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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

A 建築工事 1.0 式

直接工事費計

共通仮設費 1.0 式

純工事費

現場管理費 1.0 式

工事原価

一般管理費 1.0 式

工事価格

消費税等相当額 10%

総合計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

A 建築工事

   1. Ｅ棟 1.0 式

   2. Ｆ棟 1.0 式

   3. 備蓄倉庫 1.0 式

   4. プロパンボンベ庫 1.0 式

   5. 発生材処理 1.0 式

A-計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

   1. Ｅ棟

1-1 直接仮設 1.0 式

1-2 防水改修 撤去 1.0 式

1-3 防水改修 改修 1.0 式

1-4 外壁改修 撤去 1.0 式

1-5 外壁改修 改修 1.0 式

1-6 建具改修 改修 1.0 式

1-7 塗装改修 改修 1.0 式

1-8 環境配慮改修 撤去 1.0 式

1-計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

1-1 直接仮設

養生 防水改修 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 303.0 ㎡

養生 防水改修 塗膜防水 20.3 ㎡

養生 外壁改修 292.0 ㎡

整理清掃後片付け 防水改修 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 303.0 ㎡

整理清掃後片付け 防水改修 塗膜防水 20.3 ㎡

整理清掃後片付け 外壁改修 292.0 ㎡

くさび緊結式足場 手摺先行型 W900

外部足場 H20m未満 4ｶ月 安全手摺,運搬費共 1,348.0 ㎡

くさび緊結式足場 手摺先行型 W900

外部足場 H10m未満 4ｶ月 安全手摺,運搬費共 673.0 ㎡

くさび緊結式足場 手摺先行型 W600

外部足場 H10m未満 4ｶ月 安全手摺,運搬費共 478.0 ㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ下部 枠組棚足場 4ｶ月

外部仕上足場 階高4m超5m未満 運搬費共 26.4 ㎡

外部階段仕上足場 4ｶ月 運搬費共 36.0 ㎡

落下防止水平足場

ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 4ｶ月 運搬費共 94.0 ㎡

災害防止 ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 4ｶ月 運搬費共 1,460.0 ㎡

ﾌｯｸ用ﾜｲﾔｰ張り 屋根作業落下防止施設 88.5 ｍ
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

        小        計

№  5  



名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

1-2 防水改修 撤去

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 0.6 m3

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚20～30mm 45.6 ｍ

防水層撤去 ｼｰﾄ防水 集積共 33.9 ㎡

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ

伸縮目地ｷｬｯﾌﾟ撤去 合成樹脂製 集積共 258.0 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 363.0 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ撤去 ｺｱ抜き SUSφ50 L250 22.0 か所

竪樋撤去 集積共 17.6 ｍ

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

1-3 防水改修 改修

平場 かぶせ工法

露出改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:CAS-2M同等品 302.0 ㎡

立上り 密着工法

露出改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:CAS-2M同等品 38.1 ㎡

脱気装置 平面部用ｽﾃﾝﾚｽ 4.0 か所

端部押え金物 ｱﾙﾐ製 127.0 ｍ

端部押え金物ｼｰﾘﾝｸﾞ 127.0 ｍ

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ φ100 ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ 4.0 か所

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ φ75 ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ 2.0 か所

機械基礎 平場

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ塗膜防水 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:PQ-160C同等品 1.4 ㎡

機械基礎 立上り

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ塗膜防水 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:PQ-160C同等品 0.7 ㎡

ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ架台 立上り 鉄部φ70 H=200

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ塗膜防水 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:PQ-160C同等品 48.0 か所

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2 平場 防滑 92.8 ㎡

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2 立上り 防滑 28.7 ㎡

外階段段

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2 段部 防滑 25.5 ㎡

外階段段

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2 ｻｻﾗ幅木 H=150 防滑 6.3 ㎡

屋根軒先内樋 X-2 平場､立上り 

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 ﾌｯ素塗装鋼板面 27.1 ㎡
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄｱｺﾞ先端

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2 立上り H=150 20.8 ｍ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ φ50 ｱﾙﾐ ﾊﾞﾙｺﾆｰ屋根用 2.0 か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ φ50 ｱﾙﾐ ﾊﾞﾙｺﾆｰ用 22.0 か所

防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ

伸縮調整目地ｼｰﾘﾝｸﾞ ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 25×15 30.6 ｍ

金属屋根ﾊﾟﾈﾙ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系 MS-2 20×15 210.0 ｍ

