
地内

工　　 事　　 設　　 計　　 書

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

工       費

伊賀市

168,300,000

令和3年度

施 工 地 名

工　 事   名

沖

令和４年１月

工　　事　　の　　大　　要

工       期

\

令和４年10月28日まで 設　計

建 業種コード業　種 02
依那古小学校、神戸小学校、比自岐小学校（休校）の統合に伴う改修工事（建築主
体工事）

①校舎　鉄筋コンクリート造３階建　2,395㎡
　防水改修工事　一式、外壁改修工事　一式、建具改修工事　一式、内装改修工事
一式、塗装改修工事　一式、躯体改修工事　一式　ほか

②屋内運動場　鉄骨造１階建　563㎡
　外壁改修工事　一式、建具改修工事　一式、内装改修工事　一式、塗装改修工事
一式　ほか

③外構
　門扉工事　一式、駐車場工事　一式　ほか

設　計 検　算

契約の日から　　

伊　賀　市　　　　　



№　　　1　　　

(直接工事費+廃材処分費)
Ａ 直接工事費 発生材処分費共 1 式 118,876,608      +

率対象分
Ｂ 共通仮設費 共通仮設費率 1 式 3,876,862        118,642,338

共通仮設費 積み上げ 1 式 1,867,700        

純工事費 124,621,170      

率対象分
Ｃ 現場管理費 現場管理費率 1 式 11,120,189       124,386,900

工事原価 135,741,359      

Ｄ 一般管理費 1 式 17,258,641       

工事価格 153,000,000      

消費税及び地方消費税 1 式 15,300,000       10.00%

工事費計 168,300,000      

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

118,642,338

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

234,270
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№　　　2　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

A 直接工事費

a 校舎改修工事 1 式 88,961,969       

b 屋内運動場改修工事 1 式 18,063,650       

c 外構工事 1 式 11,850,989       

A　　　計 118,876,608      
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№　　　3　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

a 校舎改修工事

1 (校舎)直接仮設工事 1 式 9,818,450        

2 (校舎)防水改修工事 1 式 13,916,159       

3 (校舎)外壁改修工事 1 式 14,035,674       

4 (校舎)建具改修工事 1 式 27,152,347       

5 (校舎)内装改修工事 1 式 21,994,386       

6 (校舎)塗装改修工事 1 式 864,286          

7 (校舎)躯体改修工事 1 式 892,507          

8 (校舎)環境配慮改修工事 1 式 146,280          

9 (校舎)発生材積込運搬費 1 式 453,540          

10 (校舎)発生材処分費 1 式 -311,660         

a　計 88,961,969       
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№　　　4　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

a
1 (校舎)直接仮設工事

（ 外 部 ）

枠組み本足場 手摺先行方式　W900 2,747.0        m2 1,780          4,889,660        単価採用表

枠組み本足場 手摺先行方式　W600 33.8           m2 1,550          52,390           単価採用表

養生シート ﾒｯｼｭｼｰﾄ 2,814.0        m2 490            1,378,860        単価採用表

ブラケット足場 66.0           m2 1,350          89,100           単価採用表

安全手摺 44.0           ｍ 800            35,200           
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ
枠組み本足場 手摺先行方式　W900 450.0          m2 1,780          801,000          
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ
枠組み本足場 手摺先行方式　W600 134.0          m2 1,550          207,700          

防水改修
養生 1,345.0        m2 190            255,550          
防水改修
整理清掃後片付け 1,345.0        m2 570            766,650          単価採用表

外壁改修 単価採用表
養生 372.0 m2 190            70,680           外周m×2m
外壁改修 単価採用表
整理清掃後片付け 372.0 m2 570            212,040          外周m×2m

単価採用表

単価採用表

単価採用表

単価採用表
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№　　　5　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

（ 内 部 ）
内装改修 単価採用表
墨出し 757.0 m2 280            211,960          床または天井改修面積
内装改修 単価採用表
養生 757.0 m2 190            143,830          床または天井改修面積
内装改修 単価採用表
整理清掃後片付け 757.0 m2 570            431,490          床または天井改修面積
内装改修
内部足場 脚立 267.0 m2 380            101,460          天井改修面積
内装改修
階段足場 96.0 m2 1,780          170,880          

a-１　計 9,818,450        

単価採用表

単価採用表

伊　賀　市　　　　　



№　　　6　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

a
2 (校舎)防水改修工事

（ 撤 去 ）
屋根平場
目地材撤去 376.0 ｍ 350            131,600          単価採用表
屋根平場
既設ドレン撤去 100φ 8              か所 2,030          16,240           単価採用表

東ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床
目地カッター切り 163.0 ｍ 430            70,090           単価採用表
東ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床
目地材撤去 81.5 ｍ 350            28,525           単価採用表

西ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床
アスファルト防水撤去 69.3 m2 1,020          70,686           単価採用表
西ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床
目地材撤去 29.0 ｍ 350            10,150           単価採用表
西ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り
既設防水層撤去 10.0 m2 1,020          10,200           単価採用表
西ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り
押え金物撤去 36.5 ｍ 800            29,200           見積比較表
西ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り
シーリング撤去 36.5 ｍ 350            12,775           単価採用表

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 単価採用表
既設ドレン撤去 10 か所 2,030          20,300           東西含む
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 単価採用表
既設目皿撤去 3 か所 1,620          4,860            東西含む
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 単価採用表
既設中継ドレン撤去 8 か所 2,130          17,040           東西含む
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№　　　7　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

( 改 修 )
屋根平場
高圧水洗浄 10～15Mpa 832.0 m2 360            299,520          単価採用表
屋根平場
エポキシ系ポリマーセメント 832.0 m2 860            715,520          単価採用表
屋根平場
ウレタン塗膜防水 X-1 832.0 m2 6,420          5,341,440        単価採用表
屋根平場
目地テープ処理 376.0 ｍ 2,560          962,560          見積比較表
屋根平場
凹凸部ケレン掛け平滑処理 101.0 m2 400            40,400           単価採用表
屋根立上り
高圧水洗浄 10～15Mpa 198.0 m2 360            71,280           単価採用表
屋根立上り
エポキシ系ポリマーセメント 198.0 m2 860            170,280          単価採用表
屋根立上り
ウレタン塗膜防水 X-2 198.0 m2 5,750          1,138,500        単価採用表
屋根立上り
防水端末シーリング MS-2 86.0 ｍ 500            43,000           単価採用表
屋根平場
脱気筒 SUS 10 か所 11,700         117,000          見積比較表
屋根平場
改修用ルーフドレン 100φ 7 か所 24,900         174,300          見積比較表
屋根平場
改修用横引ドレン 100φ 1 か所 31,600           見積比較表
屋根平場
ドレン廻り修正 8 か所 6,400          51,200           見積比較表

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床
高圧水洗浄 10～15Mpa 272.0 m2 360            97,920           単価採用表
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床
エポキシ系ポリマーセメント 272.0 m2 860            233,920          単価採用表
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№　　　8　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床
塗膜防水 X-2 272.0 m2 1,310          356,320          単価採用表
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り
高圧水洗浄 10～15Mpa 88.4 m2 360            31,824           単価採用表
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り
エポキシ系ポリマーセメント 88.4 m2 860            76,024           単価採用表
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り
塗膜防水 X-2 88.4 m2 1,310          115,804          単価採用表
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ
防水端末シーリング MS-2 528.0 ｍ 500            264,000          単価採用表
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ
既設室外機一時撤去復旧 4              か所 3,200          12,800           見積比較表

西ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床
高圧水洗浄 10～15Mpa 69.3 m2 360            24,948           単価採用表
西ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床
エポキシ系ポリマーセメント 69.3 m2 860            59,598           単価採用表
西ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床
塗膜防水 X-1 X-1 69.3 m2 6,420          444,906          単価採用表
西ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り
高圧水洗浄 10～15Mpa 10.6 m2 360            3,816            単価採用表
西ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り
エポキシ系ポリマーセメント 10.6 m2 860            9,116            単価採用表
西ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り
塗膜防水 X-2 10.6 m2 5,750          60,950           単価採用表
西ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床
目地テープ処理 29.0 ｍ 2,560          74,240           見積比較表
西ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床
目地ケレン清掃 29.0 ｍ 400            11,600           単価採用表
西ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り
ケレン清掃 36.5 ｍ 400            14,600           単価採用表
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№　　　9　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

東ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床
高圧水洗浄 10～15Mpa 172.0 m2 360            61,920           単価採用表
東ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床
エポキシ系ポリマーセメント 172.0 m2 860            147,920          単価採用表
東ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床
塗膜防水 X-1 172.0 m2 6,420          1,104,240        単価採用表
東ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り
高圧水洗浄 10～15Mpa 27.1 m2 360            9,756            単価採用表
東ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り
エポキシ系ポリマーセメント 27.1 m2 860            23,306           単価採用表
東ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り
塗膜防水 X-2 27.1 m2 5,750          155,825          単価採用表
東ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床
目地テープ処理 81.5 ｍ 2,560          208,640          見積比較表
東ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床
目地ケレン清掃 81.5 ｍ 400            32,600           単価採用表

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 見積比較表
改修用ルーフドレン 100φ 8 か所 31,100         248,800          東西含む
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 見積比較表
改修用横引ドレン 100φ 2 か所 39,500         79,000           東西含む
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 見積比較表
目皿 100φ 3 か所 20,000         60,000           東西含む
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 見積比較表
改修用中継ドレン 100φ 8 か所 18,000         144,000          東西含む
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 見積比較表
ドレン廻り修正 21 か所 6,400          134,400          東西含む
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 見積比較表
脱気筒 3 か所 11,700         35,100           東西含む

a-2　計 13,916,159       
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№　　　10　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

a
3 (校舎)外壁改修工事

（ 撤 去 ）
玄関
床マット撤去 W1700×D500 1              か所 1,400            複合単価表
玄関
樹脂製校章撤去 1              か所 12,000           見積比較表
玄関校歌石碑
基礎コンクリート撤去 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ 0.2 m3 26,100         5,220            単価採用表
玄関床
土間コンクリートカッター切り 13.0 ｍ 690            8,970            単価採用表
玄関床
土間砕石撤去 1.0 m3 6,200            単価採用表
玄関床
土間コン撤去 1.5 m3 14,000         21,000           単価採用表
玄関床
モルタルカッター切り 2.8 ｍ 560            1,568            単価採用表
玄関床
タイル撤去 17.8 m2 2,490          44,322           単価採用表
玄関壁
モルタルカッター切り 3.6 ｍ 560            2,016            単価採用表
玄関壁
建築記念銘板撤去 W1000×H800 1              か所 1,600            複合単価表

（ 改 修 ）

外壁事前調査 2,009          ㎡ 280            562,520          単価採用表
外壁
水洗い 高圧ポンプによる水洗い程度 2,009          ㎡ 160            321,440          単価採用表
外壁

外壁補修 1              式 2,149,399        別紙

外壁
外壁用塗膜防水材 下地調整共 2,009          m2 4,920          9,884,280        見積比較表

伊　賀　市　　　　　



№　　　11　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

玄関
校章 取付費共 1              か所 152,000          見積比較表

玄関床
モルタル塗り ﾀｲﾙ下地 21.3           m2 2,050          43,665           単価採用表
ｽﾛｰﾌﾟ床
モルタル塗り ﾀｲﾙ下地 6.6            m2 2,050          13,530           単価採用表
玄関床
磁器質タイル 150角 18.8           m2 7,820          147,016          単価採用表
玄関床
点状タイル 300角 2.5            m2 19,950         49,875           単価採用表
ｽﾛｰﾌﾟ床
磁器質タイル 150角 識別しやすい色 6.6            m2 9,110          60,126           単価採用表
玄関
段鼻タイル 8.9            ｍ 3,140          27,946           単価採用表
玄関立上り
打放し補修 吹付下地 7.7            m2 890            6,853            単価採用表
玄関立上り天端
コンクリート金鏝押え W150 吹付下地 12.8 ｍ 510            6,528            単価採用表
玄関立上り
複層塗材Ｅ RC面 天端含む 9.6 m2 1,260          12,096           単価採用表
玄関
手摺 SUS 2段 H500 既製品 1              式 486,000          見積比較表
玄関壁
モルタル塗り 館名板撤去跡　ﾀｲﾙ下地 0.8 m2 3,020          2,416            単価採用表
玄関壁
小口タイル 館名板撤去跡 0.8 m2 7,110          5,688            単価採用表

a-3　計 14,035,674       
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№　　　12　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

a
4 (校舎)建具改修工事

（ 撤 去 ）

建具廻りカッター切 91.2           ｍ 430            39,216           単価採用表

溝斫り 45.6           ｍ 1,400          63,840           単価採用表

アルミ建具撤去 両開き 枠残し 237.0          m2 640            151,680          単価採用表

アルミ建具撤去 両開き 枠共 21.6           m2 1,380          29,808           単価採用表

トイレブース撤去 95.7           m2 280            26,796           単価採用表

木製建具撤去 片開き 枠残し 1.8            m2 280            504              単価採用表

建具廻りシーリング撤去 712.0 ｍ 400            284,800          単価採用表

ガラス撤去 t3 244.0 m2 180            43,920           単価採用表

（ 改 修 ） 運搬取付調整共
ADW-2
網戸 850×1200 21 か所 18,400         386,400          見積比較表
AW-3
網戸 900×1200 4 か所 18,200         72,800           見積比較表

AW-1 ｶﾊﾞｰ工法
引違い段窓連窓アルミサッシ 2970×2205 1 か所 424,000          見積比較表
AW-3 ｶﾊﾞｰ工法･ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 見積比較表
引違い段窓連窓アルミサッシ 3290×2205 1 か所 463,000          図書室
AW-3 ｶﾊﾞｰ工法 見積比較表
引違い段窓連窓アルミサッシ 3290×2205 1 か所 441,000          音楽室
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№　　　13　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

AW-8 ｶﾊﾞｰ工法
引違い段窓連窓アルミサッシ 3390×2205 2 か所 448,000        896,000          見積比較表
AW-10 ｶﾊﾞｰ工法･ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 見積比較表
引違い段窓連窓アルミサッシ 7230×1905 1              か所 816,000          1F廊下
AW-10 ｶﾊﾞｰ工法
引違い段窓連窓アルミサッシ 7230×1905 5              か所 796,000        3,980,000        見積比較表
AW-11 ｶﾊﾞｰ工法･ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 単価採用表
引違い段窓連窓アルミサッシ 3390×1905 4              か所 443,000        1,772,000        
AW-11 ｶﾊﾞｰ工法
引違い段窓連窓アルミサッシ 3390×1905 6              か所 423,000        2,538,000        見積比較表
AW-13 ｶﾊﾞｰ工法
引違い段窓連窓アルミサッシ 3290×1905 1              か所 417,000          見積比較表
AD-1 ｶﾊﾞｰ工法
両開きガラスドア 1800×2000 1              か所 520,000          見積比較表

以上取付調整費 1              式 4,600,000        見積比較表
AD-5 ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ新設
アルミガラリ 680×400 1              か所 33,200           見積比較表

以上取付調整費 1              式 106,000          見積比較表
HD-1 ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ付
片引き自閉式ハンガー戸 1020×2000　取付調整費共 1              か所 265,000          見積比較表
SD-3
ｽﾁｰﾙ点検扉 400×400　取付調整費共 3              か所 74,300         222,900          見積比較表

TB-1
トイレブース (1140+500+2700)×2000　取付費共 3 か所 424,000        1,272,000        見積比較表
TB-2
トイレブース (340+940)×2000　取付費共 1 か所 142,000          見積比較表
TB-3
トイレブース 900×2000　取付費共 1 か所 104,000          見積比較表
TB-4
トイレブース (1230×2+1840)×2000　取付費共 2 か所 417,000        834,000          見積比較表

各階廊下各1か所 3F廊下1か所
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用途 名　　称 摘　　　　要 数    量 単位 単    価 金    額 備　　　考

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

TB-5
トイレブース (1230×2+1840)×2000　取付費共 2 か所 422,000        844,000          見積比較表

FD-1 ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ付
片開きフラッシュドア 800×2000 3 か所 62,400         187,200          見積比較表
FD-2 ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ付
片開きフラッシュドア 800×2000 3 か所 62,400         187,200          見積比較表
WD-1 枠ﾚｰﾙは再利用 見積比較表
片引きフラッシュ戸 900×2000 18 か所 47,200         849,600          各教室毎に色替

