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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

工       費

工       期 240

施 工 地 名

検　算設　計工　　事　　の　　大　　要

地内

工　 事   名

0

建■花垣地区市民センター移転に伴う新築工事
　・鉄骨造地上1階建て
　・敷地面積　1,456.55㎡
　・延床面積　　318.29㎡
　（市民センター：296.37㎡・カーポート：12.32㎡・防災倉庫：9.60㎡）

\

契約の日から　　 日間

課長

係員

業　種 業種コード

伊　賀　市　　　　　



№　　　1　　　

Ａ 直接工事費 発生材処分費共 1 式

Ｂ 共通仮設費 共通仮設費率 1 式

積み上げ分 1 式

純工事費

Ｃ 現場管理費 現場管理費率 1 式

工事原価

Ｄ 一般管理費 1 式

工事価格

消費税及び地方消費税 1 式

工事費計

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

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

伊　賀　市



№　　　2　　　

Ａ 直接工事費

1 直接仮設工事 1 式

2 土工事 1 式

3 地業工事 1 式

4 コンクリ―ト工事 1 式

5 型枠工事 1 式

6 鉄筋工事 1 式

7 鉄骨工事 1 式

8 防水工事 1 式

9 タイル工事 1 式

10 木工事 1 式

11 金属工事 1 式

12 屋根及び樋工事 1 式

13 左官工事 1 式

14 金属製建具工事 1 式

15 木製建具工事 1 式

16 ガラス工事 1 式

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

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

伊　賀　市



№　　　3　　　

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

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

17 塗装工事 1 式

18 内外装工事 1 式

19 ユニット及びその他工事 1 式

20 外構工事 1 式

21 発生材処分費 1 式

         Ａ　の　計
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№　　　4　　　

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額

1 直接仮設工事

遣り方 300.0 m2

墨出し 296.0 m2

原寸型板 施工図費 296.0 m2

養生 296.0 m2

整理清掃後片付け 296.0 m2

地足場 300.0 m2

枠組み本足場 12m未満 W900 3か月 467.0 m2

垂直養生 飛散防止ﾒｯｼｭｼｰﾄ 防炎Ⅱ型 467.0 m2

安全手摺 90.4 ｍ

鉄骨吊足場 296.0 m2

水平養生 296.0 m2

屋根足場 296.0 m2

内部足場 脚立 272.0 m2

吹き抜け

内部足場 棚足場 23.9 m2

         1　の　計

名　　称 摘　　　要 備　　考
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

2 土工事

根切り 壺・布堀  機械 176.0 m3

埋戻し 機械  根切土 117.0 m3

残土処分 場外搬出 59.0 m3

床付け 90.0 m2

砕石地業 地中梁下 3.4 m3

砕石地業 土間下 25.7 m3

土間下ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷 t=0.15 257.0 m2

土間下ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ敷 t=25 257.0 m2

重機運搬費 1.0 往復

         2　の　計
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

3 地業工事

ｾﾒﾝﾄ系固化材350㎏/m3　基準強度 Fc=750kN/㎡

柱状地盤改良杭 φ800 改良長 L=1900 20.0 本

ｾﾒﾝﾄ系固化材350㎏/m3　基準強度 Fc=750kN/㎡

