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工　　　事　　　仕　　　様　　　書

事 業 年 度 令和２年度 工 事 番 号 仙松維第１４号

工 事 名 　仙台松島道路　春日PA身障者用駐車場等改築工事 実　施　　　仕  様  書

路 線 名 　(主)　仙台松島線

施 工 地 名 宮城郡　利府町　春日　地内

日 まで工 期 契約締結の翌日 ～ 令 和 4 年

工　　　　　　　事　　　　　　概　　　　　　　要

設計表紙（甲）

3 月 25



仙台松島道路　春日PA身障者用駐車場等改築工事

上り線施設改修

身障者用駐車場・急速充電用駐車場棟　改築 １棟
鉄骨造　床面積141.45㎡

自動二輪駐車場棟　新築 １棟
鉄骨造　床面積  21㎡

喫煙所棟　改築 １棟
鉄骨造　床面積  15㎡

既存身障者用駐車場棟　解体撤去 １式
鉄骨造　床面積  83.35㎡

既存喫煙所棟　解体撤去 １式
鉄骨造　床面積   9㎡

二輪専用駐車場周囲の整地 １式

下り線施設改修

身障者用駐車場・急速充電用・自動二輪用駐車場棟　改築 １棟
鉄骨造　床面積177.50㎡

喫煙所　改築 １棟
鉄骨造　床面積  14.04㎡

既存身障者用駐車場棟　解体撤去 １式
鉄骨造　床面積  66.89㎡

既存喫煙所棟　解体撤去 １式
鉄骨造　床面積   9㎡

工　　　　　　　事　　　　　　概　　　　　　　要



位 置 図

鳴瀬奥松島
本線TB

春日PA 下り

春日PA 上り

工事箇所



事務所名

備　　考

 

 (１) 関連工事による施工時期の調整

 (２) 施工時期による制限

 (３) 関係機関等との協議の未成立

 (４) 関係機関等との協議結果，特定条件の付加

 (１) 施工方法，機械施設，作業時間等の制限

 (１) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性

処理・処分する場所 処理・処分方法

　　　　

 (２) 建設発生土 処理・処分  時 分 ～

　　 時 分

 (３) 建設発生土以外の 処理・処分 時 分 ～

建設副産物 時 分

時 分 ～

時 分

時 分 ～

時 分

時 分 ～

時 分

時 分 ～

時 分

時 分 ～

時 分

時 分 ～

時 分

時 分 ～

時 分

（１）生コンクリート

（２）購入土

（３）宮城県グリーン製品の利用 １.植生基盤材等，視線誘導標，型枠用合板は，原則として宮城県グリーン製品を用いること。

２．盛土材,埋め戻し材

３．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（４）県内産製品の使用

（５）現場吹付法枠工

内容

km

 (４) 再生材の利用

　「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グ
リーン製品」を使用した場合は，請負者は環境政策課ＨＰより
「チェックリスト」をダウンロードし，使用材料や数量等を入力
後，工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。

９　品質証明

その他

現場環境改善の具体的な実施内容，実施期間については，施工計画書に明記し，監督職員と協議すること。

購入土を使用する場合は，材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」，又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」
を提出すること。

（１）品質証明書および施工プロセス品質確認
　　チェックリストの対象

請負工事費が，１億５千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－9および品質証明実施要領によること。

１１　資材関係

１０　標準的な設計図書による発注方式

（２）施工プロセス品質確認チェックリストの対象

生コンクリートの使用に当たっては，「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品，又は
同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。

上記に該当せず，請負工事費が１億円以上の工事。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－９および品質証明実施要領によること。

km

アスファルト塊

再生砕石

土木工事共通特記仕様書第３編１－１－１４によること。

10.1

８　現場環境改善

条　　件

必須

本工事は，「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。
工事の施工にあたっては，試行要領に基づき適切に実施すること。
事業管理課ホームページ参照　http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html

種類

2　主任技術者及び監理技術者（以下，配置技術者という。）の配置

工事番号

５　安全対策関係

工事名 宮城県道路公社令和２年度　仙松維第１４号

　施　工　条　件　明　示　書

宮城県警察高速道路交通警察隊との協議回答及び保安設置計
画書による。

10.1

km

km

工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は，施工管理及び契約方法等について，施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。   

距　離

－　特　記　仕　様　書　－   

上記協議結果によっては，条件が付されることがある。

項　　　　　　　　目

 (２) 占用埋設物との近接工事による

仙台松島道路　春日PA身障者用駐車場等改築工事

内　　　　　　　容

　上記現場施工に着手する日の前日までの期間において，工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合
は，配置技術者の工事現場への専任は要しない。
出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html

