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施 工 場 所

平成23年度 第 号 工 事 実 施 設 計 書 亀　山　市
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工 事 名 川崎地区コミュニティセンター改築工事（建築工事） 設計　H23年　3月

事 業 名

工 事 の 大 要

○川崎地区コミュニティセンター（新築工事）
・構造：木造（在来・一部集成材）地上1階建
・建築面積：292.63m2、延床面積：258.16m2

○旧近澤邸離れ（耐震工事）
・構造：木造（在来）地上1階建
・建築面積：66.31m2、延床面積：66.31m2

○旧近澤邸母屋・トイレ（解体工事）：木造（在来）地上2階建　延床：193.98m2
○旧近澤医院（解体工事）：RC造　地上2階建　延床：158.44m2
○2階建て倉庫（解体工事）：S造　地上2階建　延床：79.02m2
○平屋建て倉庫（解体工事）：S造　地上1階建　延床：28.06m2

工 期 平成24年2月29日まで



  内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

＜内　訳＞

Ⅰ 共通仮設工事 1.0 式

Ⅱ 建築主体工事 本館棟 1.0 式

Ⅲ 耐震改修工事 既存棟 1.0 式

Ⅳ 屋外整備工事 旧近澤医院跡地 1.0 式

純工事費

Ⅴ 現場管理費 1.0 式

Ⅵ 解体工事費

工事原価

Ⅶ 一般管理費 1.0 式

工事価格 千円止

Ⅷ 消費税相当額 1.0 式

設計価格

川崎地区コミュニティセンタ－改築工事（建築主体工事）

　亀　山　市 No.2



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅰ 共通仮設工事

監理事務所損料 現場事務所内に併設 1.0 式

仮設便所損料 男女別ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ･手洗い汲取式 1.0 式

機械器具損料 1.0 式

動力用水費 1.0 式

環境安全費 1.0 式

運 搬 費 1.0 式

安全保持費 交通誘導員 1.0 式

仮囲い損料 防音ｼ-ﾄ張り、ｶﾞ-ﾄﾞﾌｪﾝｽ 1.0 式

門出入口 ｼﾞｬﾊﾞﾗｹﾞ-ﾄ程度 1.0 式

仮設鉄板 ｱ22.0 掛払い溶接止共 1.0 式

場内整地 1.0 式
VOC測定､ｺﾝ圧縮試験等

各種試験費 試験報告書作成等含む 1.0 式

Ⅰ　の　計

備考

角地構造物撤去・砕石敷き・復旧含む

   　亀　山　市 No.3



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅱ 建築主体工事 本館棟

1 直接仮設工事 1.0 式

2 土・地業工事 1.0 式

3 基礎工事 1.0 式

4 木 工 事 1.0 式

5 外装工事 1.0 式

6 金属工事 1.0 式

7 建具工事 1.0 式

8 左官工事 1.0 式

9 塗装工事 1.0 式

10 内装工事 1.0 式

11 家具・ユニット工事 1.0 式

12 雑 工 事 1.0 式

Ⅱ　の　計

備考

   　亀　山　市 No.4



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅱ-1 直接仮設工事

遣り方 1.0 式

墨出し 躯体・仕上共 1.0 式

外部足場 枠組本足場900枠 1.0 式

安全手摺 最上部 1.0 式

垂直養生 養生ｼ-ﾄ張 1.0 式

水平養生 安全ﾈｯﾄ張 1.0 式

脚立足場　並列 H1.8ｍ 1.0 式

枠組足場　ｽﾃ-ｼﾞﾝｸﾞ　 H3.6ｍ 1.0 式

移動足場　ﾛ-ﾘﾝｸﾞﾀﾜ- W1.5ｍ×H3.7ｍ　2段 1.0 式

養生費 躯体・仕上共 1.0 式

整理清掃・片付け 1.0 式

Ⅱ-1　の　計

備考

   　亀　山　市 No.5



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅱ-2 土・地業工事

土工 根切り 機械 268.0 ｍ3

鋤取り 機械 16.5 ｍ2

埋戻し 機械　発生土 190.0 ｍ3

盛り土 機械　発生土 21.6 ｍ3

残土処分 場外　適切処理 50.9 ｍ3

機械運搬費 片道30kmﾊﾞｯｸﾎｳ 1.0 式

地業 砕石地業 基礎下　再生材・突固め共 5.0 ｍ3

砕石地業 土間下　再生材・突固め共 37.0 ｍ3

断熱材敷込 土間下　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ-ﾑ ｱ25 258.0 ｍ2

防湿材敷込 土間下　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ｱ0.15 258.0 ｍ2

Ⅱ-2　の　計

備考

   　亀　山　市 No.6



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅱ-3 基礎工事

鉄筋 異形鉄筋 SD295A D10 1.20 ｔ

異形鉄筋 SD295A D13 4.43 ｔ

異形鉄筋 SD295A D16 0.04 ｔ

鉄屑控除 1.0 式

鉄筋加工組立 5.67 ｔ

鉄筋運搬費 5.45 ｔ

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ敷き φ6-＠150*150 35.3 ｍ2

ｽﾘ-ﾌﾞ補強 φ100･150 1.0 式

コン 均 し ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc16-15-20　 4.9 ｍ3

土 間 ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18-15-25　 44.9 ｍ3

ﾗｯﾌﾟﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc21-15-25　 44.8 ｍ3

基 礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc21-18-25 45.3 ｍ3

同 上 打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費･温度補正共 1.0 式

備考

   　亀　山　市 No.7



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

型枠 普通型枠 基礎部 137.0 ｍ2

打放型枠 地上部 135.0 ｍ2

杉板型枠 地上部 21.4 ｍ2

同上運搬費 293.0 ｍ2

面木 20mm程度 236.0 ｍ

誘発目地 20×20mm程度 14.7 ｍ

束石ｺﾝｸﾘ-ﾄ 200×200×H200 32.0 箇所

土台ﾊﾟｯｷﾝ 120×200×H20@1000+ｺ-ﾅ-部 118.0 箇所

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ 塩ﾋﾞφ25＠1820 9.0 箇所

Ⅱ-3　の　計

   　亀　山　市 No.8



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅱ-4 木 工 事

① 構造用集成材躯体工事費 集会室 1.0 式

② 在来　木材費 1.0 式

③ 在来　建材費 1.0 式

④ 在来　金物費 1.0 式

⑤ 在来　大工手間 1.0 式

Ⅱ-4　の　計

備考

   　亀　山　市 No.9



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

4-① 構造用集成材躯体工事

ａ 木材費 ﾌﾟﾚｶｯﾄ材 1.0 式

ｂ 金物費 1.0 式

加工費 特殊加工共 1.0 式

建方費 土台敷・埋木・野地工共 1.0 式

運搬費 1.0 式

柱下均しﾓﾙﾀﾙ 150×330 4.0 箇所

柱下均しﾓﾙﾀﾙ 150×150 2.0 箇所

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ M16-L560　L形・ﾅｯﾄ付 20.0 組

4-①　の　計

   　亀　山　市 No.10



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

①-ａ 木材費

