
工事金額 ．－(消費税込)

名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

Ⅰ 直接工事費

（１） 建築工事 1.0 式

（２） 電気設備工事 1.0 式

（３） 機械設備工事 1.0 式

Ⅰの計

Ⅱ 共通費

共通仮設費 仮設費率+積上げ仮設費 1.0 式

現場管理費 1.0 式

一般管理費等 1.0 式

Ⅱの計

合計

調整

Ⅲ 消費税相当額 8%

総合計

工　事　費　内　訳　書

(工事名）　令和元年度 学童クラブ北部教室改築工事
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

（１） 建築工事

1 直接仮設工事 1.0 式

2 解体撤去工事 1.0 式

3 テラス新設工事
ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝移設改修・現場打ちｺﾝ
ｸﾘｰﾄ側溝改修・土間ｺﾝｸﾘｰﾄ新設 1.0 式

4 鉄骨工事 1.0 式

5 テラス上屋工事 屋根・外装 1.0 式

6 建具工事 ｱﾙﾐ製建具・木製建具 1.0 式

7 塗装工事 1.0 式

8 内外装工事 1.0 式

9 家具ユニット工事 1.0 式

合　計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

1 直接仮設工事

墨出し 小規模 1.00 式

養生費 小規模 1.00 式

外部枠組足場W600 外壁工事 39.60 ㎡

外部枠組足場W600 テラス工事追加分 10.10 ㎡

安全手摺 枠組足場用 50.00 ｍ

内部足場 脚立足場、運搬込 1.00 式

清掃片付け 195.00 ㎡

引渡前清掃 195.00 ㎡

1の計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

２ 解体撤去工事

【取り壊し】

(外部)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 t=50 4.70 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ 4.90 m

車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去L=600 再使用有 1.20 m

ｺﾝｸﾘｰﾄ製集水桝撤去 600x600x600　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共 1.00 個所

VP150L=600共

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ側溝撤去 300Wx450Hx4000L　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ再使用有 1.00 個所

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ1.5m共

ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝撤去 U300　再使用有　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共 19.00 m

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 t=120　ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ1.2m共 0.45 ｍ3

外壁材撤去 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt=16　下地ｼｰﾄ共 41.00 ㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去 2連引違4.07Wx0.6H 2.00 個所

ｱﾙﾐ製建具撤去 2連引違4.07Wx1.5H 2.00 個所

ｶﾞﾗｽ t=4強化 20.80 ㎡

既存竪樋撤去 塩ビ鋼板製100φ　L=2.7m 5.00 個所

立上りｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ1.0m共 0.10 ｍ3

鉄骨胴縁撤去 C-100x50x20x2.3 46.20 m
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

(内部)

床

塩ビﾀｲﾙ撤去 t=2.5 0.70 ㎡

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 t=6.5 1.40 ㎡

塩ビｼｰﾄ撤去 t=2.0 86.50 ㎡

巾木

木24x105撤去 12.30 ｍ

木21x105撤去 5.40 ｍ

VB75撤去 2.30 ｍ

壁

LGS65撤去 ＠303 40.10 ㎡

硬質ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ50撤去 22.80 ㎡

合板9+銘木6撤去 11.30 ㎡

合板9撤去 52.90 ㎡

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去 23.30 ㎡

木額縁撤去 25x170積層材 41.00 ｍ

壁見切り撤去 20x40積層材 6.20 ｍ
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

天井

化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞ9.5 10.10 ㎡

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5 2.20 ㎡

LGS19下地撤去 7.90 ㎡

木製建具撤去 1.8Wx2.0H　再使用有 1.00 個所

ユニット

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 L=4.3m　再使用有 2.00 個所

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ撤去・処分 6.97Wx3.0H引分　レールとも 1.00 個所

木製棚撤去・処分 750Wx1,800H(2段)　L=5,200 1.00 台

750Wx1,800H(2段)　L=9,100 1.00 台

750Wx1,800H(2段)　L=7,200 1.00 台

750Wx1,800H(2段)　L=4,300 1.00 台

小計

【積込・運搬】

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 0.24m3 1.00 式

廃石膏ﾎﾞｰﾄ類 1.22m3 1.00 式

ガラス 0.08m3 1.00 式

混合廃材 2.03m3 1.00 式

コンクリート殻(有筋) 1.37m3 1.00 式
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

鉄くず 0.1ｔ 1.00 式

木くず 0.87m3 1.00 式

小計

【発生材処分費】

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 0.24 m3

廃石膏ﾎﾞｰﾄ類 1.22 m3

ガラス 0.08 m3

混合廃材 2.03 m3

コンクリート殻 有筋 1.37 m3

鉄くず(有価物) 鉄骨　H2 0.10 t

木くず 0.87 m3

小計

２の計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

３ テラス新設工事

ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝 U-300　材 7.00 ｍ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ U-300用 7.00 枚

ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝敷設手間 19ｍは既存品(側溝+ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)再使用 26.00 ｍ

小計

根切 解体工事に含む

床付け 0.30 ㎡

砕石 0.04 m3

捨てコン 打設手間共 0.02 m3

埋め戻し 0.15 m3

鉄筋 D10　加工・運搬込 4.90 kg

鉄筋 D13　加工・運搬込 3.80 kg

金属拡張ｱﾝｶｰ D10 6.00 本

金属拡張ｱﾝｶｰ D13 5.00 本

普通型枠 運搬費込 0.32 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21　打設手間共 0.10 m3

勾配ﾓﾙﾀﾙ金鏝 0.20 ㎡

【ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝移設改修工事】

【現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ側溝改修工事】
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

車止めﾌﾞﾛｯｸ敷設 既存品再使用 1.20 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 13F　t=50　路盤工t=150共 4.70 ㎡

小計

根切 21.50 m3

床付け 7.50 ㎡

砕石 5.50 m3

捨てコン 打設手間共 0.40 m3

埋め戻し 8.30 m3

残土処分 構内敷き均し 13.20 m3

鉄筋 D10 304.00 kg

鉄筋 D13 197.00 kg

鉄筋加工組立 501.00 kg

鉄筋運搬費 501.00 kg

金属拡張ｱﾝｶｰ D10 102.00 本

金属拡張ｱﾝｶｰ D13 11.00 本

普通型枠 23.30 ㎡

型枠運搬費 23.30 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N 8.40 m3

【土間ｺﾝｸﾘｰﾄ新設工事】
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

同上打設手間 圧送 8.40 m3

圧送費 1.00 回

同時鏝仕上 化粧目地入5ｘ5＠1,800程度 41.40 ㎡

小計

３の計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

４ 鉄骨工事

【鋼材費】

□-100x100x4.5 STKR400 491.00 kg

[-250x50x4.5 SS400 266.00 kg

[-200x50x4.5 SS400 375.00 kg

[-150x50x4.5 SS400 60.70 kg

L-50x50x4 SS400 239.00 kg

L-150x90x9 SS400 9.00 kg

□-75x45x2.3 STKR400 68.60 kg

□-32x32x1.6 29.00 kg

16φ SS400 35.40 kg

C-100x50x20x3.2 SSC400 95.00 kg

PL-4.5 SS400 9.00 kg

PL-6 SS400 90.00 kg

高力ボルト M16x45 67.00 組

高力ボルト M16x50 13.00 組

小計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

【施工費】

工場加工費 溶接共 1.69 ｔ

消耗品費 1.69 ｔ

錆止塗装費 JIS K5674　1回塗り 1.69 ｔ

積込運搬費 1.82 ｔ

建方重機費 共通仮設に計上

現場鉄工費 1.82 ｔ

現場塗装費 錆止め塗装　ﾀｯﾁUP含 1.82 ｔ

採寸施工図費 63.00 ㎡

管理費 1.82 ｔ

検査費 1.00 式

ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ 200角程度 9.00 個所

▲スクラップ控除 H2 0.09 ｔ

小計

４の計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

５ テラス上屋工事

ｶﾗｰGL鋼板折板 t=0.6H=88 26.80 ㎡

ｱｸﾘﾙ折板 t=2.0H=88 7.80 ㎡

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 48.00 ｍ

妻ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 4.00 個所

水止め面戸 24.00 ｍ

ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 24.00 ｍ

水切り ｶﾗｰGL鋼板0.4　280Wx220H 24.00 ｍ

樋貫通部取合 5.00 個所

ケラバ包み ｶﾗｰGL鋼板0.4　100Wx120H 3.20 ｍ

ｹｲｶﾙ板t=8 目透かし 18.60 ㎡

水切り ｶﾗｰGL鋼板0.4　25Wx150H 7.70 ｍ

塩ビ製軒樋 200x150 24.00 ｍ

落し口100φ 5.00 個所

竪樋 VP100　吊金物共 11.00 ｍ

ｴﾙﾎﾞ 10.00 個所

既存竪樋改修 90L+VU100(L=600)+90L　吊金物共 5.00 個所

シーリングプレート 5.00 個所

運搬・荷揚げ費 1.00 式

５の計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

６ 建具工事

【ｱﾙﾐ製建具工事】

AD-1　4,070Wx2,500H(1,500H) 2連引違ｻｯｼｭ　外倒し欄間付 2.00 個所

AD-1'　4,070Wx2,500H(1,500H) 2連引違ｻｯｼｭ　外倒し欄間付 1.00 個所

AW-1　4,070Wx1,500H 2連引違ｻｯｼｭ 1.00 個所

取付調整費 1.00 式

運搬費 1.00 式