各関係法令、条例による。

休日作業届を提出のこと。
停電計画書を提出のこと。
施工計画書に記載のこと。

施　工　方　法

請負者が着手日を選択出来る工事（フレックス工事）　契約日から○○日以内
土木工事共通特記仕様書第１編１－１－４によること。

・建築基準法に基づく計画通知に対する宮城県仙台土木事務所建築
主事からの確認済証の交付後に工事着手となる。
・宮城県警察高速道路交通警察隊との駐車場内での規制における協
議

４　公害対策関係

３　工程関係

本工事は，宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書，公共建築
改修工事標準仕様書，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「工事監理指針」及び本特記仕様書により施工するものとする。
仕様書の記載内容の優先は，「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」並びに「標準仕様書」の順とする。

 (１) 交通安全施設等の指定

施工方法，作業時間の制限

　　令和３年４月１５日　以降　（「３　工程関係」に条件がない場合は，期日以前の着手も可能）
 (１) 現場施工に着手する日の指定
　　　（配置技術者の配置要件の特例）

仙台松島道路管理事務所の保全業務委託等との調整

１　共通仕様書の適用

請負者は，現場施工に着手する日の指定がない限り，原則として，契約書に定める工期の初日から30
日以内に現場施工に着手しなければならない。（共通仕様書第１編共通編第１章総則１－１－８）

濁水等が発生した際は適切な処理を行うこと。

６　排水工関係

７　建設副産物対策関係

コンクリ ート塊

休日および工事抑制期間について、作業を行わないものとす
る。但し工事を行う必要がある場合や施工計画上で必要な場合
はこの限りではない。

 (１) 共通事項

㈱東洋環境開発
東環リサイクルセンター

中間処理・再生資源化

場内敷き均し

km

建設汚泥

建設発生木材

㈱東洋環境開発
東環リサイクルセンター

下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり，処理施設を指定するものではない。なお，下記によらない場合は，監督職員と協議するこ
と。また，処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお，廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する
法律」を遵守すること（環境省または循環型社会推進課のＨＰを参照）。

km

中間処理・再生資源化

制　限　時　間

※平成２５年４月１日以降適用「現場施工の着手日を指定し
た工事における配置技術者の配置要件の特例について」

吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は，18N/mm2以上とする。

km

ガラス・陶磁器類
旭興業㈱
あさひﾘｻｲｸﾙﾊﾟｰｸ

中間処理・再生資源化 46

廃プラ （公財）宮城県環境事業公社 最終処分 15.8 km

がれき類
旭興業㈱
あさひﾘｻｲｸﾙﾊﾟｰｸ

中間処理・再生資源化 46 km
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（１）「ICT施工・３次元化等の活用提案」の適用工事

（２）実施された技術についての費用計上（設計変更）

（１）工事情報共有システムの活用

（１）週休２日モデル工事

（２）週休２日モデル工事の型式

（１）舗装の下請制限について

（２） 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における

工事費内訳調査」の対象の有無

（３）三者会議の対象の有無

（４）貸与資料の有無

（5）発注者支援（工事監督支援業務）対象の有無

（６）工事写真の電子化の対象の有無

１３　業務効率化

１２　総合評価落札方式における「ICT施工・３次元化等の活用提案」の適用の有無

設計変更の積算手法については，総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお，（１）が対象外の場合は，当該項目も
対象外となる。

１４　週休２日モデル工事の適用の有無

１．対象工事の場合，活用する技術については，「ICT施工・３次元化等の活用提案　工事計画書」に基づき選択するこ
と。
2．ICT施工・３次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず，「ICT施工・３次元化等の活用提案　工事計画書」に記載
の技術は，施工計画・技術提案等（いわゆる作文）の評価対象外とする。（「簡易型（施工計画型）」，「標準型」，「高度型」
の場合）
なお，「ICT施工・３次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も，同様の取扱いとする。

本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり，請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事
前協議チェックシート」により，必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情
報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。

１５　その他

（７）工事実績情報システム（コリンズ）登録

（８）工事書類の簡素化の試行について

本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり，請負者は、調査票等に必要
事項を正確に記入し発注者に提出する他，ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。

本工事の工事写真の作成は，原則として，デジタル写真管理情報基準(案）に基づき電子とすること。ただし，予定価格が
８，０００万円未満の場合は，監督員との協議により，従来の紙による作成も認めることとする。

請負者は，工事請負代金額が500万円以上の工事について，工事実績情報サービス（CORINS）に基づき，受注・変更・完成・訂正時に工事実
績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。

工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合，工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者（所属会社等
名・氏名）の通知を行うこと。

１．本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。
２．「宮城県土木部における工事書類簡素化一覧表」に基づき実施するものとする。また，工事打合簿，材料確認書，段階
確認書，立会願，夜間・休日作業届の書類を提出については，電子メール活用を基本とする。
３．これらに定められていない場合は，監督職員と協議するものとする。

