際交流棟他】

墨出し 1 式

養生 1 式

整理清掃後片付け 1 式

外部足場 1 式

内部足場 1 式

仮設材運搬費 1 式

仮設間仕切 1 式

小計

【国際交流棟 1階ﾄｲﾚ】

墨出し 1 式

養生 1 式

整理清掃後片付け 1 式

内部足場 1 式

仮設材運搬費 1 式

小計

計

２．防水改修

（１）　撤去

【国際交流棟他】

計画数量(修繕22)
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

507.0 ｍ

計

（２）　改修

国立青少年教育振興機構
国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰ棟改修工事
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名　　　　　　　称 摘　　　要 数　量 単 位  備        考

【国際交流棟他】

   (  外部  )

(改修19)
nAD5下端ｴﾁﾚﾝ系塗膜防水

W500 5.8 ｍ

(改修19)
nAD5下ﾗｽ張り

0.3 ㎡

(改修19)
nAD5ﾓﾙﾀﾙ

W40*H50 ﾗｽこすり共 5.8 ｍ

(改修19)
nAD5下端保護ﾓﾙﾀﾙ

t20*W500 5.8 ｍ

計画数量(修繕22)
変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ

MS-2 15*10 209.0 ｍ

小々計

   (  内部  )

(改修18)
変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ

MS-2 3*6 35.9 ｍ

(改修18)
変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ

MS-2 10*10 5.4 ｍ

(修繕21)
変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ

MS-2 10*10 21.5 ｍ

小々計

小計

【国際交流棟 1階ﾄｲﾚ】

変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 3*6 291.0 ｍ

変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10*10 76.1 ｍ

小計

計

３．建具改修

（１）　撤去

【国際交流棟他】

(改修18)
鋼製戸撤去

両開き戸 枠共 4.0 ㎡

(修繕21)
ｱﾙﾐ製窓撤去

枠共 11.5 ㎡

(修繕21)
ｶｯﾀｰ入れ

ﾓﾙﾀﾙ面 9.5 ｍ

(修繕21)
建具周囲はつり

RC150 9.5 ｍ

(修繕19･21)
ｶﾞﾗｽ撤去

47.5 ㎡

小計

【国際交流棟 1階ﾄｲﾚ】
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名　　　　　　　称 摘　　　要 数　量 単 位  備        考

鋼製戸撤去 両開き戸 枠共 4.0 ㎡

ｱﾙﾐ製戸撤去 両開き戸 枠共 2.1 ㎡

小計

計

（２）　改修

【国際交流棟他】

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具 21.5 ｍ

小々計

nAW29
FIX付突出窓(庇付)

ｳﾚﾀﾝ焼付 付属金物一式
W1430*H950

2.0 か所

nAD5
外折引分全面開放扉(ｶﾊﾞｰ工法)

ｳﾚﾀﾝ焼付 付属金物一式
W5800*H3100

2.0 か所

nAC5
外倒し排煙窓･FIX付引違扉(庇付)

ｳﾚﾀﾝ焼付 付属金物一式
W2600*H3380

1.0 か所

運搬･取付費 1.0 式

小々計

nLD1
片引きﾌﾗｯｼｭ扉

ｳﾚﾀﾝ焼付 付属金物一式
W880*H2000

1.0 か所

nLD2
片引きﾌﾗｯｼｭ扉

ｳﾚﾀﾝ焼付 付属金物一式
W880*H2000

1.0 か所

nLD3
片引きﾌﾗｯｼｭ扉

ｳﾚﾀﾝ焼付 付属金物一式
W990*H2000

1.0 か所

nLD4
片引きﾌﾗｯｼｭ扉

ｳﾚﾀﾝ焼付 付属金物一式
W990*H2000

1.0 か所

nLD5
片開ﾌﾗｯｼｭ扉

ｳﾚﾀﾝ焼付 付属金物一式
W700*H2000

2.0 か所

運搬･取付費 1.0 式

小々計

(修繕24)
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ引き戸 ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ更新