柱状地盤改良杭 φ600 改良長 L=1900 42.0 本

固化材（六価クロム対応） 17.0 ｔ

重機搬送 1 式

組立解体費 1 式

配合試験 1.0 試料

改良天端処理 1 式

土間下地盤改良 H=300 固化材 50㎏/m3 77.1 m3

固化材（六価クロム対応） 6.0 ｔ

重機搬送 1 式

改良天端処理 1 式

残土処分 場外搬出 19.0 m3

         3　の　計
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

4 コンクリ―ト工事

捨て

普通コンクリート FC18  SL18 4.5 m3

土間

普通コンクリート FC21  SL18 26.8 m3

基礎

普通コンクリート FC21  SL15 53.4 m3

上部

普通コンクリート FC21  SL18 2.6 m3

コンクリート温度補正 82.8 m3

捨て

コンクリート打設手間 4.5 m3

土間

コンクリート打設手間 26.8 m3

基礎

コンクリート打設手間 53.4 m3

上部

2.6 m3

50m3未満 3.0 回

100m3未満 1.0 回

コンクリートポンプ車基本料金100m3未満 53.4 m3

         4　の　計

コンクリート打設手間

コンクリートポンプ車基本料金

コンクリートポンプ車基本料金

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

5 型枠工事

基礎型枠 256.0 m2

上部

普通型枠 42.9 m2

型枠運搬費 299.0 m2

         5　の　計
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

6 鉄筋工事

異型鉄筋 SD295A D10 2.73 ｔ

異型鉄筋 SD295A D13 2.67 ｔ

異型鉄筋 SD295A D16 0.93 ｔ

異型鉄筋 SD345 D22 2.42 ｔ

鉄筋加工組み立て費 8.41 ｔ

鉄筋運搬費 8.41 ｔ

スクラップ控除 ﾍﾋﾞｰ　H2 -0.24 ｔ

ガス圧接 D22 99.0 ｹ所

         6　の　計
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

7 鉄骨工事

BCR295

角パイプ □-200×200×9 4.24 ｔ

STKR400

角パイプ □-100×100×2.3 0.16 ｔ

SS400

Ｈ形鋼 H-300×150×6.5×9 1.94 ｔ

SS400

Ｈ形鋼 H-294×200×8×12 15.75 ｔ

SS400

Ｈ形鋼 H-248×124×5×8 1.20 ｔ

SS400

Ｈ形鋼 H-198×99×4.5×7 0.90 ｔ

SS400

Ｈ形鋼 H-194×150×6×9 0.23 ｔ

SS400

Ｈ形鋼 H-100×100×6×8 0.99 ｔ

SS400

ＣＴ形鋼 CT-125×125×6×9 0.02 ｔ

SS400

等辺山形鋼 L-40×40×3 0.01 ｔ

SSC400

リップ溝形鋼 C-100×50×20×2.3 7.07 ｔ

SSC400

リップ溝形鋼 C-75×45×15×2.3 0.01 ｔ

SN490C

鋼板 PL-22 0.28 ｔ

SN490C

鋼板 PL-19 0.24 ｔ

SS400

鋼板 PL-9 3.50 ｔ

SS400

鋼板 PL-6 0.53 ｔ
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

SS400

鋼板 PL-4.5 0.25 ｔ

S10T

高力ボルト M20 L60 2279.0 本

S10T

高力ボルト M20 L50 51.0 本

S10T

高力ボルト M20 L45 35.0 本

S10T

高力ボルト M16 L55 168.0 本

S10T

高力ボルト M16 L45 64.0 本

S10T

高力ボルト M16 L40 316.0 本

中ボルト M12 L35 1418.0 本

ブレース M16  ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 1 式

ベースパック 20-09V 13.0 ｹ所

ファブラックス G20 12.0 ｹ所

鉄骨スクラップ ﾍﾋﾞｰ　H2 -1.18 ｔ

工場加工組立て費 溶接費含む 35.61 ｔ

鉄骨錆止め 764.0 m2

超音波探傷試験 566×0.1 56.0 ｹ所

高力ボルト本締め 35.60 ｔ

現場検収立会費 35.60 ｔ

鉄骨建て方 35.60 ｔ