高圧水洗 既存ｼｰﾄ防水面 304.0 ㎡

高圧水洗 既存ﾓﾙﾀﾙ面 157.0 ㎡

高圧水洗 軒樋 既存塗装鋼板面 27.1 ㎡

高圧水洗 ｱﾙﾐ笠木･水切 109.0 ㎡

竪樋 φ60 ｱﾙﾐ製 固定金物＠1000共 118.0 ｍ

ｺｱ抜き φ60竪樋床貫通用 12.0 か所

樋受け沓石清掃 250×300 H150 5.0 か所

脱気装置清掃 ｽﾃﾝﾚｽ製 水洗い 3.0 か所

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

1-4 外壁改修 撤去

笠木撤去 W=165 L=2200 集積共 1.0 か所

外装ﾀｲﾙ撤去 50×50 120.0 枚

建具周囲 

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 637.0 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 1,052.0 ｍ

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

1-5 外壁改修 改修

ﾀｲﾙ面 ｾﾗﾐｯｸ浸透性吸水防止剤

外壁保護材塗布 ｴｽｹｰ化研:ﾀｲﾙｾﾗｸﾘｰﾝ同等以上 1,346.0 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面

外壁撥水材塗布 ｷｸｽｲ:SA工法同等以上 352.0 ㎡

外壁下地調整 色調補正､打放し模様造成共 352.0 ㎡

外壁既存塗膜除去 超高圧水洗工法 100MPa 344.0 ㎡

高圧水洗 磁器質ﾀｲﾙ面 1,346.0 ㎡

高圧水洗 Exp.jｶﾊﾞｰ 9.7 ㎡

打放し面Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法 

ひび割れ補修 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 1.0mm以上 6.5 ｍ

打放し面樹脂注入工法

ひび割れ補修 硬質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 0.2～1.0㎜ 13.9 ｍ

打放し面錆鉄筋部処理

錆鉄筋部処理 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋戻し整形 10.0 か所

ﾀｲﾙ面ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ

ﾀｲﾙ浮き部処理 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 8.7 ㎡

ﾀｲﾙ面ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ

ﾀｲﾙ浮き部処理 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 10.7 ㎡

ﾀｲﾙ部分張替え工法 50×50 平場

ﾀｲﾙ割れ補修 有機系接着剤 80.0 枚

INAX:ﾌﾟﾚｲﾝｶﾗｰﾈｵ ﾍﾞｰｽｶﾗｰ相当

ﾀｲﾙ部分張替え工法 50×50 出隅

ﾀｲﾙ割れ補修 有機系接着剤 40.0 枚

INAX:ﾌﾟﾚｲﾝｶﾗｰﾈｵ ﾍﾞｰｽｶﾗｰ相当
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 PS-2 20×15 837.0 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 PS-2 15×10 190.0 ｍ

