
２）　公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））に示した数量は、「公共建築工事積算基準」、「公共
建築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」に準拠して積算したものです。

公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））及び
特殊単価一覧（参考資料）についての注意事項

神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合

平成３１年度　神吉葬組第１号
神埼市・吉野ヶ里町葬祭場建設　新築工事

１）　公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））及び特殊単価一覧（参考資料）は、あくまでも入札参加
業者等の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、佐賀県建設工事請負契約約款第１条に定める
設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。
　従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

３）　特殊単価一覧に示した単価についての質問は、原則として受付けません。

４）　公開参考積算数量内訳書（設計内訳書（金抜））の内容（図面や仕様書等の不整合を含む）に疑義がある
場合は、定められた期間内に質問を提出してください。

５）　当該工事の予定価格や最低制限価格は、この公開参考積算数量内訳書（設計内訳（金抜））により算定
しています。

　表紙・注意事項



名　　　　　称 単位 単　　価

3 地業

-2 地盤改良 深層混合処理工法 Dｺﾗﾑ工法

柱状地盤改良工 施工費　48本　φ1000mm ｍ 12,400

固化材料費　350kg/m3 t 22,400

機械・プラント等組立解体費 回 280,000

重機・資材等運搬費 回 400,000

事前事後試験費 室内配合試験費 か所 320,000

現場強度試験費 か所 560,000

摘　　　　　要
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名　　　　　称 単位 単　　価

4 鉄筋

 1. 躯体

DBヘッド工法

機械式定着 D22　柱最上階 本 1,080

DBヘッド工法

機械式定着 D25　基礎大梁､軸部大梁 本 1,120

摘　　　　　要
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名　　　　　称 単位 単　　価

7 鉄骨

-1 車寄せ鉄骨

[本体鉄骨]

HBL325C

建築構造用TMCP鋼材 PL-45 t 218,000

HBL325C

建築構造用TMCP鋼材 PL-60 t 220,000

工場加工組立 t 108,000

工場溶接費 t 31,500

副資材消耗品費 t 9,000

現場建て方 低層(標準)　　建方機械別途 t 22,500

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付 本 270

[付帯鉄骨]

円形鋼管柱用 〇350　　　材工共

露出型固定柱工法 <ｾﾝｸｼｱ:ﾊｲﾍﾞｰｽNEO EM350-4-30同等> 柱 140,000

SS400

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABN　M20x200 本 720

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み(B種) 径16～19　　　　取付手間 本 1,800

溶接部試験 工場及び現場　　第三者 式 180,000

摘　　　　　要
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名　　　　　称 単位 単　　価摘　　　　　要

-2 身障者駐車場鉄骨

[本体鉄骨]

STK400

一般構造用炭素鋼鋼管 φ190.7x8.2 t 302,000

工場加工組立 t 108,000

工場溶接費 t 31,500

副資材消耗品費 t 9,000

現場建て方 低層(標準)　　建方機械別途 t 31,500

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付 本 270

[付帯鉄骨]

円形鋼管柱用 〇190　　　材工共

露出型固定柱工法 <ｾﾝｸｼｱ:ﾊｲﾍﾞｰｽNEO EM190-4-24同等> 柱 81,900

溶接部試験 工場及び現場　　第三者 式 90,000
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名　　　　　称 単位 単　　価摘　　　　　要

-3 風除室鉄骨

[本体鉄骨]

工場加工組立 t 153,000

工場溶接費 t 54,000

副資材消耗品費 t 9,000

現場建て方 低層(標準)　　建方機械別途 t 150,000

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付 本 270

[付帯鉄骨]

SNR400

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABN　M16x130 本 400

SS400

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABN　M20x200 本 720

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み(B種) 径13～16　　　　取付手間 本 1,350

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み(B種) 径16～19　　　　取付手間 本 1,800

溶接部試験 工場及び現場　　第三者 式 90,000
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名　　　　　称 単位 単　　価