（軸組）ﾌﾟﾚｶｯﾄ材 ※集成材は国産材以上とし、その他は県産材とする。

通し柱　唐松集成材 E105-F300 平角　150×330×L 6.0ｍ 1.19 ｍ3

通し柱　唐松集成材 E105-F300 平角　150×210×L 5.0ｍ 0.32 ｍ3

通し柱　唐松集成材 E105-F300 平角　150×210×L 4.0ｍ 0.52 ｍ3

通し柱　唐松集成材 E105-F300 正角　150×150×L 6.0ｍ 0.27 ｍ3

管　柱　唐松集成材 E105-F300 正角　150×150×L 3.0ｍ 1.35 ｍ3

土　台　桧　特一 平角　150×105×L 4.0ｍ 0.33 ｍ3

土　台　桧　特一 平角　150×105×L 3.0ｍ 0.38 ｍ3

（小屋組）ﾌﾟﾚｶｯﾄ材

小屋梁　唐松集成材 E105-F300 平角　150×330×L 9.0ｍ 1.78 ｍ3

小屋梁　唐松集成材 E105-F300 平角　150×300×L 5.0ｍ 0.23 ｍ3

小屋梁　唐松集成材 E105-F300 平角　150×240×L 5.0ｍ 0.36 ｍ3

小屋梁　唐松集成材 E105-F300 平角　150×240×L 4.0ｍ 0.58 ｍ3

小屋梁　唐松集成材 E105-F300 平角　150×240×L 3.0ｍ 1.19 ｍ3

小屋梁　唐松集成材 E105-F300 平角　150×240×L 2.0ｍ 0.36 ｍ3

小屋梁　唐松集成材 E105-F300 平角　150×180×L 5.0ｍ 0.14 ｍ3

小屋梁　唐松集成材 E105-F300 平角　120×150×L 1.5ｍ 0.14 ｍ3

   　亀　山　市 No.11



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

登り梁　唐松集成材 E105-F300 平角　150×400×L10.0ｍ 2.40 ｍ3

登り梁　唐松集成材 E105-F300 平角　150×400×L 5.0ｍ 1.20 ｍ3

登り梁　唐松集成材 E105-F300 平角　150×240×L 2.0ｍ 0.72 ｍ3

小屋束　唐松集成材 E105-F300 正角　150×150×L 2.0ｍ 0.23 ｍ3

母　屋　唐松集成材 E105-F300 平角　120×180×L 4.0ｍ 0.69 ｍ3

母　屋　唐松集成材 E105-F300 平角　120×180×L 3.0ｍ 0.78 ｍ3

（端柄材）

垂　木　杉　上小化粧　 平割　 45×105×L 4.0ｍ 0.08 ｍ3

垂　木　杉　上小化粧　 平割　 45×105×L 3.0ｍ 0.94 ｍ3

垂　木　杉　特一 平割　 45×105×L 4.0ｍ 1.17 ｍ3

①-ａ　の　計

   　亀　山　市 No.12



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

①-ｂ 金物費

（製作金物）

柱脚金物１ 4.0 個

柱脚金物２ 2.0 個

梁受け金物１ Ｔ型 4.0 個

梁受け金物２ ﾌﾗｯﾄﾊﾞ- 8.0 個

梁受け金物３ ﾌﾗｯﾄﾊﾞ- 4.0 個

梁受け金物４ ﾌﾗｯﾄﾊﾞ- 4.0 個

梁受け金物５ ﾌﾗｯﾄﾊﾞ- 4.0 個

梁受け金物６ ﾌﾗｯﾄﾊﾞ- 4.0 個

ﾌﾞﾚ-ｽ受け金物 72.0 個

ﾌﾞﾚ-ｽM12×L3.5ｍ 36.0 個

（既成品）

TH-18 52.0 個

TH-24 26.0 個

HDP-20 10.0 個

ﾎﾞﾙﾄ類 1.0 式

①-ｂ　の　計

   　亀　山　市 No.13



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

4-② 在来　木材費

構造材（軸組）ﾌﾟﾚｶｯﾄ材 ※特記以外、県産材とする。

通し柱　　　桧　特一 正角　120×120×L 4.0ｍ 0.17 ｍ3

管　柱　　　杉　特一 正角　150×150×L 3.0ｍ 0.88 ｍ3

管　柱　　　桧　特一 正角　120×120×L 3.0ｍ 1.21 ｍ3

管　柱　　　桧　上小 正角　105×105×L 3.0ｍ 0.23 ｍ3

管　柱　　　杉　特一 正角　105×105×L 3.0ｍ 0.89 ｍ3

管　柱　　　杉　上小 丸太　180φ（市産材） 1.00 本

半　柱　　　桧　特一 平割　 60×105×L 2.0ｍ 0.03 ｍ3

間　柱　　　桧　特一 平割　 36×105×L 3.0ｍ 1.76 ｍ3

筋違い　　　杉　特一 平割　 45×105×L 4.0ｍ 1.15 ｍ3

筋違い　　　杉　特一 平割　 45×105×L 3.0ｍ 0.17 ｍ3

窓まぐさ　　桧　特一 板材　240× 45×L 3.0ｍ 0.03 ｍ3

窓まぐさ　　桧　特一 平角　150×105×L 3.0ｍ 0.10 ｍ3

窓まぐさ　　桧　特一 平割　150× 45×L 3.0ｍ 0.06 ｍ3

窓まぐさ　　桧　特一 平割　150× 45×L 2.0ｍ 0.03 ｍ3

窓まぐさ　　桧　特一 正角　105×180×L 4.0ｍ 0.15 ｍ3

窓まぐさ　　桧　特一 正角　105×105×L 4.0ｍ 0.04 ｍ3

窓まぐさ　　桧　特一 正角　105×105×L 3.0ｍ 0.03 ｍ3

   　亀　山　市 No.14



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

窓まぐさ　　桧　特一 正角　105×105×L 2.0ｍ 0.11 ｍ3

窓まぐさ　　桧　特一 平割　105× 45×L 2.0ｍ 0.10 ｍ3

窓　台　　　桧　特一 平角　150×105×L 3.0ｍ 0.14 ｍ3

窓　台　　　桧　特一 平角　150×105×L 2.0ｍ 0.06 ｍ3

窓　台　　　桧　特一 正角　105×105×L 2.0ｍ 0.15 ｍ3

胴　縁　　　杉　特一 平割　 18× 36×L 3.0ｍ 0.40 ｍ3

妻壁受け材　桧　特一 平割　105× 36×L 3.0ｍ 0.07 ｍ3

外壁下地材　杉　特一 平割　105× 45×L 3.0ｍ 1.84 ｍ3

構造材（床組）ﾌﾟﾚｶｯﾄ材

土　台　　　桧　特一 平角　120×105×L 4.0ｍ 0.55 ｍ3

土　台　　　桧　特一 平角　120×105×L 3.0ｍ 0.34 ｍ3

火打土台　　桧　特一 平割　 90× 45×L 3.0ｍ 0.02 ｍ3

根　太　　　桧　特一 平割　 45× 60×L 4.0ｍ 0.04 ｍ3

根　太　　　桧　特一 平割　 45× 60×L 1.5ｍ 0.01 ｍ3

根太掛け　　桧　特一 平割　 60×120×L 2.0ｍ 0.01 ｍ3

構造材（小屋組）ﾌﾟﾚｶｯﾄ材

梁・桁　　　杉集成材 E65-F225 平角　120×300×L 4.0ｍ 0.14 ｍ3

   　亀　山　市 No.15



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

梁・桁　　　杉集成材 E65-F225 平角　120×300×L 3.0ｍ 0.11 ｍ3

梁・桁　　　杉集成材 E65-F225 平角　120×150×L 2.0ｍ 0.07 ｍ3

梁・桁　　　杉集成材 E65-F225 平角　105×270×L 5.0ｍ 0.14 ｍ3

梁・桁　　　杉集成材 E65-F225 平角　105×270×L 4.0ｍ 0.22 ｍ3

梁・桁　　　杉集成材 E65-F225 平角　105×240×L 6.0ｍ 0.15 ｍ3

梁・桁　　　杉集成材 E65-F225 平角　105×240×L 4.0ｍ 0.40 ｍ3

梁・桁　　　杉集成材 E65-F225 平角　105×210×L 5.0ｍ 0.55 ｍ3

梁・桁　　　杉集成材 E65-F225 平角　105×210×L 4.0ｍ 1.94 ｍ3

梁・桁　　　杉集成材 E65-F225 平角　105×210×L 3.0ｍ 0.60 ｍ3

梁・桁　　　杉集成材 E65-F225 平角　105×180×L 5.0ｍ 0.10 ｍ3

梁・桁　　　杉集成材 E65-F225 平角　105×180×L 4.0ｍ 0.08 ｍ3

梁・桁　　　杉集成材 E65-F225 平角　105×180×L 3.0ｍ 0.28 ｍ3

梁・桁　　　杉集成材 E65-F225 平角　105×150×L 2.0ｍ 0.73 ｍ3

頭繋ぎ　　　杉集成材 E65-F225 平角　105×120×L 4.0ｍ 0.25 ｍ3

頭繋ぎ　　　杉集成材 E65-F225 平角　105×120×L 1.5ｍ 0.11 ｍ3

火打梁　　　桧　特一 正角　 90× 90×L 1.5ｍ 0.61 ｍ3

小屋束　　　桧　特一 正角　105×105×L 3.0ｍ 0.90 ｍ3