屋根

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系 MS-2 15×10 25.1 ｍ

丸環廻り

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系 MS-2 10×10 1.1 ｍ

建具周囲 

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系 MS-2 10×10 637.0 ｍ

笠木 ｱﾙﾐ 175型 L=2200 1.0 か所

丸環清掃 ｽﾃﾝﾚｽ製 18.0 か所

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

1-6 建具改修 改修

建具調整

AW1 W1200×H1200 6.0 か所

AW2 W23720×H3400 1.0 か所

AW3 W5570×H3650 2.0 か所

AW4 W7150×H3515 1.0 か所

AW5 W7150×H3650 1.0 か所

AW6 W7150×H4465 1.0 か所

AW9 W4000×H2700 1.0 か所

AW10 W4000×H1885 5.0 か所

AW11 W5200×H3400 1.0 か所

AW12 W7300×H3400 1.0 か所

AW13 W5200×H2600 2.0 か所

AW14 W5180×H2485 2.0 か所

AW15 W7100×H2600 2.0 か所

AW16 W2450×H1800 2.0 か所

AW17 W2450×H2200 1.0 か所
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

SD1 W850×H2685 2.0 か所

SD2 W1200×H1000 1.0 か所

SD3 W450×H500 1.0 か所

建具洗浄 ｶﾞﾗｽ共 433.0 ㎡

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

1-7 塗装改修 改修

曲面鋼板屋根 鉄鋼面 

耐候性塗料塗りDP 1級 工程B種 下地処理RB種共 238.0 ㎡

建具 ﾒｯｷ鋼面(鋼建) 両面､枠共

耐候性塗料塗りDP 1級 工程B種 下地処理RB種共 18.6 ㎡

手摺 鉄鋼面 細幅 5.74m/m当り

耐候性塗料塗りDP 1級 工程B種 下地処理RB種共 118.0 ｍ

階段壁付手摺 鉄鋼面 細幅

耐候性塗料塗りDP 1級 工程B種 下地処理RB種共 16.9 ｍ

竪樋 亜鉛ﾒｯｷ鋼面

耐候性塗料塗りDP 1級 工程B種 下地処理RB種共 0.8 ㎡

ｿｰﾗｰ架台 亜鉛ﾒｯｷ鋼面 糸幅300mm以下 

常温亜鉛ﾒｯｷ塗装 下地調整RB種共 材工共 50.0 ｍ

ｹｲｶﾙ板面 工程C種

天井EP塗り 下地処理RC種共 17.9 ㎡

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

1-8 環境配慮改修 撤去

（外部）

施工調査 1検体 調査結果報告書共 1.0 式

外部階段踊り場下 H=6.5m(伏㎡)

負圧隔離養生 床ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄt0.15 2重敷き 14.0 ㎡

壁ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄt0.10張り

給気装置､集塵･排気装置共

ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ､単管足場共

作業中ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測定共

撥水材塗装用 天井面 ｻﾝﾀﾞｰ工法

下地調整材撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 8.3 ㎡

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

   2. Ｆ棟

2-1 直接仮設 1.0 式

2-2 防水改修 撤去 1.0 式

2-3 防水改修 改修 1.0 式

2-4 外壁改修 撤去 1.0 式

2-5 外壁改修 改修 1.0 式

2-6 建具改修 撤去 1.0 式

2-7 建具改修 改修 1.0 式

2-8 塗装改修 改修 1.0 式

            計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

2-1 直接仮設

養生 防水改修 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 556.0 ㎡

養生 防水改修 塗膜防水 39.8 ㎡

養生 外壁改修 204.0 ㎡

整理清掃後片付け 防水改修 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 556.0 ㎡

整理清掃後片付け 防水改修 塗膜防水 39.8 ㎡

整理清掃後片付け 外壁改修 204.0 ㎡

くさび緊結式足場 手摺先行型

外部足場 W900 H10m未満 4ｶ月 249.0 ㎡

安全手摺,運搬費共

くさび緊結式足場 手摺先行型

外部足場 W600 H10m未満 4ｶ月 660.0 ㎡

安全手摺,運搬費共

くさび緊結式足場 手摺先行型

外部足場 W300 H10m未満 4ｶ月 26.5 ㎡

安全手摺,運搬費共

枠組棚足場 4ｶ月 吊り材共

浮き棚足場 階高4m超5m未満 運搬費共 71.7 ㎡

外部足場 脚立足場 階高4.0m以下 並列 131.0 ㎡

外部落下物養生 朝顔 3.8 ｍ
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

壁･天井 ｺﾝﾊﾟﾈ張り

通路三方養生 下地単管組共 38.4 ㎡

災害防止 ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 4ｶ月 運搬費共 702.0 ㎡

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

2-2 防水改修 撤去

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 2.0 m3

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚20～30mm 149.0 ｍ

防水層撤去 立上り 集積共 54.3 ㎡

防水立上り端部

押えｱﾝｸﾞﾙ撤去 集積共 181.0 ｍ

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ

伸縮目地ｷｬｯﾌﾟ撤去 合成樹脂製 集積共 478.0 ｍ

防水立上り端部

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 181.0 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 308.0 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ撤去 集積共 7.0 か所

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

2-3 防水改修 改修

平場 かぶせ工法

露出改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:CAS-2M同等品 540.0 ㎡

立上り 密着工法

露出改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:CAS-2M同等品 54.3 ㎡

脱気装置 平面部用ｽﾃﾝﾚｽ 9.0 か所

端部押え金物 ｱﾙﾐ製 181.0 ｍ

端部押え金物ｼｰﾘﾝｸﾞ 181.0 ｍ

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ φ100 ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ 5.0 か所

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ φ75 ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ 2.0 か所