本工事は，工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡
素化の試行要領」に基づき行うこと。

貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　 ）

週休２日モデル工事の対象工事の場合は，宮城県土木部「週休２日モデル工事」実施要領に基づき行うことする。
なお，週休２日モデル工事の型式については，下記（２）のとおりする。

請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には，請負者は，当該工事の受注者（当該下請工事の一部に
係る二次以降の下請負人を含む）も同様の義務を負う旨を周知すること。

本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。

土木工事共通特記仕様書第１編１－１－３によること。

１．発注者指定型の場合は，当書積算時に４週８休以上を確保した場合の経費の補正を行うこととし，設計変更時に達成
状況に応じた補正の見直しを行うこととする。
２．受注者希望型の場合は，設計変更時に達成状況に応じた経費の補正を行うこととする。
なお，（１）が対象外の場合は，当該項目も対象外となる。

本工事は，工事着手前等に当該工事の発注者，施工者，詳細設計等を担当した設計者が参加して，設計図書と現場の
整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－５によること。

（２）工事書類の簡素化の試行について

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

対象 対象外

対象 対象外

対象 対象外

ある ない

対象 対象外

受注者

希望型

発注者

指定型

ある ない

ある ない



備　　考

 (１)工事エリアにおける対応

 (２)住民への配慮

 (３)現場内の管理

 (１) 労働災害について

（２）交通安全管理について

 (１) 建設副産物処理の報告

 (２) 建設副産物の取り扱いについて

 (１) パース図作成について

  (１) 安全費（積上げ）の計上について

  (２) 交通誘導員の適正配置について

(１) 事前調査について

(２) 契約書第1９条に基づく協議について

(３) 作業時間について

（４）工事工程について

(５)施工区間の規制について

（３）使用材料、施工方法について

１９　共通仮設について

・春日ＰＡ上り線・下り線の各々についてパース図を作成するものとし、経費は共通仮
設費に含まれている。

２　　乙は排除要綱別表各号に該当し、本県から指名停止措置を受けている者に、
この契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、この
契約の下請負受託をさせた者が、排除要項別表各号に該当すると認められたとき
は、当該下請契約等の解除を求めることができる。

３　　乙は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者（以下、「暴力団員
等」という）。から不当要求を受けたときは、速やかに警察への通報をおこない、捜査
上必要な協力をおこなうとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負
若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同
様の措置を行うよう指導すること。なお、暴力団員等から不当要求又は被害を受け、
警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が適切に行われた場合で、これによ
り、履行延滞等が発生する恐れがあると認められるときは、必要に応じて工程の調
整、工期の延長等の措置を講ずる。

（２）成果品について
・印刷物の他、工事完成書類の各種納品物を電子ﾃﾞｰﾀとして電子媒体に納め、提出
するものとする。

監督職員の確認を得ること。

（４）新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

（１）暴力団等の排除について
１　　乙が、この契約の履行期間中に宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成20
年11月１日施工。（以下、「排除要綱」と言う）。別表各号に該当すると認められたとき
は、契約を解除することができる。

２２　その他

・駐車場内の進入、退出は危険が伴うので交通規制について、安全確保に留意する
こと。

調査結果を提出すること。

・作業可能時間としては、昼間はAM8:30～PM5:00(後片付け含む)

・施工にあたっては、現場状況と工事工程を確認し、施工計画を立案するものとする。
工事時期の計画に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

監督職員と協議のうえ施工すること。

２１　施工条件について

・事前に身障者用駐車場・急速充電用・自動二輪用駐車場棟および喫煙所棟の設置
箇所、施工方法について確認を行うこと。

・工事着手前後、速やかに契約書第19条に基づく事前調査、測量を実施し、設計図
書の照査をおこない監督職員へ通知すること。

・本工事において発生する建設副産物等の処理については、再生資源利用計画書
及び再生資源利用促進書を作成し施工計画書に含めなければならない。

共通仕様書1-1-5に基づき施工計画
書に明記すること。

・交通誘導員は、標準施工日数に伴った規制日数の交通誘導員A,Bを計上している。
なお、誘導員の人数については、協議のうえ変更対象とする。

保安施設設置計画書に交通誘導員
の配置を明記すること。

・当該路線での交通誘導にあたっては、警備業法施行規則第38条による教育の履歴
者、過去3年以内に建設業協会等が主催した建設工事の事故防止のための安全講習
会の受講者等を配置するものとする。

