
平成２７年５月１４日 
 
 
 建設業業者 各 位 
 
 

津山市財政部契約監理室 
 
 

事後審査型制限付き一般競争入札に係る設計書の数量訂正について 
 
 
○受付番号   ２７－０００１８２ 
 
○工事名    農協旧神滝支所解体工事 
 
○開札日    平成２７年５月２８日（木） 午前９時３５分 
 
※入札公告添付設計書について、不備がありましたので数量を訂正します。 
 
http://www.city.tsuyama.lg.jp/index2.php?id=303 

 

をご確認ください。 

 

また、この内容については「岡山県電子入札システム」の一般競争入札ホームから 

「設計図書ダウンロード」メニュー画面から「設計図書に関する質問回答書ダウンロー

ド」→「設計図書に関する質問回答書ダウンロード案件一覧」から工事番号をクリック

することで、内容をダウンロードすることができます。 

http://www.city.tsuyama.lg.jp/index2.php?id=303
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注１）訂正後の入札内訳書を確認したい場合は、別紙入札内訳書を参照してください。

処分費
がれき類　        0.0t

処分費
がれき類　            28.2t

運搬費
がれき類　　　　　　 31.7㎥
廃プラスチック　　　  0.6㎥
金属類　　　　　　　　1.1㎥
処分費
がれき類　　　　　   74.5ｔ

Ｇ．ボイラー室解体工事
運搬費
がれき類　            3.5㎥

処分費
がれき類　            8.2t

Ｈ.有線中継所解体工事
運搬費
がれき類　        0.0㎥

Ｈ.有線中継所解体工事
運搬費
がれき類　           12.0㎥

入札設計書内訳の訂正箇所

工 事 名 　農協旧神滝支所解体工事

工 事 場 所 　津山市　掘坂　地内

誤 正
番号 内訳書番号

処分費
がれき類        　0.0ｔ
木くず　　        0.0㎥

運搬費
がれき類　      　0.0㎥
木くず　　　      0.0㎥
処分費
がれき類　      　0.0ｔ
木くず　　　      0.0㎥

C．倉庫①解体工事
運搬費
がれき類　　　　     45.2㎥
木くず　　　　     　43.0㎥

内訳書訂正箇所

処分費
がれき類　　     　 106.2ｔ
木くず　　　 　　　　43.0㎥

運搬費
がれき類　　         19.9㎥
木くず　　　　       69.0㎥
処分費
がれき類　　        　46.8ｔ
木くず　　　　       69.0㎥

