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単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE

競走場耐震診断調査（第一スタンド）補強工事　概算内訳書

株式会社　上村設計事務所

名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位

No.　　 1 　



競走場建物耐震診断調査（第一スタンド） (社）日本建築積算協会３号用紙

競走場建物耐震診断調査
（第一スタンド）

（直接工事費）

A 建築 1.0 式 110,084,707

B 電気設備 1.0 式

C 機械設備 1.0 式

（直接工事費　計） 110,084,707 ①

（共通費）

D 共通仮設費 1.0 式 2,939,262 ②=①×2.67%

E 現場管理費 1.0 式 6,544,088 ③=(①+②)×5.79%

F 一般管理費 1.0 式 11,777,454

（共通費　計） 21,260,803

G 発生材処理 1.0 式 775,863

合計 （工事価格） 132,120,000 一万円未満切捨

消費税等相当額 10,569,600 8.00%

工事費計 （積算価額） 142,689,600

単　　価 金 　　  額 備　 考 CODE

（①+②+③）×9.85%

名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位

No.　　 1 　



競走場建物耐震診断調査（第一スタンド） (社）日本建築積算協会３号用紙

A 建築

1 直接仮設 1.0 式 6,580,464

2 外壁改修 1.0 式 2,703,362

3 建具改修 1.0 式 3,637,970

4 内装改修 1.0 式 21,047,139

5 塗装改修 1.0 式 2,040,376

6 躯体改修 1.0 式 74,075,396

7 発生材処理 1.0 式 775,863

計 発生材処理別途計上 110,084,707

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

No.　　 1 　



競走場建物耐震診断調査（第一スタンド） (社）日本建築積算協会３号用紙

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

1 直接仮設

                                                              (施P15+ｺP109)/2
墨出し                          外壁改修                      518.0 ㎡ 230 119,140 ×1.01
                                                              (施P15+ｺP109)/2
墨出し                          内装改修 個別                 785.0 ㎡ 230 180,550 ×1.01
                                                              (施P15+ｺP109)/2
墨出し                          内装改修 複合                 373.0 ㎡ 230 85,790 ×1.01
                                                              (施P17+ｺP111)/2
養生                            外壁改修                      372.0 ㎡ 170 63,240 ×1.01
                                                              (施P17+ｺP111)/2
養生                            内装改修 個別                 785.0 ㎡ 170 133,450 ×1.01
                                                              (施P17+ｺP111)/2
養生                            内装改修 複合                 373.0 ㎡ 170 63,410 ×1.01
                                                              (施P17+ｺP111)/2
整理清掃後片付け                外壁改修                      372.0 ㎡ 1,380 513,360 ×1.01
                                                              (施P17+ｺP111)/2
整理清掃後片付け                内装改修 個別                 785.0 ㎡ 1,380 1,083,300 ×1.01
                                                              (施P17+ｺP111)/2
整理清掃後片付け                内装改修 複合                 373.0 ㎡ 1,380 514,740 ×1.01
                                枠組本足場手摺先行900枠 (施P19+ｺP113)/2
外部足場                        存置1ヶ月 運搬共 113.0 ㎡ 1,600 180,800 ×1.01
                                脚立足場 (施P25+ｺP123)/2
外部仕上足場                    存置1ヶ月 運搬共 133.0 ㎡ 340 45,220 ×1.01
                                階高12.5m以上14.2m未満 (施P25)
外部枠組棚足場                  存置1ヶ月 運搬共 270.0 ㎡ 3,420 923,400 ×1.01
                                枠組本足場手摺先行用 (施P19+ｺP115)/2
安全手すり                      存置1ヶ月 運搬共 12.8 ｍ 730 9,344 ×1.01
                                脚立足場 (施P25+ｺP123)/2
内部仕上足場                    存置1ヶ月 運搬共 373.0 ㎡ 340 126,820 ×1.01
                                階高4.0m以上5.7m未満 (施P25)
内部枠組棚足場                  存置1ヶ月 運搬共 226.0 ㎡ 1,720 388,720 ×1.01
                                階高5.7m以上7.4m未満 (施P25)
内部枠組棚足場                  存置1ヶ月 運搬共 768.0 ㎡ 1,990 1,528,320 ×1.01
                                防音ｼｰﾄ (ｺP123)
災害防止                        存置1ヶ月 運搬共 113.0 ㎡ 1,820 205,660 ×1.01
                                水平ﾈｯﾄ (施P27+ｺP123)/2
災害防止                        存置1ヶ月 運搬共 1,038.0 ㎡ 400 415,200 ×1.01
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競走場建物耐震診断調査（第一スタンド） (社）日本建築積算協会３号用紙