8 防水

 1. 外部

既製ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

防水層押え金物 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)  5× 5 ｍ 1,140

乾式保護材 押出成形ｾﾒﾝﾄ板　厚 15×高295 ｍ 6,000

乾式保護材 押出成形ｾﾒﾝﾄ板　厚 15×高315 ｍ 6,000

乾式保護材 押出成形ｾﾒﾝﾄ板　厚 15×高295～315 ｍ 6,000

 2. 内部

大関化学:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2工法同等

自閉式塗膜防水 平場  B-2工法 ｍ2 3,900

大関化学:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2工法同等

自閉式塗膜防水 立上  B-2工法 ｍ2 3,900

摘　　　　　要
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名　　　　　称 単位 単　　価

9 石

 1. 外部

床 石張り 花崗岩(JB仕上)  厚30 ｍ2 22,300

 2. 内部

床石張り 花崗岩(本磨き)  厚30 ｍ2 22,300

床石張り 花崗岩(JB仕上)  厚30 ｍ2 22,300

汚垂石 御影石(本磨き)  厚20  D600 ｍ 14,900

壁石張り 御影石(本磨き)  厚10 ｍ2 23,400

御影石(本磨き)  糸面取り

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 厚25×幅140 ｍ 7,000

御影石(本磨き)  糸面取り

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 厚25×幅250 ｍ 8,400

1F:前室等

ﾍﾞﾝﾁ 御影石(本磨き)  W2500×D 483×t30 か所 42,900

摘　　　　　要
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名　　　　　称 単位 単　　価

10 ﾀｲﾙ

 1. 内部

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙﾏｽｸ張        Ⅰ類 施ゆう

壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り  50角平  ｹｲｶﾙ板面施工 ｍ2 19,000

摘　　　　　要
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名　　　　　称 単位 単　　価

11 木工

 1. 外部

庇1 杉上小(県産材)  30× 95 @225

木製ﾙｰﾊﾞｰ 軒天(KB)面施工 木材保護塗料別途 ｍ2 6,240

 2. 内部

杉1等(県産材)  根  太:45×45 @303

枕棚･中段板張り                根太掛:90×45 @900 ｍ2 4,840

杉1等(県産材)  根  太:45×45 @303

束床組み(H=150 束高H 50程度)                根太掛:45×90 @900 ｍ2 3,760

               束    :90×90 @900

杉1等(県産材)  根  太:45×45 @303

束床組み(H=300 束高H200程度)                根太掛:45×90 @900 ｍ2 4,200

               束    :90×90 @900

木製幅木 杉上小(県産材)   18× 60 ｍ 1,290

雑巾摺 杉上小(県産材)   25× 15 ｍ 960

畳寄せ 杉上小(県産材)   15× 15 ｍ 960

ﾆﾁﾓｸﾌｧﾝｼｰﾏﾃﾘｱﾙ:ﾌｧﾝｼｰﾊﾟﾈﾙ同等

壁 不燃突板張り 厚 6.0 ｍ2 7,750

壁 胴縁組 杉1等(県産材)  横胴縁:30×45 @303 ｍ2 2,690

木間仕切 杉1等(県産材)  間柱  :45×60 @303 ｍ2 3,760

天井木製ﾙｰﾊﾞｰ 不燃  @225  VT塗装共 ｍ2 6,240

見切り材 杉上小(県産材)   18×170 ｍ 1,910

天井廻縁 杉特1等(県産材)  30× 40 ｍ 1,610

摘　　　　　要
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名　　　　　称 単位 単　　価

12 屋根及び樋

屋根1

元旦ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾙｰﾌ800 ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45 ｍ2 10,000

　働き幅240 裏貼発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ  厚4.0

継手ｶﾊﾞｰ ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

　三角ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 押出発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板(2種b)

継手ｽﾃ板 塩ビ鋼板 厚0.35

　吊子B 亜鉛ﾒｯｷ鋼板＠240×490

ﾓﾙﾀﾙ均し別途

〃

金属ﾀﾙｷ(TSA・ﾂﾒ付) 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0＠490 ｍ2 2,340

固定ﾊﾞﾝﾄﾞ＠606　ｱﾝｶｰ共

〃

断熱材 押出発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板(2種b) 厚25 ｍ2 1,500

〃

下葺材 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 厚1.0 ｍ2 1,200

〃

軒先納め ｍ 6,480

　軒先唐草(T16) ｱﾙﾐ押出型材ｱﾙﾏｲﾄ処理品

軒先唐草ｶﾊﾞｰ ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

　軒先水切り ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

〃

軒先鼻隠し ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45 ｍ 3,900

〃

ｹﾗﾊﾞ納め ｍ 6,360

　ｹﾗﾊﾞ唐草(T4)ｹﾗﾊﾞ金具共 ｱﾙﾐ押出型材ｱﾙﾏｲﾄ処理品

ｹﾗﾊﾞｶﾊﾞｰ(ｹﾗﾊﾞｽﾃ板共) ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

　ｹﾗﾊﾞ水切り ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

〃

ｹﾗﾊﾞ鼻隠し ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45 ｍ 3,900

〃

棟納め ｍ 6,780

　棟包み ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

棟下地 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0

〃

壁取り合い納め ｍ 5,400

　壁取り合い水切り ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

下地 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0

〃

谷納め ｍ 6,060

　谷水切り ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

摘　　　　　要
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名　　　　　称 単位 単　　価摘　　　　　要