６．運搬費
がれき類        　0.0㎥
木くず　        　0.0㎥

６．運搬費
がれき類　　        213.9㎥
木くず　　        　180.7㎥

７．処分費
がれき類　　　　　0.0ｔ
木くず　　　　　　0.0㎥
廃プラスチック　　0.0㎥

７．処分費
がれき類　　　　　　502.7ｔ
木くず　　　　　　　180.7㎥
廃プラスチック　　　  6.5㎥

電　話　番　号

F　　　A　　　X

０８６８－３２－２０９８

０８６８－３２－２１５５

C．倉庫①解体工事
運搬費
がれき類　        0.0㎥
木くず　　        0.0㎥

運搬費
がれき類　　　  　0.0㎥
廃プラスチック　  0.0㎥
金属類　　　　  　0.0㎥
処分費
がれき類　　　  　0.0ｔ

Ｇ．ボイラー室解体工事
運搬費
がれき類　　　  　0.0㎥

処分費
がれき類　        0.0t

担　当　課　名 都市建設部建築住宅課　

津山市



設計者 検算者 係長 課長

位置 津山市 堀坂 地内

区　　分

予算種別

監督員 （氏名）

TEL

FAX

　起　工　　　第　　回変更　　　精算　　　入札設計書

屋根裏　吹付アスベスト除却工事一式 　国庫補助　　起債　　単県補助　　単市　　その他補助

平成 27 年度

農協旧神滝支所解体工事

　　工 事 番 号　　H27　建工第　　号   都市建設部用　0868-32-2155

外構解体工事一式 建築住宅課 吉井　遼平

「建設リサイクル法」対象工事 　直通　0868-32-2098 ( 内線 2565 ）

　　この入札設計書は、特記仕様書、仕様書、施工条件明示、図面、目的物の性能・

　規格、構造物等の設計計算書を除き見積参考資料として、入札参加者の迅速、適正

　かつ確かな工事費の見積りと積算の技術力向上のための一資料であり、請負契約上

　の拘束力を生じるものではない。

参　　考

起工・変更理由

入札設計書（見積参考資料）

設計書

倉庫棟　　：木造　平家建　217.8㎡

本館　　　：鉄骨ＣＢ造　2階建　433.0㎡

油庫　　　：ＣＢ造　平家建　24.0㎡

ボイラー室：ＣＢ造　平家建　5.7㎡

工種・事業量

有線中継所：ＣＢ造　平家建　32.8㎡

消防機庫　：ＣＢ造　2階建　40.0㎡



　　工　　　費

設計金額

名　　　　　称 種　類　・　形　状 数　量 呼称 単 価 金　　額 備　　考

直接工事費 1.0 式

共  通　費

　共通仮設費 1.0 式

　現場管理費 1.0 式

　一般管理費 1.0 式

合   計　（工事価格） 1.0 式

消費税率（％）

消費税相当額 1.0 式 8.0%

総　　合　　計 1.0 式

  工 事 内 訳 書

(消費税額)　

(消費税抜)  

N0.1 津山市 都市建設部 建築住宅課



名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

直接工事費集計

A全体仮設工事 1.0 式

B本館解体工事 1.0 式

C倉庫①解体工事 1.0 式

D倉庫②解体工事 1.0 式

E油庫・消防機庫解体工事 1.0 式

Fｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ解体工事 1.0 式

Gﾎﾞｲﾗｰ室解体工事 1.0 式

H有線中継所解体工事 1.0 式

I外構解体工事 1.0 式

小　　　計 1.0 式

N0.2 津山市 都市建設部 建築住宅課



名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

A全体仮設工事

仮囲 防炎シート　単管組　H3,000 203.0 ｍ

アコーディオン門扉 6,000*1,800 1.0箇所

交通誘導員 1.0 式

重機回送費 バックホウ、タイヤローラー 1.0 式

バリケード Ａ型バリケード、チューブライト 1.0 式

小　　　計 1.0 式

N0.3 津山市　都市建設部　建築住宅課



名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

Ｂ 本館解体工事

1直接仮設工事 1.0 式

2土工事 1.0 式

3建物解体工事 1.0 式

4電気設備解体工事 1.0 式

5機械設備解体工事 1.0 式

6運搬費 1.0 式

7処分費 1.0 式

8アスベスト撤去工事 1.0 式

小　　　計 1.0 式

N0.4 津山市　都市建設部　建築住宅課



名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

1直接仮設工事

外部足場 枠組足場　W600 1.0 式

垂直養生 防炎ｼｰﾄ　JIS防炎1類 1.0 式

内部足場 脚立足場　並列 1.0 式

小　　計 1.0 式

N0.5 津山市　都市建設部　建築住宅課



名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

2土工事

根切り 機械堀 453.8 ｍ3

埋戻し 機械　発生土　30cm転圧共 453.8 ｍ3

敷き固め 機械　 453.8 ｍ3

小　　計 1.0 式

N0.6 津山市　都市建設部　建築住宅課



名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

3建物解体工事 集積費を含む

基礎解体 64.1 ｍ3

鉄骨CB造躯体解体 鉄筋分別　共 52.2 ｍ3

RC造躯体解体 1階・2階床、鉄筋分別　共 53.5 ｍ3

土間解体 鉄筋分別　共 50.3 ｍ3

鉄骨上屋解体 西面付属部　 12.8 ㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去 ｶﾞﾗｽ、建具廻りはつり　共 68.9 ㎡