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

計 6,580,464

No.　　 3 　



競走場建物耐震診断調査（第一スタンド） (社）日本建築積算協会３号用紙

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

2 外壁改修
                                                              
(撤去)                               
                                                              (施P363)
床 ｶｯﾀｰ入れ                     ﾓﾙﾀﾙ面                        21.6 ｍ 400 8,640
                                                              (施P383)
床 ﾓﾙﾀﾙ撤去                     集積共                        7.6 ㎡ 1,300 9,880
                                                              (施P361)
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去                   鉄筋切断 集積共               0.5 m3 13,000 6,500
                                                              (施P363)
壁 ｶｯﾀｰ入れ                     ﾓﾙﾀﾙ面                        281.0 ｍ 400 112,400
                                                              (施P383)
壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去                     集積共                        224.0 ㎡ 1,850 414,400
                                                              (施P361)
壁 CB撤去 集積共                        15.5 m3 13,000 201,500
                                                              (施P361)
壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去                   鉄筋切断共　集積共            7.2 m3 13,000 93,600
                                                              (施P363)
梁型 ｶｯﾀｰ入れ                   ﾓﾙﾀﾙ面                        36.2 ｍ 400 14,480
                                                              (施P383)
梁型 ﾓﾙﾀﾙ撤去                   集積共                        9.0 ㎡ 1,850 16,650
                                                              (施P383)
屋根裏防鳥ﾈｯﾄ仮撤去復旧                                       270.0 ㎡ 900 243,000 600×1.5=900
                                                              (施P383)
建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去              集積共                        291.0 ｍ 400 116,400
                                                              
(改修)                               
                                                              (ｺP205)
壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積                C種 厚100 塗下 35.6 ㎡ 5,390 191,884
                                                              (施P231+ｺP297)/2
床 防水ﾓﾙﾀﾙ塗り                 金ごて 仕上げ                 4.9 ㎡ 2,250 11,025 ×1.14
                                                              (施P市29+ｺP市23)/2
壁 ﾓﾙﾀﾙ塗り                     金ごて 塗装下地               366.0 ㎡ 3,080 1,127,280 ×1.14
                                                              (施P市29+ｺP市23)/2
壁 ﾓﾙﾀﾙ塗り                     金ごて 吹付下地               4.2 ㎡ 3,080 12,936 ×1.14
                                                              (施P市29+ｺP市23)/2
梁型 ﾓﾙﾀﾙ塗り                   金ごて 吹付下地               4.9 ㎡ 3,910 19,159 ×1.14
                                                              (施P市31+ｺP市25)/2
壁 ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付                ﾓﾙﾀﾙ面 下地調整共             4.2 ㎡ 1,060 4,452 ×1.14
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金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

                                                              (施P市31+ｺP市25)/2
梁型 ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付              ﾓﾙﾀﾙ面 下地調整共             4.9 ㎡ 1,060 5,194 ×1.14
                                                              (施P335)
床 塗床                         既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面                  34.3 ㎡ 2,740 93,982 ×1.14

計 2,703,362

No.　　 5 　
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金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