2.0 か所

小々計

(改修14)手動ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ改修
ﾊﾝﾄﾞﾙ別置BOX･ﾜｲﾔｰ･ﾀﾞﾝﾊﾟｰ･滑車他
34か所

1.0 式

(改修14)電動ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ改修
ｽｲｯﾁ･制御盤･ﾜｲﾔｰ･ﾀﾞﾝﾊﾟｰ･滑車他
5か所

1.0 式

小々計

1F SSD1
自動扉ｴﾝｼﾞﾝ装置及びｾﾝｻｰ更新

寺岡ｵｰﾄﾄﾞｱ 2.0 か所

1F SSD2
自動扉ｴﾝｼﾞﾝ装置及びｾﾝｻｰ更新

寺岡ｵｰﾄﾄﾞｱ 2.0 か所

宿泊A･B棟
自動扉ｴﾝｼﾞﾝ装置及びｾﾝｻｰ更新

ﾅﾌﾞｺﾄﾞｱ 3.0 か所

小々計
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名　　　　　　　称 摘　　　要 数　量 単 位  備        考

SS-1
鋼製ｼｬｯﾀｰ改修

W4000*H2150 7.0 か所

SS-1
鋼製ｼｬｯﾀｰ改修

W4000*H2300 1.0 か所

SS-2
鋼製ｼｬｯﾀｰ改修

W4650*H2700 1.0 か所

SS-3
鋼製ｼｬｯﾀｰ改修

W2700*H1250 1.0 か所

小々計

ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ t5 2.18m2以下 1.8 ㎡

ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ t8 2.18m2以下 7.0 ㎡

摺りｶﾞﾗｽ t4 50角 6.0 か所

強化合わせｶﾞﾗｽ t10(T5+T5) 2.0m2以下 36.0 ㎡

合わせｶﾞﾗｽ t8(FL4+FL4) 2.0m2以下 2.7 ㎡

(修繕22)ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 5*5 691.0 ｍ

ｶﾞﾗｽ清掃 両面 47.5 ㎡

ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 30*30 52.0 か所

小々計

小計

【国際交流棟 1階ﾄｲﾚ】

TB3 女子ﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 5ﾌﾞｰｽ 小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-GPR同等品 1.0 か所

TB1 男子ﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 5ﾌﾞｰｽ 小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-GPR同等品 1.0 か所

TB4 女子ﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ+隔て板 2ﾌﾞｰｽ 小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-GPR同等品 1.0 か所

TB2 男子ﾄｲﾚ 隔て板
W700*H2400 小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-GPR同
等品

1.0 か所

小計

計

４．内装改修

（１）　撤去

【国際交流棟他】

(改修1)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 1,326.0 ㎡

(改修2)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 313.0 ㎡

(改修4)壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去 178.0 ㎡

(改修5)壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去 568.0 ㎡
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名　　　　　　　称 摘　　　要 数　量 単 位  備        考

(改修8)床塩ビｼｰﾄ撤去 1,645.0 ㎡

(改修8)SUS製ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 80.0 ｍ

(改修17)天井 合板･石こうﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り  ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 0.3 ㎡

(改修17)天井下地撤去 軽鉄 0.3 ㎡

(改修8)塩ビ製巾木撤去 434.0 ｍ

(改修16)床汚垂石撤去 石 2.2 ㎡

(改修17)床汚垂石撤去 石 1.4 ㎡

(改修18)床ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 9.2 ｍ

(改修18)床塩ビｼｰﾄ撤去 4.4 ㎡

(改修18)床ﾓﾙﾀﾙ撤去 4.4 ㎡

(改修18)壁ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t100 2.3 ㎡

(改修18)ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端石撤去 0.4 ㎡

(修繕21)木製額縁撤去 33.4 ｍ

小計

【国際交流棟 1階ﾄｲﾚ】

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 16.0 ｍ

床ﾀｲﾙ撤去 ﾓﾙﾀﾙ共 69.8 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ撤去 18.2 ㎡

床塩ビｼｰﾄ撤去 18.2 ㎡

塩ビ製巾木撤去 12.8 ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り  一般  GL工法 34.2 ㎡

