
円

円

教育長

設計番号　　　　　　　第

副町長 設計審査係　長

消 費 税

業　務　場　所

号

町長 課　長

③木工事　　　　　　　      16.10ｍ

工　事　の　概　要

委　　託　　名 平成３０年度　展望テラス腰パネル改修工事

工事価格

金抜設計書

 仮設、撤去、金属、左官

箕輪町文化センター

箕輪町　文化スポーツ課

設　計　金　額 金 円

①コンクリート工事（RC壁)　　9.40㎡

②防水工事　　　　　　 　　 29.20ｍ
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工種 規格 単位 摘要

式 1

式 1

式 1

式 1

( )

本工事費内訳書本工事費内訳書本工事費内訳書本工事費内訳書

数量 単価 金額

箕輪町 文化スポーツ課

２　現場管理費

３　一般管理費

Ⅱ　計

工事価格　Ⅰ＋Ⅱ

費目

Ⅰ　直接工事費

Ⅱ　共通費

１　共通仮設費



（その1）

費目 工種 種別 細別 規格 単位 摘要

直接工事費

A　建築工事費 式 1

B　電気工事費

既存照明取外し

再取付 式 1

絶縁確認含む

２人工程度

計

数量 単価 金額

Ⅰ　直接工事費Ⅰ　直接工事費Ⅰ　直接工事費Ⅰ　直接工事費

箕輪町 文化スポーツ課



（その2）

費目 工種 種別 細別 規格 単位 摘要

１　直接仮設工事 式 1.0

２　撤去工事 式 1.0

３　鉄筋工事 式 1.0

４　型枠工事 式 1.0

５　ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 式 1.0

６　防水工事 式 1.0

７　木工事 式 1.0

８　金属工事 式 1.0

９　左官工事 式 1.0

計

箕輪町 文化スポーツ課

Ａ　建築工事Ａ　建築工事Ａ　建築工事Ａ　建築工事

数量 単価 金額



（その３）

費目 工種 種別 細別 規格 単位 摘要

仮囲い

コーン＋コーン

バー ｍ 50.00 作業エリア、進入路

外部足場 クサビ式

手摺先行既存屋根

上養生（20㎡） ㎡ 332.00

存置期間2ヶ月程度

材工共

昇降用足場 基 1.00

存置期間2ヶ月程度

材工共

メッシュシート ㎡ 332.00

存置期間2ヶ月程度

材工共

資材運搬費 ㎡ 332.00

資材荷上げ費

5ｔ程度　クレーン

代 ㎡ 332.00 組払い時　2日

墨出し 式 1.00

片付・清掃費 式 1.00

１　計

1　直接仮設工事1　直接仮設工事1　直接仮設工事1　直接仮設工事

数量 単価 金額

箕輪町 文化スポーツ課



（その４）

費目 工種 種別 細別 規格 単位 摘要

中空セメント板撤去 ㎡ 56.00

鉄骨下地撤去 ㎡ 56.00

笠木モルタル撤去 巾180 ｍ 29.30

アルミ笠木撤去 ｍ 16.10

躯体目荒し 巾185 ｍ 55.80

クレーン代 25ｔラフター 日 2.00

集積・積込費 セメント板 ㎥ 3.00

集積・積込費 モルタル ㎥ 1.00

集積・積込費 アルミ・鉄屑 ｋｇ 300.00

運搬費 セメント板 ㎥ 3.00

運搬費 モルタル ㎥ 1.00

運搬費 アルミ・鉄屑 ｋｇ 300.00

処分費 セメント板 ㎥ 3.00

２　撤去工事２　撤去工事２　撤去工事２　撤去工事

数量 単価 金額

箕輪町 文化スポーツ課



（その5）

費目 工種 種別 細別 規格 単位 摘要

処分費 モルタル ㎥ 1.00

処分費 アルミ・鉄屑 ｋｇ 300.00

石綿含有試験費用 検体 1.00

２　計

数量 単価 金額

箕輪町 文化スポーツ課

２　撤去工事２　撤去工事２　撤去工事２　撤去工事