教育の実施状況、受講証の写し等確
認できる資料を監督職員に提出する
こと。

保安施設設置計画書を提出のこと。・工事施工箇所は、パーキングエリア内の交通規制管理が必要なことから交通誘導員
を配置し、交通安全確保に十分に留意すること。

１８　建設副産物の処理

・本工事完成後の工事目的物の引渡方法等については，別途協議を行う。
・「大気汚染防止法の一部を改正する法律」（令和２年法律第39号）に従い，建築物等
の解体等工事における石綿（アスベスト）の排出等の抑制を図ること。

建設廃棄物等を処理した場合は「建
設廃棄物等処理結果報告書」、「マ
ニュフェスト」、「処理状況写真」を提
出のこと。

　 工事中のトラブル発生の防止を図
ること。

１７　安全管理の徹底

・工事請負者は工事の円滑な運営及び労働災害の防止に努めること。

項　　　　　　　　目 内　　　　　　　容 施　工　方　法

・工事施工箇所は、パーキングエリア駐車場内の供用区間を規制して施工するため一
般車との接触事故等を防止すること。

・工事実施にあたり近隣住民への騒音対策に配慮すること。

・パーキングエリア駐車場内での施工となることから、交通規制現場の管理を徹底し、
事故を未然に防止すること。
・通行車両の幻惑防止を図るためバルーンライトを使わず投光器を使用すること。

　保安施設設置計画書を立案し、監
督職員の承諾を得て、看板等を設置
すること。

　工事中のトラブル発生の防止を図
ること。

１６　住民およびPA利用者への配慮について

２０  安全費について

　特　記　事　項

・新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置(対策)を十分に行い作業を行う
こと。また作業員等の日常の体調管理についても徹底し行い記録を残すこと。

・使用材料、施工方法について、設計図書に記載されているものと同等品以上のもの
を使用することとするが、現地調査により、別の材料、別の工法で施工する場合につい
ては、監督職員の承諾を得ること。