壁ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t100 18.3 ㎡

天井 合板･石こうﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 6.2 ㎡

天井 合板･石こうﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り  ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 69.5 ㎡

天井下地撤去 軽鉄 75.8 ㎡

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 88.5 ㎡

木製TELｶｳﾝﾀｰ天端撤去 t30 1.7 ㎡

三方枠石撤去 W150*t20 11.8 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端石撤去 2.5 ㎡

小計
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名　　　　　　　称 摘　　　要 数　量 単 位  備        考

計

（２）　改修

【国際交流棟他】

   【床】

(改修1)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t10 ｻﾝｹﾞﾂ KAGETOHIKARI  同等品 1,326.0 ㎡

(改修2)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t7 313.0 ㎡

(改修8)床ﾘﾉﾘｳﾑｼｰﾄ
t2.5 模様張 一般部 熱溶接　抗ｳｨﾙｽ･抗菌･ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰ
ﾄﾗﾙ仕様ﾌｫﾙﾎﾞ･ﾌﾛｱﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｰﾓﾘｳﾑ 同等品

1,374.0 ㎡

(改修8)踏面 床ﾘﾉﾘｳﾑｼｰﾄ
t2.5 ｽﾄﾗｲﾌﾟ張 一般部 熱溶接　抗ｳｨﾙｽ･抗菌･ｶｰﾎﾞﾝ
ﾆｭｰﾄﾗﾙ仕様ﾌｫﾙﾎﾞ･ﾌﾛｱﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｰﾓﾘｳﾑ 同等品

33.3 ㎡

(改修8)蹴込 ﾘﾉﾘｳﾑｼｰﾄ
t2.5 ｽﾄﾗｲﾌﾟ張 一般部 熱溶接　抗ｳｨﾙｽ･抗菌･ｶｰﾎﾞﾝ
ﾆｭｰﾄﾗﾙ仕様ﾌｫﾙﾎﾞ･ﾌﾛｱﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｰﾓﾘｳﾑ 同等品

11.9 ㎡

(改修8)ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(単層)
t2.0 一般部 熱溶接　東リﾋﾄｴﾌｧｲﾝ 同等品
抗ｳｨﾙｽ･抗菌･ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ仕様

217.0 ㎡

(改修8)視覚障害者誘導ﾀｲﾙ 塩ビ製 300角 警告 4.2 ㎡

(改修8)視覚障害者誘導ﾀｲﾙ 塩ビ製 300角 誘導 4.4 ㎡

(改修8)床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ t5～10 ｾﾒﾝﾄ系 1,273.0 ㎡

(改修16)ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(単層)
t2.0 多湿部 熱溶接　東リﾋﾄｴﾌｧｲﾝ 同等品
抗ｳｨﾙｽ･抗菌･ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ仕様

34.9 ㎡

(改修16)床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ t40  ｾﾒﾝﾄ系 34.9 ㎡

(改修17)
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(単層)

t2.0 多湿部 熱溶接　東リﾋﾄｴﾌｧｲﾝ 同等品
抗ｳｨﾙｽ･抗菌･ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ仕様

23.1 ㎡

(改修17)床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ t40  ｾﾒﾝﾄ系 23.1 ㎡

(改修18)
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(単層)

t2.0 多湿部 熱溶接　東リﾋﾄｴﾌｧｲﾝ 同等品
抗ｳｨﾙｽ･抗菌･ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ仕様

4.4 ㎡

(改修18)
床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ

t10 ｾﾒﾝﾄ系 4.4 ㎡

(改修8)SUS製ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ｺﾞﾑ付 80.0 ｍ

(改修18)ｷｯﾁﾝ流し
L1800 SUSｼﾝｸ IHｺﾝﾛ ｵｰﾄﾀﾞｳﾝｳｫｰﾙ共
LIXIL ｼｴﾗS同等品

1.0 か所

(改修18)SUS製床押さえ 0.9 ｍ

小々計

   【壁】

   (  外部  )