諸経費等 1.00 式

ｶﾞﾗｽ 強化4 22.20 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 126.00 ｍ

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 22.20 ㎡

小計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

【木製建具工事】

WD-1　1,800Wx2,000H 既存建具取付 1.00 個所

WD-2　6,970Wx2,000H 8本引きﾊﾝｶﾞｰ戸 1.00 個所

WK-1　引分ﾊﾝｶﾞｰ戸 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠取替片側固定 1.00 個所

WK-2　引分ﾊﾝｶﾞｰ戸 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠取替 1.00 個所

WK-3　片開き戸 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠取替 1.00 個所

WW-1　Fixガラス窓 ガラス込 1.00 個所

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 13.60 ｍ

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 1.20 ㎡

運搬・取付調整費 1.00 式

小計

６の計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

７ 塗装工事

（外部）

DP 鉄部ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 67.0 ㎡

同上下地調整 67.0 ㎡

DP　(細幅物) 鉄部ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 22.4 ｍ

同上素地ごしらえ 22.4 ｍ

EP-G フレキシブルボード面　B種 18.6 ㎡

素地ごしらえ 同上　A種 18.6 ㎡

(内部）

OSCL 積層材面　B種 34.6 ㎡

同上下地調整 木部RB種 34.6 ㎡

OSCL　(細幅物) 積層材面　B種 71.7 ｍ

同上下地調整 木部RB種 71.7 ｍ

７の計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

８ 内外装工事

【外部】

透湿防水シート張り 27.60 ㎡

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ　t=16 通気工法 27.60 ㎡

鋼板製軒天通気見切 21.50 ㎡

水切り ｱﾙﾐ製 15.50 ｍ

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 10.60 ｍ

ｻｯｼｭ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2　15x10 50.60 ｍ

運搬・片付け・残材処理費 1.00 式

【内部】

(床）

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 t=6.5 84.10 ㎡

塩ビﾀｲﾙ敷 t=2.5 0.70 ㎡

床見切金物 SUS製 2.00 ｍ

(巾木)

塩ビｿﾌﾄ巾木 H=75 0.30 ｍ

(壁)

LGS65　＠303 42.30 ㎡

同上開口補強 2.0x2.0程度 3.00 個所

硬質ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ50 4.20 ㎡
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

合板張り(2類) t=9 76.80 ㎡

銘木合板張り t=6目透かし 22.70 ㎡

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ AA 46.00 ㎡

(天井）

軽量鉄骨天井下地 19形　＠225　一部補修共 10.50 ㎡

化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞ張り t=9.5　 8.00 ㎡

化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞ補修 t=9.5　設備工事に伴う改修部分 10.00 ㎡

合板張り(2類) t=9 2.90 ㎡

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ AA 2.90 ㎡

塩ビ廻り縁 32.80 ｍ

(木工事)

木巾木 積層24x105 18.30 ｍ

木見切 積層25x40 39.10 ｍ

木額縁 積層25x175 42.80 ｍ

木額縁 積層30x25 23.60 ｍ

木幕板 積層25x150 14.40 ｍ

木製三方枠 積層30x210 12.70 ｍ

木見切 積層45x145 2.50 ｍ

木見切 積層45x45 2.60 ｍ

８の計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

９ 家具・ユニット工事

児童用ロッカーA(5列3段15人用) ﾎﾟﾘ合板製1,900Wx400Dx1,400H 1.00 台

児童用ロッカーB(7列2段14人用) ﾎﾟﾘ合板製2,655Wx400Dx970H 1.00 台

児童用ロッカーA(7列2段14人用) ﾎﾟﾘ合板製2,840Wx400Dx970H 1.00 台

運搬・取付調整費 1.00 式

スノコ(塩ビ樹脂製市販品) 1160Lx600W 6.00 枚

シューズボックス(スチール製市販品) 4段ｵｰﾌﾟﾝ型900Wx330Dx1,210H 6.00 台

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)新設 ﾌﾞﾗｹｯﾄﾀｲﾌﾟ　L=4.3m 1.00 個所