   　亀　山　市 No.16



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

小屋束　　　桧　特一 正角　105×105×L 2.0ｍ 0.02 ｍ3

棟　木　　　杉　特一 平角　120×150×L 6.0ｍ 0.11 ｍ3

棟　木　　　杉　特一 平角　120×150×L 5.0ｍ 0.09 ｍ3

棟　木　　　杉　特一 平角　105×135×L 6.0ｍ 0.09 ｍ3

母　屋　　　杉　特一 正角　105×105×L 6.0ｍ 0.66 ｍ3

母　屋　　　杉　特一 正角　105×105×L 5.0ｍ 0.72 ｍ3

母　屋　　　杉　特一 正角　105×105×L 4.0ｍ 0.18 ｍ3

母　屋　　　杉　特一 正角　105×105×L 3.0ｍ 0.10 ｍ3

小屋筋違い　杉　特一 平割　 15× 90×L 6.0ｍ 0.11 ｍ3

小屋筋違い　杉　特一 平割　 15× 90×L 4.0ｍ 0.03 ｍ3

小屋筋違い　杉　特一 平割　 15× 90×L 3.0ｍ 0.03 ｍ3

小屋筋違い　杉　特一 平割　 15× 90×L 2.0ｍ 0.08 ｍ3

垂木掛け　　桧　特一 平割　 60×120×L 5.0ｍ 0.07 ｍ3

垂木掛け　　桧　特一 平割　 60×120×L 3.0ｍ 0.02 ｍ3

垂　木　　　杉　上小化粧 平割　 45× 60×L 4.0ｍ 0.57 ｍ3

垂　木　　　杉　上小化粧 平割　 45× 60×L 3.0ｍ 0.28 ｍ3

垂　木　　　杉　特一 平割　 45× 60×L 4.0ｍ 0.24 ｍ3

   　亀　山　市 No.17



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

垂　木　　　杉　特一 平割　 45× 60×L 3.0ｍ 0.41 ｍ3

野地板　　　杉　上小化粧 板材　 12×120　本実加工 125.00 ｍ2

造作材（外部）

淀登淀　　　桧　特一 平割　105× 45×L 3.0ｍ 0.61 ｍ3

外　壁　　　桧　上小 板材　 12×120　本実加工 129.00 ｍ2

壁見切　　　桧　上小 板材　 20× 50 103.00 ｍ

造作材（内部）

巾　木　　　杉　上小 板材　 20×100 （市産材） 83.70 ｍ

腰　壁　　　杉　上小 板材　 12×105 （市産材） 23.80 ｍ2

見切縁　　　杉　上小 平割　 45× 60 （市産材） 37.30 ｍ

内　壁　　　杉無垢材 平割　 15-30×40-60 （市産材） 5.50 ｍ2

ﾀﾃ格子　　　桧　上小 平割　 45× 60 39.20 ｍ

押　縁　　　桧　上小 板材　 15×100 32.80 ｍ

ｶﾞﾗｽ押縁　　桧　上小 正割　 15× 15 33.60 ｍ

照明BOX 　　桧　上小 板材　 25×100 71.20 ｍ

4-②　の　計

   　亀　山　市 No.18



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

4-③ 在来　建材費

（外部）

野地板　　　型枠用合板 ｱ12×900×1800　輸入品 271.00 ｍ2

（内部）

床　材　　　天然木ﾌﾛ-ﾘﾝｸﾞ ｱ10　ｻｸﾗ　塗装品　ｸｯｼｮﾝﾗﾊﾞ-付 147.00 ｍ2

床下地　　　ﾗﾜﾝ合板 ｱ12×910×1820　1類　F4 147.00 ｍ2

開口枠　　　ｽﾌﾟﾙ-ｽ ｱ25×170 12.60 ｍ

額　縁　　　ｽﾌﾟﾙ-ｽ ｱ25×140 124.00 ｍ

天井ﾙ-ﾊﾞ-　 ﾚｯﾄﾞﾊﾟｲﾝ ｱ15× 90 溝切･面取り共 23.00 ｍ2

同上受材　　桧　特一  90× 90＠910 0.39 ｍ3

壁際受材　　桧　特一  90× 90　 露出 0.32 ｍ3

中間受材　　桧　特一  45× 90＠910 露出 0.16 ｍ3

4-③　の　計

   　亀　山　市 No.19



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

4-④ 在来　金物費

（製作金物）

柱脚金物　丸柱 350×350×H150 SUS HL加工 1.0 箇所

（既成金物）

柱脚金物　濡縁  90× 90×H530 SUS 既成品 7.0 箇所

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ　埋込 M16-L560　L形ﾅｯﾄ共 21.0 組

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ　埋込 表示金物　A-40　角座金ﾅｯﾄ共 126.0 組

柱脚金物　据付 表示金物　PB-42 1.0 個

筋違金物 表示金物　BP 69.0 個

告示金物　イ 表示金物　短ﾎｿﾞ又はC120 20.0 個

告示金物　ロ 表示金物　長ﾎｿﾞCP-L+ZN65-5 26.0 個

告示金物　ニ 表示金物　SB又はS+M12ﾅｯﾄ共 42.0 個

告示金物　ト 表示金物　HD-B/N15又はS-HD15　 19.0 個

告示金物　ヌ 表示金物　上記金物を2枚 1.0 個

換気面戸 銅板製 202.0 個

4-④　の　計

   　亀　山　市 No.20



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

4-⑤ 在来　大工手間

現場加工･建方･運搬費
大工手間 内外造作･その他金物一式共 1.0 式

4-⑤　の　計

   　亀　山　市 No.21



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅱ-5 外装工事

（大屋根・下屋根・濡縁屋根）

屋根 立馳せ葺 ｱ0.5 ｶﾗ-GL鋼板 軒先ｶｯﾄ加工共 396.0 ｍ2

改質ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系ﾙ-ﾌｨﾝｸﾞ張 ｱ1.0 396.0 ｍ2

棟 包 み ｱ0.4 ｶﾗ-GL鋼板 下地FB＠500共 15.8 ｍ

片棟包み ｱ0.4 ｶﾗ-GL鋼板 下地FB＠500共 14.9 ｍ

軒先唐草 ｱ0.4 ｶﾗ-GL鋼板 74.1 ｍ
　　 

ｹﾗﾊﾞ唐草 ｱ0.4 ｶﾗ-GL鋼板 44.5 ｍ

外壁取合　雨押え ｱ0.4 ｶﾗ-GL鋼板 ﾙ-ﾌ材掴込共 22.3 ｍ
　　 

妻壁取合　雨押え ｱ0.4 ｶﾗ-GL鋼板 ﾙ-ﾌ材掴込共 8.6 ｍ

破 風 板　防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張 ｱ17×H180　塗装品 44.5 ｍ

（庇）

立馳せ葺　L2000×750 ｱ0.5 ｶﾗ-GL鋼板 下地･仕上共 1.0 箇所

（大屋根・下屋根・濡縁屋根）

とい 軒樋 ｱﾙﾐ角型（ｽﾃﾝｶﾗ-）軒6号 ｱ1.4 59.3 ｍ

竪樋 ｱﾙﾐφ75（ｽﾃﾝｶﾗ-）ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ 39.8 ｍ

落し口 SUS自在ﾄﾞﾚﾝφ75用 12.0 箇所

備考

   　亀　山　市 No.22



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

（鎧囲い・腰壁他）

外壁 金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ縦張 ｱ18　ﾘﾌﾞ形状 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ塗装品 94.4 ｍ2

同上出隅 ｱ18　外壁同材 19.4 ｍ

下地透湿防水ｼ-ﾄ張 防水ﾃ-ﾌﾟ共 223.0 ｍ2

下地石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ張 GB-S ｱ9.5 129.0 ｍ2

下端水切 ｱ0.4 ｶﾗ-GL鋼板 52.2 ｍ

下端ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張 ｱ5.0×巾120　目地ｼ-ﾘﾝｸﾞ共 52.2 ｍ

Ⅱ-5　の　計

   　亀　山　市 No.23



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅱ-6 金属工事

（外部）

手摺 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 階段手摺 φ25/FB-6×25 SUS(鏡面/2B)加工 1.0 箇所