監督職員の承諾を得ること。



項目 金　　　額 摘　　　要

A 81,842,800

B 12,959,609

C 94,802,409

D 14,973,317

E 109,775,726

F 14,676,355

G 43,910

H -

I 124,495,991

124,400,000

12,440,000

136,840,000

積　算　総　括　表

名　　　称

直接工事費

純工事費

共通仮設費

契約保証費

工事費（税込）

消費税相当額

工　　事　　名

工　事　費

仙台松島道路　春日PA身障者用駐車場等改築工事

金　　 136,840,000　　円也　（消費税を含む）　

工事原価

現場管理費

改め

工事価格

資力確保費

一般管理費等

y-miura
四角形

y-miura
四角形


y-miura
四角形


y-miura
四角形


y-miura
四角形


y-miura
四角形


y-miura
四角形


y-miura
四角形


y-miura
四角形


y-miura
四角形


y-miura
四角形


y-miura
四角形




身障者用駐車
場・急速充電
所 改築

自動二輪用駐
車場 新築

喫煙所 改築
既存身障者用
駐車場 解体
撤去

既存喫煙所
解体撤去

外構工事

身障者用駐車
場・急速充電
所・自動二輪
駐車場 改築

喫煙所 改築

既存身障者用
駐車場・自動
二輪駐車場
解体撤去

既存喫煙所
解体撤去

外構工事

1 直接仮設費

2 土工事

3 地業工事

4 鉄筋工事

5 コンクリート工事

6 型枠工事

7 鉄骨工事

8 防水工事

9 木工事

10 屋根及びとい工事

11 金属工事

12 左官工事

13 建具工事

14 塗装工事

15 内外装工事

16 ユニット及びその他工事

17 囲障工事

18 構内舗装工事

19 屋外排水工事

20 植栽工事

21 解体撤去工事

22 発生材処分

23 電気設備工事

24 機械設備工事

共通仮設費

現場管理費

一般管理費

建築工事

設計内訳書（全体）

工事区分・工種・種別・細別 合計

上り線 下り線

消費税額及び地方消費税額

工事費計

 建築工事

  建築工事

直接工事費

純工事費

工事原価

工事価格



春日PA身障者用駐車場等改築工事

上り線

仙台松島道路



明　　　　　　細　　　　　　書
P1

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

（直接工事費）

Ⅰ．身障者用駐車場・急速
充電所 改築 1.0 式

Ⅱ．自動二輪用駐車場 新
築 1.0 式

Ⅲ．喫煙所 改築 1.0 式

Ⅳ．既存身障者用駐車場
解体撤去 1.0 式

Ⅴ．既存喫煙所 解体撤去 1.0 式

Ⅵ．外構工事 1.0 式

Ⅶ．電気設備工事 1.0 式

Ⅷ．機械設備工事 1.0 式

　　直接工事費　計

春日ＰＡ（上り線）身障者用駐車場等改築工事

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P2

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場・急速
充電所 改築

１．直接仮設工事 1.0 式

２．土工事 1.0 式

３．地業工事 1.0 式

４．鉄筋工事 1.0 式

５．コンクリート工事 1.0 式

６．型枠工事 1.0 式

７．鉄骨工事 1.0 式

８．防水工事 1.0 式

９．木工事 1.0 式

１０．屋根及びとい工事 1.0 式

１１．金属工事 1.0 式

１２．塗装工事 1.0 式

１３．内外装工事 1.0 式

１４．ユニット及びその他工事 1.0 式

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P3

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１．直接仮設工事

遣り方 1.0 式
別紙明細1

墨出し 1.0 式
別紙明細2

養生 1.0 式
別紙明細3

整理清掃後片付け 1.0 式
別紙明細4

外部足場 1.0 式
別紙明細5

躯体足場 1.0 式
別紙明細6

災害防止 1.0 式
別紙明細7

仮設材運搬 1.0 式
別紙明細8

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P4

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

２．土工事

根切 小規模土工 45.0 ｍ３

床付け つぼ,布掘り 20.6 ｍ２

埋戻し
B種
発生土　小規模 36.0 ｍ３

積込み 8.9 ｍ３

建設発生土運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ積
14Km以下 8.9 ｍ３

不用土処分（残土） 場外搬出　敷均し 8.9 ｍ３

土工機械運搬費 1.0 式
別紙明細9

平板載荷試験 1.0 式

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P5

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

３．地業工事

(地業)

砕石地業　（再生材） 基礎下 2.1 ｍ３

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P6

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

４．鉄筋工事

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS G3112　SD295A　D10 0.1 ｔ

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS G3112　SD295A　D13 0.3 ｔ

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS G3112　SD345　D19 0.1 ｔ

鉄筋スクラップ控除 -0.01 ｔ

鉄筋加工組立
ﾗｰﾒﾝ構造　一般　D32以下
一般建物 0.5 ｔ

鉄筋運搬 10t車　30km程度 0.5 ｔ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P7

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

５．コンクリート工事

普通コンクリート
JIS A5308　FC18 S15
粗骨材20 1.0 ｍ３

普通コンクリート
JIS A5308　FC21+3 S15
粗骨材20 6.2 ｍ３

コンクリート打設手間
捨てｺﾝ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
30m3/回程度　S15～18 1.0 ｍ３

圧送費,基本料金別途

コンクリートポンプ圧送
基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回

コンクリート打設手間
基礎　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回未満　S15～18 6.2 ｍ３

圧送費,基本料金別途

コンクリートポンプ圧送
基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P8

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

６．型枠工事

型枠
普通合板型枠
ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部 21.1 ｍ２

型枠運搬費 10t車　30km程度 21.1 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P9

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

７．鉄骨工事

(材料費)