(修繕25)ｱﾙﾐ製ｵｰﾆﾝｸﾞﾃﾝﾄ
W7100*D1000　BXﾃﾝﾊﾟﾙ 電動･手動兼用 ﾎﾞｯｸｽﾀｲﾌﾟ
35°固定 不燃ｷｬﾝﾊﾟｽNM-3095　風力ｾﾝｻｰ･LED照明
15W*5台付  同等品

2.0 か所

小々計

   (  内部  )

(改修4)壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 東リ POWER1000同等品 178.0 ㎡
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名　　　　　　　称 摘　　　要 数　量 単 位  備        考

(改修5)壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ面 東リ POWER1000同等品 568.0 ㎡

(改修6)建具面粘着剤付き化粧塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ更
新

SD面 t0.2 既存撤去共 216.0 ㎡

(改修8)硬質塩ビ巾木 H60 415.0 ｍ

(改修8)ｻｻﾗ硬質塩ビ巾木 H60 18.8 ｍ

(改修8)巾木下地GB下地調整 1.4 ㎡

(改修18)SUS製巾木 H60 HL 加工 5.4 ｍ

(改修18)軽量鉄骨壁下地65型 @450  下地張有 5.9 ㎡

(改修18)軽量鉄骨壁下地開口補強65型 W900*H2100 扉等三方補強 1.0 か所

(改修18)壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石こうﾎﾞｰﾄﾞ t12.5 下地張り 3.5 ㎡

(改修18)壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石こうﾎﾞｰﾄﾞ t12.5 下地張り GL工法 18.0 ㎡

(改修18)壁ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板
t3
目地ｼｰﾘﾝｸﾞ別途

21.2 ㎡

(改修18)出隅ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ 3.7 ｍ

2F 女子 2-5(改修16)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取外･再
設置

1.0 式

2F 女子 2-6(改修16)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取外･再
設置

1.0 式

2F 男子 2-5(改修16)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取外･再
設置

1.0 式

2F 男子 2-6(改修16)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取外･再
設置

1.0 式

(改修16)2F 便所ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾄﾚｰ金物新
設

ﾍﾞｽﾄ 忘れ物ｾﾞﾛﾄﾚｰNo1660同等品 7.0 か所

(改修16)2F 便所ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ表示錠更新
撤去共
ﾍﾞｽﾄ No1600ｼﾘｰｽﾞ同等品

7.0 か所

1F 女子 1-3(改修17)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取外･再
設置

1.0 式

1F 女子 1-4(改修17)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取外･再
設置

1.0 式

1F 男子 1-3(改修17)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取外･再
設置

1.0 式

1F 男子 1-4(改修17)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取外･再
設置

1.0 式

(改修17)1F 便所ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾄﾚｰ金物新
設

ﾍﾞｽﾄ 忘れ物ｾﾞﾛﾄﾚｰNo1660同等品 4.0 か所

(改修17)1F 便所ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ表示錠更新
撤去共
ﾍﾞｽﾄ No1600ｼﾘｰｽﾞ同等品

4.0 か所

(改修20)ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(壁突出) 450角 1.0 か所

(改修20)案内ｻｲﾝ 切り貼り 4.0 か所

(改修18)鋼製三方枠
W850*H2100 t1.6 加工
見付:25  奥行:250

1.0 か所

(改修18)袖壁天端
W650*D200*t20 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　ｱｲｶ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ
ｳｨﾙﾃｸﾄKAA 小R同等品

1.0 か所

(修繕21)木製額縁 W100*D25 堅木 33.4 ｍ

小々計
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名　　　　　　　称 摘　　　要 数　量 単 位  備        考

   【天井】

(新設)(改修17)天井軽量鉄骨天井下地
19型

@360 下地張り有 0.3 ㎡

(新設)(改修17)天井ｲﾝｻｰﾄ用あと施工
ｱﾝｶｰ

Φ9.0 見上 3.0 か所

(新設)(改修17)天井ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 t9 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ GB-NC-9.5下地共 0.3 ㎡

(修繕23)ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ-1電動ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ修繕 取外･点検･清掃･再設置 ﾀﾁｶﾜﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ製 1.0 式