機械基礎 平場

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ塗膜防水 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:PQ-160C同等品 16.3 ㎡

機械基礎 立上り

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ塗膜防水 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:PQ-160C同等品 11.3 ㎡

設備取出口屋根

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 平場 21.6 ㎡

設備取出口屋根

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 立上り 21.6 ㎡

ｱﾙﾐ庇

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 平場 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ面 63.8 ㎡

壁付き笠木

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 糸260 100.0 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄｱｺﾞ先端

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 立上り H=150 81.0 ｍ

防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ

伸縮調整目地ｼｰﾘﾝｸﾞ ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 25×15 478.0 ｍ
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系 MS-2 20×15 19.2 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系 MS-2 15×10 289.0 ｍ

高圧水洗 既存押えｺﾝｸﾘｰﾄ面 578.0 ㎡

高圧水洗 立上り 18.2 ㎡

高圧水洗 既存ｳﾚﾀﾝ塗膜防水面 88.8 ㎡

高圧水洗 機械基礎 27.6 ㎡

高圧洗浄 ｱﾙﾐ笠木･水切 30.6 ㎡

高圧洗浄 ｽﾃﾝﾚｽ屋根 98.2 ㎡

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

2-4 外壁改修 撤去

ﾙｰﾊﾞｰ鉄骨

中ﾎﾞﾙﾄ撤去 M12 L=70 集積共 230.0 本

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 697.0 ｍ

建具周囲 

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 288.0 ｍ

段鼻ﾀｲﾙ撤去 150×70 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 1.8 ｍ

        小        計

№  22  



名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

2-5 外壁改修 改修

ﾀｲﾙ面 ｾﾗﾐｯｸ浸透性吸水防止剤

外壁保護材塗布 ｴｽｹｰ化研:ﾀｲﾙｾﾗｸﾘｰﾝ同等以上 672.0 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面

外壁撥水材塗布 ｷｸｽｲ:SA工法同等以上 332.0 ㎡

外壁下地調整 色調補正､打放し模様造成共 332.0 ㎡

外壁既存塗膜除去 超高圧水洗工法 100MPa 332.0 ㎡

高圧水洗 磁器質ﾀｲﾙ面 672.0 ㎡

打放し面Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法 

ひび割れ補修 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 1.0mm以上 8.5 ｍ

打放し面樹脂注入工法

ひび割れ補修 硬質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 0.2～1.0㎜ 50.6 ｍ

打放し面錆鉄筋部処理

錆鉄筋部処理 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋戻し整形 10.0 か所

ﾀｲﾙ面ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ

ﾀｲﾙ浮き部処理 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 1.3 ㎡

ﾀｲﾙ面ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ

ﾀｲﾙ浮き部処理 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 4.3 ㎡

段鼻ﾀｲﾙ 磁器質 150×70 1.8 ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 0.1 ㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 PS-2 20×15 395.0 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系 MS-2 20×15 92.0 ｍ

設備関連

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系 MS-2 15×10 27.6 ｍ
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

建具周囲 

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系 MS-2 10×10 288.0 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 PU-2 20×15 182.0 ｍ