3 建具改修
                                                              
(撤去)                               
                                                              (施P383)
WW-4撤去 W52150×H1600枠､集積共 1.0 か所 45,100 45,100
                                                              (施P383)
WD-4撤去 W765×H2700 枠､集積共 2.0 か所 1,210 2,420
                                                              (施P383)
SD-4撤去 W800×H600 枠､集積共 2.0 か所 730 1,460
                                                              (施P383)
SS-3撤去 W3225×H2715 枠､集積共 1.0 か所 12,900 12,900
                                                              (施P383)
SW-1撤去 W5370×H1100 枠､集積共 6.0 か所 8,720 52,320
                                                              (施P383)
SW-2撤去 W5370×H2300 枠､集積共 4.0 か所 18,200 72,800
                                                              (施P383)
SW-3撤去 W5370×H1600 枠､集積共 6.0 か所 12,700 76,200
                                                              (施P383)
SW-6撤去 W5370×H1900 枠､集積共 2.0 か所 15,100 30,200
                                                              (施P383)
SW-9撤去 W7270×H1100 枠､集積共 2.0 か所 11,800 23,600
                                                              (施P383)
SW-19撤去 W1280×H600 枠､集積共 1.0 か所 1,170 1,170
                                                              (施P383)
ｶﾞﾗｽ撤去                        厚5 集積共 249.0 ㎡ 180 44,820
                                                              (施P383)
ｶﾞﾗｽ撤去                        厚6.8 集積共 12.6 ㎡ 180 2,268
                                                              (施P383)
建具周囲はつり                  RC壁厚120 65.5 ｍ 1,400 91,700
                                                              
(改修)                               
                                                              
(木製建具)                               
                                                              
WW-4                            W52150×H1600                 1.0 か所 520,000 520,000
                                                              
WD-4                            W765×H2700                   2.0 か所 20,000 40,000
                                                              
(鋼製建具)                               
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金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

                                                              
SW-1                            W5370×H1100                  6.0 か所 295,000 1,770,000
                                                              
SW-19                           W1280×H600                   1.0 か所 40,000 40,000
                                                              
(ｶﾞﾗｽ)                               
                                                              (施P269+ｺP337)/2
強化ｶﾞﾗｽ                        厚5 2.00㎡以下 111.0 ㎡ 3,920 435,120 ×1.08
                                                              (施P市33+ｺP市27)/2
網入透明ｶﾞﾗｽ                    厚6.8 2.18㎡以下 12.6 ㎡ 5,620 70,812 ×1.08
                                                              (施P市33+ｺP市27)/2
ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ                  ｼﾘｺｰﾝ系 5×5 片面長 720.0 ｍ 230 165,600 ×1.08
                                                              (施P17+ｺP111)/2
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ                     片面積                        124.0 ㎡ 280 34,720 ×1.08
                                                              
(その他)                               
                                                              (施P市25+ｺP市19)/2
建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ                  変成ｼﾘｺｰﾝ系 15×10 77.6 ｍ 500 38,800 ×1.12
                                                              (施P市29+ｺP市23)/2
建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填            外部建具                      77.6 ｍ 850 65,960 ×1.14

計 3,637,970
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金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

