
なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

参　考　資　料　（数量内訳書）

工事名          停留場外壁シーリング更新工事  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　この「参考資料」は入札参加者の適正なかつ迅速な見積に資するための資料であり、契
約書第１条にいう設計図書ではない
　したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条
件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するた
めの一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
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　　　　        シーリング ブリッジシール  W25×H10　停留場線閉施工　　      夜間工事　 63.20m

　　            シーリング ｼﾘｺｰﾝ系ｼﾘｺﾝ 　　W15×H15　足場施工　　 　　　     昼間工事　 55.77m
　　          　シーリング 変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼﾘｺﾝ W15×H15　足場施工　　　 　　     昼間工事 2030.01m
                シーリング 変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼﾘｺﾝ W15×H15　高所作業車施工 　　     昼間工事 1315.07m 、夜間工事　614.01m設

　
　
計
　
　
説
　
　
明

・塗装工事　　　補修塗装　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 昼間工事   16.43㎡　　　　　　　　

　　　

・発生材処理　　混合廃棄物　　シーリング　W15/ W25/ W30/ W35　　　　　　　　　　　　　　1.00㎥　　　　　　　　

　　　　　　　　ガラス清掃　 洗浄    薬品洗浄　      足場施工　　　　　 　　 昼間工事  163.48㎡　　　　　　　　　　　　　

                シーリング撤去  ブリッジシール  W35×H10　停留場線閉施工　　 夜間工事　 57.20m
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    　　　　　　整理清掃後片付け  　　　　 　　　　　　　　                  昼間工事 2135.10㎡

                ガラス　　　　網入り板ガラスｔ6.8　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 0.05㎥

・撤去工事　　　シーリング撤去　変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼﾘｺﾝ W15×H15　高所作業車施工 　　昼間工事 1315.07m 、夜間工事　614.01m　　　　　　　　　
                シーリング撤去  変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼﾘｺﾝ W15×H15　足場施工　　　 　  昼間工事 2030.01m
　　            シーリング撤去  ｼﾘｺｰﾝ系ｼﾘｺﾝ 　　W15×H15　足場施工　　 　　  昼間工事　 55.77m

　              シーリング 変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼﾘｺﾝ W15×H15　停留場線閉施工　　      夜間工事　255.04m
　　　　　　  　シーリング 変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼﾘｺﾝ W15×H15　足場施工　　 　　　     昼間工事　 52.16m　　　　

・仮設工事　　　養生　 　　                                                  昼間工事 2135.10㎡　　　　　　　　

　　　　　　　  外部足場　 くさび緊結式足場(手すり先行式)  　                昼間工事 1996.14架㎡　
 　 　　　　　　外部足場 　屋根足場 H=10ｍ未満 　　 　　　　                 昼間工事  241.30㎡
　　　　　　　　災害防止施設　　垂直養生　養生シート　　　                   昼間工事 1996.14架㎡
　　　　　　　　仮囲い  　　　　　　　　　　　　 　　　　　　                昼間工事  568.70㎡

　　            外壁補修　FRPシート設置工　高所作業車施工　　                昼間工事   26.20㎡、夜間工事　12.86㎡　

　　            シーリング撤去  変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼﾘｺﾝ W15×H15　足場施工　　 　　  昼間工事　 52.16m
　　            シーリング撤去  変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼﾘｺﾝ W15×H15　停留場線閉施工　　 夜間工事　255.04m
　　            シーリング撤去  ブリッジシール  W25×H10　停留場線閉施工　　 夜間工事　 63.20m

　　　　　　　　外壁補修　FRPシート設置工　足場施工　　　　　                昼間工事    7.78㎡

・建具工事　　　ガラス交換　 ガラス　網入型板ガラス　足場施工　　　　 　     昼間工事　  6.89㎡　　　　　　　　

・防水工事　　　塗膜防水  　　　　　　　　　　　　　　　　　                 昼間工事　137.20㎡　　　　　　　   　　　　　　

　　　　　　　　シーリング ブリッジシール  W35×H10　停留場線閉施工　　      夜間工事　 57.20m　　　　　　　　　
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　　災害防止足場　垂直養生 養生シート 架㎡ 1966.14