以上搬入取付費 付属金物共 1 式 406,000          見積比較表
WD-1
鍵撤去／新設（引戸錠） 8 か所 9,600          76,800           見積比較表
WD-1
鍵撤去／新設（カマ錠） 4 か所 8,000          32,000           見積比較表
WD-6
鍵撤去／新設（引戸錠） 1 か所 9,600            見積比較表
WD-7
鍵撤去／新設（引戸錠） 2 か所 9,600          19,200           見積比較表
WD-8
鍵撤去／新設（引戸錠） 1 か所 9,600            見積比較表
WD-9
鍵撤去／新設（シリンダー錠） 1 か所 12,000           見積比較表
WD-10
鍵撤去／新設（シリンダー錠） 1 か所 12,000           見積比較表
WD-13
鍵撤去／新設（シリンダー錠） 1 か所 12,000           見積比較表
WD-14
鍵撤去／新設（引戸錠） 1 か所 12,000           見積比較表
WD-17
鍵撤去／新設（シリンダー錠） 1              か所 12,000           見積比較表
WD-18
鍵撤去／新設（シリンダー錠） 1              か所 12,000           見積比較表
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用途 名　　称 摘　　　　要 数    量 単位 単    価 金    額 備　　　考

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

WD-19
鍵撤去／新設（引戸錠） 1              か所 9,600            見積比較表

サッシクリーニング 688.0          m2 510            350,880          単価採用表

建具廻りシーリング MS-2　15×10程度 585.0          ｍ 500            292,500          単価採用表

建具廻りシーリング打替え MS-2　15×10程度 712.0          ｍ 500            356,000          単価採用表

網入り型板ガラス FWG t6.8  0.3～2.0m2 20.7           m2 2,540          52,578           単価採用表

強化ガラス T t6 0.3～2m2 177.0          m2 5,780          1,023,060        単価採用表

強化ガラス T t8 0.3～2m2 1.8            m2 8,650          15,570           単価採用表

型板ガラス F t4 ～2.18m2 5.5            m2 1,390          7,645            単価採用表

ガラスクリーニング 1,635.0        m2 280            457,800          単価採用表

ガラスシーリング 両面2倍済み 221.0          ｍ 250            55,250           単価採用表
AW2' t1.5
欄間アルミパネル撤去の上新設 W850×H300 1              か所 557,000          複合単価表
AW8 t1.5
欄間アルミパネル撤去の上新設 W800×H500､W850×H500 2              か所 139,000        278,000          複合単価表

SD-2 建具工0.5日×2人程度
防火戸(床緩衝部研磨調整） 2000×2000 2              か所 22,700         45,400           複合単価表
給食配膳室
握り玉撤去／新設 （シリンダー錠・サムターン） 1              か所 12,000           見積比較表

a-4　計 27,152,347       
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用途 名　　称 摘　　　　要 数    量 単位 単    価 金    額 備　　　考

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

a
5 (校舎)内装改修工事

（ 撤 去 ）
床
コンクリートカッター切 62.8           ｍ 690            43,332           単価採用表
床
土間コンクリート撤去 3.5            m3 14,000         49,000           単価採用表
床
スラブコンクリート撤去 0.4            m3 14,000         5,600            単価採用表
理科室床
断熱材撤去 t30 2.2            m2 220            484              単価採用表

床
モルタルカッター切 13.4           ｍ 560            7,504            単価採用表
床
モルタル金鏝押え撤去 6.7            m2 1,880          12,596           単価採用表
床
モザイクパーケット撤去 194.0          m2 700            135,800          単価採用表
床
転ばし床撤去 5.4            m2 1,200          6,480            単価採用表
床
コンパネ撤去 t12 5.4            m2 230            1,242            単価採用表
床
畳撤去 4.5            m2 220            990              単価採用表
床
カーペット撤去 107.0          m2 450            48,150           単価採用表
床
塗床材撤去 577.0          m2 1,310          755,870          単価採用表

巾木
雑巾摺撤去 8.8            ｍ 180            1,584            単価採用表
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用途 名　　称 摘　　　　要 数    量 単位 単    価 金    額 備　　　考

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

壁
コンクリートカッター切 26.8           ｍ 690            18,492           単価採用表
壁
コンクリート撤去 1.4            m3 20,200         28,280           単価採用表
壁
コンクリートブロック撤去 2.6            m3 2,750          7,150            単価採用表
壁
モルタル金鏝押え撤去 27.8           m2 2,150          59,770           単価採用表
壁
タイル撤去 162.0          m2 2,380          385,560          単価採用表
壁
木間仕切り撤去 11.0           m2 950            10,450           単価採用表
壁
石膏ボード撤去 t9 6.3            m2 530            3,339            単価採用表
壁
耐水ベニヤ撤去 4.7            m2 530            2,491            単価採用表
壁
クロス撤去 4.7            m2 390            1,833            単価採用表

天井
軽量鉄骨天井下地撤去 14.3           m2 380            5,434            単価採用表
天井
石膏ボード撤去 t9 66.4           m2 590            39,176           単価採用表
天井
耐水石膏ボード撤去 t9.5 1.4            m2 590            826              単価採用表
天井
大平板撤去 t5 84.9           m2 590            50,091           単価採用表
天井
耐水ベニヤ撤去 t5.5 6.3            m2 590            3,717            単価採用表
天井
クロス撤去 7.7            m2 390            3,003            単価採用表
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依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

1F昇降口
木製モザイク掲示板撤去 W2060×H1260×D50 1              か所 6,190            複合単価表
1F理科室
生徒用実験台撤去 W3010×D900×H700 3              か所 36,600         109,800          複合単価表
1F理科室
映写用幕撤去 W4500×H1500 1              か所 7,100            複合単価表
1F理科室
映写用幕巻上げ式ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ撤去 W4500×D200 1              か所 23,700           複合単価表
1F理科室
ＯＨＰスクリーン撤去 W1200×H1200 1              か所 1,880            複合単価表
1F理科室
滑車吊金具撤去 1              か所 5,270            複合単価表
1F給食室
シロッコファン用フード撤去 W4830×D1700×H1100 1              か所 44,200           複合単価表
1F給食室
シロッコファン用フード撤去 W1800×D1200×H1100 1              か所 14,300           複合単価表
1F給食室前廊下
下駄箱撤去 W800×D500×H750 1              か所 1,140            複合単価表
1F給食婦室
押入れ撤去 W800×D900×H2300 1              か所 6,840            複合単価表
2F職員室
上下黒板撤去 W2700×H1800 1              か所 35,000           見積比較表
便所
ピクトサイン撤去 6              か所 750            4,500            複合単価表
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依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

（ 改 修 ）

内壁改修 1              式 147,000          別紙

昇降口壁
シーリング擦り込み処理 PU-2 2.1            ｍ 900            1,890            単価採用表

ｽﾛｰﾌﾟ床
１５０角タイル 0.7            m2 7,820          5,474            単価採用表
ｽﾛｰﾌﾟ床
スロープ１５０角タイル 150角 識別しやすい色 1.2            m2 9,110          10,932           単価採用表
便所床
汚垂石 7.0            m2 41,200         288,400          複合単価表
1～3廊下壁
１００角タイル 3.3            m2 5,130          16,929           単価採用表

玄関天井
木見切り 塗装下地 3.7            ｍ 1,470          5,439            単価採用表

間仕切り
軽量鉄骨壁下地 W65 @300 26.2           m2 1,740          45,588           単価採用表
間仕切り
軽量鉄骨壁下地 W100 @300 65.6           m2 2,210          144,976          単価採用表
天井
ＬＧＳ下地 @300 15.5           m2 950            14,725           単価採用表

軽量鉄骨開口補強 1              式 115,000          別紙

天井点検口 450角 17             か所 5,370          91,290           単価採用表
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便所
ライニング面台 SUS HL t1.5 D1130 8.1            ｍ 14,600         118,260          単価採用表
床
床見切り SUS 40×20 2.2            ｍ 2,850          6,270            単価採用表