ﾙｰﾊﾞｰ鉄骨

中ﾎﾞﾙﾄ取替え M12 L=70 ﾒｯｷ品 締付け共 230.0 本

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

2-6 建具改修 撤去

ｱﾙﾐ水切撤去 AW-3 L=1200 集積共 1.0 か所

設備ﾌｰﾄﾞ等

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 24.1 ｍ

        小        計

№  25  



名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

2-7 建具改修 改修

建具調整

AW1 W5330×H2900 1.0 か所

AW2 W4480×H2900 1.0 か所

AW3 W1200×H1200 4.0 か所

AW4 W2760×H800 1.0 か所

AW5 W3600×H800 3.0 か所

ｱﾙﾐ水切 AW-3 L=1200 1.0 か所

SD1 W750×H2100 1.0 か所

SD2 W1700×H2775 1.0 か所

SD3 W960×H960 2.0 か所

SSW1 W31850×H2390 1.0 か所

建具洗浄 ｶﾞﾗｽ共 139.0 ㎡

設備ﾌｰﾄﾞ等

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系 MS-2 15×10 24.1 ｍ

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

2-8 塗装改修 改修

ﾌﾞﾘｯｼﾞ 鉄鋼面 

耐候性塗料塗りDP 1級 工程B種 下地処理RB種共 126.0 ㎡

建具 ﾒｯｷ鋼面(鋼建) 両面､枠共

耐候性塗料塗りDP 1級 工程B種 下地処理RB種共 22.6 ㎡

庇ｽﾃｰ 鉄鋼面 細幅 

耐候性塗料塗りDP 1級 工程B種 下地処理RB種共 15.6 ｍ

屋上ﾙｰﾊﾞｰ 亜鉛ﾒｯｷ鋼面 

常温亜鉛ﾒｯｷ塗装 下地調整RB種共 材工共 164.0 ㎡

ｹｲｶﾙ板面 工程C種

天井EP塗り 下地処理RC種共 6.2 ㎡

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

   3. 備蓄倉庫

3-1 直接仮設 1.0 式

3-2 防水改修 改修 1.0 式

3-3 外壁改修 撤去 1.0 式

3-4 外壁改修 改修 1.0 式

3-5 建具改修 改修 1.0 式

3-6 塗装改修 改修 1.0 式

            計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

3-1 直接仮設

養生 防水改修 塗膜防水 24.3 ㎡

養生 外壁改修 60.8 ㎡

整理清掃後片付け 防水改修 塗膜防水 24.3 ㎡

整理清掃後片付け 外壁改修 60.8 ㎡

くさび緊結式足場 手摺先行型

外部足場 W300 H10m未満 4ｶ月 52.5 ㎡

安全手摺,運搬費共

外部落下物養生 朝顔 1.9 ｍ

壁･天井 ｺﾝﾊﾟﾈ張り

通路三方養生 下地単管組共 19.2 ㎡

災害防止 ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 4ｶ月 運搬費共 52.5 ㎡

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

3-2 防水改修 改修

屋根 平場 X-2 

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 L4X工法 既存塗膜防水面 19.9 ㎡

屋根 立上り X-2 

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 L4X工法 既存塗膜防水面 12.9 ㎡

屋根(外部)

高圧水洗 立上り 32.8 ㎡

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

3-3 外壁改修 撤去

建具周囲 

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 12.6 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 23.6 ｍ

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

3-4 外壁改修 改修

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面

外壁撥水材塗布 ｷｸｽｲ:SA工法同等以上 57.3 ㎡

外壁下地調整 色調補正､打放し模様造成共 57.3 ㎡

外壁既存塗膜除去 超高圧水洗工法 100MPa 57.3 ㎡

打放し面充填工法

欠損部処理 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋戻し 2.0 か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 PS-2 20×15 23.6 ｍ

建具周囲

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系 MS-2 10×10 12.6 ｍ

ﾌｰﾄﾞ

高圧水洗 0.1 ㎡

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

3-5 建具改修 改修

建具調整

SD4 W2200×H3000 1.0 か所

建具洗浄 ｶﾞﾗｽ共 6.6 ㎡

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

3-6 塗装改修 改修

建具 ﾒｯｷ鋼面(鋼建) 両面､枠共

耐候性塗料塗りDP 1級 工程B種 下地処理RB種共 17.2 ㎡

ﾄﾞﾚﾝ 鉄鋼面 

耐候性塗料塗りDP 1級 工程B種 下地処理RB種共 0.1 ㎡

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

   4. プロパンボンベ庫

4-1 直接仮設 1.0 式

4-2 防水改修 撤去 1.0 式

4-3 防水改修 改修 1.0 式

4-4 外壁改修 撤去 1.0 式

4-5 外壁改修 改修 1.0 式

4-6 建具改修 改修 1.0 式

4-7 塗装改修 改修 1.0 式

            計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

4-1 直接仮設

養生 防水改修 塗膜防水 5.1 ㎡

養生 外壁改修 50.2 ㎡

整理清掃後片付け 防水改修 塗膜防水 5.1 ㎡

整理清掃後片付け 外壁改修 50.2 ㎡

くさび緊結式足場 手摺先行型

外部足場 W300 H10m未満 4ｶ月 65.2 ㎡

安全手摺,運搬費共

外部落下物養生 朝顔 1.9 ｍ

壁･天井 ｺﾝﾊﾟﾈ張り

通路三方養生 下地単管組共 19.2 ㎡

災害防止 ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 4ｶ月 運搬費共 65.2 ㎡

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

4-2 防水改修 撤去

竪樋撤去 集積共 4.2 ｍ

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

4-3 防水改修 改修

笠木

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2 立上り 5.1 ㎡

高圧水洗 既存ｳﾚﾀﾝ塗膜防水面 5.1 ㎡

屋根折版留め

ﾎﾞﾙﾄ樹脂ｷｬｯﾌﾟ 清掃､ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填共 84.0 か所

竪樋 φ75 ｶﾗｰ塩ﾋﾞ 4.2 ｍ

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

4-4 外壁改修 撤去

建具周囲

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 9.2 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 69.7 ｍ