ｴﾝﾄﾗﾝｽ ｽﾛ-ﾌﾟ手摺 φ25/FB-6×25 SUS(鏡面/2B)加工 1.0 箇所

手摺 濡　縁 手摺 FB-6×32 SUS(2B)加工・SUSﾜｲﾔ-共　 14.0 ｍ

同　上 笠木・巾木 再生木 25×50 材工共 14.0 ｍ

濡　縁 階段手摺 FB-6×32 SUS(2B)加工・SUSﾜｲﾔ-共　 1.0 箇所

同　上 笠木・巾木 再生木 25×50 材工共 1.0 箇所

濡　縁 手摺兼用扉 FB-6×32 SUS(2B)加工・SUSﾜｲﾔ-共　 2.0 箇所

同　上 笠木・巾木 再生木 25×50 材工共 2.0 箇所

（内部）

床 ｽﾃﾝﾚｽ目地 ｱ3.0×H12（SUS304) 12.0 ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ巾木 ｱ1.5×H60（SUS304) 24.7 ｍ

壁 設備ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地 軽鉄壁下地90形 12.7 ｍ2

ｽﾃﾝﾚｽ面台 ｱ5.0×120（SUS304) 14.0 ｍ

家具・設備器具下地 ｱ1.0×H100 ﾒｯｷ鋼板 22.8 ｍ

備考

   　亀　山　市 No.24



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

天井 軽鉄天井下地 19形JIS＠225 振止め補強共 237.0 ｍ2

軽鉄天井下地 下がり壁 21.8 ｍ2

ﾙ-ﾊﾞ-天井下地 周囲ｱﾝｸﾞﾙ･FB@455･吊ﾎﾞﾙﾄ錆止共 23.0 ｍ2

照明BOX下地（SUS振止繋ぎ共） 真鍮ﾊﾟｲﾌﾟ･FB@455･吊ﾎﾞﾙﾄ錆止共 1.0 式

点検口 ｱﾙﾐ額縁枠 450×450 下地補強･ﾎﾞ-ﾄﾞ切込共 3.0 箇所

点検口 ｱﾙﾐ目地枠 450×450 下地補強･ﾎﾞ-ﾄﾞ切込共 3.0 箇所

雑 玄　関　SUS排水溝ｶﾊﾞ- ｱ1.5×40×20　ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ加工 2.2 ｍ

建　具　SUSﾌﾗｯﾄﾚ-ﾙ　 6枚引用 ｱ1.5×160×20　HL 6.5 ｍ

建　具　SUSﾌﾗｯﾄﾚ-ﾙ　引違い用 ｱ1.5×100×20　HL 5.6 ｍ

建　具　SUSﾌﾗｯﾄﾚ-ﾙ　片引き用 ｱ1.5× 40×20　HL 3.5 ｍ

事務室  郵便受入 SUS　370×455×150差込口共 1.0 箇所

事務室  ｷ-BOX ｽﾁ-ﾙ AC焼付 400×350×53ﾌﾟﾚ-ﾄ共 1.0 箇所

集会室  ﾛﾌﾄ昇降用はしご SUS受け(FL+2600)ﾊﾟｲﾌﾟ・手摺共 1.0 箇所

廊　下　消火器BOX 半埋込型 ｽﾁ-ﾙ AC焼付 H740×270×150(d75) 1.0 箇所

Ⅱ-6　の　計

   　亀　山　市 No.25



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅱ-7 建具工事

ａ ｱﾙﾐ製 建具工事 AD･AW 1.0 式

ｂ 木 製 建具工事 AD･WG･WD･GW 1.0 式

ｃ 硝 子 工事 1.0 式

Ⅱ-7　の　計

備考

   　亀　山　市 No.26



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

7-ａ ｱﾙﾐ製建具工事

W　　 H
ビル用 AD-1
AD 両袖FIX付引違い枠 3410×2200見切･額縁 木建別途 1.0 箇所

AD-2
片引きﾊﾝｶﾞ-框戸  920×2000押棒･額縁･ 収納網戸共 1.0 箇所

取付調整費 1.0 式

W　　 H
住宅用 AD-3
AD 引違い戸 2460×2000 網戸共 3.0 箇所

AD-4
FIX窓 3440×2000　　 網戸共 1.0 箇所
AD-5
引違い戸 1600×2200 網戸共 3.0 箇所

住宅用 AW-1
AW 引違い窓 1600× 900 網戸共 2.0 箇所

AW-2
縦滑出し窓  600×1300 ﾛ-ﾙ網戸共 2.0 箇所
AW-3
ｶﾞﾗｽﾙ-ﾊﾞ-窓  600×1300ｶﾞﾗｽ･ﾊﾝﾄﾞﾙ 網戸共 3.0 箇所
AW-4
横滑出し窓  600× 500 ﾛ-ﾙ網戸共 2.0 箇所
AW-5
排煙外倒し3連窓 2460× 450復帰･ｹ-ﾌﾞﾙ 網戸共 3.0 箇所
AW-6
排煙外倒し2連窓 1600× 450復帰ｾｯﾄ 網戸共 2.0 箇所
AW-7
FIX窓  600× 470 2.0 箇所

取付調整費 1.0 式

7-ａ　の　計

   　亀　山　市 No.27



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

7-ｂ 木製建具工事

W　　 H
AD-1

AD 木製引違い戸 2160×2210 桧・FL5・ 取付費共 1.0 箇所

W　　 H
WG-1

WG ｹﾝﾄﾞﾝｶﾞﾗﾘ扉 1165×1045 再生木 取付費共 1.0 箇所

W　　 H
WD-1

WD 6連引分ﾌﾗｯｼｭ戸（8枚） 8680×2540 取付費共 1.0 箇所
WD-2
片袖窓片引框戸 2500×2800　　PCT10･ 取付費共 1.0 箇所
WD-3
引違い戸 2000×2000　　PCT 6･ 取付費共 2.0 箇所
WD-4
引違い戸 1640×2000　　PCT 6･ 取付費共 1.0 箇所
WD-5
片引き戸  805×2000　　PCT 6･ 取付費共 1.0 箇所
WD-6
片引込ﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞ-ﾄﾞｱ（自閉式）  800×2000　　PCT 6･ 取付費共 2.0 箇所
WD-7
片引込ﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞ-ﾄﾞｱ（自閉式）  900×2000 取付費共 1.0 箇所
WD-8
両開きﾌﾗｯｼｭ扉  670×1100 取付費共 1.0 箇所
WD-9
ｵｰﾌﾟﾝ枠  800×2200 取付費共 1.0 箇所

W　　 H
GW-1

GW 引違いｶﾞﾗｽ吊窓 1450× 900　ﾊｶﾏ･ﾚ-ﾙ・取付費共 1.0 箇所

7-ｂ　の　計

   　亀　山　市 No.28



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

7-ｃ 硝子工事

ﾌﾛ-ﾄｶﾞﾗｽ FL8     　　　 ～2.0㎡ 2.4 ｍ2

複層ｶﾞﾗｽ FL5 +A6+FL5　  ～2.0㎡ 3.4 ｍ2

複層ｶﾞﾗｽ FL5 +A6+FL5　　　特寸 6.9 ｍ2

複層ｶﾞﾗｽ　低放射(遮熱･断熱型) LES5+A9+FL5　  ～2.0㎡ 20.6 ｍ2

複層ｶﾞﾗｽ　低放射(遮熱･断熱型) LES5+A9+FL5　  ～4.0㎡　　 14.8 ｍ2

中空ﾎﾟﾘｶ-ﾎﾞﾈ-ﾄ板 ｱ10 2.5 ｍ2

ｶﾞﾗｽ廻りｼ-ﾘﾝｸﾞ SR-1 ｼﾘｺ-ﾝ系 両面 5×5 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共 181.0 ｍ

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 片面 内外貼用 60.3 ｍ2

衝突防止ｼｰﾙ（ﾛｺﾞ） 両面 SUS HL ｱ0.8×40×40 15.0 組

7-ｃ　の　計

   　亀　山　市 No.29



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅱ-8 左官工事

（外部）石･ﾀｲﾙ
ｴﾝﾄﾗﾝｽ
外装床ﾀｲﾙ 　　150角 磁器質(無釉)　 23.1 ｍ2
ｴﾝﾄﾗﾝｽ
段鼻ﾀｲﾙ　 　　150角 磁器質(無釉)　 9.0 ｍ
ｴﾝﾄﾗﾝｽ
点字･誘導ﾀｲﾙ　300角 磁器質(無釉)　 31.0 枚