小々計

小計

【国際交流棟 1階ﾄｲﾚ】

【床】

床ﾘﾉﾘｳﾑｼｰﾄ
t2.5 模様張 一般部 熱溶接　抗ｳｨﾙｽ･抗菌･ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰ
ﾄﾗﾙ仕様ﾌｫﾙﾎﾞ･ﾌﾛｱﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｰﾓﾘｳﾑ 同等品

15.1 ㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(単層)
t2.0 多湿部 熱溶接　東リﾋﾄｴﾌｧｲﾝ 同等品
抗ｳｨﾙｽ･抗菌･ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ仕様

73.0 ㎡

汚垂石ﾀｲﾙ W600 2.8 ｍ

床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 10 ｾﾒﾝﾄ系 85.1 ㎡

小々計

【壁】

壁三方見切石
W1100*H2530
奥行:350 t25 大理石 水磨き

2.0 か所

SUS製巾木 H60 HL 加工 76.1 ｍ

軽量鉄骨壁下地65型 @450  下地張有 63.1 ㎡

軽量鉄骨壁下地開口補強65型 W900*H2100 扉等三方補強 4.0 か所

壁ｽﾘﾑｽﾀｯﾄﾞ @455 114.0 ㎡

塩ビ巾木 H60 27.2 ｍ

壁石こうﾎﾞｰﾄﾞ t12.5 GL工法 PB-12.5共  継目処理 6.5 ㎡

壁石こうﾎﾞｰﾄﾞ t12.5 GL工法 PB-9.5共  継目処理 4.4 ㎡

壁石こうﾎﾞｰﾄﾞ t12.5 PB-9.5共  継目処理 4.5 ㎡

壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石こうﾎﾞｰﾄﾞ t12.5 下地張り 145.0 ㎡

壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石こうﾎﾞｰﾄﾞ t12.5 下地張り GL工法 24.5 ㎡

壁下地耐水合板 t12 4.7 ㎡

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板
t3
目地ｼｰﾘﾝｸﾞ別途

170.0 ㎡

出隅ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ 2.5 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 W150*t20 5.4 ｍ
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名　　　　　　　称 摘　　　要 数　量 単 位  備        考

ｱｲｶ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｳｨﾙﾃｸﾄKAA 小R同
等品

SUS製床押さえ 2.2 ｍ

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(ｼｰﾄ)(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ) 150角 3種類 4.0 か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(壁突出) 450角 2.0 か所

物入　SUS製ﾀﾞﾎﾞﾚｰﾙ H1820 4.0 か所

物入　ﾀﾞﾎﾞ 16.0 か所

物入　棚板 W782*D400*t18 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 4.0 か所

小々計

【天井】

天井軽量鉄骨天井下地19型 @360 下地張り有 78.3 ㎡

天井ｲﾝｻｰﾄ用あと施工ｱﾝｶｰ Φ9.0 見上 117.0 か所

天井ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 t9 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ GB-NC-9.5下地共 77.7 ㎡

天井石こうﾎﾞｰﾄﾞ t12.5  GB-12.5下地共 0.6 ㎡

天井廻り縁 塩ビ 99.7 ｍ

小々計

小計

計

５．塗装改修

（１）　撤去

【国際交流棟他】

(改修10)壁漆喰塗装撤去 653.0 ㎡

計

（２）　改修

【国際交流棟他】

   (  外部  )

(改修)(修繕21)壁塗料A塗
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｴｽｹｰ化研　水性ﾐﾗｸｼｰﾗｰｴｺ+水性ｺﾝﾎﾟｳﾚﾀ
ﾝ(指定つや消)  同等品

41.4 ㎡

(改修)(修繕21)下地調整 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 RB種 41.4 ㎡

(修繕21)壁高圧洗浄 41.4 ㎡
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名　　　　　　　称 摘　　　要 数　量 単 位  備        考

小々計

   (  内部  )