4 内装改修
                                                              
(撤去)                               
                                                              (施P363)
床 ｶｯﾀｰ入れ                     ｺﾝｸﾘｰﾄ面                      38.4 ｍ 600 23,040
                                                              (施P363)
床 ｶｯﾀｰ入れ                     ﾓﾙﾀﾙ面                        102.0 ｍ 400 40,800
                                                              (施P369)
床 防水層撤去                   集積共                        6.9 ㎡ 850 5,865
                                                              (施P369)
立上り 防水層撤去               集積共                        3.4 ㎡ 850 2,890
                                                              (施P383)
床 磁器ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去             下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共             6.9 ㎡ 1,600 11,040
                                                              (施P383)
床 ﾓﾙﾀﾙ撤去                     集積共                        19.9 ㎡ 1,300 25,870
                                                              (施P383)
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去                集積共                        19.9 ㎡ 680 13,532
                                                              (施P361)
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去                  鉄筋切断 集積共               1.9 m3 10,500 19,950
                                                              (施P363)
壁 ｶｯﾀｰ入れ                     合板面                        87.4 ｍ 400 34,960
                                                              (施P363)
壁 ｶｯﾀｰ入れ                     ﾓﾙﾀﾙ面                        375.0 ｍ 400 150,000
                                                              (施P383)
壁 施釉109角ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共             29.2 ㎡ 2,000 58,400
                                                              (施P383)
壁下地撤去                      集積共                        31.0 ㎡ 270 8,370
                                                              (施P383)
壁 合板撤去                     一重 集積共                   50.8 ㎡ 500 25,400
                                                              (施P383)
壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去                     集積共                        174.0 ㎡ 1,850 321,900
                                                              (施P361)
壁 CB撤去 集積共                        11.9 m3 13,000 154,700
                                                              (施P383)
天井下地撤去                    軽鉄 集積共                   1,137.0 ㎡ 400 454,800
                                                              (施P383)
天井 石綿板撤去                 厚6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 297.0 ㎡ 1,700 504,900
                                                              (施P383)
天井 ﾌｧｲﾔｰﾎﾞｰﾄﾞ撤去             厚6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 840.0 ㎡ 1,700 1,428,000
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金 　　  額 備　 考 CODE名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

                                                              (施P383)
天井 ﾄﾑﾚｯｸｽ吹付撤去             厚30 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 840.0 ㎡ 5,000 4,200,000
                                                              (施P383)
天井点検口撤去                  集積共                        2.0 か所 900 1,800
                                                              (施P383)
天井 廻り縁撤去                 集積共                        341.0 ｍ 150 51,150
                                                              
払戻ｶｳﾝﾀｰ撤去                   W7270×D600×H750集積共 2.0 か所 6,000 12,000
                                                              
払戻ｶｳﾝﾀｰ撤去                   W5370×D600×H750集積共 10.0 か所 4,500 45,000
従業員室                                                      
窓下ｶｳﾝﾀｰ撤去                   W5370×D450×H1150集積共 2.0 か所 4,500 9,000
投票室                                                        
ｶｳﾝﾀｰ撤去                       W1000×D600×H750集積共 7.0 か所 1,000 7,000
有料特別客室                                                  
ｶｳﾝﾀｰ仮撤去復旧                 W1200×D300×H750             18.0 か所 3,000 54,000
有料特別客室                                                  
椅子仮撤去復旧                                                36.0 か所 1,500 54,000
                                                              (施P383)
小便器撤去                      集積共                        12.0 か所 2,300 27,600
                                                              (施P383)
小便器隔て板撤去                集積共                        10.0 か所 1,850 18,500
                                                              (施P383)
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去                     集積共                        2.0 ㎡ 540 1,080
                                                              