（その6）

費目 工種 種別 細別 規格 単位 摘要

あと施工アンカー 下向き

Ｄ16　8da+20d

L=500

ナット付回転打撃 ＠150 本 303.00 材工共

あと施工アンカー 横向き

Ｄ16　8da+20d

L=500

ナット付回転打撃 ＠150 本 104.00 材工共

引張試験費 １ロット3本 ﾛｯﾄ 1.00

鉄筋探査

電磁誘導方式

（クイック探査） ヶ所 407.00

異形鉄筋 ＳＤ295Ａ　Ｄ13 ｋｇ 690.00

タテ筋　＠150

ヨコ筋　＠200

加工費 ｋｇ 690.00

運搬費 ｋｇ 690.00

取付費

スペーサー・結束

線含む ｋｇ 690.00

割れ防止筋 6φ　径100＠50φ ｍ 56.80 材工共

３　計

３　鉄筋工事３　鉄筋工事３　鉄筋工事３　鉄筋工事

数量 単価 金額

箕輪町 文化スポーツ課



（その7）

費目 工種 種別 細別 規格 単位 摘要

4 型枠工事

化粧打ち放し型枠 塗装品 ㎡ 104.00 材工共

目地棒、面木 ｍ 194.90 材工共

型枠運搬費 ㎡ 104.00

荷上げ費 クレーン代 5t程度 日 2.00

４　計

５　コンクリート工

事

コンクリート Ｆｃ　24-15-25 ㎥ 9.40

補正 3Ｎ ㎥ 9.40

ポンプ車　小型 基本料金 回 1.00

ポンプ車　小型 圧送費 式 1.00

打設手間

3人工＋バイブレー

ター 式 1.00

５　計

４　型枠工事、　５　コンクリート工事４　型枠工事、　５　コンクリート工事４　型枠工事、　５　コンクリート工事４　型枠工事、　５　コンクリート工事

数量 単価 金額

箕輪町 文化スポーツ課



（その8）

費目 工種 種別 細別 規格 単位 摘要

６　防水工事

ウレタン塗膜防水

平部　ベラン

ダ仕様 t-2.0 巾300 ｍ 29.20 材工共

ウレタン塗膜防水 立上り部 Ｈ＝100 ｍ 29.20 材工共

端末シーリング

15×20　2成分形ポ

リウレタン ｍ 29.20 材工共

打継目地シーリング

15×20　2成分形変

成シリコン ｍ 45.40 材工共

打ち放し面撥水剤吹

付 ㎡ 101.00

６　計

７　木工事

既存ウッドデッキ

切断加工、剥

ぎ取り 手摺取り合い部 ｍ 16.10

下地調整 ｍ 16.10

切断小口木材保護塗

装 塗装塗 ｍ 16.10 材工共

補足材、釘・金物、

接着剤 式 1.00

１　計

６　防水工事、　７　木工事６　防水工事、　７　木工事６　防水工事、　７　木工事６　防水工事、　７　木工事

数量 単価 金額

箕輪町 文化スポーツ課



（その9）

費目 工種 種別 細別 規格 単位 摘要

８　金属工事

ＳＵＳ防水現場切断

加工 ｍ 16.10

同上端末水切り取付 ｍ 16.10 材工共

同上端末シーリング

15×20　2成分形変

成シリコン ｍ 16.10 材工共

８　計

９　左官工事

排水溝モルタル t-25～15　Ｗ145 ｍ 29.20 材工共

立上り金鏝補修 Ｈ＝100 ｍ 29.20 材工共

打ち放し補修 化粧Ｐコン ㎡ 101.00

天端金鏝仕上 Ｗ＝180 ｍ 45.40

既存ボルト穴埋め補

修

近似色タッチアッ

プ着色共 ヶ所 38.00

９　計

箕輪町 文化スポーツ課

８　金属工事、　９　左官工事８　金属工事、　９　左官工事８　金属工事、　９　左官工事８　金属工事、　９　左官工事

数量 単価 金額


	金抜設計書_受注希望_腰パネル改修1 .pdf
	金抜設計書_受注希望_腰パネル改修1 
	金抜設計書_受注希望_腰パネル改修2 
	金抜設計書_受注希望_腰パネル改修3 
	金抜設計書_受注希望_腰パネル改修4 