鋼製建具撤去 ｶﾞﾗｽ、建具廻りはつり　共 3.5 ㎡

屋根解体 折版葺き、鼻隠し、下地　共 421.9 ㎡

屋根解体 ﾋﾞﾆﾛｲﾄﾞ防水層、下地ﾃﾞｯｷ、型鋼　他 380.1 ㎡

根廻り撤去 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ　H450 27.5 ㎡

内部造作解体 下地撤去　共 433.0延㎡

西面庇屋根（小波ｽﾚｰﾄ） 石綿含有成形板（見なし処理） 16.5 ㎡

内部床（Ｐﾀｲﾙ） 石綿含有成形板（見なし処理） 155.3 ㎡

内部床（長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ） 石綿含有成形板（見なし処理） 40.0 ㎡

内部天井（吸音ﾃｯｸｽ） 石綿含有成形板（見なし処理） 123.5 ㎡

内部天井（ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ） 石綿含有成形板（見なし処理） 178.8 ㎡

次頁へ

N0.7 津山市　都市建設部　建築住宅課



名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

前頁より

内部天井（ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ） 石綿含有成形板（見なし処理） 61.6 ㎡

ｷｬｯｼｭｺｰﾅｰ 設備・電気　他　共 1.0 式

同上　土間ﾀｲﾙ撤去 7.1 ㎡

外部付属解体 手摺、ﾀﾗｯﾌﾟ　他 1.0 式

金庫扉撤去 EG160g-s、MG160g-s 2.0箇所

小　　計 1.0 式

N0.8 津山市　都市建設部　建築住宅課



名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

4電気設備解体工事 集積費を含む

照明器具撤去 直付、ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ、ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　他 57.0 箇所

換気扇撤去 250φ 2.0 箇所

分電盤撤去 CB20A 2.0 箇所

有線電話機撤去 6.0 箇所

配線類撤去 付属部品、ｺﾝｾﾝﾄ、ｽｲｯﾁ　他　共 1.0 式

小　　計 1.0 式

N0.9 津山市　都市建設部　建築住宅課



名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

5機械設備解体工事 集積費を含む

ﾕﾆｯﾄ撤去
暖房能力　4.5kw　3φ200V
ﾌﾛﾝ回収・運搬・処分費用　共

1.0 台

ﾕﾆｯﾄ撤去
暖房能力　2.4kw　3φ200V
ﾌﾛﾝ回収・運搬・処分費用　共

1.0 台

ﾕﾆｯﾄ撤去
暖房能力　6.25kw　3φ200V
ﾌﾛﾝ回収・運搬・処分費用　共

1.0 台

室外機撤去
電動機出力0.6kw  冷媒量0.87kg
ﾌﾛﾝ回収・運搬・処分費用　共

2.0 台

室外機撤去
電動機出力500w  冷媒量0.73kg
ﾌﾛﾝ回収・運搬・処分費用　共

1.0 台

室外機撤去
電動機出力2.27kw  冷媒量2.1kg
ﾌﾛﾝ回収・運搬・処分費用　共

3.0 台

業務用ｴｱｺﾝ撤去
電動機　4.39/5.32kw
ﾌﾛﾝ回収・運搬・処分費用　共

2.0 台

残存ｼｮｰｹｰｽ撤去 ﾌﾛﾝ回収・運搬・処分費用　共 2.0 台

内部配管撤去 付属部材、給水管、配水管　他 1.0 式

衛生器具撤去 大便器、小便器、洗面器　他 12.0 箇所

調理台・流し台撤去 2,100×900×800　 4.0 台

小　　計 1.0 式

N0.10 津山市　都市建設部　建築住宅課



名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

6運搬費

がれき類 DID区間無　積込費共 213.9 m3

木くず DID区間無　積込費共 180.7 m3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間無　積込費共 1.0 台

ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ、陶器 DID区間無　積込費共 1.0 台

金属類 DID区間無　積込費共 5.0 台

混合産業廃棄物 DID区間無　積込費共 2.0 台

非飛散性アスベスト含有板類DID区間無　積込費共 4.3 m3

残存物品 DID区間無　積込費共 1.0 台

小　　計 1.0 式

次頁へ

N0.11 津山市　都市建設部　建築住宅課



名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

7処分費

がれき類 ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ　他 502.7 ｔ

木くず 180.7 m3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 樋、ｼｰﾄ　他 6.5 m3

ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ、陶器 12.8 m3

金属類 有価物　鉄骨、鉄筋　他 47.3 ｔ

混合産業廃棄物 10.0 m3

非飛散性アスベスト含有板類 PB、Pﾀｲﾙ、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ　他 4.3 m3