（内部）石･ﾀｲﾙ
玄関ﾎ-ﾙ
外装床ﾀｲﾙ 　　150角 磁器質(無釉)　 5.4 ｍ2
男子ﾄｲﾚ
汚垂ﾚ石 　　950×20 御影石(本磨) 2.0 枚

（外部）左官

床　ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え 金ｺﾞﾃ 7.1 ｍ2

床　ﾓﾙﾀﾙ塗 木ｺﾞﾃ ｱ37 ﾀｲﾙ下地 23.1 ｍ2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修 ｺ-ﾝ処理　吹付下地 82.6 ｍ2

天端ｺﾝｸﾘ-ﾄ直押え 金ｺﾞﾃ W120程度 118.0 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ詰め 防水材入 16.9 ｍ

（内部）左官

床　ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え 金ｺﾞﾃ 251.0 ｍ2

床　ﾓﾙﾀﾙ塗 木ｺﾞﾃ ｱ37 ﾀｲﾙ下地 5.4 ｍ2

床　ﾓﾙﾀﾙ塗 木ｺﾞﾃ ｱ37 石張下地 1.3 ｍ2

備考

   　亀　山　市 No.30



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

側溝ﾓﾙﾀﾙ塗 金ｺﾞﾃ ｱ30 2.2 ｍ

Ⅱ-8　の　計

   　亀　山　市 No.31



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅱ-9 塗装工事

（外部）吹付・塗装

基礎 外装薄塗材E吹付 ゆず肌仕上（RC面） 82.6 ｍ2

立上 打放し保護材　塗布2回 RC面 多機能ｺﾝｸﾘ-ﾄ保護材 21.4 ｍ2

外壁 自然塗料（ｶﾗ-半透明）3回塗 木部B種 素地調整･目節止共 129.0 ｍ2

建具 自然塗料（ｶﾗ-半透明）3回塗 木部B種 素地調整･目節止共 9.5 ｍ2

軒天 EP塗　合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ ﾎﾞ-ﾄﾞ面 ﾊﾟﾃ処理･素地調整共 52.2 ｍ

（内部）吹付・塗装

巾木 自然塗料（ｶﾗ-半透明）2回塗 木部B種 素地調整･目節止共 83.7 ｍ

腰壁 自然塗料（ｶﾗ-半透明）2回塗 木部B種 素地調整･目節止共 23.8 ｍ2

柱梁 自然塗料（ｶﾗ-半透明）2回塗 木部B種 素地調整･目節止共 47.9 ｍ2

天井 EP塗　合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ ﾎﾞ-ﾄﾞ面 ﾊﾟﾃ処理･素地調整共 49.6 ｍ2
開口枠　糸幅240

雑 FE塗　ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ 木部B種 素地調整･目節止共 12.6 ｍ
額縁　　糸幅200
FE塗　ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ 木部B種 素地調整･目節止共 124.0 ｍ
木部　　糸幅360
EP塗　合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ 木部B種 素地調整･目節止共 80.5 ｍ
建具
UC塗　2液ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ 木部B種 素地調整･目節止共 126.0 ｍ
家具
UC塗　2液ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ 木部B種 素地調整･目節止共 7.4 ｍ2
木部
自然塗料（ｶﾗ-半透明）2回塗 木部B種 素地調整･目節止共 196.0 ｍ

備考

   　亀　山　市 No.32



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

防腐･防蟻剤塗り　GL+1ｍ以下 柱及び土台　下塗･上塗2回 79.2 ｍ2

Ⅱ-9　の　計

   　亀　山　市 No.33



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅱ-10 内装工事

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼 ｱ2.0 ｴﾎﾟｷｼ系接着剤 25.3 ｍ2

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼（ﾉﾝﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ） ｱ2.0 ｴﾎﾟｷｼ系接着剤 16.3 ｍ2

ﾀｲﾙｶ-ﾍﾟｯﾄ敷 ｱ6.5×500×500 39.8 ｍ2

巾木 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上貼 ｱ2.0 ｴﾎﾟｷｼ系接着剤 21.1 ｍ

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 量産品　素地調整共 209.0 ｍ2

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼（汚れ防止） 中級品　素地調整共 39.0 ｍ2

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張 ｱ6.0 73.6 ｍ2

石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ張　GB-R ｱ12.5 223.0 ｍ2

石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ張　GB-S ｱ12.5 122.0 ｍ2

耐水ﾍﾞﾆﾔ張 ｱ12.0　ﾗﾜﾝ合板（1類）F4 12.7 ｍ2

胴縁組　杉　特一　 45×18　＠450 374.0 ｍ2

天井 ﾛｯｸｳ-ﾙ化粧吸音板張　DR（ﾘﾌﾞ） ｱ12.0　捨張GB-R9.5共 79.7 ｍ2

化粧石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ張　GB-D ｱ9.5 ﾋﾞｽ止 73.9 ｍ2

備考

   　亀　山　市 No.34



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 量産品　素地調整共 53.8 ｍ2

石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ張　GB-R ｱ9.5 103.0 ｍ2

天井下地　杉　特一　 釣木、野縁受け＠900、野縁＠455 6.3 ｍ2

雑 基礎　硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫ-ﾑ吹付 ｱ25　難燃　HFC 23.6 ｍ2

床下　既成発砲床下地 H50  147.0 ｍ2

外壁　ｱﾙﾐ箔ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ敷込 ｱ100　24kg/ｍ3 223.0 ｍ2

天井　ｱﾙﾐ箔ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ敷込 ｱ100　24kg/ｍ3 268.0 ｍ2

天井　ﾋﾞﾆﾙ廻縁 Ｚ型  目透し 264.0 ｍ

取合　ﾋﾞﾆﾙ見切縁 下壁・巾木 33.2 ｍ

Ⅱ-10　の　計

   　亀　山　市 No.35



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅱ-11 家具・ユニット工事

（造付・既製品） W     D     H
F-1

家具 受付ｶｳﾝﾀ-  ｱ45×1800× 900 据付共 1.0 箇所
F-4
男性用化粧ｶｳﾝﾀ- 1120× 600× 770 据付共 1.0 箇所
F-4
女性用化粧ｶｳﾝﾀ- 1900× 600× 770 据付共 1.0 箇所
F-5
男女ﾄｲﾚﾌﾞ-ｽ・用具入 ｱﾙﾐｴｯｼﾞ･SUS笠木･巾木 据付共 1.0 式
F-6
棚板2段 1155× 395 据付共 2.0 箇所
F-7
調理台（IHﾋ-ﾀ-･ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ水切共）2400× 650× 850 据付共 1.0 箇所
F-9
実習台（IHﾋ-ﾀ-･車ｲｽ対応） 2100× 900× 800 据付共 2.0 箇所
F-10
ﾐﾆｷｯﾁﾝ（IHﾋ-ﾀ-･上部塞ぎ）  900× 500×1900 据付共 1.0 箇所

（ｻｲﾝ工事）
A

銘板 玄関館名ｻｲﾝ ｱ5.0×150×150 14.0 文字
B
玄関館名ｻｲﾝ ｱ5.0×150×150 14.0 文字
C
ﾄﾞｱﾎﾝｻｲﾝ ｱ6.0×110×110 点字表記 1.0 箇所
F
室名ｻｲﾝ ｱ1.0×150×150 点字表記 9.0 箇所
G
男・女ﾄｲﾚｻｲﾝ ｱ1.0×200×200 点字表記 2.0 箇所
G
多目的ﾄｲﾚｻｲﾝ ｱ1.0×200×200 点字表記 1.0 箇所

Ⅱ-11　の　計

備考

   　亀　山　市 No.36



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅱ-12 雑 工 事

（外部）

防水 ｼ-ﾘﾝｸﾞ MS-2 変成ｼﾘｺ-ﾝ系 20×10 誘発目地 14.7 ｍ

ｼ-ﾘﾝｸﾞ MS-2 変成ｼﾘｺ-ﾝ系 15×10 建具廻り 141.0 ｍ

ｼ-ﾘﾝｸﾞ MS-2 変成ｼﾘｺ-ﾝ系 10×10 外壁廻り 103.0 ｍ

（内部）

ｼ-ﾘﾝｸﾞ SR-2 ｼﾘｺ-ﾝ系 10×10 金物･家具取合他 50.1 ｍ

（外部）

雑工 濡　縁　再生木　中空材 ｱ 25×95　据付下地共 29.1 ｍ2

濡　縁　点字鋲（蓄光ﾀｲﾌﾟ） φ23× 5×25個付（300×300） 4.0 枚

足洗い　ﾚｼﾞｺﾝｸﾘ-ﾄ製（埋込ﾀｲﾌﾟ） 550×550×170　STｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ付 1.0 箇所