　　屋根足場（単管抱き足場） 架㎡ 241.30

　　くさび緊結式足場 架㎡ 1966.14

　　整理清掃・後片付け ㎡ 2135.10

　　養生 ㎡ 2135.10

数量増減 金額増減 摘要

１．直接仮設工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額

数量内訳書

工事番号 市 19 － 22 工事名 停留場外壁シーリング更新工事（葭川公園駅）



数量内訳書

工事番号 市 19 － 22 工事名 停留場外壁シーリング更新工事（葭川公園駅）

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

２．塗装工事及び外壁補修工事

・塗替塗装工 ㎡ 16.43

・外壁補修 足場施工　FRPシート設置工 ㎡ 7.78

・外壁補修 高所作業車18ｍ施工　FRPシート設置工 ㎡ 26.20

・外壁補修 高所作業車18ｍ施工　FRPシート設置工 ㎡ 12.86
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・塗膜防水工 ㎡ 137.20

・シーリング打替え（ﾌﾞﾘｯｼﾞｼｰﾙ） 停留場内線閉施工　変性ｼﾘｺｰﾝ　W35×H15 ｍ 57.20

・シーリング打替え（ﾌﾞﾘｯｼﾞｼｰﾙ） 停留場内線閉施工　変性ｼﾘｺｰﾝ　W25×H15 ｍ 63.20

・シーリング打替え 停留場内線閉施工　変性ｼﾘｺｰﾝ　W15×H15 ｍ 255.04

・シーリング打替え 足場施工　ｼﾘｺｰﾝ系ｼﾘｺｰﾝ　W15×H15 ｍ 55.77

・シーリング打替え 足場施工　変性ｼﾘｺｰﾝ　W30×H15 ｍ 52.16

・シーリング打替え 足場施工　変性ｼﾘｺｰﾝ　W15×H15 ｍ 2030.01

・シーリング打替え 高所作業車施工32ｍ　変性ｼﾘｺｰﾝ　W15×H15 ｍ 614.01

・シーリング打替え 高所作業車施工18ｍ　変性ｼﾘｺｰﾝ　W15×H15 ｍ 1315.07

数量増減 金額増減 摘要

３．防水工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額

数量内訳書

工事番号 市 19 － 22 工事名 停留場外壁シーリング更新工事（葭川公園駅）
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・ガラス清掃・洗浄 薬品洗浄 ㎡ 163.48

・ガラス交換 足場施工　網入りガラス　　 ㎡ 6.89

数量増減 金額増減 摘要

４．建具工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額

数量内訳書

工事番号 市 19 － 22 工事名 停留場外壁シーリング更新工事（葭川公園駅）



数量内訳書

工事番号 市 19 － 22 工事名 停留場外壁シーリング更新工事（葭川公園駅）

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

５．撤去工事

・シーリング撤去 高所作業車施工18ｍ ｍ 1315.07

・シーリング撤去 高所作業車施工32ｍ ｍ 614.01

・シーリング撤去 足場施工 ｍ 2137.94

・シーリング撤去 停留場内線閉施工 ｍ 375.44
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・発生材処分 ｶﾞﾗｽ ㎥ 0.05

・発生材処分 変性ｼﾘｺｰﾝ ㎥ 1.00

・発生材運搬 ｶﾞﾗｽ ㎥ 0.05

・発生材運搬 変性ｼﾘｺｰﾝ ㎥ 1.00

・発生材積込み ｶﾞﾗｽ ㎥ 0.05

・発生材積込み 変性ｼﾘｺｰﾝ ㎥ 1.00

数量増減 金額増減 摘要

６．発生材撤去・処分

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額

数量内訳書

工事番号 市 19 － 22 工事名 停留場外壁シーリング更新工事（葭川公園駅）
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・交通誘導員　　 夜間作業（2名配置22日） 人 22

・交通誘導員 昼間作業（2名配置49日） 人 49

数量増減 金額増減 摘要

７．安全費

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額

数量内訳書

工事番号 市 19 － 22 工事名 停留場外壁シーリング更新工事（葭川公園駅）



数量内訳書

工事番号 市 19 － 22 工事名 停留場外壁シーリング更新工事（葭川公園駅）

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

直接工事費 式 1

共通仮設費 式 1

・積上げ分 仮囲い（ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH1800） ㎡ 568.7

現場管理費 式 1

一般管理費 式 1

工事価格 式 1
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