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

鉄骨運搬費 35.60 ｔ

         7　の　計
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№　　　13　　　

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

8 防水工事

（ 外 部 ）

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ目地 変成ｼﾘｺｰﾝ

シーリング MS-2　20×10 107.0 ｍ

建具廻り 変成ｼﾘｺｰﾝ

シーリング MS-2　20×10 155.0 ｍ

谷樋取合い 変成ｼﾘｺｰﾝ

シーリング MS-2　20×10 16.8 ｍ

（ 内 部 ）

面台 ｼﾘｺｰﾝ

シーリング SR-1　10×10 5.7 ｍ

         8　の　計
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

9 タイル工事

（ 外 部 ）

床 300角

磁器質タイル INAX:ﾋﾟｱｯﾂｱOXｼﾘｰｽﾞ同等 6.1 m2

（ 内 部 ）

床 300角

磁器質タイル INAX:ﾋﾟｱｯﾂｱOXｼﾘｰｽﾞ同等 15.2 m2

MWC床

汚垂石 W600×D600 3.0 か所

         9　の　計
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

10 木工事

（ 内 部 ）

床

際根太 二重床～壁取合い 222.0 ｍ

和室床

転ばし床組 2.5 m2

和室床

構造用合板 t12 2.5 m2

和室床

桧縁甲板 2.5 m2

巾木

木製幅木 H60 57.4 ｍ

畳寄せ 桧集成 12.6 ｍ

雑巾摺 桧集成 15×10 2.3 ｍ

廻縁 杉集成 45×36 20.7 ｍ

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

廊下 桧縁甲板 t15

式台 W4400×D450 1.0 ｹ所

廊下 桧上小節

化粧柱 120φ H2800 1.0 本

廊下 桧上小節

肘木 120×120 L600 1.0 本

廊下化粧庇

化粧野地板 t12 4.4 m2

廊下化粧庇 桧

化粧垂木受け 75×150 L4600 2.0 本

廊下化粧庇 桧

化粧垂木 45×54 L900 15.0 本

廊下化粧庇 桧

広小舞 24×105 4.6 ｍ

和室 桧上小節

床框 110×100 L1700 1.0 本

和室 桧上小節

落し掛 120×45 L1700 1.0 本

和室

付柱 H2950 5.0 本

和室

化粧柱 H2950 2.0 本

和室

床見切り 桧 30×15 10.0 ｍ

押入れ ﾗﾜﾝ合板t9

中段 W2000×D800 1.0 ｹ所

倉庫2 ﾗﾜﾝ合板t9

棚 W2500×D450 1.0 ｹ所

倉庫2

柱 90×90 L2800 1.0 本

倉庫3 ﾗﾜﾝ合板t9

棚 W2000×D450 1.0 ｹ所

倉庫4 ﾗﾜﾝ合板t9

棚 W3600×D500 1.0 ｹ所

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

倉庫4

柱 90×90 L2800 1.0 本

敷居鴨居縦枠:桧集成

WD-1

４枚引違い戸フスマ 敷居 4本溝 4.2 ｍ

WD-1

４枚引違い戸フスマ 鴨居 4本溝 4.2 ｍ

WD-1

４枚引違い戸フスマ 縦枠 4.0 ｍ

FD-1

２枚引違い戸フスマ 敷居 2本溝 1.6 ｍ

WD-2

２枚引違い戸フスマ 鴨居 2本溝 1.6 ｍ

WD-2

２枚引違い戸フスマ 縦枠 4.0 ｍ

WW-1

３枚引き障子戸 敷居 3本溝 2.7 ｍ

WW-1

３枚引き障子戸 鴨居 3本溝 2.7 ｍ

WW-1

３枚引き障子戸 縦枠 3.1 ｍ

WW-2

２枚引き障子戸 敷居 2本溝 1.8 ｍ

WW-2

２枚引き障子戸 鴨居 2本溝 1.8 ｍ

WW-2

２枚引き障子戸 縦枠 3.1 ｍ

         10　の　計
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

11 金属工事

（ 外 部 ）

天井

軽量鉄骨天井下地 25型 @300 71.4 m2

床下換気口 塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ 100φ SUS防虫網付 13.0 ｹ所