床
床見切り SUS 40×20／120×2.0 8.5            ｍ 14,600         124,100          複合単価表
ｽﾛｰﾌﾟ
手摺 SUS 2段 H550 既製品　両側共 1.0            式 227,000          見積比較表
床
モルタル金鏝押え 貼物下地 73.6           m2 2,120          156,032          単価採用表
床
モルタル塗り ﾀｲﾙ下地 7.0            m2 2,050          14,350           単価採用表
ｽﾛｰﾌﾟ床
モルタル塗り ﾀｲﾙ下地 0.7            m2 2,050          1,435            単価採用表
ｽﾛｰﾌﾟ床
スロープモルタル塗り ﾀｲﾙ下地 1.2            m2 2,050          2,460            単価採用表
ｽﾛｰﾌﾟ立上り
打放し補修 吹付下地 2.7            m2 890            2,403            単価採用表
ｽﾛｰﾌﾟ立上り天端
コンクリート金鏝押え W150 吹付下地 3.6            ｍ 510            1,836            単価採用表
ｽﾛｰﾌﾟ立上り
複層塗材Ｅ RC面 天端含む 3.2            m2 1,260          4,032            単価採用表
ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎天端
コンクリート金鏝押え 仕上げ 0.4            m2 510            204              単価採用表
ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎側面
打放し補修 仕上げ 1.0 m2 890              単価採用表
壁
モルタル塗り ﾀｲﾙ下地 3.3            m2 3,020          9,966            単価採用表
壁
モルタル金鏝押え t20 吹付下地 1.8            m2 3,320          5,976            単価採用表
西階段壁
下地調整材 C-2 211.0          m2 850            179,350          単価採用表
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西階段､玄関壁
多彩模様吹付 既存ﾓﾙﾀﾙ面 364.0          m2 3,000          1,092,000        見積比較表
給食室壁
ペーパー掛け 72.6           m2 320            23,232           見積比較表
給食室､ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ壁
複層塗材Ｅ 既存ﾓﾙﾀﾙ面 下地調整 100.0          m2 1,700          170,000          単価採用表
給食室壁
複層塗材Ｅ ﾓﾙﾀﾙ面 1.8            m2 1,260          2,268            単価採用表
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ壁
複層塗材Ｅ ﾎﾞｰﾄﾞ面 1.8            m2 1,255          2,259            単価採用表

1F床
弾性ウレタン塗床 t2 平滑仕上げ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 178.0          m2 2,600          462,800          単価採用表
2～3F床
弾性ウレタン塗床 t2 平滑仕上げ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 190.0          m2 2,600          494,000          単価採用表
床
ライン 黄色 157.0          ｍ 1,380          216,660          ｶﾀﾛｸﾞ×0.8
1F階段
弾性ウレタン塗床 t2 平滑仕上げ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 79.3           m2 2,600          206,180          単価採用表
2～3F階段
弾性ウレタン塗床 t2 平滑仕上げ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 130.0          m2 2,600          338,000          単価採用表
階段
ライン 黄色 107.0          ｍ 1,380          147,660          ｶﾀﾛｸﾞ×0.8
床
モザイクパーケット 194.0          m2 23,000         4,462,000        見積比較表
床
長尺塩ビシート t2 14.6           m2 2,160          31,536           単価採用表
床
長尺塩ビシート t2.5 59.0           m2 2,310          136,290          単価採用表
床
カーペットタイル t6.5 107.0          m2 2,310          247,170          単価採用表
巾木
ソフト H75 107.0          ｍ 330            35,310           単価採用表
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壁
石膏ボード t12.5 GL工法 143.0          m2 1,860          265,980          単価採用表
壁
石膏ボード t12.5 LGS面 124.0          m2 910            112,840          単価採用表
天井
石膏ボード t9.5 LGS面 14.6           m2 1,080          15,768           単価採用表
壁
耐水石膏ボード t12.5 GL工法 9.0            m2 1,660          14,940           単価採用表
壁
耐水石膏ボード t12.5 LGS面 12.3           m2 1,290          15,867           単価採用表
壁
化粧珪酸カルシウム板 t6 262.0          m2 4,440          1,163,280        単価採用表
壁
耐水合板 t12 10.5           m2 2,440          25,620           単価採用表
壁化粧ｹｲｶﾙ目地
シーリング SR-1 5×5 524.0          ｍ 420            220,080          単価採用表

天井
珪酸カルシウム板 t6 LGS面 145.0          m2 2,010          291,450          単価採用表
天井
ロックウール吸音板 t9 LGS面 PBt9.5共 106.0          m2 2,580          273,480          単価採用表
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ､便所壁
クロス ﾎﾞｰﾄﾞ面 22.7           m2 810            18,387           単価採用表
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ､便所天井
クロス ﾎﾞｰﾄﾞ面 14.6           m2 830            12,118           単価採用表
廻り縁
塩ビ 204.0          ｍ 420            85,680           単価採用表
間仕切り内
グラスウール充填 t100 57.0           m2 1,410          80,370           単価採用表
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ壁
発泡ウレタン吹付 t20 22.7           m2 1,150          26,105           単価採用表

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理 37.3           m2 450            16,785           単価採用表
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1.2F廊下
ステンレス手洗いＡ W5520×D480×H500 2              か所 1,020,000      2,040,000        見積比較表
3F廊下
ステンレス手洗いＡ W4760×D480×H500 1              か所 918,000          見積比較表
1～3F廊下
ステンレス手洗いＢ W1740×D480×H500 3              か所 346,000        1,038,000        見積比較表

1F理科室
生徒用調理台 W3200×D900×H750 3              か所 1,040,000      3,120,000        見積比較表

1F校長室
耐火ロッカー一時撤去再設置 W1050×D650×H1050 1              か所 19,600           複合単価表

便所
ピクトサイン 平付　300×300　ｱｸﾘﾙ板　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り 5              か所 11,600         58,000           見積比較表
便所
ピクトサイン 持出し　　300×300　ｱｸﾘﾙ板　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り 2              か所 13,200         26,400           見積比較表
1F昇降口
掲示板 W2000×H1200 1              か所 39,900           単価採用表

2F職員室
上下ホワイトボード W2700×H1800 1              か所 338,000          見積比較表

a-5　計 21,994,386       
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№　　　24　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

a
6 (校舎)塗装改修工事

（ 外 部 ）屋根平場ﾀﾗｯﾌﾟ
ＤＰ塗り替え 下地処理共 14.2           ｍ 1,220          17,324           単価採用表
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺
ＤＰ塗り替え 下地処理共 307.0          ｍ 1,220          374,540          単価採用表
竪樋養生管
ＤＰ塗り替え 下地処理共 36.0           ｍ 1,220          43,920           単価採用表
竪樋 100φ
ＤＰ塗り替え 下地処理共 156.0          ｍ 1,220          190,320          単価採用表
（ 内 部 ）ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ壁
ＥＰ-Ｇ ﾎﾞｰﾄﾞ面 1.8            m2 1,210          2,178            単価採用表
便所天井
ＥＰ－Ｇ ｹｲｶﾙ面 145.0          m2 1,210          175,450          単価採用表
便所天井
ＥＰ－Ｇ 既存ﾓﾙﾀﾙ面 下地処理共 3.1            m2 1,260          3,906            単価採用表
玄関天井
ＳＯＰ 木部細物 3.7            ｍ 440            1,628            単価採用表
木製建具
ＳＯＰ 木部 23.6           m2 1,000          23,600           単価採用表
3F廊下壁
ＳＯＰ塗り替え 描画面 RA種下地調整共 9.3            m2 1,420          13,206           単価採用表
3F廊下木製建具
ＳＯＰ塗り替え 描画面 RA種下地調整共 9.0            m2 1,420          12,780           単価採用表
掲示板枠
ＳＯＰ塗り替え 木部細物 下地調整共 6.6            ｍ 650            4,290            単価採用表
壁見切り
ＳＯＰ塗り替え 木部細物 下地調整共 2.6            ｍ 440            1,144            単価採用表

a-6　計 864,286          
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№　　　25　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

a
7 (校舎)躯体改修工事

（ 外 部 ） ｽﾛｰﾌﾟ

鋤取り 1.0            m3 340            340              単価採用表

残土処分 1.0            m3 6,020          6,020            集計表

砕石地業 1.0            m3 4,700          4,700            単価採用表

異形鉄筋 SD295A D10 0.1            ｔ 97,300         9,730            単価採用表

異形鉄筋 SD295A D13 0.1            ｔ 95,300         9,530            単価採用表

鉄筋加工組立費 0.2            ｔ 47,000         9,400            単価採用表

鉄筋運搬費 0.2            ｔ 4,000          800              単価採用表

差し筋アンカー D10 横向き 11             か所 310            3,410            単価採用表
土間
普通コンクリート 3.3            m3 19,300         63,690           単価採用表
土間
コンクリート打設費 3.3            m3 830            2,739            単価採用表