〃

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ周り納まり ｍ 5,400

　ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ周り水切り ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

下地 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0

屋根1　樋工事

内樋 ｶﾗｰSUS 厚0.4 ｍ 18,600

　元旦内樋落ち葉除け ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

下地

〃

落し口 塩ﾋﾞφ100 か所 3,600

庇1

元旦ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾙｰﾌ800 ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45 ｍ2 10,000

　働き幅240 裏貼発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ  厚4.0

継手ｶﾊﾞｰ ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

　三角ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 押出発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板(2種b)

継手ｽﾃ板 塩ビ鋼板 厚0.35

　吊子B 亜鉛ﾒｯｷ鋼板＠240×490

〃

金属ﾀﾙｷ(TSA・ﾂﾒ付) 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0＠490 ｍ2 1,920

固定ﾊﾞﾝﾄﾞ＠606

〃

断熱材 押出発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板(2種b) 厚25 ｍ2 1,500

〃

下葺材 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 厚1.0 ｍ2 1,200

〃

下地材 木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚25 ｍ2 1,260

〃

軒先納め ｍ 6,480

　軒先唐草(T16) ｱﾙﾐ押出型材ｱﾙﾏｲﾄ処理品

軒先唐草ｶﾊﾞｰ ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

　軒先水切り ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

〃

軒先鼻隠し ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45 ｍ 3,900

〃

ｹﾗﾊﾞ納め ｍ 6,360

　ｹﾗﾊﾞ唐草(T4)ｹﾗﾊﾞ金具共 ｱﾙﾐ押出型材ｱﾙﾏｲﾄ処理品

ｹﾗﾊﾞｶﾊﾞｰ(ｹﾗﾊﾞｽﾃ板共) ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

　ｹﾗﾊﾞ水切り ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45
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名　　　　　称 単位 単　　価摘　　　　　要

〃

ｹﾗﾊﾞ鼻隠し ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45 ｍ 3,900

〃

棟納め ｍ 6,780

　棟包み ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

棟下地 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0

庇1　樋工事

内樋 ｶﾗｰSUS 厚0.4 ｍ 18,600

　元旦内樋落ち葉除け ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

下地

〃

落し口 塩ﾋﾞφ100 か所 3,600

屋根2

元旦ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾙｰﾌ800 ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45 ｍ2 10,000

　働き幅240 裏貼発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ  厚4.0

継手ｶﾊﾞｰ ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

　三角ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 押出発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板(2種b)

継手ｽﾃ板 塩ビ鋼板 厚0.35

　吊子B 亜鉛ﾒｯｷ鋼板＠240×490

ﾓﾙﾀﾙ均し別途

〃

金属ﾀﾙｷ(TSA・ﾂﾒ付) 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0＠490 ｍ2 2,340