構造用鋼管
STK400
○-216.3×5.8 0.8 ｔ

構造用鋼管
STKR400
□-100×100×3.2 0.03 ｔ

Ｈ形鋼
SN400B
H-250×125×6×9 0.2 ｔ

Ｈ形鋼
SN400B
H-244×175×7×11 2.2 ｔ

Ｈ形鋼
SS400
H-250×125×6×9 1.8 ｔ

Ｈ形鋼
SS400
H-198×99×4.5×7 0.5 ｔ

Ｈ形鋼
SS400
H-100×100×6×8 0.01 ｔ

溝形鋼
SS400
[-150×75×6.5×10 0.1 ｔ

平鋼
SN400B
FB-9×25 0.02 ｔ

平鋼
SS400
FB-9×25 0.03 ｔ

丸鋼
SS400
M16 0.1 ｔ

軽量形鋼
SSC400
C-100×50×20×3.2 1.2 ｔ

軽量形鋼
SSC400
C-100×50×20×2.3 0.3 ｔ

切板鋼板
SN400C
PL-19 0.2 ｔ

切板鋼板
SN400B
PL-9 0.01 ｔ

切板鋼板
SN400B
PL-6 0.02 ｔ

切板鋼板
SS400
PL-9 0.2 ｔ

切板鋼板
SS400
PL-6 0.1 ｔ

切板鋼板
SS400
PL-4.5 0.07 ｔ

切板鋼板
SS400
PL-3.2 0.02 ｔ

切板鋼板
SN400B
SPL-9 0.3 ｔ

切板鋼板
SS400
SPL-12 0.01 ｔ

切板鋼板
SS400
SPL-9 0.01 ｔ

（ボルト類）

特殊ＨＴＢ（Ｆ８T） M20　L=45 59.0 本

特殊ＨＴＢ（Ｆ８T） M20　L=50 73.0 本

特殊ＨＴＢ（Ｆ８T） M16　L=45 38.0 本

特殊ＨＴＢ（Ｆ８T） M16　L=50 25.0 本

特殊ＨＴＢ（Ｆ８T） M16　L=55 496.0 本

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P10

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

普通ボルト M12　L=25 250.0 本

ターンバックル M16　 14.0 本

アンカーボルト
ABR400
M20　L=400 24.0 本

鉄骨スクラップ控除 -0.3 ｔ

（加工組立費）

鉄骨工場加工費 6.5 ｔ

工場溶接
（すみ肉６ｍｍ換算） 252.0 ｍ

亜鉛メッキ 7.8 ｔ
代価2

超音波探傷試験 第三者 118.0 か所

鉄骨建て方 低層　建方機械別途 7.8 ｔ

トルシア形高力ボルト締付 662.0 本

軽量鉄骨加工・取付
母屋・胴縁の類
普通ﾎﾞﾙﾄ締共 1.3 ｔ

鉄骨運搬 11ｔ車 7.8 ｔ

アンカーボルト据付 径20　　取付手間 24.0 か所

柱下均しモルタル 330×330×50 6.0 か所

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P11

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

８．防水工事

（外　部）

幕板･笠木取合い
シーリング

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
10×15 34.7 ｍ

幕板出隅役物
シーリング

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
10×15 17.9 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P12

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

９．木工事

（外　部）

幕板笠木取付下地材 木製 W170×t45/40 34.8 ｍ

幕板見切取付下地材 木製 W150×t25/40 34.8 ｍ

塞ぎ板見切取付下地材 木製 W150×t25/40 7.8 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P13

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１０．屋根及びとい工事

（外　部）

丸ハゼ折版葺
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8
Ⅱ型 H=160 137.0 ｍ２

タイトフレーム 86.0 ｍ

妻用タイトフレーム 20.0 か所

軒先見切面戸 軒先面戸吊子共 17.7 ｍ

軒先フレーム
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.8加工 H=200 17.7 ｍ

下地:L-40×40×3
 L=140 @500

耐水ﾘﾍﾞｯﾄ止め
 @500 2本/か所

水上面戸 ｼｰﾘﾝｸﾞ共 17.7 ｍ

エプロン面戸 17.7 ｍ

水上取合い水切
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.8加工 糸=370 17.7 ｍ

ケラバ取合い水切
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.8加工 糸=575 17.2 ｍ

水切(谷カバー)
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.8加工 糸=750 5.8 ｍ

雪止金物
溶融亜鉛ﾒｯｷ L-50×50×6
ﾊﾞﾚｰｶﾞｰﾄﾞ付き 19.1 ｍ

軒樋
ｶﾗｰ塩ﾋﾞ製
W150×H120 17.9 ｍ

落し口ドレン φ75 防塵網付 1.0 か所

落し口ドレン φ100 防塵網付 1.0 か所

縦どい ｶﾗｰVP管 φ75 5.5 ｍ

縦どいエルボ ｶﾗｰVP管 φ75 2.0 か所

縦どい ｶﾗｰVP管 φ100 4.1 ｍ

縦どいエルボ ｶﾗｰVP管 φ100 2.0 か所

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P14

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１１．金属工事

（外　部）

幕板
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.5
ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ 31.1 ｍ２

幕板出隅役物 外壁同材  L=60+60 9.0 ｍ

幕板
透湿防湿シート 31.1 ｍ２

幕板
ケミカル面戸 69.4 ｍ

幕板笠木
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.5包み加工 W=170(糸=260) 32.8 ｍ

幕板笠木コーナー役物
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.5包み加工 W=170(糸=260) 2.0 か所

L=500+500

幕板見切
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.5包み加工 W=150(糸=370) 32.8 ｍ

幕板見切コーナー役物
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.5包み加工 W=150(糸=370) 2.0 か所

L=500+500

塞ぎ板見切
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.5包み加工 W=150(糸=370) 7.8 ｍ

円柱巾木
ＳＵＳ巻き

t=0.6 HL仕上 ｼｰﾘﾝｸﾞ系接着
φ216.3 H=550 6.0 か所

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P15

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１２．塗装工事

（外　部）

ＦＵＥ塗り 鉄骨亜鉛ﾒｯｷ面 150.0 ｍ２
代価7

塞ぎ板
ＥＰ塗り 一般部 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 36.9 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P16

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１３．内外装工事

（外　部）

幕板下
せっこうボード張り

厚12.5 不燃
鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 31.1 ｍ２

塞ぎ板
けい酸カルシウム板張り

ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK
厚8 突付け 36.9 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P17

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１４．ユニット及びその他工事

（外　部）

防鳥ネット
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ440dt-36-25㎜
25×25(難燃ﾈｯﾄ) 129.0 ｍ２ 10,200