防虫ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付

小屋裏換気 丸型ﾌｰﾄﾞ付ｶﾞﾗﾘ150φ 12.0 ｹ所

W430×H340

ポスト SUS 前入れ後出し 1.0 ｹ所

杉田ｴｰｽ同等

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

（ 内 部 ）

外壁面

軽量鉄骨壁下地 W19 120.0 m2

柱

軽量鉄骨壁下地 W25 17.5 m2

ﾗｲﾆﾝｸﾞ

軽量鉄骨壁下地 W65 @300 5.9 m2

間仕切り

軽量鉄骨壁下地 W65 @450 73.2 m2

間仕切り

軽量鉄骨壁開口補強 W65 1 式

間仕切り

軽量鉄骨壁下地 W100 @450 245.0 m2

間仕切り

軽量鉄骨壁開口補強 W100 1 式

天井

軽量鉄骨天井下地 19型 @300 105.0 m2

天井

軽量鉄骨天井下地 19型 @225 179.0 m2

梁型

軽量鉄骨下地 8.5 m2

天井点検口 ｱﾙﾐ 450角 8.0 ｹ所

同上開口補強 8.0 ｹ所
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

玄関 L1550

上がり框 SUS t2.0 W50 曲げ加工 HL 1.0 ｹ所

通用口 L1500

上がり框 SUS t2.0 W20 曲げ加工 HL 1.0 ｹ所

廊下～WC L1220

床見切り SUS t2.0 W20 曲げ加工 HL 3.0 ｹ所

巾木

ステンレス H60 33.8 ｍ

壁

壁付手摺 木目調樹脂手摺 34φ 20.0 ｍ

壁

壁付手摺コーナー 手摺に含む

壁

壁付手摺エンド 手摺に含む

玄関ｽﾛｰﾌﾟ 樹脂製34φ支柱ﾀｲﾌﾟ

手摺 W1800×H1800 1.0 ｹ所

廊下化粧庇

木目調樹脂手摺 I型 L600 1.0 ｹ所

天井

ブラインドボックス ｱﾙﾐ W200×H150 16.5 ｍ

天井

ピクチャーレール 軽量用 31.1 ｍ

天井

カーテンレール SUS　ﾀﾞﾌﾞﾙ 8.2 ｍ

         11　の　計
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

12 屋根及び樋工事

（ 外 部 ）

＜ 大屋根 ＞

屋根

長尺金属板横葺き ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ940ﾞ共 319.0 m2

屋根

硬質木片セメント板 t18 319.0 m2

曲げ加工

棟包み ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4 7.6 ｍ

曲げ加工

下り棟包み ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4 36.9 ｍ

軒先唐草 65.7 ｍ

ケラバ唐草 3.7 ｍ

壁取合い水切り 水上方向 5.8 ｍ

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

W900×H300～350

谷樋 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 7.5 ｍ

下地:L-75×75×6 @500

谷樋～外壁取合い水切り ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 9.3 ｍ

谷樋～屋根取合い水切り ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 7.5 ｍ

越屋根

雨押さえ 7.2 ｍ

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

＜ 下屋根 ＞

下屋根

長尺金属板一文字葺き ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ940ﾞ共 122.0 m2

下屋根

硬質木片セメント板 t18 122.0 m2

棟包み 1.7 ｍ

軒先唐草 69.9 ｍ

ケラバ唐草 5.4 ｍ

壁取合い水切り 水上方向 62.0 ｍ

壁取合い水切り 流れ方向 1.0 ｍ

割熨斗2段､冠瓦､鬼瓦 5.7 ｍ

割熨斗3段 63.0 ｍ

既製品 落ち葉除け共

軒樋 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5 69.9 ｍ

自在ドレイン 100φ 8.0 ｹ所

竪樋 100φ　VP 53.9 ｍ

（ 内 部 ）

廊下化粧庇

鋼板葺き ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 4.4 m2

         12　の　計

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

13 左官工事

（ 外 部 ）

外巾木

モルタル刷毛引き 23.4 m2

立上り天端

コンクリート金鏝押え W150 78.0 ｍ

床

モルタル塗り ﾀｲﾙ下地 6.1 m2

建具廻りモルタル 防水材入り 10.1 ｍ

（ 内 部 ）

床

コンクリート金鏝押え 二重床下地 269.0 m2

床

モルタル塗り ﾀｲﾙ下地 15.2 m2

         13　の　計

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

14 金属製建具工事

(1) アルミ製建具 1 式

(2) スライディングウォール 1 式

(3) 軽量スチール製建具 1 式

(4) トイレブース 1 式

         14　の　計

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

(1) アルミ製建具

AD-1 ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ共

ﾗﾝﾏ付片引き自動ﾄﾞｱ 1350(有効)×2700 1.0 ｹ所