コンクリートポンプ車 基本料 1              台 77,500           単価採用表

普通型枠 1.9            m2 3,430          6,517            単価採用表

型枠運搬費 9.6            m2 260            2,496            単価採用表
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№　　　26　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

打放し型枠 7.7            m2 4,200          32,340           単価採用表

（ 内 部 ） 床､ｽﾛｰﾌﾟ､便器撤去跡､ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎

砕石地業 土間下 2.2            m3 4,700          10,340           単価採用表
床
ポリエチレンシート t0.15 24.3           m2 200            4,860            単価採用表
理科室床
スタイロフォーム t30 2.2            m2 990            2,178            単価採用表
便所床
スタイロフォーム t50 22.1           m2 1,430          31,603           単価採用表
便所踏込み床
スタイロフォーム t75 6.6            m2 1,990          13,134           単価採用表

異形鉄筋 SD295A D10 20.0           ㎏ 97             1,940            単価採用表

異形鉄筋 SD295A D13 20.0           ㎏ 95             1,900            単価採用表

鉄筋加工組立費 90.0           ㎏ 47             4,230            単価採用表

鉄筋運搬費 90.0           ㎏ 4              360              単価採用表

床
溶接金網 6φ-150　敷き手間共 30.1           m2 1,020          30,702           単価採用表

床
差し筋アンカー D10 横向き 400            か所 310            124,000          単価採用表
土間
普通コンクリート 4.1            m3 19,300         79,130           単価採用表
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№　　　27　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

ｽﾗﾌﾞ
普通コンクリート 0.4            m3 19,300         7,720            単価採用表
ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎
普通コンクリート 0.1            m3 19,300         1,930            単価採用表
踏込み床
軽量コンクリート 0.4            m2 24,400         9,760            単価採用表
土間
コンクリート打設費 4.1            m3 830            3,403            単価採用表

ｽﾗﾌﾞ
コンクリート打設費 0.4            m3 830            332              単価採用表
ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎
コンクリート打設費 0.1            m3 830            83               単価採用表
踏込み床軽量ｺﾝ
コンクリート打設費 0.4            m2 830            332              単価採用表
便器撤去跡
普通型枠 2.4            m2 3,430          8,232            単価採用表
ｽﾛｰﾌﾟ床
打放し型枠 2.7            m2 4,200          11,340           単価採用表
ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎
打放し型枠 1.0            m2 4,200            単価採用表

型枠運搬費 6.1            m2 260            1,586            単価採用表

コンクリートポンプ車 基本料 4              台 77,500         310,000          単価採用表

a-7　計 892,507          
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№　　　28　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

a
8 (校舎)環境配慮改修工事

（ 内 部 ）
天井
ロックウール吸音板撤去 t12 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 106.0          m2 790            83,740           単価採用表
天井
石膏ボード撤去 t9.5 106.0          m2 590            62,540           単価採用表

a-8　計 146,280          
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№　　　29　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

a
9 (校舎)発生材積込運搬費

発生材集積積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ類等・人力 17.5           ｍ3 9,000          157,500          集計表

内装・木材等・人力 15.5           ｍ3 5,500          85,250           集計表

発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ類等・人力 17.5           ｍ3 9,760          170,800          運搬費代価

内装・木材等・人力 15.5           ｍ3 2,580          39,990           運搬費代価

a-9　計 453,540          
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№　　　30　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

a
10 (校舎)発生材処分費

発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ・モルタル 40.2           ｔ 3,000          120,600          見積比較表

発生材処分費 砕石 2.5            ｔ 3,000          7,500            見積比較表

発生材処分費 ﾎﾞｰﾄﾞ 1.4            ｔ 36,000         50,400           見積比較表

発生材処分費 木材 2.3            ｔ 15,000         34,500           見積比較表

発生材処分費 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 1.1            ㎥ 12,000         13,200           見積比較表

発生材処分費 混合廃棄物 0.8            ｔ 30,000         24,000           見積比較表

発生材処分費 ｶﾞﾗｽ 0.7            ｔ 25,000         17,500           見積比較表

発生材処分費 繊維類 132.0          ㎏ 35             4,620            見積比較表

発生材処分費 ｸﾛｽ 1.1            ㎥ 12,000         13,200           見積比較表

発生材処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 1.5            ｔ 30,000         45,000           見積比較表

発生材処分費 ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板 0.4            ｔ 40,000         16,000           見積比較表

有価物控除 ｽﾁｰﾙ H2 -0.72          ｔ 36,500         -26,280          見積比較表

有価物控除 ｽﾁｰﾙ H4 -3.90          ｔ 33,000         -128,700         見積比較表

有価物控除 ｱﾙﾐ -3.40          ｔ 148,000        -503,200         見積比較表

a-10　計 -311,660         
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№　　　31　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

b 屋内運動場改修工事

1 (屋内運動場）直接仮設工事 1 式 2,307,500        

2 (屋内運動場）外壁改修工事 1 式 1,940,164        

3 (屋内運動場）建具改修工事 1 式 1,857,360        

4 (屋内運動場）内装改修工事 1 式 11,651,589       

5 (屋内運動場）塗装改修工事 1 式 267,284          

6 (屋内運動場）発生材積込運搬費 1 式 31,688           

7 (屋内運動場）発生材処分費 1 式 8,065            

ｂ　計 18,063,650       
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№　　　32　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

ｂ
1 (屋内運動場）直接仮設工事

（ 外 部 ）外壁改修 A-7図　単価採用表
墨出し 187.0          m2 280            52,360           軒天面積
外壁改修 単価採用表
養生 218.0          m2 190            41,420           外周m×2m
外壁改修 単価採用表
整理清掃後片付け 218.0          m2 570            124,260          外周m×2m

くさび緊結式足場 W1200 518.0          m2 1,490          771,820          単価採用表

養生シート 798.0          m2 490            391,020          単価採用表

くさび緊結式足場 W600 280.0          m2 1,180          330,400          単価採用表

安全手摺 109.0          m2 800            87,200           単価採用表
単価採用表

脚立足場 24.0           m2 380            9,120            A-7図

（ 内 部 ）内装改修 単価採用表
墨出し 454.0          m2 280            127,120          床または天井改修面積
内装改修 単価採用表
養生 454.0          m2 190            86,260           床または天井改修面積
内装改修 単価採用表
整理清掃後片付け 454.0          m2 570            258,780          床または天井改修面積
内装改修 単価採用表
内部足場 脚立 8.0            m2 380            3,040            天井改修面積

ローリングタワー H8000 1              か所 24,700           単価採用表

ｂ-1　計 2,307,500        

伊　賀　市　　　　　



№　　　33　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

ｂ
2 (屋内運動場）外壁改修工事

（ 撤 去 ）
軒天
珪酸カルシウム板撤去 t6 10.8           m2 590            6,372            単価採用表
ｽﾛｰﾌﾟ
土間コンクリートカッター切り 5.2            ｍ 690            3,588            単価採用表
ｽﾛｰﾌﾟ
砕石撤去 0.4            m3 6,200          2,480            単価採用表
ｽﾛｰﾌﾟ
土間コンクリート撤去 0.6            m3 14,000         8,400            単価採用表

校章撤去 1200φ　積込・運搬共 1              か所 24,000           見積比較表

館名板撤去 積込・運搬共 1              か所 12,000           見積比較表

（ 改 修 ）
外壁
外壁用塗膜防水材 ALC面 144.0          m2 4,920          708,480          見積比較表
外壁
クラック補修 0.5㎜以上　クラック部下地挙動緩衝材共 29.8           ｍ 2,400          71,520           見積比較表
軒天
珪酸カルシウム板 t6 10.8           m2 2,010          21,708           単価採用表
軒天
廻縁 14.5           ｍ 420            6,090            単価採用表