固定ﾊﾞﾝﾄﾞ＠606　ｱﾝｶｰ共

〃

断熱材 押出発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板(2種b) 厚25 ｍ2 1,500

〃

下葺材 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 厚1.0 ｍ2 1,200

〃

軒先納め ｍ 6,480

　軒先唐草(T16) ｱﾙﾐ押出型材ｱﾙﾏｲﾄ処理品

軒先唐草ｶﾊﾞｰ ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

　軒先水切り ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

〃

軒先鼻隠し ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45 ｍ 3,900

〃

ｹﾗﾊﾞ納め ｍ 6,360

　ｹﾗﾊﾞ唐草(T4)ｹﾗﾊﾞ金具共 ｱﾙﾐ押出型材ｱﾙﾏｲﾄ処理品

ｹﾗﾊﾞｶﾊﾞｰ(ｹﾗﾊﾞｽﾃ板共) ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

　ｹﾗﾊﾞ水切り ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

  （  №　 12  ）



名　　　　　称 単位 単　　価摘　　　　　要

〃

ｹﾗﾊﾞ鼻隠し ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45 ｍ 3,900

〃

棟納め ｍ 6,780

　棟包み ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

棟下地 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0

〃

片棟納め ｍ 5,820

　片棟包み ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

片棟下地 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0

〃

片棟幕板 ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45 ｍ 3,900

屋根2　樋工事

内樋 ｶﾗｰSUS 厚0.4 ｍ 18,600

　元旦内樋落ち葉除け ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

下地

〃

落し口 塩ﾋﾞφ100 か所 3,600

庇2

元旦ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾙｰﾌ800 ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45 ｍ2 10,000

　働き幅240 裏貼発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ  厚4.0

継手ｶﾊﾞｰ ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

　三角ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 押出発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板(2種b)

継手ｽﾃ板 塩ビ鋼板 厚0.35

　吊子B 亜鉛ﾒｯｷ鋼板＠240×490

〃

金属ﾀﾙｷ(TSA・ﾂﾒ付) 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0＠490 ｍ2 1,920

固定ﾊﾞﾝﾄﾞ＠606

〃

断熱材 押出発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板(2種b) 厚25 ｍ2 1,500

〃

下葺材 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 厚1.0 ｍ2 1,200

〃

下地材 木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚25 ｍ2 1,260

〃

軒先納め ｍ 6,480

　軒先唐草(T16) ｱﾙﾐ押出型材ｱﾙﾏｲﾄ処理品

軒先唐草ｶﾊﾞｰ ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

　軒先水切り ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45
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名　　　　　称 単位 単　　価摘　　　　　要

〃

軒先鼻隠し ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45 ｍ 3,900

〃

ｹﾗﾊﾞ納め ｍ 6,360

　ｹﾗﾊﾞ唐草(T4)ｹﾗﾊﾞ金具共 ｱﾙﾐ押出型材ｱﾙﾏｲﾄ処理品

ｹﾗﾊﾞｶﾊﾞｰ(ｹﾗﾊﾞｽﾃ板共) ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

　ｹﾗﾊﾞ水切り ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

〃

ｹﾗﾊﾞ鼻隠し ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45 ｍ 3,900

〃

片棟納め ｍ 5,820

　片棟包み ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

片棟下地 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.0

〃

片棟幕板 ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45 ｍ 3,900

庇2　樋工事

内樋 ｶﾗｰSUS 厚0.4 ｍ 18,600

　元旦内樋落ち葉除け ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.45

下地

〃

落し口 塩ﾋﾞφ100 か所 3,600

ルーフドレン 横引き　φ100 か所 10,800

運搬費、法定福利費 式 3,300,000
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名　　　　　称 単位 単　　価

13 金属

 1. 外部

庇2部 W320 L2610　t2.3

柱 鉄板貼り φ型　溶融亜鉛めっきりん酸処理 か所 130,000

庇2部 W320 L3090　t2.3

柱 鉄板貼り φ型　溶融亜鉛めっきりん酸処理 か所 154,000

庇2部 W465

柱 鉄板貼り φ型　溶融亜鉛めっきりん酸処理 か所 179,000

南立面側 ｱﾙﾐ製既製品  W2500×D1200

庇 取付金物共  末端ｺｰｷﾝｸﾞ別途 か所 192,000

 2. 内部

 19形(屋内)

軽量鉄骨下り壁下地 下地張りあり @360 ｍ2 2,340

軽量鉄骨天井開口部補強 式

階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製 幅35 ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ(ｽﾃﾝﾚｽ製)共 ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ幅木 HL仕上  H=100 ｍ 5,400

W3500 L3500　t2.3　カットパネル

壁 鉄板貼り φ型　溶融亜鉛めっきりん酸処理 か所 576,000

手摺1 ｽﾁｰﾙ製  壁付手摺 ｍ 8,400

ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛) ｽﾃﾝﾚｽ製  400×300×φ22 本 5,100

2F:火葬炉機械室

ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾀﾗｯﾌﾟ H=5200  SOP共  形状図示参照 か所 579,000

1F:制御室

床下点検口 600角 か所 34,800

1F:通路5

床下点検口 600角 か所 34,800

1F:男子･女子便所

床下点検口 600角 か所 34,800

摘　　　　　要
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名　　　　　称 単位 単　　価摘　　　　　要