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)新設 ﾌﾞﾗｹｯﾄﾀｲﾌﾟ　L=2.3m 2.00 個所

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(ｼﾝｸﾞﾙ型)新設 ﾌﾞﾗｹｯﾄﾀｲﾌﾟ　L=2.3m 1.00 個所

既存ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付 ﾌﾞﾗｹｯﾄﾀｲﾌﾟ　L=4.3m 2.00 個所

９の計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

（２） 電気設備工事

1  幹線動力設備工事 1.0 式

2  電灯・コンセント設備工事 1.0 式

3  弱電設備工事 1.0 式

4  撤去工事 1.0 式

合　計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

１ 幹線動力設備工事

ﾈｼﾞﾅｼ電線管 EP51mm                 <露･塗> 29.0  ｍ

ﾈｼﾞﾅｼ用 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ E51 2.0  ケ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 鋼製 錆止め 端子付き 300×300×300mm 1.0  〃

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 EM-IE 3.5sq            <ｺﾛｶﾞｼ> 77.0  ｍ

架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-CE 8sq-3C      <ｺﾛｶﾞｼ> 77.0  〃

ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ型PE絶縁耐燃性PEｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-CET 38sq       <ｺﾛｶﾞｼ> 50.0  〃

      〃 600V EM-CET 38sq      <鋼管内> 29.0  〃

動力盤 RP-4 1.0  面

機器接続費 　 2.0  台

防火区画貫通処理材(51) 金属管用 39､E39､51､E51 2.0  組

１の計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

2 電灯コンセント設備図

合成樹脂製可とう電線管 PF-D16mm 2重管          <隠蔽> 5.0  ｍ

      〃 PF-D22mm 2重管          <隠蔽> 15.0  〃

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 埋込用 (VE管用) 1個用 117×68×44mm 3.0  ケ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 埋込用 (VE管用) 4角 中浅形 102□×44mm 9.0  〃

ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ 本体 A型 25.4×11.5         ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 6.0  ｍ

ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A型                    ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 2.0  ケ

ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ A型 1ｺ用               ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 2.0  〃

PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 EM-EEF 1.6mm-2C    <天井･ﾋﾟｯﾄ> 47.0  ｍ

      〃 EM-EEF 1.6mm-3C    <天井･ﾋﾟｯﾄ> 121.0  〃

      〃 EM-EEF 2.0mm-3C    <天井･ﾋﾟｯﾄ> 99.0  〃

配線器具 防水形配線器具 防水埋込ｽｲｯﾁ 1P 15A 300V 1.0  ケ

埋込ｽｲｯﾁ 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 1P(ﾈｰﾑ)x3､3W(ﾈｰﾑ)x2､1P(ﾗﾝﾌﾟ)x1 1.0  組

      〃 1P(ﾈｰﾑ)x2､1P(ﾗﾝﾌﾟ)x1 1.0  〃

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15/20AET(250V)x1 1.0  〃

埋込ｽｲｯﾁ  新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 3Wx2 1.0  〃

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15Ax2 接地極付 5.0  〃

照明器具 A id6900lm 6.0  台

      〃 既存品取付手間 6.0  〃

照明器具 B LED20 2.0  〃
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

機器接続費 　 1.0 台

２の計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

3 弱電設備工事

合成樹脂製可とう電線管 PF-D16mm 2重管          <隠蔽> 2.0  ｍ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 埋込用 (VE管用) 4角 中浅形 102□×44mm 3.0  ケ

ﾃﾚﾋﾞ共聴ｹｰﾌﾞﾙ 同軸ｹｰﾌﾞﾙ S-7C-FB  <ｺﾛｶﾞｼ> 3.0  ｍ

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ耐熱電線 EM-HP1.2mm-3C 丸型     <ｺﾛｶﾞｼ> 10.0  〃

      〃 NH-HP1.2mm-3C          <ｺﾛｶﾞｼ> 3.0  〃

警報用PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ EM-AE0.9mm-2C 　　     <ｺﾛｶﾞｼ> 13.0  〃

機器接続費 　 1.0  台

音量調節器 ｱｯﾃﾈｰﾀ 3W 金属製 ﾌﾟﾚｰﾄ付 1.0  ケ

      〃 3W 金属製 ﾌﾟﾚｰﾄ付 1.0  〃

ﾃﾚﾋﾞ共聴装置(BL) 直列ﾕﾆｯﾄ 　 1.0  〃

熱感知器 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 1･2種 埋込 1.0  〃

火報調整試験費 1.0 式

ﾃﾚﾋﾞ調整試験費 1.0  〃

３の計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

4  撤去工事

合成樹脂製可とう電線管 PF-D16mm 2重管          <隠蔽> 9  ｍ

      〃 PF-D22mm 2重管          <隠蔽> 14  〃

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(鋼管用) 1個用 ｶﾊﾞｰ付 117×70×44mm 1  ケ