残存物品 備品類　他 5.0 t

家電ﾘｻｲｸﾙ法対象　ＴＶ×2台、冷蔵庫　他

小　　計 1.0 式

次頁へ

N0.12 津山市　都市建設部　建築住宅課



名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

8アスベスト撤去工事

1）　仮設工事

事前清掃 HEPAフィルタ付真空掃除機 1.0 式

セキュリティールーム
組立、解体、防炎シート張、床養
生共

2.0 組

室内足場 脚立足場 263.3 ㎡

外部足場 枠組本足場　W1200 20.0 ㎡

昇降足場 階段建枠 4.0 ｍ

店舗部　隔離養生用仕切壁 LGS＋合板ｔ9　H=3,950 31.6 ㎡

開口出入口×1箇所共

屋外階段部　仮設床組 単管、鋼製道板　他 16.0 ㎡

同　　　上 中間支柱　H=3,650 1.0 式

屋外階段部　外部隔離養生用仕切壁 LGS＋合板ｔ9　H=3,100 71.3 ㎡

舗床部　外部隔離養生用仕切壁 LGS＋合板ｔ9　H=3,200 16.0 ㎡

2）　隔離養生　表示看板

床・立上り （30cm）　養生 ポリシート　0.15ｍｍ×2重貼 316.2 ㎡

壁　養生 ポリシート　0.1ｍｍ×1重貼 587.2 ㎡

設備・機器養生 ポリシート　0.1ｍｍ×1重貼 1.0 式

安全表示看板 1.0 式

現場安全対策費 石綿作業主任者常駐、書類作成他 1.0 式

次頁へ

　1階・2階屋根裏　共

N0.13 津山市　都市建設部　建築住宅課



名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

前頁より

3）　アスベスト除去工事

ブロベスト範囲天井材撤去 PB、カラー鋼板等 263.3 ㎡

ブロベスト付着の可能性がある為、レベル1として対応する。

ブロベスト吹付材除去 レベル1 5.3 ｍ3

飛散防止剤散布　 抑制剤（石綿吹付け面・天井面） 526.6 ㎡

飛散防止剤散布　 固化剤（除去面） 5.3 ｍ3

飛散防止剤散布　 固化剤（隔離養生面） 903.4 ㎡

二重密封処理 専用袋詰め　ブロベスト吹付材 5.3 ｍ3

二重密封処理 専用袋詰め　天井材 263.3 ㎡

二重密封処理 専用袋詰め　隔離養生等 903.4 ㎡

作業後清掃 HEPAフィルタ付真空掃除機 1.0 式

4）　安全施設機械損料

負圧除塵機 設置、損料 2.0 台

エアシャワー 設置、損料 2.0 台

真空掃除機 損料 2.0 台

エアレススプレイヤー機 損料 2.0 台

機器運送費 搬入、搬出 1.0 式

5）　保護衣等消耗品費

消耗品副資材費
保護衣・手袋・ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ・1.2次ﾌｨﾙ
ﾀｰ・専用袋　　他

1.0 式

次頁へ

N0.14 津山市　都市建設部　建築住宅課



名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

前頁より

6）　粉塵濃度測定

粉塵濃度測定 分析測定、記録　採取技術員 52.0 点

粉塵濃度測定 測定量、報告書 1.0 式

作業前測定 作業室内　3点×2箇所

処理作業室外　4方向×各1点×2箇所

作業中測定 作業室内　3点×2箇所

敷地境界　4方向×各1点×2箇所

セキュリティールーム入口　1点×2箇所

負圧除塵機排気口　1点×2箇所

処理作業後（シート撤去前）作業室内　3点×2箇所

シート撤去後1週間 作業室内　3点×2箇所

敷地境界　4方向×各1点×2箇所

7）　産業廃棄物処分

ブロベスト吹付材、保護衣消耗品、養生シート　等

運搬費 特別管理産業廃棄物　 3.0 台

処分費 特別管理産業廃棄物（石綿吹付け材） 5.3 ｍ3

処分費 特別管理産業廃棄物（天井材） 263.3 ㎡

処分費 特別管理産業廃棄物（消耗品、養生等） 1.0 式

小　　計 1.0 式
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名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