（内部）
ふれあいｽﾍﾟ-ｽ
遠赤外線PTC床暖房 ｱ 0.5　PTCｶ-ﾎﾞﾝﾋ-ﾀ-6帖用 1.0 式
男女ﾄｲﾚ
ﾊﾞｯｸ照明付化粧鏡 360×150×1000木製BOX･蛍光灯付 3.0 箇所
男女ﾄｲﾚ
Ｌ型手摺（抗菌ﾀｲﾌﾟ） φ32×600×600ﾒ-ﾌﾟﾙﾑｸ材 2.0 箇所
男子ﾄｲﾚ
小便手摺（抗菌ﾀｲﾌﾟ） φ32ｽﾃﾝﾚｽ+軟質樹脂 1.0 箇所

Ⅱ-12　の　計

備考

   　亀　山　市 No.37



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅲ 耐震改修工事 既存棟

1 解体撤去工事 1.0 式

2 直接仮設工事 1.0 式

3 耐震補強工事 1.0 式

4 外装改修工事 1.0 式

5 内装改修工事 1.0 式

6 雑工事 1.0 式

Ⅲ　の　計

備考

   　亀　山　市 No.38



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅲ-1 解体撤去工事

（外部）

外壁 杉板張り撤去 下地胴縁共 1.0 式

壁上見切撤去 笠木共 1.0 式

荒壁撤去 片面 1.0 式

荒壁撤去 両面 1.0 式

妻壁撤去 北面 1.0 式

雨押え撤去 北面 1.0 式

（内部）

床 畳敷き撤去 1.0 式

ｶ-ﾍﾟｯﾄ撤去 1.0 式

ﾌﾛｱ合板撤去 1.0 式

荒床撤去 1.0 式

床組撤去 束立共 1.0 式

巾木 雑巾摺撤去　H24 1.0 式

雑巾摺撤去　H30 1.0 式

壁 壁ﾓﾙﾀﾙ撤去　ｱ20 筋違い部、ｶｯﾀ-入溝はつり 1.0 式

繊維壁撤去　ｱ20 1.0 式

備考

   　亀　山　市 No.39



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

天井 竿縁天井撤去 1.0 式

天井下地撤去 1.0 式

雑 中段撤去 1.0 式

ｶ-ﾃﾝ撤去 ﾚ-ﾙ共 1.0 式

（処分）

積込 積込・運搬費 ﾓﾙﾀﾙ類 1.0 式

積込・運搬費 内装仕上材･木材等 1.0 式

廃材 運搬処分費 ｺﾝｸﾘ-ﾄがら　無筋 1.0 式

運搬処分費 木屑･廃ﾌﾟﾗ･ﾎﾞ-ﾄﾞ類等 1.0 式

Ⅲ-1　の　計

   　亀　山　市 No.40



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅲ-2 直接仮設工事

墨出し 躯体・仕上共 1.0 式

外部足場 枠組本足場900枠 1.0 式

安全手摺 最上部 1.0 式

垂直養生 養生ｼ-ﾄ張 1.0 式

脚立足場　並列 H1.8ｍ 1.0 式

ｶﾞﾗｽ養生 専用ｼ-ﾄ及びﾍﾞﾆﾔ等による養生 1.0 式

養生費 躯体・仕上共 1.0 式

整理清掃・片付け 1.0 式

Ⅲ-2　の　計

備考

   　亀　山　市 No.41



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅲ-3 耐震補強工事

基礎 束石ｺﾝｸﾘ-ﾄ 180×180×H200 11.0 個

（木材） ※特記以外は県産材とする。

木工 壁筋違い　　桧　無節 平割　 30×105×L3.0ｍ 0.06 ｍ3

床束　　　　桧　特一 正角　105×105×L0.5ｍ 0.06 ｍ3

根がらみ貫　杉　特一 平割　 15× 90×L4.0ｍ 0.05 ｍ3

根がらみ貫　杉　特一 平割　 15× 90×L3.0ｍ 0.02 ｍ3

根がらみ貫　杉　特一 平割　 15× 90×L2.0ｍ 0.02 ｍ3

小屋頭繋ぎ　杉　特一 正角　105×105×L1.0ｍ 0.01 ｍ3

小屋筋違い　杉　特一 平割　 15× 90×L3.0ｍ 0.11 ｍ3

小屋筋違い　杉　特一 平割　 15× 90×L2.0ｍ 0.03 ｍ3

（建材）

構造用合板　ﾗﾜﾝ　1級B-C ｱ12 28.2 ｍ2

（金物）

接着系ｱﾝｶ-　1-M12 ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ　角座金ﾅｯﾄ共 18.0 組

接着系ｱﾝｶ-　1-M16 ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ　角座金ﾅｯﾄ共 3.0 組

