
№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

平成30年度　生涯学習センター非構造部材耐震化工事

改修工事　工期３か月

　共通仮設費 率仮設 ＋ 積上仮設 1.00 式 794,862

　化学物質濃度測定 パッシブ法　多目的ホール（施工前後　合計２回） 1.00 式 36,000

　直接工事費 1.00 式 17,997,468

　　　（純工事費）　計 18,828,330

　　11.96% ×1

　現場管理費 1.00 式 2,251,868 11.96%

　　　（工事原価）　計 21,080,198

　　15.24% ×1 ×1

　一般管理費 1.00 式 3,211,802 15.24%

　　　（工事価格）　計 24,292,000

 

　消費税 1.00 式 1,943,360 8.00%

　　　合　　計 26,235,360

4



№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　共通仮設費

<率仮設>

　準　　備　　費

　仮 設 建 物 費
　現場事務所、下小屋、
　便所、休憩所など

　電力用水光熱費

　試 験 調 査 費 　　3.85% ×1

　整 理 清 掃 費 1.00 式 692,902 3.85%

　機 械 器 具 費

　運　　搬　　費

　安 全 管 理 費

　そ　　の　　他

　　　率仮設　計 692,902
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№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

<積上仮設>

仮囲い費　ガードフェンス等 H=1,800 38.00 Ｍ 1,320 50,160 歩掛り単価-201

仮設伸縮門扉 1.00 ヶ所 32,000 32,000 施単ｐ10

交通誘導員費（ガードマン） 2.00 人 9,900 19,800 労務単価　誘導員Ｂ

　　　積上仮設　計 101,960

共通仮設費　計（率仮設＋積上仮設） 794,862
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№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　直接工事費 　

Ⅰ 建築工事 1.00 式 12,666,597

Ⅱ 電気設備工事 1.00 式 5,330,871

直接工事費　計 17,997,468
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種目別内訳

№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 金　　　額 備　　　考

建築工事　直接工事費

非構造部材耐震化工事 改修 1 式 12,666,597

  直接工事費　計 12,666,597
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科目別内訳

№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 金　　　額 備　　　考

非構造部材耐震化工事 改修

1 直接仮設 1 式 3,264,625

2 撤去工事 1 式 799,350

3 改修工事 1 式 8,602,622

　　計 12,666,597
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細目別内訳

№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額

1 直接仮設 改修

墨出し（仕上げ） 560.0         床㎡ 120 67,200 代価-2

多目的室　　床養生 合板+ビニルシート 460.0         ㎡ 620 285,200 コ情P110 東京

管理用通路　床養生 合板+ビニルシート 100.0         ㎡ 620 62,000 コ情P110 東京

内部足場(棚足場)
7.4ｍ以上9.1m未満　存置期間 2ヶ月
掛け払い手間共 190.0         伏㎡ 4,300 817,000 施単P24 東京

内部足場(棚足場)
9.1ｍ以上10.8m未満　存置期間 2ヶ月
掛け払い手間共 236.0         伏㎡ 5,050 1,191,800 施単P24 東京 4300+(4330-3550)

管理用通路
　クサビ足場

存置期間 1ヶ月
掛け払い手間共 277.0         掛㎡ 950 263,150 施単P22 東京

ホール
　クサビ足場

存置期間 1ヶ月
掛け払い手間共 60.5           掛㎡ 950 57,475 施単P22 東京

片付け清掃費 内部 560.0         床㎡ 930 520,800 代価-4

1－計 3,264,625

備　　　考
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細目別内訳

№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

２ 撤去工事

多目的室　既存天井撤去 システム天井　ボードｔ25　ＬＧＳ下地共 443.0         ㎡ 1,450 642,350 コ情P420 東京

産業廃棄物　撤去材処分 集積　運搬　処分 1.0            式 157,000 157,000 代価

２－計 799,350
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細目別内訳

№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

３ 改修工事

天井面　グラスウールマット貼
厚25 ガラスクロス包 32kg品 W550×L900
中央ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ鋲＋ﾎﾞﾀﾝﾜｯｼｬｰ止＠303ｘ250 397.0         ㎡ 11,600 4,605,200 代価表-1
押縁共 LGS材 40×25×30×ｔ1.5
     既存鉄骨母屋にビス止め＠600
塩ビジョイナー共
25mmﾎﾞｰﾄﾞ用・エ型

鉄部　結露防止塗料塗 601.0         ㎡ 2,440 1,466,440 見積×0.8

鉄部　鉄骨ブレース　ＳＯＰ塗装 錆止め塗装共 387.0         Ｍ 480 185,760 見積×0.8

壁　ＬＧＳ下地 Ｗ＝90 104.0         ㎡ 1,620 168,480 施単P市26 東京

壁　木胴縁組 杉　縦横＠455　45×25 104.0         ㎡ 1,330 138,320 コ情P254 東京

壁　しな合板貼 ｔ5.5　目透かし貼 104.0         ㎡ 1,480 153,920 コ情P254 東京

壁　木　見切り縁 米ツガ　90×30 43.4           Ｍ 1,400 60,760 施単P184 東京 木巾木同等

壁　木　端部見切り 米ツガ　90×30 43.4           Ｍ 1,400 60,760 施単P184 東京 木巾木同等

壁　ＣＬ塗装 下地調整共 104.0         ㎡ 1,160 120,640 コ情P市28 東京

壁　ＣＬ塗装　細幅 下地調整共 86.8           Ｍ 490 42,532 コ情P市28 東京
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細目別内訳