増設用ｽﾘｰﾌﾞ蓋 天井開口(A)用 か所 222,000

増設用ｽﾘｰﾌﾞ蓋 天井開口(B)用 か所 81,600

増設用ｽﾘｰﾌﾞ蓋 天井開口(C)用 か所 15,300
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名　　　　　称 単位 単　　価

14 左官

 1. 外部

ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ∞ JQ-500 ｴﾝｼｪﾝﾄﾌﾞﾘｯｸ同等

高耐候性塗料 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｱｸﾘﾙ系 下地調整費共 ｍ2 4,560

 2. 内部

ｱｲｶ工業:ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄｱﾙﾌｧ JP-100 ｴﾝｼｪﾝﾄﾌﾞﾘｯｸ同等

内装薄塗材 E(左官材②) ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｱｸﾘﾙ系 一般面 下地調整費共 ｍ2 4,000

摘　　　　　要
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名　　　　　称 単位 単　　価

15 建具

-1 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

ACD-1B W2130×H2455

電動片引き戸 特定防火設備 か所 2,190,000

ACD-2 W1200×H2400

電動引分け戸 防火設備 か所 1,590,000

AW-1

嵌殺し窓 W4300×H3400 か所 280,000

AW-2 W6100×H3400

片引き戸+嵌殺し窓+排煙窓 網戸共 か所 654,000

AW-3A W5100×H3400

片引き戸+嵌殺し窓+排煙窓 網戸共 か所 527,000

AW-3B W5100×H3400

片引き戸+嵌殺し窓+排煙窓 網戸共 か所 527,000

AW-4 W3450×H3500

嵌殺し窓 ｱﾙﾐ額縁 か所 257,000

AW-5 W1400×H600

引違い窓 ｱﾙﾐ額縁 網戸共 か所 52,100

AW-6 W600×H600

嵌殺し窓 ｱﾙﾐ額縁 か所 23,100

AW-7 W400×H3000

嵌殺し窓 ｱﾙﾐ額縁 か所 40,200

AW-8 W1200×H1200

引違い窓+嵌殺し窓 ｱﾙﾐ額縁 網戸共 か所 77,800

AW-9

嵌殺し窓 W700×H3000 か所 45,300

AW-10 W3000×H1200

嵌殺し窓 防火設備 ｱﾙﾐ額縁 か所 104,000

AG-1A

ｶﾞﾗﾘ W1500×H500 か所 126,000

AG-1B

ｶﾞﾗﾘ W1000×H300 か所 84,500

AG-2

連窓ｶﾞﾗﾘ W3000×H300 か所 209,000

AG-4

ｶﾞﾗﾘ W1500×H500 か所 126,000

AG-5

連窓ｶﾞﾗﾘ W2000×H500 か所 186,000

法定福利費 式 62,000

摘　　　　　要
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名　　　　　称 単位 単　　価摘　　　　　要

-2 鋼製建具

SD-1

片開き戸 W850×H2100 か所 101,000

SD-2 W1800×H2500

両開き戸 防火設備 か所 245,000

SD-3

親子開き戸 W1200×H2100 か所 141,000

SD-4A

両開き戸 W1800×H2100 か所 195,000

SD-4B

両開き戸 W1800×H2100 か所 186,000

SD-5 W2500×H3800

両開き戸 防火設備 か所 729,000

SD-6 W3000×H3000

両開き戸 か所 694,000

SD-7A W850×H2100

片開き戸 防火設備 か所 71,400

SD-7B W850×H2100

片開き戸 特定防火設備 か所 72,100

SD-7A' W850×H2100

片開き戸 防火設備 か所 70,700

SD-8 W1200×H2100

親子開き戸 防火設備 か所 100,000

SD-9 W1200×H2100

親子開き戸 防火設備 か所 101,000

SD-10 W2130×H2455

電動片引き戸 ｴﾝｼﾞﾝ装置含む か所 857,000

SD-11 W1685×H2455

電動片引き戸 特定防火設備  ｴﾝｼﾞﾝ装置含む か所 964,000

SD-11' W1685×H2455

電動片引き戸 特定防火設備  ｴﾝｼﾞﾝ装置含む か所 972,000

SD-12 W1685×H2905

電動片引き戸 特定防火設備  ｴﾝｼﾞﾝ装置含む か所 750,000

SD-13 W1200×H2400

電動引分け戸 防火設備  ｴﾝｼﾞﾝ装置含む か所 644,000

SD-14

片開き戸 W600×H900 か所 66,800

SD-15

片開き戸 W900×H1200 か所 71,000

SF-1

三方枠 W1000×H2100 か所 37,800

SF-2

二方枠 W900×H2400 か所 38,800

SF-3

三方枠 W850×H2100 か所 34,100
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名　　　　　称 単位 単　　価摘　　　　　要