校章 1200φ 1              か所 346,000          見積比較表

館名板 1              か所 78,400           見積比較表

（ スロープ ）

鋤取り 1.4            m3 340            476              単価採用表

伊　賀　市　　　　　



№　　　34　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

残土処分 1.4            m3 6,020          8,428            集計表

砕石地業 土間下 0.6            m3 4,700          2,820            単価採用表

異形鉄筋 SD295A D10 0.1            ｔ 97,300         9,730            単価採用表

異形鉄筋 SD295A D13 0.3            ｔ 95,300         28,590           単価採用表

鉄筋加工組立費 0.4            ｔ 47,000         18,800           単価採用表

鉄筋運搬費 0.4            ｔ 4,000          1,600            単価採用表

差し筋アンカー D10 横向き 28             か所 310            8,680            単価採用表
土間
普通コンクリート 1.7            m3 19,300         32,810           単価採用表

コンクリート打設費 1.7            m3 830            1,411            単価採用表

コンクリートポンプ車 基本料 1              台 77,500           単価採用表

普通型枠 1.5            m2 3,430          5,145            単価採用表

打放し型枠 6.1            m2 4,200          25,620           単価採用表

型枠運搬費 7.6            m2 260            1,976            単価採用表
床
磁器質タイル 150角 2.0            m2 7,820          15,640           単価採用表
ｽﾛｰﾌﾟ
磁器質タイル 150角 色分け 3.1            m2 9,110          28,241           単価採用表
ｽﾛｰﾌﾟ
点状タイル 0.3            m2 20,000         6,000            単価採用表
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№　　　35　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

手摺 SUS H550 2段　両側共 1              式 345,000          見積比較表
床
モルタル塗り ﾀｲﾙ下地 2.3            m2 2,050          4,715            単価採用表
ｽﾛｰﾌﾟ
モルタル塗り ﾀｲﾙ下地 3.1            m2 2,050          6,355            単価採用表
犬走り
モルタル金鏝押え 仕上げ 0.7            m2 2,120          1,484            単価採用表
立上り
打放し補修 吹付下地 6.1            m2 890            5,429            単価採用表
立上り天端
コンクリート金鏝押え W150 吹付下地 10.0           ｍ 510            5,100            単価採用表
立上り
複層塗材Ｅ 天端含む 7.6            m2 1,260          9,576            単価採用表

ｂ-2　計 1,940,164        
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№　　　36　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

ｂ
3 (屋内運動場）建具改修工事

（ 撤 去 ）

引分けハンガードア撤去 2430×2020 1              か所 6,760            複合単価表

（ 新 設 ）
HD-2
片引きフラッシュハンガー戸 1040×2012　取付調整費共 1              か所 758,000          見積比較表
HD-3
片引きフラッシュハンガー戸 1040×2015　取付調整費共 1              か所 758,000          見積比較表

（ 改 修 ）
(既設）HD-1 開閉調整､引戸錠取替え
引分けフラッシュハンガー戸 2400×2000 1              か所 27,400           見積比較表

壁式固定式バスケットゴール
既存運動器具補修 フレーム塗装補修、ゴールネット補修、清掃等 4              か所 76,800         307,200          

ｂ-3　計 1,857,360        
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№　　　37　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

ｂ
4 (屋内運動場）内装改修工事

（ 撤 去 ）
床
既設塗床目荒し 446.0          ㎡ 400            178,400          単価採用表
巾木
木製巾木撤去 H100 9.0            ｍ 180            1,620            単価採用表
壁
木間仕切り撤去 3.6            m2 950            3,420            単価採用表
壁
胴縁撤去 29.0           m2 950            27,550           単価採用表
壁
シナベニヤ撤去 t9 2.5            m2 530            1,325            単価採用表
壁
シナベニヤ撤去 t5.5 26.5           m2 530            14,045           単価採用表
天井
木野縁撤去 8.0            m2 380            3,040            単価採用表
天井
ラワンベニヤ撤去 t5.5 8.0            m2 590            4,720            単価採用表

体育用具室A
ポスト台撤去 支柱共 1              か所 11,800           複合単価表
ｽﾃｰｼﾞ上部　
校章撤去 1              か所 24,000           見積比較表

演台校章撤去 1              か所 12,000           見積比較表

（ 改 修 ）
間仕切り
木間仕切り下地 20.1           m2 2,810          56,481           単価採用表
壁
胴縁 38.1           m2 1,180          44,958           単価採用表
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№　　　38　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

巾木
木製巾木 米栂 H100 4.9            ｍ 1,100          5,390            単価採用表
壁
シナ有孔ベニヤ t9 目透し 3.2            m2 7,890          25,248           複合単価表
壁
ラワンベニヤ t5.5 目透し 13.0           m2 1,360          17,680           単価採用表
天井
木野縁 8.0            m2 8,700          69,600           単価採用表

天井点検口 ｱﾙﾐ製 450角 2              か所 5,370          10,740           単価採用表

軽量鉄骨天井下地開口補強 450角 2              か所 1,630          3,260            単価採用表
多目的便所
ライニング面台 SUS HL t1.5 D130 6.2            ｍ 14,600         90,520           複合単価表
床
屋内スポーツ用長尺弾性塩ビシート t7.5　既設塗床目荒し共 446.0          m2 13,400         5,976,400        見積比較表
床
端部処理ｼｰﾘﾝｸﾞ ｼｰﾄ外周 25.2           ｍ 6,000          151,200          見積比較表
床
防滑性長尺塩ビシート t2.5 8.0            m2 2,430          19,440           単価採用表
巾木
ソフト H300 10.3           ｍ 980            10,094           単価採用表
壁
石膏ボード t12.5 LGS面 21.9           m2 910            19,929           単価採用表
壁
耐水石膏ボード t12.5 LGS面 3.1            m2 1,290          3,999            単価採用表
壁
耐水合板 t12 3.1            m2 2,440          7,564            単価採用表
壁
化粧珪酸カルシウム板 t6 25.0           m2 4,440          111,000          単価採用表
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№　　　39　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

壁化粧ｹｲｶﾙ目地
シーリング SR-1 5×5 49.9           ｍ 420            20,958           単価採用表
天井
珪酸カルシウム板 t6 8.0            m2 2,010          16,080           単価採用表

廻縁 塩ﾋﾞ 19.4           ｍ 420            8,148            単価採用表

体育館
暗幕 W1450×H1200　撤去費共 2              か所 28,900         57,800           見積比較表
体育館
暗幕 W5050×H3300　撤去費共 10             か所 238,000        2,380,000        見積比較表
体育館
暗幕 W4500×H2600　撤去費共 1              か所 190,000          見積比較表

以上暗幕取付調整費 1              式 488,000          見積比較表

塩ﾋﾞｼｰﾄ押えへの字金物　 L800 4              本 990            3,960            単価採用表　　0.8×990

塩ﾋﾞｼｰﾄ押えへの字金物　 L1000 2              本 990            1,980            単価採用表　　1.0×990

塩ﾋﾞｼｰﾄ押えへの字金物　 L11000 1              本 10,900           単価採用表　11.0×990

塩ﾋﾞｼｰﾄ押えへの字金物　 L2700 2              本 2,670          5,340            単価採用表　2.7×990

塩ﾋﾞｼｰﾄ押えへの字金物　 L1800 2              本 1,780          3,560            単価採用表　1.8×990

ステージ上校章 1              か所 213,000          見積比較表

演台　校章 1              か所 88,000           見積比較表

既設ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
床金具撤去 充填ﾓﾙﾀﾙ共 2              か所 55,000         110,000          見積比較表
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№　　　40　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

既設ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ
床金具撤去 充填ﾓﾙﾀﾙ共 2              か所 56,200         112,400          見積比較表
新設ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
床金具 埋設管共　材工共 2              か所 178,000        356,000          見積比較表
新設ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ
床金具 埋設管共　材工共 2              か所 111,000        222,000          見積比較表

体育館
バレーボールコート（６人制） 18000×9000 1              面 60,000           見積比較表
体育館
バトミントンコート 13400×6000 1              面 28,000           見積比較表
体育館
ポートボールコート 14000×9000 2              面 64,000         128,000          見積比較表

床洗浄 446.0          ㎡ 240            107,040          見積比較表

金属製防球カバー 1              か所 135,000          見積比較表

ｂ-4　計 11,651,589       
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№　　　41　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