C倉庫①解体工事

外部足場 枠組足場　W600 1.0 式

垂直養生 防炎ｼｰﾄ　JIS防炎1類 1.0 式

根切り 機械堀 53.1 ｍ3

埋戻し 機械　発生土　30cm転圧共 53.1 ｍ3

木造上屋解体
手こわし併用機械、内部造作解体
共

77.2 ㎡

木造建物基礎解体 有筋、手こわし併用機械　共 77.2 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体 圧砕機　t150 11.6 ｍ3

内部仕上撤去 内部造作解体　間仕切壁　他 77.2 延㎡

照明器具撤去 付属部材、配線　共 4.0 箇所

鋼製建具 両開き扉　2,200×2.150程度 1.0 箇所

運搬費

がれき類 DID区間無　積込費共 45.2 ｍ3

木くず DID区間無　積込費共 43.0 ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間無　積込費共 1.0 ｍ3

金属類 DID区間無　積込費共 0.7 ｍ3

混合産業廃棄物 DID区間無　積込費共 0.3 ｍ3

残存物品 DID区間無　積込費共 3.0 台

次頁へ

倉庫②、油庫、消防機庫、ﾎﾞｲﾗｰ室、有線中継所の運搬　共
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名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

前頁より

処分費

がれき類 ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ 106.2 ｔ

木くず 43.0 ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 樋　他 1.0 ｍ3

金属類 有価物　鉄筋　他 0.8 ｔ

混合産業廃棄物 0.3 ｍ3

残存物品 備品類 1.2 ｔ

家電ﾘｻｲｸﾙ法対象　ＴＶ×5台、冷蔵庫　他

小　　計 1.0 式
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名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

Ｄ 倉庫②解体工事

外部足場 枠組足場　W600 1.0 式

垂直養生 防炎ｼｰﾄ　JIS防炎1類 1.0 式

根切り 機械堀 100.8 ｍ3

埋戻し 機械　発生土　30cm転圧共 100.8 ｍ3

木造上屋解体
手こわし併用機械、内部造作解体
共

130.7 ㎡

木造建物基礎解体 有筋、手こわし併用機械　共 130.7 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体 圧砕機　ｔ150 30.2 ｍ3

内部仕上撤去 内部造作解体　間仕切壁　他 140.5 延㎡

鉄骨造上屋解体 中量級 70.6 ㎡

鉄骨造建物基礎解体 圧砕機 3.1 ｍ3

小波ｽﾚｰﾄ撤去 石綿含有成形板（見なし処理） 33.6 ㎡

大波ｽﾚｰﾄ撤去 石綿含有成形板（見なし処理） 80.4 ㎡

下屋庇屋根を含ﾑ

照明器具撤去 付属部材、配線　共 9.0 箇所

鋼製建具 ｼｬｯﾀｰ　2,500×2.730程度 3.0 箇所

次頁へ

※屋根瓦70㎡手ばらし・荷下ろし・集積手間共
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名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

前頁より

運搬費

がれき類 DID区間無　積込費共 19.9 ｍ3

木くず DID区間無　積込費共 69.0 ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間無　積込費共 1.4 ｍ3

金属類 DID区間無　積込費共 1.4 ｍ3

混合産業廃棄物 DID区間無　積込費共 0.6 ｍ3

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有板類 DID区間無　積込費共 0.9 ｍ3

処分費

がれき類 ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ 46.8 ｔ

木くず 69.0 ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 樋　他 1.4 ｍ3

金属類 有価物　鉄骨、鉄筋　他 1.5 ｔ

混合産業廃棄物 0.6 ｍ3

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有板類 大波ｽﾚｰﾄ、小波ｽﾚｰﾄ 0.9 ｍ3

残存物品 0.9 ｔ

小　　計 1.0 式
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名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