法定福利費 式 60,500

-3 鋼製軽量建具

LSD-1

親子開き戸 W1200×H2100 か所 110,000

LSD-1'

親子開き戸 W1200×H2100 か所 114,000

LSD-2

片開き戸 W850×H2100 か所 69,900

LSD-3

両開き戸 W1000×H2100 か所 86,700

LSD-4

片引き戸 W1150×H2100 か所 118,000

LSD-5

片開き戸 W850×H2100 か所 68,600

LSD-6

3連両開き戸 W3560×H2100 か所 318,000

LSD-7

片引き戸 W1285×H2100 か所 125,000

LSD-7'

片引き戸 W1285×H2100 か所 125,000

法定福利費 式 21,500

-4 ｽﾃﾝﾚｽ製建具

SSD-1

電動引分け戸 W4100×H2500 か所 1,400,000

法定福利費 式 11,300
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名　　　　　称 単位 単　　価摘　　　　　要

-5 木製建具

WD-1

片引き戸 W1100×H2100 か所 43,200

WD-2

2連両開き戸 W2000×H2100 か所 62,400

WD-3

片引き戸 W1100×H2100 か所 43,200

WD-4

3連片引き戸 W2430×H2100 か所 156,000

WD-5

両開き戸 W1700×H2100 か所 54,000

-6 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

AW-14 W1340×H1340

排煙ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ｶﾞﾗｽ共 か所 820,000

法定福利費 式 24,200

-7 ｶﾞﾗｽ

厚 4.0  特寸0.20㎡以下

型板ｶﾞﾗｽ ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 ｍ2 2,580

衝突防止表示 ｽﾃﾝﾚｽ製(HL)  φ30  両面 か所 990
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名　　　　　称 単位 単　　価

16 塗装

 1. 外部

ｹｲｶﾙ板面              一般面

ﾌｯ素樹脂塗装 素地調整費含む ｍ2 2,520

ｹｲｶﾙ板面              見上面

ﾌｯ素樹脂塗装 素地調整費含む ｍ2 2,520

庇1 大谷塗料:ﾊﾞﾄﾝｼｽﾃﾑ同等

自然系木部用浸透性塗料 木部面 ｍ2 1,080

ＤＰ塗り 鋼建面  1級 ｍ2 2,880

大谷塗料:ﾊﾞﾄﾝｼｽﾃﾑ同等

自然系木部用浸透性塗料 木部面 ｍ2 1,080

染色塗装 木部面 ｍ2 1,080

ＤＰ塗り　　（糸幅300㎜以下） 鋼建枠面  1級 ｍ 2,880

大谷塗料:ﾊﾞﾄﾝｼｽﾃﾑ同等

自然系木部用浸透性塗料(糸幅300mm以下) 木部面 ｍ 600

染色塗装（糸幅300㎜以下） 木部面 ｍ 600

摘　　　　　要
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名　　　　　称 単位 単　　価

17 内外装

 2. 内部

東ﾘ:消臭NSﾄﾜﾚNW同等

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ② 厚2.0 一般床   熱溶接工法 ｍ2 6,160

東ﾘ:ﾉﾝﾜｯｸｽﾆｭｰﾑNWTS5003同等

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ③ 厚2.0 一般床   熱溶接工法 ｍ2 5,840

F-5 東ﾘ:GA-400同等

床  ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ① 厚 6.0 ｍ2 5,120

F-10 東ﾘ:GA540同等

床  ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ② 厚 7.0 ｍ2 5,440

待合室

琉球畳 枚 10,800

F-9 ABC商会:ｹﾐｸﾘｰﾄEPｶﾗｰ ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法同等

薄膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂防塵塗床 平場 ｍ2 1,800

ABC商会:ｹﾐｸﾘｰﾄEPｶﾗｰ ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法同等

薄膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂防塵塗床 立上 ｍ2 5,200

厚2.0 一般床   熱溶接工法  高さ60

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ②立上 端部見切縁共　東ﾘ:消臭NSﾄﾜﾚNW同等 ｍ 1,440