(改修)                               
                                                              (施P市25+ｺP市19)/2
床 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水                   E-1                           6.9 ㎡ 3,380 23,322 ×1.08
                                                              (施P市25+ｺP市19)/2
立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水               E-1                           3.4 ㎡ 4,400 14,960 ×1.08
                                                              (施P149+ｺP225)/2
立上り 貼仕舞ｼｰﾘﾝｸﾞ             ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用                  16.8 ｍ 810 13,608 ×1.08
                                                              (施P市25+ｺP市19)/2
立上り ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ            既製品 16.8 ｍ 420 7,056 ×1.08
                                                              (施P179+ｺP253)/2
床 磁器ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り                                           6.9 ㎡ 4,220 29,118 ×1.11
                                                              (施P市29+ｺP市23)/2
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ           金ごて 塗床下地               11.3 ㎡ 520 5,876 ×1.14
                                                              (施P市29+ｺP市23)/2
床 ﾓﾙﾀﾙ塗り                     木ごて ﾀｲﾙ下地                6.9 ㎡ 1,900 13,110 ×1.14
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                                                              (施P市29+ｺP市23)/2
床 ﾓﾙﾀﾙ塗り                     金ごて ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ下地          10.3 ㎡ 1,940 19,982 ×1.14
                                                              (施P335)
床 塗床                         ｺﾝｸﾘｰﾄ面                      11.3 ㎡ 2,740 30,962 ×1.14
                                                              (施P244+335)
床 塗床                         既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面                  135.0 ㎡ 3,360 453,600 ×1.14
                                                              (施P市37+ｺP市31)/2
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ                    厚2.0 10.3 ㎡ 1,450 14,935 ×1.06
                                                              (ｺP205)
壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積                C種 厚100 塗下 13.5 ㎡ 5,390 72,765
                                                              (施P177+ｺP249)/2
壁 施釉109角ﾀｲﾙ張り                               29.2 ㎡ 5,430 158,556 ×1.11
                                                              (施P市29+ｺP市23)/2
壁 ﾓﾙﾀﾙ塗り                     金ごて 塗装下地               589.0 ㎡ 3,080 1,814,120 ×1.14
                                                              (施P市29+ｺP市23)/2
壁 ﾓﾙﾀﾙ塗り                     木ごて ﾀｲﾙ下地                29.2 ㎡ 2,670 77,964 ×1.14
                                                              (施P市27+ｺP市21)/2
軽量鉄骨壁下地                  65形 @300 22.6 ㎡ 1,680 37,968 ×1.10
                                                              (施P市27+ｺP市21)/2
軽量鉄骨壁下地開口補強          65形 四方補強1280×600 1.0 か所 6,700 6,700 ×1.10
                                                              (施P市27+ｺP市21)/2
軽量鉄骨壁下地開口補強          65形 四方補強1000×1600 7.0 か所 9,260 64,820 ×1.10
                                                              (施P市27+ｺP市21)/2
軽量鉄骨壁下地開口補強          65形 三方補強765×2700 2.0 か所 8,280 16,560 ×1.10
                                                              (施P市39+ｺP市33)/2
壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板                厚8.0 目透し 塗装下地 45.1 ㎡ 2,100 94,710 ×1.14
                                                              (施P市27+ｺP市21)/2
軽量鉄骨天井下地                19型 @300 H=1.5m未満 1,137.0 ㎡ 1,130 1,284,810 ×1.10
                                                              (施P市39+ｺP市33)/2
天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板              厚6.0 目透し 塗装下地 1,137.0 ㎡ 1,830 2,080,710 ×1.14
                                                              (施P247)
天井 ﾄﾑﾚｯｸｽ吹付                 厚30 840.0 ㎡ 2,230 1,873,200 ×1.14
                                                              (施P223)
天井点検口                      ｱﾙﾐ製 600角 額縁ﾀｲﾌﾟ 2.0 か所 5,250 10,500 ×1.10
                                                              (施P329+ｺP383)/2
天井 廻り縁                     塩ﾋﾞ製                        344.0 ｍ 470 161,680 ×1.14
                                                              
払戻ｶｳﾝﾀｰ                       W5370×D600×H750             6.0 か所 500,000 3,000,000
従業員室                                                      
窓下ｶｳﾝﾀｰ                       W5370×D450×H1150            2.0 か所 500,000 1,000,000
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投票室                                                        
ｶｳﾝﾀｰ                           W1000×D600×H750             8.0 か所 100,000 800,000
                                                              
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                                                       2.0 ㎡ 50,000 100,000

計 21,047,139
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5 塗装改修
                                                              
(外壁改修)                               
                                                              (施P市35+ｺP市29)/2
壁 EP塗り ﾓﾙﾀﾙ面 素地ごしらえ共                       378.0 ㎡ 1,020 385,560 ×1.14
                                                              (施P387+391)
壁 EP塗替え ﾓﾙﾀﾙ面 下地調整RB種共 28.9 ㎡ 1,120 32,368 ×1.14
                                                              (施P387+391)
梁型 EP塗替え ﾓﾙﾀﾙ面 下地調整RB種共 1.5 ㎡ 1,120 1,680 ×1.14