AD-2 ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ共

ﾗﾝﾏ付片引き自動ﾄﾞｱ 1350(有効)×2700 1.0 ｹ所

AD-3

ﾗﾝﾏFIX窓付片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 800×2600 1.0 ｹ所

AW-1

３枚引違い窓 2700×1700 1.0 ｹ所

AW-2 オペレータ共

ﾗﾝﾏ付ﾗﾝﾏ付引違い突出し窓 1800×2700 3.0 ｹ所

AW-3

３枚引違い窓 2700×1550 5.0 ｹ所

AW-4

引違い窓 1800×1550 1.0 ｹ所

AW-5

縦滑り出し窓 600×1200 10.0 ｹ所

AW-6

引違い窓 1200×700 1.0 ｹ所

AW-7

ＦＩＸ窓 1000×550 4.0 ｹ所

AW-8

引違い窓 1200×1000 1.0 ｹ所

取付・運搬費 1 式

         (1)　の　計

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

(2) スライディングウォール

運搬取付調整

SLW-1

スライディングウォール 7556×3000 1.0 ｹ所

         (2)　の　計

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

(3) 軽量スチール製建具

LSD-1 壁収納 ｺﾏﾆｰ同等

木製自閉式2連両引分けﾄﾞｱ 3640×2000 3.0 ｹ所

LSD-2 壁収納 ｺﾏﾆｰ同等

1221×2000 3.0 ｹ所

LSD-3 壁収納 ｺﾏﾆｰ同等

1021×2000 2.0 ｹ所

LSD-4 壁収納 ｺﾏﾆｰ同等

971×2000 1.0 ｹ所

LSD-5 壁収納 ｺﾏﾆｰ同等

921×2000 2.0 ｹ所

LSD-6 壁収納 ｺﾏﾆｰ同等

920×2000 2.0 ｹ所

LSD-7 ｺﾏﾆｰ同等

木製両開きドア 1600×2000 2.0 ｹ所

取付・運搬費 1 式

         (3)　の　計

木製自閉式2連片引分けﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

木製自閉式2連片引分けﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

木製自閉式2連片引分けﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

木製自閉式2連片引分けﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

木製自閉式2連片引分けﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

(4) トイレブース

運搬取付調整

TB-1

トイレブース 2506+1000 H2000 1.0 ｹ所

TB-2

トイレブース 800×2000 1.0 ｹ所

TB-3

トイレブース 1992.5+1500 H2000 1.0 ｹ所

         (4)　の　計

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

15 木製建具工事

運搬取付調整

WD-1

４枚引違い戸フスマ 4200×2000 1.0 ｹ所

FD-1

２枚引違い戸フスマ 1600×2000 1.0 ｹ所

WW-1

３枚引き障子戸 2700×1550 2.0 ｹ所

WW-2 雪見障子

２枚引き障子戸 1800×1550 1.0 ｹ所

         15　の　計

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

16 ガラス工事

型板ガラス t4 ～2.18m2 8.4 m2

透明ガラス t4 ～2.18m2 0.6 m2

透明ガラス t5 ～2.18m2 33.9 m2

強化ガラス t5 ～2.0m2 14.0 m2

強化ガラス t5 ～4.0m2 11.6 m2

ガラスクリーニング 69.5 m2

ガラスシーリング 両面2倍済み 575.0 ｍ

         16　の　計

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

17 塗装工事

（ 外 部 ）

軒天

ＥＰ ｹｲｶﾙ面 71.4 m2

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

（ 内 部 ）

廊下化粧庇

クリア塗装 木部 8.3 m2

和室柱

クリア塗装 木部 3.2 m2

和室床見切り

クリア塗装 木部細物 10.0 ｍ

和室建具枠

クリア塗装 木部細物 34.8 ｍ

廊下式台

ＵＣ 木部 2.0 m2

廊下化粧柱

ＵＣ 木部 120φ 2.8 ｍ

和室床

ＵＣ 木部 2.5 m2

和室床框

ＵＣ 木部細物 1.7 ｍ

廻縁

ＣＬ 木部細物 20.7 ｍ

         17　の　計

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

18 内外装工事

（ 外 部 ）

外壁

防火サイディング t16 塗装品　防湿シート共 278.0 m2

外壁ｺｰﾅｰ L100+100

防火サイディング t16 塗装品 34.0 ｍ

外壁下端 曲げ加工

水切り ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 84.3 ｍ

屋根 t16 塗装品 H150

鼻隠し 繊維混入ｾﾒﾝﾄ珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 65.7 ｍ

屋根 t16 塗装品 H150

破風 繊維混入ｾﾒﾝﾄ珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 3.7 ｍ

下屋根 t16 塗装品 H150

鼻隠し 繊維混入ｾﾒﾝﾄ珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 69.9 ｍ