№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ガラスクリーニング 片面 173.0         ㎡ 170 29,410 コ情P110 東京 280*0.6

飛散防止フィルム貼 内貼用　透明 173.0         ㎡ 8,800 1,522,400 公価×0.8
コ情ｐ335
11000*0.8

スピーカー　落下防止措置取付
バンド金具、ワイヤーロープ３φ、止め金具　材工
共 2.0            箇所 16,000 32,000 見積×0.8

時計　落下防止措置取付
バンド金具、ワイヤーロープ３φ、止め金具　材工
共 1.0            箇所 16,000 16,000 見積×0.8

３－計 8,602,622
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№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

Ⅱ 電気設備工事

             科　目　内　訳

1 撤去工事 1.00 式 232,194

2 幹線・動力設備工事 1.00 式 73,502

3 電灯設備工事 1.00 式 4,662,224

4 弱電設備工事 1.00 式 62,855

5 火災報知設備工事 300,096

Ⅱ－計 5,330,871
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№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1 撤去工事

(1) 幹線・動力設備

ケーブル VVF1.6-3C 38.00 ｍ 70 2,660 労務費

ケーブル VVF2.0-2C 38.00 ｍ 70 2,660 労務費

ケーブル VCTF2.0-6C 23.60 ｍ 90 2,124 労務費

1-(1)計 7,444
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№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(2)電灯設備

ケーブル VVF1.6-3C 239.30 m 70 16,751 労務費

ケーブル VVF2.0-3C 185.10 m 70 12,957 労務費

照明器具 非常用照明器具 6.00 台 1,570 9,420 労務費

照明器具 HID照明器具オートリフター付 28.00 台 4,110 115,080 労務費

1-(2)計 154,208
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№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(3)弱電設備

同軸ケーブル 5C-FB 44.80 m 100 4,480 労務費

耐熱電線 HP1.2-3C 22.50 m 90 2,025 労務費

埋込み型スピーカー 2.00 台 1,460 2,920 労務費

1-(3)計 9,425
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№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(4)火災報知設備

警報用ケーブル AE1.2-2C 63.00 m 80 5,040 労務費

警報用ケーブル AE1.2-4C 7.30 m 90 657 労務費

光電式スポット感知器 2種埋込 8.00 台 1,190 9,520 労務費

1-(4)計 15,217
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№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(5)撤去処分費

器具・配線 積込（機械）・運搬・処分 1.00 式 29,000 28,900 代価表1/2

HIDランプ 運搬・処分（積込は器具・配線に含む） 1.00 式 17,000 17,000 代価表2/2

1-(5)計 45,900
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№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(1) 幹線・動力設備 1.00 式 7,444

(2)電灯設備 1.00 式 154,208

(3)弱電設備 1.00 式 9,425

(4)火災報知設備 1.00 式 15,217

(5)撤去処分費 1.00 式 45,900

1-計 232,194
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№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

2 幹線・動力設備工事

ケーブル EM-EEF1.6-3C 42.00 ｍ 400 16,800 コ情 市P36 東京

ケーブル EM-EEF2.0-3C 42.00 ｍ 520 21,840 コ情 市P36 東京

ケーブル EM-ECTF2.0-6C 24.00 ｍ 980 23,520 物価　P534  関東

プルボックス 150x150x100 1.00 個 4,022 4,022 施単 市P58 東京

プルボックス 200x200x150 1.00 個 7,320 7,320 施単 市P58 東京

2-計 73,502
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№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

3 電灯設備工事

ケーブル EM-EEF1.6-3C 142.40 m 400 56,960 コ情 市P36 東京

ケーブル EM-EEF2.0-3C 139.70 m 520 72,644 コ情 市P36 東京

照明器具 非常用照明 6.00 台 44,200 265,200 見積比較x0.65

照明器具 MF400相当LED 28.00 台 145,540 4,075,120 見積比較x0.65

アウトレットボックスカバー付 中浅 7.00 個 1,740 12,180 コ情 市P52　東京

ケーブルラック　セパレータ付 ZM A200 26.00 m 6,300 163,800 コ情　市P44　東京

非常用照明用リモコン 1.00 個 16,320 16,320 見積比較x0.65

3-計 4,662,224
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№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

4 弱電設備工事

同軸ケーブル EM-5C-FB 44.80 m 560 25,088 物価 P541 全国

耐熱電線 EM-HP1.2-3C 22.50 m 570 12,825 物価 P545  全国

露出型天井スピーカー 3W 2.00 台 8,720 17,440 物価 P603  全国

プルボックス 150x150x100 1.00 個 4,022 4,022 施単 市P58 東京

アウトレットボックス 中浅 2.00 個 1,740 3,480 コ情 市P52　東京

4-計 62,855
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№ 名　　　　　称 　規　　　　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

5 火災報知設備工事

ケーブル EM-AE1.2-2C 32.00 m 420 13,440 資料 P675  全国

ケーブル EM-AE1.2-4C 27.50 m 540 14,850 資料 P675  全国

差動式分布型感知器 空気管メッセンジャー付 178.00 m 940 167,320 資料　P779  全国

分布型感知器検出部 1個用 2.00 個 16,720 33,440 物価P608  全国

プルボックス 150x150x100 3.00 個 4,022 12,066 施単 市P58 東京

メタルモール A型 3.00 m 2,190 6,570 資料 P710  全国

メタルモール 天井引き出しアダプタ 2.00 個 1,080 2,160 資料 P710  全国

立会検査費 1.00 式 50,250 50,250 労務費

5-計 300,096
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