ｂ
5 (屋内運動場）塗装改修工事

（ 外 部 ）
軒天
ＥＰ-Ｇ ｹｲｶﾙ面 10.8           m2 1,210          13,068           単価採用表
軒天
ＥＰ-Ｇ塗り替え ｹｲｶﾙ面 下地調整共 176.0          m2 1,260          221,760          単価採用表

（ 内 部 ）
壁
ＳＯＰ 木部 16.2           m2 1,000          16,200           単価採用表
天井
ＥＰ-G ｹｲｶﾙ面 8.0            m2 1,210          9,680            単価採用表
巾木
ＳＯＰ 木部 H100 4.9            ｍ 440            2,156            単価採用表
多目的便所ｻｯｼ額縁
ＳＯＰ塗り替え 木部細物 下地調整共 6.8            ｍ 650            4,420            単価採用表

ｂ-5　計 267,284          
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№　　　42　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

ｂ
6 (屋内運動場）発生材積込運搬費

発生材集積積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ類等・人力 1.0            ｍ3 9,000            集計表

内装・木材等・人力 1.6            ｍ3 5,500          8,800            集計表

発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ類等・人力 1.0            ｍ3 9,760            運搬費代価

内装・木材等・人力 1.6            ｍ3 2,580          4,128            運搬費代価

ｂ-6　計 31,688           
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№　　　43　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

ｂ
7 (屋内運動場）発生材処分費

発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ・モルタル 1.5            ｔ 3,000          4,500            見積比較表

発生材処分費 砕石 1.0            ｔ 3,000            見積比較表

発生材処分費 ﾎﾞｰﾄﾞ 0.04           ｔ 36,000         1,440            見積比較表

発生材処分費 木材 0.3            ｔ 15,000         4,500            見積比較表

発生材処分費 繊維類 108.0          ㎏ 35             3,780            見積比較表

有価物控除 ｽﾁｰﾙ H2 -0.07          ｔ 36,500         -2,555           単価採用表

有価物控除 ｽﾁｰﾙ H4 -0.20          ｔ 33,000         -6,600           単価採用表

ｂ-7　計 8,065            
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№　　　44　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

ｃ 外構工事

1 (外構)舗装工事 1              式 2,411,058        

2 (外構)門扉１工事 1              式 1,558,002        

3 (外構)門扉２工事 1              式 1,202,452        

4 (外構)駐車場工事 1              式 1,861,502        

5 (外構)その他工事 1              式 2,790,090        

6 (外構)発生材積込運搬費 1              式 1,490,020        

7 (外構)発生材処分費 1              式 537,865          

ｃ　計 11,850,989       
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№　　　45　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

ｃ
1 (外構)舗装工事

（ 撤 去 ）
設備関連
アスファルトカッター切り 36.2           ｍ 560            20,272           単価採用表
設備関連
アスファルト舗装撤去 密粒度ｱｽｺﾝt50+粒調砕石t150 15.4           m2 2,740          42,196           複合単価表
設備関連
コンクリート舗装カッター切り 74.5           ｍ 690            51,405           単価採用表
設備関連 土間ｺﾝt150+鉄筋D10@200
コンクリート舗装撤去 +砕石t100 10.3           m2 7,300          75,190           複合単価表

（ 改 修 ）
敷地南西
鋤取り 30.5           m3 340            10,370           単価採用表
敷地南西
残土処分 自由処分 30.5           m3 6,020          183,610          集計表
敷地南西 ※その他工事
アスファルト舗装 密粒度ｱｽｺﾝt13+粒調砕石t20＋地盤改良t300 203.0          m2 8,340          1,693,020        単価採用表

地先境界ブロック 100×155　材工共 35.0           ｍ 4,900          171,500          
設備関連 ※その他工事
アスファルト舗装 密粒度ｱｽｺﾝt50+粒調砕石t150 15.4           m2 5,500          84,700           単価採用表
設備関連 土間ｺﾝt150+鉄筋D10@200 ※その他工事
土間コンクリート舗装 +砕石t100 10.3           m2 7,650          78,795           単価採用表

ｃ-1　計 2,411,058        
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№　　　46　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

ｃ
2 (外構)門扉１工事

（ 撤 去 ）

コンクリート舗装カッター切り 13.7           ｍ 690            9,453            単価採用表
土間ｺﾝt150+鉄筋D10@200

コンクリート舗装撤去 +砕石t100 51.5           m2 7,300          375,950          複合単価表

校名板撤去 1              か所 12,000           見積比較表

（ 改 修 ）
土間ｺﾝt150+鉄筋D10@200 ※その他工事

コンクリート舗装 +砕石t100 51.5           m2 7,650          393,975          単価採用表

校名板 SUS W900×H150,W150×H600 2              か所 72,000         144,000          見積比較表

大型伸縮門扉 W9533×H1050 1              か所 598,000          見積比較表
既存門塀 1
高圧水洗浄 15.2           m2 360            5,472            単価採用表
既存門塀
吹付けタイル 下地調整共 15.2           m2 1,260          19,152           単価採用表

ｃ-2　計 1,558,002        
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№　　　47　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

ｃ
3 (外構)門扉２工事

（ 撤 去 ）

コンクリート舗装カッター切り 2.9            ｍ 690            2,001            単価採用表
門扉2 土間ｺﾝt150+鉄筋D10@200
コンクリート舗装撤去 +砕石t100 11.0           m2 7,300          80,300           複合単価表
壁
コンクリートカッター切り 1.0            ｍ 690            690              単価採用表

基礎コンクリート撤去 0.7            m3 26,100         18,270           単価採用表

撤去跡埋戻し 0.2            m3 830            166              単価採用表
桜大 ※その他工事
枝剪定 H4000程度 1              か所 2,510            単価採用表
桜中 ※その他工事
枝剪定 H2000程度 1              か所 1,670            単価採用表

（ 改 修 ）

鋤取り 8.5            m3 340            2,890            単価採用表

根切 3.1            m3 580            1,798            単価採用表

埋戻し 2.4            m3 830            1,992            単価採用表

残土処分 自由処分 9.2            m3 6,020          55,384           複合単価表（集計表）

床付け 2.0            m2 250            500              単価採用表

砕石地業 基礎下 0.2            m3 4,700          940              単価採用表

異形鉄筋 SD295A D10 0.04           ｔ 97,300         3,892            単価採用表
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№　　　48　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

異形鉄筋 SD295A D13 0.02           ｔ 95,300         1,906            単価採用表

鉄筋加工組立費 0.05           ｔ 47,000         2,350            単価採用表

鉄筋運搬費 0.05           ｔ 4,000          200              単価採用表

捨て
普通コンクリート 0.1            m3 19,300         1,930            単価採用表
基礎
普通コンクリート 0.9            m3 19,300         17,370           単価採用表
捨て
コンクリート打設費 0.1            m3 19,300         1,930            単価採用表
基礎
コンクリート打設費 0.9            m3 830            747              単価採用表

コンクリートポンプ車 基本料 2.0            台 77,500         155,000          単価採用表

基礎型枠 2.9            m2 3,430          9,947            単価採用表

打放し型枠 6.5            m2 4,200          27,300           単価採用表

型枠運搬費 9.4            m2 260            2,444            単価採用表
立上り
打放し補修 吹付下地 6.5            m2 890            5,785            単価採用表
立上り天端
コンクリート金鏝押え 吹付下地 0.5            m2 510            255              単価採用表
立上り
吹付けタイル 天端含む 7.0            m2 1,260          8,820            単価採用表
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№　　　49　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

土間ｺﾝt150+鉄筋D10@200 ※その他工事
コンクリート舗装 +砕石t100 32.1           m2 7,650          245,565          単価採用表

スチールグレーチング 嵩上げ W300嵩上タイプ　車道用　騒音防止タイプ　Ｔ-20 2.0            ｍ 17,700         35,400           複合単価表

大型伸縮門扉 W5245×H1050 1              か所 400,000          見積比較表
既設Ｕ字溝蓋
スチールグレーチング新設 Ｕ-300用　車道用　騒音防止タイプ　Ｔ-20 9.0            ｍ 12,500         112,500          複合単価表

ｃ-3　計 1,202,452        
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№　　　50　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