(改修3)壁CL塗 木面 B種 440.0 ㎡

(改修3)下地調整 木面 RB種 440.0 ㎡

(改修3)壁EP塗(汚れ防止ﾀｲﾌﾟ)
ﾎﾞｰﾄﾞ面　日本ﾍﾟｲﾝﾄ 水性ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰ1回
Hiﾋﾞﾆﾌﾚｯｼｭｾﾗ2回  同等品

583.0 ㎡

(改修3)下地調整 ﾎﾞｰﾄﾞ面 RB種 583.0 ㎡

(改修7)FE塗 鋼製建具面 33.0 ㎡

(改修7)下地調整 鉄鋼亜鉛ﾒｯｷ面  RB種 33.0 ㎡

(改修7)FE塗 鉄鋼面 B種 21.0 ㎡

(改修7)下地調整 鉄鋼亜鉛ﾒｯｷ面  RB種 21.0 ㎡

(改修7)FE塗 木製建具面 16.0 ㎡

(改修7)下地調整 木面 RB種 16.0 ㎡

(改修9)壁EP塗(汚れ防止ﾀｲﾌﾟ)
ﾎﾞｰﾄﾞ面　日本ﾍﾟｲﾝﾄ 水性ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰ1回
Hiﾋﾞﾆﾌﾚｯｼｭｾﾗ2回  同等品

1,017.0 ㎡

(改修9)下地調整 ﾎﾞｰﾄﾞ面 RB種 1,017.0 ㎡

(改修9)ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｸﾗｯｸ補修 Vｶｯﾄ+ﾌｧｲﾊﾞｰﾃｰﾌﾟW50+パテ補修 50.0 ｍ

(改修10)壁ｲﾀﾘｱﾝ漆喰不燃塗装(曲面) ﾎﾞｰﾄﾞ面 ﾌｯｺｰ ﾍﾞﾈﾁｱｰﾄ同等品 653.0 ㎡

(改修10)下地調整 ﾎﾞｰﾄﾞ面 RB種 653.0 ㎡

(改修)(改修17)天井EP塗
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板面　日本ﾍﾟｲﾝﾄ 水性ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰ1回
ｴｺﾌﾗｯﾄ70 2回 同等品

34.0 ㎡

(改修)(改修17)天井下地調整 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板面 RB種 34.0 ㎡

(新設)(改修17)天井EP塗
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板面　日本ﾍﾟｲﾝﾄ 水性ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰ1回
ｴｺﾌﾗｯﾄ70 2回 同等品

0.3 ㎡

(新設(改修17)天井素地ごしらえ ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板面 B種 0.3 ㎡

(修繕23)ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗装
鉄鋼面　日本ﾍﾟｲﾝﾄ ﾌｧｲﾝﾊﾟｰﾌｪｸﾄｼｰﾗｰ1回
ﾌｧｲﾝｳﾚﾀﾝU100 2回

53.0 ㎡

(修繕23)下地調整 鉄鋼面 RB種 53.0 ㎡

(修繕23)錆止め C種 53.0 ㎡

(改修18)FE塗 鉄鋼面 B種 1.5 ㎡

(改修18)下地調整 鉄鋼面 RB種 1.5 ㎡

(新規)(修繕21)EP塗 細幅物 糸100 木面  B種 33.4 ｍ

(新規)(修繕21)素地ごしらえ 細幅物 木面  A種 33.4 ｍ

(修繕22)天井EP塗
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板面　日本ﾍﾟｲﾝﾄ 水性ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰ1回
ｴｺﾌﾗｯﾄ70 2回 同等品

106.0 ㎡

(修繕22)天井下地調整 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板面 RB種 106.0 ㎡
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名　　　　　　　称 摘　　　要 数　量 単 位  備        考

小々計

小計

【国際交流棟 1階ﾄｲﾚ】

(新設)壁EP塗(汚れ防止ﾀｲﾌﾟ)
ﾎﾞｰﾄﾞ面　日本ﾍﾟｲﾝﾄ 水性ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰ1回
Hiﾋﾞﾆﾌﾚｯｼｭｾﾗ2回  同等品