筋違金物 表示金物　BP 76.0 個

火打金物 表示金物　HB 24.0 個

備考

   　亀　山　市 No.42



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

告示金物　イ 表示金物　短ﾎｿﾞ又はC120 13.0 個

告示金物　ロ 表示金物　長ﾎｿﾞCP-L+ZN65-5 4.0 個

告示金物　ハ 表示金物　VP 6.0 個

告示金物　ニ 表示金物　SB又はS+M12ﾅｯﾄ共 6.0 個

告示金物　ホ 表示金物　SB又はS+M12+ZS50ﾅｯﾄ共 2.0 個

告示金物　へ 表示金物　HD-B/N10又はS-HD10 1.0 個

告示金物　チ 表示金物　HD-B/N20又はS-HD20　 2.0 個

（手間）

大工手間 その他金物一式 1.0 式

Ⅲ-3　の　計

   　亀　山　市 No.43



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅲ-4 外装改修工事

（木材） ※特記以外は県産材とする。

木工 外　壁　　　桧　上小 板材　ｱ12×120　本実加工 48.7 ｍ2

胴　縁　　　杉　特一 平割　 18× 36＠455 48.7 ｍ2

見切縁　　　桧　上小 平割　 20× 90×L4.0ｍ　2枚 0.04 ｍ3

見切縁　　　桧　上小 平割　 20× 90×L3.0ｍ　2枚 0.02 ｍ3

見切縁　　　桧　上小 平割　 20× 90×L2.0ｍ　2枚 0.01 ｍ3

見切縁　　　桧　上小 平割　 20× 90×L1.5ｍ　2枚 0.02 ｍ3

見切縁　　　桧　上小 平割　 20× 90×L1.0ｍ　2枚 0.01 ｍ3

見切縁　　　桧　上小 平割　 20× 45×L2.0ｍ 0.01 ｍ3

見切縁　　　桧　上小 平割　 20× 45×L1.5ｍ 0.01 ｍ3

付土台　　　桧　見え掛り上小 平割　 60× 45×L4.0ｍ 0.03 ｍ3

付土台　　　桧　見え掛り上小 平割　 60× 45×L3.0ｍ 0.02 ｍ3

付土台　　　桧　見え掛り上小 平割　 60× 45×L2.0ｍ 0.01 ｍ3

付土台　　　桧　見え掛り上小 平割　 60× 45×L1.5ｍ 0.02 ｍ3

付土台　　　桧　見え掛り上小 平割　 60× 45×L1.0ｍ 0.01 ｍ3

付　柱　　　桧　見え掛り上小 平割　120× 45×L3.0ｍ 0.42 ｍ3

付　柱　　　桧　見え掛り上小 平割　120× 45×L1.0ｍ 0.02 ｍ3

備考

   　亀　山　市 No.44



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

付　梁　　　桧　上小 平割　150× 45×L4.0ｍ 0.11 ｍ3

付　梁　　　桧　上小 平割　150× 45×L3.0ｍ 0.10 ｍ3

付　梁　　　桧　上小 平割　150× 45×L2.0ｍ 0.01 ｍ3

付　梁　　　桧　上小 板材　300× 45×L4.0ｍ 0.01 ｍ3

付鴨居　　　桧　上小 平割　 45× 90×L4.0ｍ 0.02 ｍ3

付鴨居　　　桧　上小 平割　 45× 90×L3.0ｍ 0.04 ｍ3

妻　壁　　　桧　上小 板材　ｱ12×120　本実加工 2.0 ｍ2

縦　桟　　　桧　上小 正割   40× 40×L1.5ｍ 0.01 ｍ3

縦　桟　　　桧　上小 正割   40× 40×L1.0ｍ 0.01 ｍ3

縦　桟　　　桧　上小 正割   40× 40×L0.5ｍ 0.01 ｍ3

雨押え　　　桧　上小 平割　 20× 90×L4.0ｍ　2枚 0.03 ｍ3

（建材）

ﾗｽｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ　 ﾓﾙﾀﾙ下地合板 ｱ7.5 9.0 ｍ2

（手間）

大工手間 その他金物一式 1.0 式

   　亀　山　市 No.45



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

金属 軒樋 銅製 角 5号 ｱ0.35 10.2 ｍ

竪樋 銅製 64×57 ｱ0.35 3.5 ｍ

落し口 角ｱﾝｺ- 1.0 箇所

妻壁取合　　捨水切 ｱ0.35　ｶﾗ-GL鋼板 3.1 ｍ

庇銅板葺　　雨押え脱着 下地共 13.1 ｍ

竪樋脱着　　止金具新設 10.5 ｍ

W　　 H
建具 AW-1
AW 住宅用引違い窓　  900×1100 取付調整･　網戸共 1.0 箇所

AW-1
同上面格子  900×1100 再生木 材工共 1.0 箇所
AW-2
住宅用引違い窓  700× 600 取付調整･ 網戸共 1.0 箇所
AW-1
同上面格子  700× 600 再生木 材工共 1.0 箇所
建具廻り
ｼ-ﾘﾝｸﾞ MS-2 変成ｼﾘｺ-ﾝ系 15×10 建具廻り 8.5 ｍ

建具 WT-1･2
WT 木製雨戸　撤去復旧 1.0 式

硝子 型板ｶﾞﾗｽ F4      ～2.18ｍ2 0.4 ｍ2

ﾌﾛ-ﾄ板ｶﾞﾗｽ FL5     ～2.18ｍ2 1.1 ｍ2

   　亀　山　市 No.46



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

ｶﾞﾗｽ廻り
ｼ-ﾘﾝｸﾞ SR-1 ｼﾘｺ-ﾝ系 両面 5×5 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共 3.4 ｍ

左官 砂壁仕上げ ﾗｽﾎﾞ-ﾄﾞ下地　下塗り共 9.0 ｍ2

小舞下地荒壁ｺｽﾘ 片面 9.2 ｍ2

小舞下地荒壁ｺｽﾘ 両面 0.7 ｍ2

外壁・妻壁・建具見え掛り
塗装 自然塗料（ｶﾗ-半透明）3回塗 木部B種 素地調整･目節止共 48.7 ｍ2

防腐･防蟻剤塗り　GL+1ｍ以下 柱及び土台　下塗･上塗2回 26.6 ｍ2

Ⅲ-4　の　計

   　亀　山　市 No.47



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅲ-5 内装改修工事

基礎 鉄筋布基礎 土工･地業･鉄筋･コン･型枠共 0.9 ｍ

（木材） ※特記以外は県産材とする。

木工 管　柱　　　杉　特一 正角　105×105×L3.0ｍ 0.03 ｍ3

半　柱　　　桧　特一 平割　 60×105×L3.0ｍ 0.02 ｍ3

間　柱　　　桧　特一 平割　 36×105×L3.0ｍ 0.02 ｍ3

間　柱　　　桧　特一 平割　 36×105×L1.0ｍ 0.02 ｍ3

土　台　　　桧　特一 正角　120×105×L3.0ｍ 0.04 ｍ3

頭繋ぎ　　　杉　特一 正角　105×105×L1.0ｍ 0.01 ｍ3

窓　台　　　桧　特一 正角　105×105×L1.5ｍ 0.02 ｍ3

窓　台　　　桧　特一 正角　105×105×L1.0ｍ 0.01 ｍ3

窓まぐさ　　桧　特一 平割　105× 45×L1.5ｍ 0.01 ｍ3

窓まぐさ　　桧　特一 平割　105× 45×L1.0ｍ 0.01 ｍ3

電気炉下地　桧　特一 正角　105×105×L1.0ｍ 0.03 ｍ3

（建材）

型枠用合板 ｱ12×900×1800　輸入品 34.1 ｍ2

ﾗｽｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ　 ﾓﾙﾀﾙ下地合板 ｱ7.5 0.7 ｍ2

備考

   　亀　山　市 No.48



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

（金物）

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ 表示金物　A-40　角座金ﾅｯﾄ共 2.0 組

（手間）

大工手間 その他金物一式 1.0 式

W　　 H
建具 WD-6
WD 片引きﾌﾗｯｼｭ戸  800×2000　明り窓付 取付費共 1.0 箇所

（内装）

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼（ﾉﾝﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ） ｱ2.0   ｴﾎﾟｷｼ系接着剤 12.9 ｍ2

ﾅﾗ縁甲張　 ｱ15.0　ｳﾚﾀﾝ塗装共 18.0 ｍ2

建材畳敷 ｱ54.0 12.0 枚

床　組　　桧　特一 大引＠940、根太＠360共 26.0 ｍ2

巾木 木製巾木 H60　既製品 19.7 ｍ

雑巾摺 H30　米栂 10.9 ｍ

   　亀　山　市 No.49



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 素地調整共 31.0 ｍ2

繊維壁仕上げ 荒壁下地　下塗り共 20.2 ｍ2

石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ張 GB-R ｱ12.5 31.0 ｍ2

胴　縁　　杉　特一 18×36＠455 31.0 ｍ2

天井 化粧石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ張　　 GB-D ｱ9.5 ﾋﾞｽ止 12.9 ｍ2

天井下地　杉　特一 釣木、野縁受け＠900、野縁＠455 12.9 ｍ2

廻り縁 塩ﾋﾞ　ｺ型  突付け 19.7 ｍ

点検口 450×450 下地補強・合板切込共 1.0 箇所

雑 押　入　　　ｼﾅ合板 中段共 2.0 箇所

開口枠　　　ｽﾌﾟﾙ-ｽ 800×2000 1.0 箇所

額　縁　　　ｽﾌﾟﾙ-ｽ 20×40 17.9 ｍ
新設建具・開口枠・額縁
自然塗料（ｶﾗ-半透明）2回塗 木部B種 素地調整･目節止共 22.7 ｍ

Ⅲ-5　の　計

   　亀　山　市 No.50



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅲ-6 雑工事

（外部）
WD-2
引違い戸 ｶﾏ錠取付 1.0 箇所

（内部） W     D     H
研修室-1
茶道用遠赤外線電気炭・炉壇  425× 300× 210 1.0 箇所
準備室
ﾐﾆｷｯﾁﾝ（IHﾋ-ﾀ-） 1200× 500×1900 据付共 1.0 箇所
ﾄｲﾚ
棚板　 ﾎﾟﾘ合板  780× 300× ｱ25 据付共 1.0 箇所
廊下
消火器BOX 置型 ABS AC焼付 H620×290×230 1.0 箇所

Ⅲ-6　の　計

備考

   　亀　山　市 No.51



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅳ 屋外整備工事 旧近澤医院跡地

囲障 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　　H1200 化粧CB基礎共 64.0 ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　　H1200 既存RC基礎利用 26.0 ｍ

両開き門扉　H1200×W2000 既存RC基礎利用 2.0 箇所

車止ﾎﾟ-ﾙ 上下式 76.3φ×H700  SUSﾁｪ-ﾝ･基礎共 5.0 箇所

排水 Ｕ字側溝 240 内部ﾓﾙﾀﾙ勾配調整･据付共 34.7 ｍ

横断側溝 G300B 鋼製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ(T-25)蓋･据付共 4.9 ｍ

集水桝　 450×450×H600 ｺﾝｸﾘ-ﾄ蓋･据付共 4.0 箇所

化粧蓋　 300×300×H60 ｸｯｼｮﾝ付･据付共 2.0 箇所

排水管　 VP150φ 14.3 ｍ

舗装 ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装 Fc24 C-7-10 溶接金網共 21.4 ｍ2