(施P市35+ｺP市29)/2
SOP塗り 鉄骨面 339.0 ㎡ 710 240,690 ×1.14
                                                              
(内装改修)                               
                                                              (施P市35+ｺP市29)/2
壁 EP塗り ﾓﾙﾀﾙ面                        624.0 ㎡ 1,020 636,480 ×1.14
                                                              (施P市35+ｺP市29)/2
壁 EP塗り ｹｲｶﾙ板面                      45.1 ㎡ 1,020 46,002 ×1.14
                                                              (施P387+391)
壁 EP塗替え ﾓﾙﾀﾙ面 下地調整RB種共 52.8 ㎡ 1,120 59,136 ×1.14
                                                              (施P市35+ｺP市29)/2
天井 EP塗り ｹｲｶﾙ板面                      296.0 ㎡ 1,020 301,920 ×1.14

(施P市35+ｺP市29)/2
SOP塗り 鉄骨面 474.0 ㎡ 710 336,540 ×1.14

計 2,040,376
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6 躯体改修
                                                              
(撤去)                               
                                                              (施P363)
ｺﾝｸﾘｰﾄ面目荒し                  床                            63.3 ㎡ 2,200 139,260
                                                              (施P363)
ｺﾝｸﾘｰﾄ面目荒し                  壁                            215.0 ㎡ 2,400 516,000
                                                              (施P363)
ｺﾝｸﾘｰﾄ面目荒し                  天井                          56.8 ㎡ 2,600 147,680
                                                              
(改修)                               
                                                              
(土工)                               
                                                              (施P59+ｺP127)/2
根切                            人力                          14.3 m3 5,780 82,654 ×1.01
                                                              (施P59+ｺP127)/2
埋戻し                          発生土                        8.3 m3 2,850 23,655 ×1.01
                                                              
残土処分                        場外                          6.0 m3 2,500 15,000
                                                              
(地業)                               
                                                              (施P89+ｺP159)/2
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                    土間下                        1.1 m3 4,700 5,170 ×1.01
                                                              (施P89+ｺP159)/2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷き                 厚0.15 9.5 ㎡ 190 1,805 ×1.01
                                                              
(鉄筋)                               
                                                              (物P16+積P20)/2
異形鉄筋                        SD295A D10                    9.57 t 59,000 564,630
                                                              (物P16+積P20)/2
異形鉄筋                        SD295A D13                    0.48 t 55,500 26,640
                                                              (物P16+積P20)/2
異形鉄筋                        SD295A D16                    0.68 t 53,500 36,380
                                                              (物P16+積P20)/2
異形鉄筋                        SD345 D19                     1.40 t 56,500 79,100
                                                              (施P403)
鉄筋加工組立                    副資材､場内小運搬含む 11.57 t 69,400 802,958 ×1.02
                                                              (施P市12+ｺP市6)/2
鉄筋運搬                        30㎞程度 4t車 11.57 t 3,830 44,313 ×1.02
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                                                              (施P403)
割裂補強筋                      φ6-φ120@50 壁厚200 758.0 ｍ 1,430 1,083,940 ×1.02
                                                              (施P210×0.8)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系) D13 下向き 12.0 本 1,060 12,720 ×1.10
                                                              (施P210×0.8)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系) D13 横向き 814.0 本 1,240 1,009,360 ×1.10
                                                              (施P210×0.8)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系) D13 上向き 12.0 本 1,370 16,440 ×1.10
                                                              (施P210×0.8)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系) D19 下向き 1,366.0 本 2,720 3,715,520 ×1.10
                                                              (施P210×0.8)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系) D19 横向き 3,374.0 本 3,210 10,830,540 ×1.10
                                                              (施P210×0.8)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系) D19 上向き 1,422.0 本 3,530 5,019,660 ×1.10
                                                              (施P203)
シアコネクター(金属系) D10 横向き 56.0 本 230 12,880 ×1.10
                                ﾌﾚｱ溶接 D10 (施P101+ｺP165)/2
鉄筋溶接                        片面10d又は両面5d以上 192.0 本 140 26,880 ×1.10
                                ﾌﾚｱ溶接 D13 (施P101+ｺP165)/2
鉄筋溶接                        片面10d又は両面5d以上 228.0 本 170 38,760 ×1.10
                                                              