下屋根 t16 塗装品 H150

破風 繊維混入ｾﾒﾝﾄ珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 5.4 ｍ

軒天

珪酸カルシウム板 t6 71.4 m2

軒天

廻縁 282.0 ｍ

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

（ 内 部 ）

床

置床 H180程度 232.0 m2

床 置床工事に含む

パーティクルボード t20

床

構造用合板 t12 92.6 m2

床

ラワン合板 t9 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地 140.0 m2

床

複合フローリング t12 140.0 m2

床

重歩行用ビニル床シート t2.0 合板面 21.6 m2

床

ビニル床シート t2.5 合板面 44.5 m2

ｽﾛｰﾌﾟ床 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

ビニル床シート t2.5 合板面 2.2 m2

床 H150 ｽﾁｰﾙ製

フリーアクセスフロア ﾌｸﾋﾞ:LM3000同等 34.4 m2

床

タイルカーペット t6.5 34.4 m2

和室床

琉球畳 t15 30.0 枚

巾木

ソフト H60 84.3 ｍ

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

壁

石膏ボード t12.5 LGS面 687.0 m2

天井

石膏ボード t9.5 LGS面 82.5 m2

梁型

石膏ボード t9.5 LGS面 8.5 m2

壁

耐水石膏ボード t12.5 LGS面 25.0 m2

天井

耐水石膏ボード t9.5 LGS面 22.8 m2

天井

化粧石膏ボード t9.5 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等 22.0 m2

天井

不燃化粧石膏ボード t9.5 不燃ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等 6.8 m2

天井

木目化粧石膏ボード t9.5 ﾋｯﾄ天井ｼﾘｰｽﾞ同等 25.7 m2

天井

吸音化粧石膏ボード t9.5 ｽｸｴｱﾄｰﾝDﾌﾟﾗｽ同等 125.0 m2

壁

化粧珪酸カルシウム板 t6 5.7 m2

壁

ビニルクロス ﾎﾞｰﾄﾞ面 AA級 626.0 m2

天井

ビニルクロス ﾎﾞｰﾄﾞ面 AA級 105.0 m2

梁型

ビニルクロス ﾎﾞｰﾄﾞ面 AA級 8.5 m2

壁

不燃ビニルクロス ﾎﾞｰﾄﾞ面 AA級 23.1 m2

壁

ジュラククロス ﾎﾞｰﾄﾞ面 41.1 m2

壁 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ用

シラス材映像壁 ﾎﾞｰﾄﾞ面 34.8 m2

廻縁 塩ﾋﾞ 底目 236.0 ｍ

吹き抜け

下り壁見切り 塩ﾋﾞ 25.4 ｍ

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

外壁面

グラスウール充填 t100 24kg 239.0 m2

間仕切り

グラスウール充填 t100 24kg 165.0 m2

天井裏

グラスウール敷き t100 24kg 285.0 m2

         18　の　計

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

19 ユニット及びその他工事

(1) 家具 1 式

(2) サイン 1 式

(3) カーテン 1 式

         19　の　計
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

(1) 家具

玄関

下駄箱 W2110×D380×H2185 1.0 ｹ所

通用口

下駄箱 W1200×D380×H1615 1.0 ｹ所

事務室 耐水MDFt30ﾒﾗﾐﾝ化粧板仕上げ

カウンター W1400×D650 1.0 ｹ所

角部丸面処理

WC

ライニング面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20 W250 L=2000 1.0 ｹ所

WC

ライニング面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20 W150 L=3700 1.0 ｹ所

MWC

隔て板 W800×H2000 1.0 ｹ所

         (1)　の　計

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

(2) サイン

SUS板 t2.3 焼付け塗装

外壁館銘文字 厚30 切文字300角 10文字程度 1 式

ピクトサイン 150×150 3.0 ｹ所

室名札 60×260 9.0 ｹ所

         (2)　の　計

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

(3) カーテン

AW-1

遮光カーテン 2700×1700 1.0 ｹ所

AW-2

遮光カーテン 1800×2700 3.0 ｹ所

AW-3

カーテン 2700×1550 3.0 ｹ所

AW-8

カーテン 1200×1000 1.0 ｹ所

LSD-6

カーテン 920×2000 1.0 ｹ所

LSD-1

遮光カーテン 1840×2000 3.0 ｹ所

         (3)　の　計

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

20 外構工事

(1) 舗装工事 1 式

(2) 囲障工事 1 式

(3) 排水工事 1 式

(4) カーポート工事 1 式

(5) 誘導サイン工事 1 式

(6) 防災倉庫工事 1 式

(7) 移設工事 1 式

(8) 解体撤去工事 1 式

(9) 発生材積込運搬工事 1 式

         20　の　計

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