ﾅｶ工業:NS150V同等

台車摺り H=150 ｍ 5,400

壁 ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ張り 厚 3.0 ｍ2 14,400

ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り ｍ2 14,400

LGS 90+(GB-F t12.5x2)x両面

1時間耐火壁 耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 ｍ2 9,600

LGS100+(GB-F t12.5x2)x両面

遮音壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50･24kg/m3､耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 ｍ2 11,200

耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ ｍ 1,280

摘　　　　　要
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名　　　　　称 単位 単　　価

18 ﾕﾆｯﾄ及びその他

 1. 外部

S-1 ｽﾃﾝﾚｽ箱文字(焼付塗装)  200角

館名ｻｲﾝ [神崎市･吉野ケ里町葬祭場] か所 234,000

 2. 内部

K - 1 水切りｶﾊﾞｰ共　LIXIL:ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝGSｼﾘｰｽﾞ同等

ﾐﾆｷｯﾁﾝ L=1500　流し台･吊戸棚ｾｯﾄ品 か所 127,000

TB-1 W4000×H2400

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾒﾗﾐﾝ化粧合板(ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ)仕様､金物共 か所 161,000

TB-2 W4200×H2400

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾒﾗﾐﾝ化粧合板(ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ)仕様､金物共 か所 163,000

TB-3 W5160×H2400

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾒﾗﾐﾝ化粧合板(ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ)仕様､金物共 か所 224,000

TB-4 W1100×H2400

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾒﾗﾐﾝ化粧合板(ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ)仕様､金物共 か所 37,100

TB-5 W1750×H2400

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾒﾗﾐﾝ化粧合板(ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ)仕様､金物共 か所 83,600

TB-6 W1200×H2400

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾒﾗﾐﾝ化粧合板(ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ)仕様､金物共 か所 38,100

法定福利費 式 10,100

1F:従業員用男子便所

隔て板(小便器-手洗い間) W 900×H2,000 か所 50,400

1F:ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

受付ｶｳﾝﾀｰ か所 59,500

1F:通路等 W 900×D 330×t30

飾り棚 ﾀﾓ集成材  ｍ 7,530

厚25×幅150

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ加工 ｍ 15,800

ｸﾛｰｸ

ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製(HL仕上)  φ32×t1.5 ｍ 7,200

手摺2 木の手摺 ｍ 12,900

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｼﾅ合板ﾌﾗｯｼｭ  150×150 ｍ 8,610

摘　　　　　要
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名　　　　　称 単位 単　　価摘　　　　　要

2F:火葬炉機械室

作業用歩廊 か所 264,000

吊りﾌｯｸ か所 7,080

S - 2

室名表示ｻｲﾝ ｼｰﾄ切り文字  H50 か所 2,880

S - 3 面付  ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上)t2.0

室名表示ｻｲﾝ W 265×H  80  UV印刷 か所 12,000

S - 4 ｱｸﾘﾙ板t5.0(面取加工)

館内案内板 W 600×H 600  UV印刷 か所 115,000

P 面付  ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上)t1.0

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ W 200×H 200  ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ か所 9,000

消火器ﾎﾞｯｸｽ 全埋込型 か所 44,400

消火器ﾎﾞｯｸｽ 床置型 か所 27,000

鍵箱 60本 か所 20,400
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名　　　　　称 単位 単　　価

代価-12

受水槽基礎 現場打ち  5100×2300 か所

地盤改良費  50㎏/m3添加　各種試験費含む ｍ3 3,280

代価-13

空調室外機(1)基礎 現場打ち  4000×1200 か所

地盤改良費  50㎏/m3添加　各種試験費含む ｍ3 3,280

代価-15

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ基礎 現場打ち  4000×1800 か所

地盤改良費  50㎏/m3添加　各種試験費含む ｍ3 3,280

代価-16

燃料小出槽用ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎 現場打ち  2200×2200 か所

地盤改良費  50㎏/m3添加　各種試験費含む ｍ3 3,280

代価-17

ｵｲﾙﾀﾝｸ基礎 現場打ち  1800×2200 か所

地盤改良費  50㎏/m3添加　各種試験費含む ｍ3 3,280

代価-19

自家発電ﾀﾝｸ基礎 現場打ち  1800×2200 か所

地盤改良費  50㎏/m3添加　各種試験費含む ｍ3 3,280

摘　　　　　要
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