Ｅ 油庫・消防機庫解体工事

外部足場 枠組足場　W600 1.0 式

垂直養生 防炎ｼｰﾄ　JIS防炎1類 1.0 式

根切り 機械堀 57.3 ｍ3

埋戻し 機械　発生土　30cm転圧共 57.3 ｍ3

RC造建物躯体解体 圧砕機 19.7 ｍ3

RC・ＣＢ造建物基礎解体 11.2 ｍ3

CＢ造解体 付属外周塀　共 62.7 ㎡

防水屋根解体 38.2 ㎡

屋根解体 折版屋根　 35.2 ㎡

屋根解体 防水屋根 38.2 ㎡

鉄骨造上屋解体 軽量級 25.2 延㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体 圧砕機　t150　 14.7 ｍ3

内部仕上撤去 内部造作解体　 41.3 延㎡

鋼製建具撤去 扉　800×1,900、1,100×2,000 2.0 箇所

ｱﾙﾐ製建具撤去 ｶﾞﾗｽ共　1,340×840×3箇所 4.5 ㎡

鋼製建具撤去 ｼｬｯﾀｰ　2,860×2,050 1.0 箇所

キッチン台 水栓　共 1.0 台

照明器具撤去 付属部材、配線　盤　共 6.0 箇所

次頁へ
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名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

前頁より

小便器撤去 1.0 箇所

便槽撤去 石灰消毒処理　共 1.0 式

配管類撤去 排水管、給水管、電気配線　他 1.0 式

消火器 ボックス　他 1.0 箇所

運搬費

がれき類 DID区間無　積込費共 31.7 ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間無　積込費共 0.6 ｍ3

金属類 DID区間無　積込費共 1.1 ｍ3

ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ、陶器 DID区間無　積込費共 0.2 ｍ3

混合産業廃棄物 DID区間無　積込費共 0.7 ｍ3

処分費

がれき類 ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ 74.5 ｔ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 樋　他 0.6 ｍ3

金属類 有価物　鉄骨、鉄筋　他 1.2 ｔ

ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ、陶器 0.2 ｍ3

混合産業廃棄物 0.7 ｍ3

残存物品 0.4 ｔ

小　　計 1.0 式
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名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

Ｆ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ解体工事 集積費を含む

外部足場 枠組足場　W600 1.0 式

垂直養生 防炎ｼｰﾄ　JIS防炎1類 1.0 式

根切り 機械堀 6.6 ｍ3

埋戻し 機械　発生土　30cm転圧共 6.6 ｍ3

鉄骨造上屋解体 軽量級 9.7 ㎡

屋根解体 折版屋根　 10.7 ㎡

CＢ壁解体 7.9 ㎡

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体は、E.油庫・消防機庫解体に含む

運搬費

がれき類 DID区間無　積込費共 0.3 ｍ3

金属類 DID区間無　積込費共 0.2 ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間無　積込費共 0.3 ｍ3

処分費

がれき類 ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ 0.7 ｔ

金属類 有価物　鉄骨、鉄筋　他 0.2 ｔ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 樋　他 0.3 ｍ3

小　　計 1.0 式
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名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

Ｇ ﾎﾞｲﾗｰ室解体工事 集積費を含む

外部足場 枠組足場　W600 1.0 式

垂直養生 防炎ｼｰﾄ　JIS防炎1類 1.0 式

根切り 機械堀 14.4 ｍ3

埋戻し 機械　発生土　30cm転圧共 14.4 ｍ3

CＢ造建屋解体 t150 24.0 ㎡

建物基礎解体 2.5 ｍ3

屋根解体 防水ﾓﾙﾀﾙ 9.0 ㎡

鋼製建具 扉　900×1,900程度 1.0 箇所

ｱﾙﾐ製建具撤去 ｶﾞﾗｽ共　 1.0 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体 圧砕機　t150　 1.0 ｍ3

照明器具撤去 付属部材、配線　盤　共 1.0 箇所

ﾎﾞｲﾗｰ機器 ﾊﾟｲﾌﾟ類　共 1.0 式

運搬費

がれき類 DID区間無　積込費共 3.5 ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間無　積込費共 0.3 ｍ3

ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ、陶器 DID区間無　積込費共 0.1 ｍ3

金属類 DID区間無　積込費共 0.2 ｍ3

混合産業廃棄物 DID区間無　積込費共 0.3 ｍ3

次頁へ
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名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

前頁より

処分費

がれき類 ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ 8.2 ｔ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 樋　他 0.3 ｍ3

ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ、陶器 0.1 ｍ3

金属類 有価物　鉄筋　他 0.3 ｔ

混合産業廃棄物 0.3 ｍ3

残存物品 0.6 ｔ

小　　計 1.0 式
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名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

Ｈ 有線中継所解体工事 集積費を含む

外部足場 枠組足場　W600 1.0 式

垂直養生 防炎ｼｰﾄ　JIS防炎1類 1.0 式

根切り 機械堀 35.6 ｍ3

埋戻し 機械　発生土　30cm転圧共 35.6 ｍ3

CＢ造建屋解体 t150 87.3 ㎡

建物基礎解体 6.9 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体 圧砕機　t100~150　 5.3 ｍ3

屋根解体 防水ﾓﾙﾀﾙ 55.1 ㎡

屋根解体 折版葺き（増築部　鼻隠し　共） 59.5 ㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去 引違戸　 1.0 箇所

ｱﾙﾐ製建具撤去 ｶﾞﾗｽ共　 2.0 箇所

照明器具撤去 付属部材、配線　盤　共 5.0 箇所

電気機器 ｺﾝﾃﾞﾝｻ、避雷器　他 1.0 式

運搬費

がれき類 DID区間無　積込費共 12.0 ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間無　積込費共 0.3 ｍ3

ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ、陶器 DID区間無　積込費共 0.2 ｍ3

金属類 DID区間無　積込費共 0.3 ｍ3

次頁へ
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名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

前頁より

混合産業廃棄物 DID区間無　積込費共 0.3 ｍ3

処分費

がれき類 ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ 28.2 ｔ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 樋　他 0.3 ｍ3

ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ、陶器 0.2 ｍ3

金属類 有価物　鉄骨　他 0.4 ｔ

混合産業廃棄物 0.3 ｍ3

残存物品 0.1 ｔ

小　　計 1.0 式
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名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

Ｄ 外構解体工事

1外構解体工事 1.0 式

2運搬費 1.0 式

3処分費 1.0 式

小　　　計 1.0 式
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名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

1外構解体工事

点検桝撤去 2.0 箇所

散水栓撤去 2.0 箇所

桝撤去 500×500、300×300　 7.0 箇所

量水器13φ止水処理 既設散水栓　繋ぎ込み 1.0 式

浄化槽撤去 付属ﾊﾞﾙﾌﾞ・接続桝、RC、石灰消毒処理　共 1.0 式

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 23.1 m3

井戸撤去 深さ：7.5ｍ　購入土　埋戻し　ﾊﾟｲﾌﾟ共 1.0箇所

警鐘台撤去 引込配線　他 1.0箇所

外部階段撤去 6.9ｍ3　程度 1.0箇所

樹木撤去（伐根共） 1.0 式

側溝撤去 53.6 ｍ

囲障撤去 角フューム　450×300程度 31.2 ｍ

溜桝撤去 800×800 1.0箇所

木電柱撤去 φ400　H12m程度　配線、支線　他　共 1.0 箇所

小　　計 1.0 式
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名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

2運搬費

がれき類 DID区間無　積込費共 31.6 m3

木くず DID区間無　積込費共 2.2 m3

金属類 DID区間無　積込費共 1.0 台

混合産業廃棄物 DID区間無　積込費共 1.0 台

小　　計 1.0 式
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名　　  　称 種　類・形　状 数 量 呼称 単　価 計 備　　考

3処分費

がれき類 ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ、ｱｽﾌｧﾙﾄ　他 74.3 ｔ

木くず 2.2 m3

金属類 0.4 ｔ

混合産業廃棄物 3.0 m3

小　　計 1.0 式
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