ｃ
4 (外構)駐車場工事

（ 撤 去 ）

コンクリート舗装カッター切り 11.5           ｍ 690            7,935            単価採用表

コンクリート舗装撤去 32.8           m2 7,300          239,440          単価採用表

コンクリート蓋撤去 W240 10.3           ｍ 390            4,017            単価採用表

Ｕ字溝撤去 10.3           ｍ 1,100          11,330           単価採用表

（ 改 修 ）

鋤取り 27.0           m3 340            9,180            単価採用表

残土処分 自由処分　 27.0           m3 6,020          162,540          複合単価表（集計表）
土間ｺﾝt150+鉄筋D10@200 ※その他工事

コンクリート舗装 +砕石t100 146.0          m2 7,650          1,116,900        単価採用表

車止めブロック 歩車道境界ブロックＡ 4              か所 5,050          20,200           複合単価表

ライン引き 24.0           ｍ 170            4,080            単価採用表

ゼブラゾーン 5000×1200 2              か所 5,660          11,320           単価採用表

身障者シンボルマーク 2              か所 2,570          5,140            単価採用表

既設桝蓋嵩上げ 600角 1              か所 31,600           複合単価表

既設桝蓋嵩上げ 500角 1              か所 27,200           複合単価表

既設桝蓋嵩上げ 300φ 1              か所 13,300           複合単価表
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№　　　51　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

既設桝蓋嵩上げ 200φ 2              か所 11,100         22,200           複合単価表

既設桝蓋嵩上げ 100φ 4              か所 8,880          35,520           複合単価表

バリカー横型 Ｌ2000　基礎共 4              か所 34,900         139,600          複合単価表

ｃ-4　計 1,861,502        
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№　　　52　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

ｃ
5 (外構)その他工事

1石造
基礎コンクリート撤去 1.2            m3 26,100         31,320           複合単価表
1石造
埋戻し 0.3            m3 830            249              複合単価表
2花壇
基礎コンクリート撤去 2.3            m3 26,100         60,030           単価採用表
2花壇
埋戻し 0.6            m3 830            498              単価採用表
3鳥小屋
基礎砕石撤去 0.2            m3 580            116              単価採用表
3鳥小屋
基礎コンクリート撤去 0.5            m3 26,100         13,050           単価採用表
3鳥小屋
Ｓ造上屋撤去 1.6            m2 6,820          10,912           単価採用表
3鳥小屋
埋戻し 0.5            m3 830            415              単価採用表
4うさぎ小屋
基礎砕石撤去 1.8            m3 580            1,044            単価採用表
4うさぎ小屋
基礎コンクリート撤去 4.9            m3 26,100         127,890          単価採用表
4うさぎ小屋
木造上屋撤去 15.2           m2 6,820          103,664          単価採用表
4うさぎ小屋
埋戻し 2.6            m3 830            2,158            単価採用表
5池
基礎砕石撤去 1.5            m3 580            870              単価採用表
5池
基礎コンクリート撤去 3.9            m3 26,100         101,790          単価採用表
5池
埋戻し 10.7           m3 830            8,881            単価採用表
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№　　　53　　　

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

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

6足洗い場
基礎砕石撤去 0.3            m3 580            174              単価採用表
6足洗い場
基礎コンクリート撤去 1.0            m3 26,100           単価採用表
6足洗い場
埋戻し 0.6            m3 830            498              単価採用表
7花壇
基礎砕石撤去 1.2            m3 580            696              単価採用表
7花壇
基礎コンクリート撤去 3.7            m3 26,100         96,570           単価採用表
7花壇
小低木撤去 1000φ H1200 11             か所 1,800          19,800           単価採用表
7花壇
埋戻し 2.5            m3 830            2,075            単価採用表
10卒業制作1
基礎砕石撤去 0.3            m3 580            174              単価採用表
10卒業制作1
基礎コンクリート撤去 0.7            m3 26,100         18,270           単価採用表
10卒業制作1
埋戻し 0.1            m3 830            83               単価採用表

12卒業制作2
基礎砕石撤去 0.1            m3 580            58               単価採用表
12卒業制作2
基礎コンクリート撤去 0.7            m3 26,100         18,270           単価採用表
12卒業制作2
埋戻し 0.2            m3 830            166              単価採用表
13ﾄｰﾃﾑﾎﾟｰﾙ
トーテムポール撤去 200φ H3700 5              か所 3,600          18,000           複合単価表
13ﾄｰﾃﾑﾎﾟｰﾙ
埋戻し 0.1            m3 830            83               単価採用表
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用途 名　　称 摘　　　　要 数    量 単位 単    価 金    額 備　　　考

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

14校名板撤去
校名板撤去 SUS W900×H150 1              か所 7,680            複合単価表
15得点板
基礎コンクリート撤去 0.1            m3 26,100         2,610            単価採用表
15得点板
得点板撤去 W1900×H1800 1              か所 12,800           複合単価表
15得点板
埋戻し 0.1            m3 830            83               単価採用表
16脱輪防止柵
脱輪防止柵撤去 W1100×H350 1              ヶ所 26,100           複合単価表
17正門
ＤＰ塗り替え 下地処理共 15.4           ㎡ 2,220          34,188           単価採用表
17正門
錠前取付金具調整 下地処理共 1              か所 28,500           複合単価表
18ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
基礎砕石撤去 0.2            m3 580            116              単価採用表
18ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
基礎コンクリート撤去 0.2            m3 26,100         5,220            単価採用表
18ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
ガードパイプ撤去 W3000×H800 3              か所 25,600         76,800           複合単価表
18ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
埋戻し 0.3            m3 830            249              単価採用表
19ﾀｲﾔ遊具
タイヤ遊具撤去 1400φ×D400 3.0            か所 7,680          23,040           複合単価表
21百葉箱
百葉箱台撤去 SUS W1050×D1050×H1000 1.0            か所 12,800           複合単価表
22防球ﾈｯﾄ
防球ネット加工 車通行口拡大　出入口加工・補修 1.0            式 286,000          見積比較表

ジャングルジム設置 2750×2750×Ｈ2810　基礎施工共 1.0            ヶ所 1,610,000        見積比較表

ｃ-5　計 2,790,090        
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用途 名　　称 摘　　　　要 数    量 単位 単    価 金    額 備　　　考

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

ｃ
6 (外構)発生材積込運搬費

発生材集積積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ類等・人力 74.3           ｍ3 9,000          668,700          集計表

内装・木材等・人力 11.9           ｍ3 5,500          65,450           集計表

発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ類等・人力 74.3           ｍ3 9,760          725,168          運搬費代価

内装・木材等・人力 11.9           ｍ3 2,580          30,702           運搬費代価

ｃ-6　計 1,490,020        
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用途 名　　称 摘　　　　要 数    量 単位 単    価 金    額 備　　　考

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

ｃ
7 (外構)発生材処分費

発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ 94.3           ｔ 3,000          282,900          見積比較表

発生材処分費 砕石 74.8           ｔ 3,000          224,400          見積比較表

発生材処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ 14.4           ｔ 3,000          43,200           見積比較表

発生材処分費 樹木 0.6            ｔ 36,000         21,600           見積比較表

発生材処分費 木材 0.3            ｔ 15,000         4,500            見積比較表

発生材処分費 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.3            ㎥ 12,000         3,600            見積比較表

発生材処分費 混合廃棄物 2.5            ｔ 30,000         75,000           見積比較表

発生材処分費 ﾀｲﾔ 0.03           ｔ 600,000        18,000           見積比較表

有価物控除 ｽﾁｰﾙH2 -3.31          ｔ 36,500         -120,815         単価採用表

有価物控除 ｽﾁｰﾙH4 -0.40          ｔ 33,000         -13,200          単価採用表

有価物控除 SUS -0.03          ｔ 44,000         -1,320           単価採用表

ｃ-7　計 537,865          
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用途 名　　称 摘　　　　要 数    量 単位 単    価 金    額 備　　　考

依那古小学校統合改修工事（建築主体工事）

B 共通仮設工事 積上げ分

仮囲い H1800 80.0           ｍ 4,040          323,200          単価採用表

クロスゲート W5000×H1800 1              か所 54,500           単価採用表

交通誘導員 1人／日 100            人 14,900         1,490,000        単価採用表

Ｂ　計 1,867,700        
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