ｺﾝｸﾘ-ﾄ平板敷き 300×300×60 11.2 ｍ2

砕石敷き 砕石40mm敷込 20.0 ｍ2

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 120×120×L600 据付共 23.7 ｍ

ｺﾝｸﾘ-ﾄ縁石 120×120×L600 据付共 13.7 ｍ

備考

   　亀　山　市 No.52



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

ｺﾝｸﾘ-ﾄ縁石（ｸﾞﾘｯﾄﾞ） 120×120×L600 据付共 95.6 ｍ

玉砂利敷き（ｸﾞﾘｯﾄﾞ） 上砂利25mm･下砕石45mm敷込 50.8 ｍ2

既存瓦敷き 玉砂利目地詰め共 1.0 式

落葉樹
造園 ﾕｷﾔﾅｷﾞ H0.8ｍ　3本立 68.0 本

落葉樹
ﾚﾝｷﾞｮｳ H0.8ｍ　3本立 38.0 本

ﾀﾏﾘｭｳ 5芽立 550.0 鉢

植付手間 客土入替え･土壌改良材共 1.0 式

雑 既存CB積改修（片面）H1.2ｍ CB撤去･和型丸瓦･外装薄塗材共 23.5 ｍ

既存CB積改修（両面）H1.2ｍ CB撤去･和型丸瓦･外装薄塗材共 38.2 ｍ

既存控え改修（両面）H1.0ｍ CB撤去･和型丸瓦･外装薄塗材共 5.0 箇所

井戸蓋　桧　120×120 自然塗料（ｶﾗ-半透明）3回塗 1.0 箇所

Ⅳ　の　計

   　亀　山　市 No.53



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

Ⅵ 解体工事費

旧近澤医院
1 診療所解体工事 ＜R C 造 2F-158.44ｍ2＞ 1.0 式

旧近澤医院
2 母屋・トイレ解体工事 ＜W+CB造 2F-193.98ｍ2＞ 1.0 式

旧近澤医院
3 ２階建て倉庫解体工事 ＜S　 造 2F- 79.02ｍ2＞ 1.0 式

旧近澤医院
4 平家建て倉庫解体工事 ＜L S 造 1F- 28.06ｍ2＞ 1.0 式

旧近澤医院
5 外構解体工事 1.0 式

Ⅵ　の　計

備考

   　亀　山　市 No.54



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額
旧近澤医院

Ⅵ-1 診療所解体工事 ＜R C 造 2F-158.44ｍ2＞

仮設 外部足場 単管一本足場 1.0 式

垂直養生 防音ｼ-ﾄ張 1.0 式

重機運搬 1.0 式

解体 内装撤去 158.0 ｍ2

上屋撤去 158.0 ｍ2

基礎撤去 土間撤去、埋戻し共 99.5 ｍ2

廃材 運搬処分費 がれき類、ｺﾝｸﾘ-ﾄ・木・鉄屑 1.0 式

Ⅵ-1　の　計

備考

   　亀　山　市 No.55



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額
旧近澤医院

Ⅵ-2 母屋・トイレ解体工事 ＜W+CB造 2F-193.98ｍ2＞

仮設 外部足場 単管一本足場 1.0 式

垂直養生 防音ｼ-ﾄ張 1.0 式

重機運搬 1.0 式

解体 瓦手降ろし 178.0 ｍ2

内装撤去 CB造ﾄｲﾚ撤去共 126.0 ｍ2

上屋撤去 CB造ﾄｲﾚ撤去共 174.0 ｍ2

基礎撤去 CB造ﾄｲﾚ･土間撤去、埋戻し共 126.0 ｍ2

廃材 運搬処分費 がれき類、ｺﾝｸﾘ-ﾄ・木・鉄屑 1.0 式

雑 浄化槽撤去 運搬処分、埋戻し共 1.0 式

Ⅵ-2　の　計

備考

   　亀　山　市 No.56



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額
旧近澤医院

Ⅵ-3 ２階建て倉庫解体工事 ＜S　 造 2F- 79.02ｍ2＞

仮設 外部足場 単管一本足場 1.0 式

垂直養生 防音ｼ-ﾄ張 1.0 式

重機運搬 1.0 式

解体 瓦手降ろし 59.0 ｍ2

上屋撤去 内装撤去共 79.0 ｍ2

基礎撤去 土間撤去、埋戻し共 39.5 ｍ2

廃材 運搬処分費 がれき類、ｺﾝｸﾘ-ﾄ・木・鉄屑 1.0 式

雑 汲取り便槽撤去 運搬処分、埋戻し共 1.0 式

Ⅵ-3　の　計

備考

   　亀　山　市 No.57



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額
旧近澤医院

Ⅵ-4 平家建て倉庫解体工事 ＜L S 造 1F- 28.06ｍ2＞

仮設 外部足場 単管一本足場 1.0 式

垂直養生 防音ｼ-ﾄ張 1.0 式

重機運搬 1.0 式

解体 スレ－ト手降ろし 28.0 ｍ2

上屋撤去 28.0 ｍ2

基礎撤去 土間撤去、埋戻し共 28.0 ｍ2

廃材 運搬処分費 がれき類、ｺﾝｸﾘ-ﾄ・木・鉄屑 1.0 式

Ⅵ-4　の　計

備考

   　亀　山　市 No.58



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額
旧近澤医院

Ⅵ-5 外構解体工事

仮設 重機運搬 1.0 式

（囲障）

解体 1- 1 石積擁壁撤去 基礎、取合補修共 1.0 式

1- 2 ｱﾙﾐ大和塀撤去 基礎、取合補修、一部移設共 1.0 式

1- 3 化粧ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 基礎共 1.0 式

1- 4 ｱﾙﾐ片引門戸撤去 木枠、基礎共 1.0 式

1- 5 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 基礎共 1.0 式

1- 6 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 1.0 式

1- 7 RC基礎補修 新設ｺｱ抜共 1.0 式

1- 8 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 1.0 式

1- 9 CB基礎撤去 1.0 式

1-10 ｱﾙﾐ門扉移設 基礎共 敷地内 1.0 式

（排水）

2- 1 側溝撤去 1.0 式

2- 2 HP管撤去 1.0 式

2- 3 雨水桝撤去 鋳鉄蓋共 1.0 式

備考

   　亀　山　市 No.59



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

（舗装）

3- 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 路盤共 1.0 式

3- 2 土間ｺﾝｸﾘ-ﾄ撤去 砕石共 1.0 式

3- 3 ﾀｲﾙ貼撤去 土間ｺﾝｸﾘ-ﾄ共 1.0 式

3- 4 ｺﾝｸﾘ-ﾄ平板敷き撤去 1.0 式

3- 5 ｺﾝｸﾘ-ﾄ縁石撤去 1.0 式

（造園）

4- 1 花壇撤去（ﾚﾝｶﾞ積） 1.0 式

4- 2 花壇移設（石積小形） 敷地内 1.0 式

4- 3 花壇移設（石積中形） 敷地内 1.0 式

4- 4 花壇移設（石積大形） 敷地内 1.0 式

4- 5 石垣・石積移設 基礎、取合補修共 敷地内 1.0 式

4- 6 鉄平石舗装移設 砕石共 敷地内 1.0 式

4- 7 くつ脱ぎ石移設 砕石共 敷地内 1.0 式

4- 8 高木堀取り撤去 1.0 式

4- 9 高木堀取り移設 植付共 敷地内 1.0 式

4-10 中木堀取り移設 植付共 敷地内 1.0 式

4-11 低木堀取り移設 植付共 敷地内 1.0 式

   　亀　山　市 No.60



    内 訳 明 細 書

部位 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

（雑工）

5- 1 自転車置場撤去 基礎共 1.0 式

5- 2 ｱﾙﾐ門戸移設 基礎共 敷地内 1.0 式

5- 3 ろ過機･ﾎﾟﾝﾌﾟ･配管類撤去 基礎共 1.0 式

5- 4 ｱﾙﾐ門扉ｼﾘﾝﾀﾞ-錠取替え 1.0 式

5- 5 井戸砂・砕石詰め 1.0 式

廃材 運搬処分費 がれき類、ｺﾝｸﾘ-ﾄ・木・鉄屑 1.0 式

Ⅵ-5　の　計

   　亀　山　市 No.61