柱型
反射テープ W=50 20.4 ｍ 3,530

K-2
サイン

W600×H600
基盤:ｱﾙﾐ板焼付塗装 1.0 か所 153,000

K-3
既存サイン移設 W1200×H600 1.0 か所 28,100

K-4
既存サイン移設 W1200×H600 1.0 か所 28,100

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P18

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．自動二輪用駐車場 新
築

１．直接仮設工事 1.0 式

２．土工事 1.0 式

３．地業工事 1.0 式

４．鉄筋工事 1.0 式

５．コンクリート工事 1.0 式

６．型枠工事 1.0 式

７．鉄骨工事 1.0 式

８．屋根及びとい工事 1.0 式

９．金属工事 1.0 式

１０．塗装工事 1.0 式

１１．ユニット及びその他工事 1.0 式

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P19

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１．直接仮設工事

遣り方 1.0 式
別紙明細1

墨出し 1.0 式
別紙明細2

養生 1.0 式
別紙明細3

整理清掃後片付け 1.0 式
別紙明細4

外部足場 1.0 式
別紙明細5

躯体足場 1.0 式
別紙明細6

災害防止 1.0 式
別紙明細7

仮設材運搬 1.0 式
別紙明細8

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P20

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

２．土工事

根切 小規模土工 17.6 ｍ３

床付け つぼ,布掘り 5.8 ｍ２

埋戻し
B種
発生土　小規模 15.0 ｍ３

積込み 2.6 ｍ３

建設発生土運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ積
14Km以下 2.6 ｍ３

不用土処分（残土） 場外搬出　敷均し 2.6 ｍ３

土工機械運搬費 1.0 式
別紙明細9

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P21

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

３．地業工事

(地業)

砕石地業　（再生材） 基礎下 0.6 ｍ３

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P22

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

４．鉄筋工事

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS G3112　SD295A　D10 0.05 ｔ

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS G3112　SD295A　D13 0.06 ｔ

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS G3112　SD345　D25 0.1 ｔ

鉄筋スクラップ控除 -0.01 ｔ

鉄筋加工組立
ﾗｰﾒﾝ構造　一般　D32以下
一般建物 0.2 ｔ

鉄筋運搬 10t車　30km程度 0.2 ｔ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P23

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

５．コンクリート工事

普通コンクリート
JIS A5308　FC18 S15
粗骨材20 0.3 ｍ３

普通コンクリート
JIS A5308　FC21+3 S15
粗骨材20 1.8 ｍ３

コンクリート打設手間
捨てｺﾝ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
30m3/回程度　S15～18 0.3 ｍ３

圧送費,基本料金別途

コンクリートポンプ圧送
基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回

コンクリート打設手間
基礎　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回未満　S15～18 1.8 ｍ３

圧送費,基本料金別途

コンクリートポンプ圧送
基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P24

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

６．型枠工事

型枠
普通合板型枠
ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部 9.2 ｍ２

型枠運搬費 10t車　30km程度 9.2 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P25

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

７．鉄骨工事

(材料費)