15.0 ㎡

壁素地ごしらえ ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種 15.0 ㎡

(改修)壁EP塗(汚れ防止ﾀｲﾌﾟ)
ﾎﾞｰﾄﾞ面　日本ﾍﾟｲﾝﾄ 水性ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰ1回
Hiﾋﾞﾆﾌﾚｯｼｭｾﾗ2回  同等品

54.0 ㎡

壁下地処理 ﾎﾞｰﾄﾞ面 RB種 54.0 ㎡

(新設)天井EP塗
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板面　日本ﾍﾟｲﾝﾄ 水性ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰ1回
ｴｺﾌﾗｯﾄ70 2回 同等品

77.7 ㎡

天井素地ごしらえ ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板面 B種 77.7 ㎡

(新設)天井EP塗
ﾎﾞｰﾄﾞ面　日本ﾍﾟｲﾝﾄ 水性ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰ1回
ｴｺﾌﾗｯﾄ70 2回 同等品

0.6 ㎡

天井素地ごしらえ ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種 0.6 ㎡

小計

計

６．躯体改修

（１）　撤去

【国際交流棟 1階ﾄｲﾚ】

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 20.0 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 1.3 m3

撤去機械運搬
可搬式 ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛
排出ｶﾞｽ対策型

0.7 日

計

（２）　改修

【国際交流棟 1階ﾄｲﾚ】

(鉄筋)

異形鉄筋 SD295A     D13 0.01 ｔ

異形鉄筋 SD295A     D16 0.04 ｔ

鉄筋加工組立 耐震改修用 0.04 ｔ

鉄筋運搬費 0.04 ｔ

接着系あと施工ｱﾝｶｰ
下向き 材工共
D16 埋込12d 定着40d

8.0 本
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名　　　　　　　称 摘　　　要 数　量 単 位  備        考

接着系あと施工ｱﾝｶｰ
横向き 材工共
D16 埋込12d 定着40d

8.0 本

接着系あと施工ｱﾝｶｰ
上向き 材工共
D16 埋込12d 定着40d

8.0 本

小計

(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

無収縮ﾓﾙﾀﾙ圧入 Fm45 材工共 0.3 m3

小計

(型枠)

普通合板型枠 耐震改修用 4.0 ㎡

型枠運搬費 4.0 ㎡

小計

計

７．発生材処理

【国際交流棟他】

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 1.0 式

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 1.0 式

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 1.0 式

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず 1.0 式

小計

【国際交流棟 1階ﾄｲﾚ】

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 1.0 式

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 1.0 式

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 1.0 式

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず 1.0 式

小計

計

Ⅱ.周辺外構

１．舗装等

（１）　撤去
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名　　　　　　　称 摘　　　要 数　量 単 位  備        考

【国際交流棟他】

(改修19)床石撤去 35.0 ㎡

(改修19)床ﾓﾙﾀﾙ撤去 35.0 ㎡

(改修19)ｺｱ抜き 100Φ 20.0 か所

計

（２）　改修

【国際交流棟他】

(改修19)ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ
H78～145 ｴｰﾋﾞｰｼｰ商会
ｱｰｽﾃﾞｯｷｿﾘｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝ　ｱｰｽﾃﾞｯｷｼﾞｬｯｸ低床工法同等品

21.0 ㎡

(改修19)ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ
H138～ ｴｰﾋﾞｰｼｰ商会
ｱｰｽﾃﾞｯｷｿﾘｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝｱｰｽﾃﾞｯｷｼﾞｬｯｸ低床工法同等品

35.0 ㎡

(改修19)ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ(小口幕板) ｴｰﾋﾞｰｼｰ商会 ｱｰｽﾃﾞｯｷｿﾘｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝ同等品 24.4 ｍ

(改修19)土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
t100 FC21N  S-18
路盤:t150 C-40 ﾌｨﾙﾀｰ層t50　水抜き穴:14か所

20.0 ㎡

計

２．発生材処理

【外構】

発生材積込 1.0 式

発生材運搬 1.0 式

発生材処分 1.0 式

計
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