(コンクリート)                               
                                                              (物P104+積P124)/2
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      Fc=24+3N/㎜2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 143.0 m3 11,800 1,687,400
                                                              (物P104+積P124)/2
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      Fc=18N/㎜2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 1.4 m3 10,500 14,700
                                                              (施P403)
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設                      流込み工法 (基礎階) 4.9 m3 10,400 50,960 ×1.02
                                                              (施P403)
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設                      流込み工法 (土間) 1.4 m3 10,400 14,560 ×1.02
                                                              (施P403)
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設                      流込み工法 (1階) 28.7 m3 10,400 298,480 ×1.02
                                                              (施P403)
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設                      流込み工法 (2階) 94.2 m3 10,400 979,680 ×1.02
                                                              (施P403)
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設                      流込み工法 (3階) 7.1 m3 10,400 73,840 ×1.02
                                                              (施P403)
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設                      流込み工法 (PH階) 8.4 m3 10,400 87,360 ×1.02
                                                              (施P403)
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入                  試験費共 Fc=30 材工共 19.0 m3 336,000 6,384,000 ×1.02
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(型枠)                               
                                                              (施P403)
普通型枠                        耐震壁用 運搬共                     1,275.0 ㎡ 5,760 7,344,000 ×1.01

                                                              (施P403)
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用型枠            両面鋼製 H=200 材工共 363.0 ｍ 6,460 2,344,980 ×1.01
                                                              (施P403×0.7)
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用型枠            片面鋼製 H=200 材工共 36.1 ｍ 4,530 163,533 ×1.01
                                                              
(鉄骨)                               
                                                              
(耐震ﾌﾞﾚｰｽ)                               
                                                              (物P22+積P25)/2
H形鋼(SS400) H-250×250×9×14             18.05 t 73,500 1,326,675
                                                              (物P42+積P38)/2
構造用鋼管(STK400) φ267.4×9.3                  4.03 t 126,000 507,780
                                                              (物P40+積P35)/2
鋼板(SS400) 厚3.2 0.09 t 137,000 12,330
                                                              (物P40+積P35)/2
鋼板(SS400) 厚9 3.71 t 135,000 500,850
                                                              (物P40+積P35)/2
鋼板(SS400) 厚12 0.60 t 134,000 80,400
                                                              (物P40+積P35)/2
鋼板(SS400) 厚19 3.23 t 134,000 432,820
                                                              (物P40+積P35)/2
鋼板(SS400) 厚22 10.76 t 134,000 1,441,840
                                                              (物P58+積P54)/2
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T) M20×55                       799.0 組 80 63,920
                                                              (物P58+積P54)/2
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T) M20×60                       3,195.0 組 80 255,600
                                                              (物P58+積P54)/2
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T) M20×90                       1,598.0 組 100 159,800
                                                              (物P70+積P64)/2
頭付ｽﾀｯﾄﾞ                       φ19×140                     2,816.0 本 150 422,400
                                                              (施P403)
工場加工組立                                                  38.87 t 194,000 7,540,780 ×1.02
                                                              (施P113+ｺP183)/2
工場溶接                        6mm換算長 2,357.0 ｍ 530 1,249,210 ×1.02
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                                                              (施P113+ｺP185)/2
工場錆び止め塗装                JIS K 5621 1回塗り 474.0 ㎡ 370 175,380 ×1.02
                                                              (施P115+ｺP185)/2
鉄骨運搬                        50㎞ 38.87 t 6,050 235,164 ×1.02
                                                              (施P403)
現場建方・取付                                                      38.87 t 179,000 6,957,730 ×1.02
                                                              (施P403)
場内小運搬                               38.87 t 56,100 2,180,607 ×1.02
                                                              (施P36)
機械器具費                      ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 1.0 式 212,000 53000×(38.9t/(10t/日))
                                                              (施P115+ｺP185)/2
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付                                            38.87 t 11,400 443,118 ×1.02
                                                              (施P113)
超音波探傷試験                  工場 第三者試験機関           192.0 か所 1,540 295,680 ×1.02
                                                              