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

4-5 外壁改修 改修

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面

外壁撥水材塗布 ｷｸｽｲ:SA工法同等以上 47.3 ㎡

外壁下地調整 色調補正､打放し模様造成共 47.3 ㎡

外壁既存塗膜除去 超高圧水洗工法 100MPa 47.3 ㎡

打放し面樹脂注入工法

ひび割れ補修 硬質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 0.2～1.0㎜ 5.5 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 PS-2 20×15 69.7 ｍ

建具周囲

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系 MS-2 10×10 9.2 ｍ

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

4-6 建具改修 改修

建具調整

SD5 W850×H1800 1.0 か所

SD6 W550×H680 1.0 か所

建具洗浄 ｶﾞﾗｽ共 1.9 ㎡

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

4-7 塗装改修 改修

建具 ﾒｯｷ鋼面(鋼建) 両面､枠共

耐候性塗料塗りDP 1級 工程B種 下地処理RB種共 5.5 ㎡

折版屋根 鉄鋼面 

耐候性塗料塗りDP 1級 工程B種 下地処理RB種共 26.7 ㎡

消火器箱 鉄鋼面 

耐候性塗料塗りDP 1級 工程B種 下地処理RB種共 0.9 ㎡

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

   5. 発生材処理

5-1 発生材処理 Ｅ棟 1.0 式

5-2 発生材処理 Ｆ棟 1.0 式

5-3 発生材処理 備蓄倉庫 1.0 式

5-4 発生材処理 プロパンボンベ庫 1.0 式

            計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

5-1 発生材処理 Ｅ棟

（積込み）

撤去発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.7 m3

撤去発生材積込み 仕上材 2.7 m3

（運搬費）

撤去材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.7 m3

撤去材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 2.7 m3

撤去材運搬 金属類（ｽﾃﾝﾚｽ屑） 0.1 m3

（処分費）

発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.7 m3

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 2.7 m3

スクラップ ｽﾃﾝﾚｽ屑 -13.6 kg

（環境配慮改修発生材）

撤去発生材積込み 仕上材 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 0.1 m3

撤去材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 0.1 m3

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 0.1 m3
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

        小        計
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名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

5-2 発生材処理 Ｆ棟

（積込み）

撤去発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 2.0 m3

撤去発生材積込み 仕上材 3.0 m3

撤去発生材積込み 仕上材 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 0.2 m3

（運搬費）

撤去材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 2.0 m3

撤去材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 2.6 m3

撤去材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 0.2 m3

撤去材運搬 金属類（鉄屑） 0.2 m3

撤去材運搬 金属類（ｱﾙﾐ屑） 0.2 m3

（処分費）

発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 2.0 m3

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 2.6 m3

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 0.2 m3

スクラップ 鉄屑 H3 -17.7 kg
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スクラップ ｱﾙﾐ屑 -59.0 kg

        小        計

№  47  



名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

5-3 発生材処理 備蓄倉庫

（積込み）

撤去発生材積込み 仕上材 0.1 m3

（運搬費）

撤去材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1 m3

（処分費）

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1 m3

        小        計
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5-4 発生材処理 プロパンボンベ庫

（積込み）

撤去発生材積込み 仕上材 0.1 m3

（運搬費）

撤去材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1 m3

（処分費）

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1 m3

        小        計

№  49  



名　　　　称 内　　　　容 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　考

共通仮設 積上げ

目視･打診

外壁調査費 ﾏｰｷﾝｸﾞ､計測､図面記入 3,388.0 ㎡

誘導員 80.0 人

ｺｰﾝﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ ｶﾗｰｺｰﾝ13個＋ﾊﾞｰ12本 24.0 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1.8 外部足場 236.0 ｍ

計
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