(1) 舗装工事

路盤砕石t100

アスファルト舗装 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物t50 608.0 m2

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

ｱﾝｶｰ+接着剤止め

車止めブロック ｺﾝｸﾘｰﾄ製 L600 30.0 ｹ所

白線引き 駐車区画W100 168.0 ｍ

駐車ナンバー 14.0 ｹ所

ゼブラゾーン 5000×1400 1.0 ｹ所

車椅子ピクト表示 1.0 ｹ所

点字ブロック 300×300 3.0 ｹ所

         (1)　の　計

伊　賀　市
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

(2) 囲障工事

メッシュフェンス H1000 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 19.7 ｍ

管理用門扉 両開き扉W2000×H1000 1.0 ｹ所

立上り

コンクリートブロック 素地2段積み t120 13.6 ｍ

鉄筋縦D10@800 横D10@200

端部D13

車止めバリカー 2.0 ｹ所

         (2)　の　計
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

(3) 排水工事

側溝 側溝耳切り共

グレーチング蓋 U字溝用 W260　SUS 6.3 ｍ

         (3)　の　計
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花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

(4) カーポート工事

ｱﾙﾐ既製品 片側支持ﾀｲﾌﾟ

カーポート W2360×D5000 1.0 ｹ所

屋根ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ 白

基礎共

         (4)　の　計

伊　賀　市



№　　　47　　　

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

(5) 誘導サイン工事

ｽﾁｰﾙ製 W892×H2650

誘導サイン 館銘表示 花の郷｢花垣｣ﾏｰｸ 1.0 ｹ所

誘導サイン基礎 1 式

         (5)　の　計

伊　賀　市



№　　　48　　　

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

(6) 防災倉庫工事

既設防災倉庫移設 材工共 1 式

防災倉庫基礎 材工共 1 式

         (6)　の　計

伊　賀　市



№　　　49　　　

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

(7) 移設工事

掲示板移設 W1250×H1800 基礎共 1.0 ｹ所

旗ポール移設 H4000 基礎共 1.0 ｹ所

バリカー移設 H850 基礎共 1.0 ｹ所

避難所サイン移設 W400 H2500 基礎共 1.0 ｹ所

青銅製W800

シンボルマーク 取り外しのみ本工事､再取付は別途 1.0 ｹ所

         (7)　の　計

伊　賀　市



№　　　50　　　

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

(8) 解体撤去工事

表層t50

アスファルト舗装撤去 路盤t100 926.0 m2

土間コンクリート撤去 9.1 m2

白線引き撤去 100.0 ｍ

車止め撤去 34.0 ｹ所

フェンス撤去 H1100 21.7 ｍ

縁石撤去 W100 29.4 ｍ

         (8)　の　計

伊　賀　市



№　　　51　　　

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

(9) 発生材処理工事

発生材集積積み込み ｱｽﾌｧﾙﾄ 139.0 m3

発生材集積積み込み ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.5 m3

発生材集積積み込み ﾌｪﾝｽ 0.2 m3

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 139.0 m3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.5 m3

発生材運搬 ﾌｪﾝｽ 0.2 m3

         (9)　の　計

伊　賀　市



№　　　52　　　

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 数量 単位 単　　価 金　　額名　　称 摘　　　要 備　　考

21 発生材処分費

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 320.0 ｔ

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 5.8 ｔ

発生材処分 ﾌｪﾝｽ 0.2 ｔ

有価物控除 ﾍﾋﾞｰ　H2 -0.1 ｔ

         21　の　計

伊　賀　市



№　　　53　　　

Ｂ 共通仮設費 (積み上げ分)

クロスゲート W5000 1.0 ｹ所

仮囲い 成形鋼板 H1800 124.0 ｍ

敷き鉄板 t22 16.3 m2

大型車進入時

交通誘導員 Ｂ 仮設材運搬､搬出時等 30.0 人

化学物質濃度測定 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型 3.0 ｹ所

一軸圧縮強度試験 3.0 ｹ所

六価クロム溶出試験 2.0 ｹ所

         Ｂ　の　計

単    価 金    額 備　　　考

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途 名　　称 摘　　　　要 数    量 単位

伊　賀　市