(補強屋根)                               
                                                              (物P28+積P29)/2
溝形鋼(SS400) C-125×65×6×8               2.57 t 78,500 201,745
                                                              (物P28+積P27)/2
山形鋼(SS400) L-65×65×6                   4.10 t 78,000 319,800
                                                              (物P40+積P35)/2
鋼板(SS400) 厚4.5 0.09 t 136,000 12,240
                                                              (物P40+積P35)/2
鋼板(SS400) 厚9 2.71 t 135,000 365,850
                                                              (物P58+積P54)/2
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T) M16×40                       312.0 組 40 12,480
                                                              (物P58+積P54)/2
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ(S10T) M16×45                       674.0 組 50 33,700
                                                              (施P403)
工場加工組立                                                  9.07 t 194,000 1,759,580 ×1.02
                                                              (施P113+ｺP183)/2
工場溶接                        6mm換算長 138.0 ｍ 530 73,140 ×1.02
                                                              (施P113+ｺP185)/2
工場錆び止め塗装                JIS K 5621 1回塗り 339.0 ㎡ 370 125,430 ×1.02
                                                              (施P115+ｺP185)/2
鉄骨運搬                        50㎞ 9.07 t 6,050 54,874 ×1.02
                                                              (施P403)
現場建方・取付                                                      9.07 t 179,000 1,623,530 ×1.02
                                                              (施P403)
場内小運搬                               9.07 t 56,100 508,827 ×1.02
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                                                              (施P115)
現場溶接                        6mm換算長 108.0 ｍ 1,090 117,720 ×1.02
                                                              (施P36)
機械器具費                      ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 1.0 式 53,000 53000×(9.1t/(10t/日))
                                                              (施P115+ｺP185)/2
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付                                            9.07 本 11,400 103,398 ×1.02
                                                              (施P210×0.8)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系) M25 横向き 72.0 本 7,230 520,560 ×1.10

計 74,075,396
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7 発生材処理

(積込み)
(施P363)

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 44.6 m3 2,800 124,880
(施P363)

発生材積込み 木材類 13.5 m3 1,700 22,950
(施P363)

発生材積込み ｶﾞﾗｽ陶磁器くず類 8.7 m3 2,800 24,360
(施P363)

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.2 m3 1,700 340
(施P363)

発生材積込み 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 32.0 m3 1,700 54,400

(運搬)

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 44.6 m3 1,430 63,778

発生材運搬 木材類 13.5 m3 510 6,885

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ陶磁器くず類 8.7 m3 490 4,263

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.2 m3 1,300 260

発生材運搬 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 32.0 m3 1,730 55,360

発生材運搬 金属くず類 5.7 m3 930 5,301

(処理)

発生材処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 44.6 m3 1,700 75,820

発生材処理 木材類 13.5 m3 3,850 51,975

発生材処理 ｶﾞﾗｽ陶磁器くず類 8.7 m3 2,500 21,750

発生材処理 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.2 m3 1,500 300

発生材処理 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 32.0 m3 5,850 187,200
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発生材処理 金属くず類 5.7 m3 1,130 6,441

(産業廃棄物税)

産業廃棄物税 ｶﾞﾗｽ陶磁器くず類 20.0 ｔ 1,000 20,000

産業廃棄物税 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.3 ｔ 1,000 300

産業廃棄物税 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 49.3 ｔ 1,000 49,300

計 775,863
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