      〃 2個用 ｶﾊﾞｰ付 117×136×44mm 1  〃

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(鋼管用) 中4角浅型  ｶﾊﾞｰ無し 102×44mm 8  〃

600V ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VVF 1.6mm-2C            <撤去> 48  ｍ

      〃 VVF 1.6mm-3C            <撤去> 77  〃

      〃 VVF 2.0mm-3C            <撤去> 43  〃

耐熱電線 HP 1.2mm-3C 丸形       <ｺﾛｶﾞｼ> 16  〃

警報用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ AE 1.2mm-2C 丸形       <ｺﾛｶﾞｼ> 12  〃

ﾃﾚﾋﾞ共聴ｹｰﾌﾞﾙ 編組同軸ｹｰﾌﾞﾙ S-5C-FB  <ｺﾛｶﾞｼ> 3  〃

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15/20AET(250V)x1 1  組

埋込ｽｲｯﾁ 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 1P(ﾈｰﾑ)x4､3W(ﾈｰﾑ)x1､1P(ﾗﾝﾌﾟ)x1 1  〃

      〃 1P(ﾈｰﾑ)x4､3W(ﾈｰﾑ)x1､PL100Vx1 1  〃

      〃 1P(ﾈｰﾑ)x2､3W(ﾈｰﾑ)x1 1  〃

埋込ｽｲｯﾁ  新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 3Wx1 1  〃

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15Ax2 4  〃

照明器具 FL 40Wx2[露出形] 6  台

音量調節器 ｱｯﾃﾈｰﾀ 3W 金属製 ﾌﾟﾚｰﾄ付 2  ケ
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

ﾃﾚﾋﾞ共聴装置(BL) 直列ﾕﾆｯﾄ 　 1  ケ

熱感知器 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 1･2種 埋込 1  〃

産業廃棄物処分費 1  式

４の計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

（３） 機械設備工事

1 空気調和設備工事 1.0 式

2 衛生設備工事 1.0 式

　 合　計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

1 空気調和設備工事

1）機器設備工事

AC-1　空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ(寒冷地)
天吊型
冷房能力：14.0kw　暖房能力：16.0kw 2.0 台

AC-2　空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ
床置型
冷房能力：7.0kw　暖房能力：8.0kw 1.0 台

AC-3　空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ
床置型
冷房能力：7.0kw　暖房能力：8.0kw 1.0 台

機器取付費 （既存取外し取付共） 1.0 式

小計

2）冷媒配管工事

冷媒用被覆銅管 9.52/15.9 12.0 ｍ

穴明け補修費 1.0 式

スリムダクト工事 12.0 ｍ

小計

3）ドレン配管工事

硬質ポリ塩化ビニル管 VP　25φ　屋内一般 10.0 ｍ

硬質ポリ塩化ビニル管 VP　50φ　地中 8.0 ｍ

穴明け補修費 1.0 式

防露工事 1.0 式

根伐埋め戻し 1.0 式

小計

１の計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

2 衛生設備工事

1）給水設備工事

硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ-ＶＤ　20A　地中 2.0 ｍ

不凍栓 既存品移設 1.0 個

BOX 既存品移設 1.0 個

根伐埋め戻し 1.0 式

官庁申請費 1.0 式

小計

2）排水設備工事

硬質塩化ビニル管 ＶＵ75　地中 2.0 ｍ

硬質塩化ビニル管 ＶＵ100　地中 5.0 ｍ

既存塩ビ桝（取外し取付） ＵＴＫ　75ｘ100-150　　H=1000 1.0 式

塩ビ桝　（塩ビ蓋） 90Ｌ　100-150　H=1000 1.0 個

塩ビ桝　（塩ビ蓋） 90Ｌ　100-150　H=1050 1.0 個

根伐埋め戻し 1.0 式

官庁申請費 1.0 式

小計

2の計
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名　　称 規　　　格　 数量 単位 単価 金　　額 備　　考

〇 共通仮設費(積み上げ)

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 1.00 式

交通誘導員 Ｂ 1.0 日

揚重機 鉄骨建方時　ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ16t 1.0 台/日

合計
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