構造用鋼管
STK400
○-190.7×5.3 0.4 ｔ

Ｈ形鋼
SN400B
H-244×175×7×11 0.9 ｔ

平鋼
SN400B
FB-9×25 0.01 ｔ

平鋼
SS400
FB-9×25 0.02 ｔ

丸鋼
SS400
M16 0.03 ｔ

軽量形鋼
SSC400
C-100×50×20×2.3 0.1 ｔ

切板鋼板
SN490C
PL-19 0.1 ｔ

切板鋼板
SS400
PL-9 0.03 ｔ

切板鋼板
SS400
PL-6 0.01 ｔ

切板鋼板
SS400
PL-3.2 0.01 ｔ

切板鋼板
SN400B
SPL-9 0.2 ｔ

（ボルト類）

特殊ＨＴＢ（Ｆ８T） M16　L=45 4.0 本

特殊ＨＴＢ（Ｆ８T） M16　L=55 100.0 本

特殊ＨＴＢ（Ｆ８T） M16　L=60 200.0 本

ターンバックル M16　 2.0 本

アンカーボルト
ABR400
M20　L=400 16.0 本

鉄骨スクラップ控除 -0.1 ｔ

（加工組立費）

鉄骨工場加工費 1.6 ｔ

工場溶接
（すみ肉６ｍｍ換算） 69.2 ｍ

亜鉛メッキ 1.7 ｔ
代価2

超音波探傷試験 第三者 48.0 か所

鉄骨建て方 低層　建方機械別途 1.7 ｔ

トルシア形高力ボルト締付 292.0 本

軽量鉄骨加工・取付
母屋・胴縁の類
普通ﾎﾞﾙﾄ締共 0.1 ｔ

鉄骨運搬 11ｔ車 1.7 ｔ

アンカーボルト据付 径20　　取付手間 16.0 か所

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P26

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

柱下均しモルタル 330×330×50 4.0 か所

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P27

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

８．屋根及びとい工事

（外　部）

丸ハゼ折版葺
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8
Ⅱ型 H=160 27.5 ｍ２

タイトフレーム 14.0 ｍ

妻用タイトフレーム 8.0 か所

軒先見切面戸 軒先面戸吊子共 7.4 ｍ

軒先フレーム
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.8加工 H=200 7.4 ｍ

下地:L-40×40×3
 L=140 @500

耐水ﾘﾍﾞｯﾄ止め
 @500 2本/か所

水上面戸 ｼｰﾘﾝｸﾞ共 7.4 ｍ

水上見切面戸 7.4 ｍ

ケラバ包み
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8
加工 糸=685 7.4 ｍ

雪止金物
溶融亜鉛ﾒｯｷ L-50×50×6
ﾊﾞﾚｰｶﾞｰﾄﾞ付き 7.0 ｍ

軒樋
ｶﾗｰ塩ﾋﾞ製
W150×H120 7.0 ｍ

落し口ドレン φ75 防塵網付 1.0 か所

縦どい ｶﾗｰVP管 φ75 3.4 ｍ

縦といエルボ ｶﾗｰVP管 φ75 2.0 か所

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P28

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

９．金属工事

（外　部）

幕板
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8
H=350 既製品 取付金具共 14.8 ｍ

幕板出隅コーナー
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8
H=350 既製品 2.0 か所

円柱巾木
ＳＵＳ巻き

t=0.6 HL仕上 ｼｰﾘﾝｸﾞ系接着
φ190.7 H=550 4.0 か所

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P29

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１０．塗装工事

（外　部）

ＦＵＥ塗り 鉄骨亜鉛ﾒｯｷ面 29.5 ｍ２
代価7

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P30

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１１．ユニット及びその他工事

（外　部）

防鳥ネット ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ440dt-36-25㎜ 22.9 ｍ２

柱型
反射テープ W=50 12.0 ｍ

K-5
既存サイン移設 W1200×H600 1.0 か所

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P31

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅲ．喫煙所 改築

１．直接仮設工事 1.0 式

２．土工事 1.0 式

３．地業工事 1.0 式

４．鉄筋工事 1.0 式

５．コンクリート工事 1.0 式

６．型枠工事 1.0 式

７．鉄骨工事 1.0 式

８．防水工事 1.0 式

９．屋根及びとい工事 1.0 式

１０．金属工事 1.0 式

１１．左官工事 1.0 式

１２．建具工事 1.0 式

１３．塗装工事 1.0 式

１４．内外装工事 1.0 式

１５．ユニット及びその他工事 1.0 式

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P32

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１．直接仮設工事

遣り方 1.0 式
別紙明細1

墨出し 1.0 式
別紙明細2

養生 1.0 式
別紙明細3

整理清掃後片付け 1.0 式
別紙明細4

外部足場 1.0 式
別紙明細5

躯体足場 1.0 式
別紙明細6

内部仕上足場 1.0 式
別紙明細7

災害防止 1.0 式
別紙明細8

仮設材運搬 1.0 式
別紙明細9

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P33

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

２．土工事

根切 小規模土工 19.1 ｍ３

床付け つぼ,布掘り 21.1 ｍ２

埋戻し
B種
発生土　小規模 9.8 ｍ３

積込み 9.3 ｍ３

建設発生土運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ積
14Km以下 9.3 ｍ３

不用土処分（残土） 場外搬出　敷均し 9.3 ｍ３

土工機械運搬費 1.0 式
別紙明細10

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P34

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

３．地業工事

(地業)

砕石地業　（再生材） 基礎下 1.0 ｍ３

砕石地業　（再生材） 土間下 1.5 ｍ３

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　厚0.15 14.7 ｍ２

土間下断熱材敷き 厚さ25mm 14.7 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P35

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

４．鉄筋工事

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS G3112　SD295A　D10 0.1 ｔ

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS G3112　SD295A　D13 0.7 ｔ

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS G3112　SD295A　D16 0.1 ｔ

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS G3112　SD345　D25 0.4 ｔ

鉄筋スクラップ控除 -0.1 ｔ

鉄筋加工組立
ﾗｰﾒﾝ構造　一般　D32以下
一般建物 1.2 ｔ

鉄筋運搬 10t車　30km程度 1.2 ｔ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P36

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

５．コンクリート工事

普通コンクリート
JIS A5308　FC18 S15
粗骨材20 1.2 ｍ３

普通コンクリート
JIS A5308　FC21+3 S15
粗骨材20 9.1 ｍ３

コンクリート打設手間
捨てｺﾝ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
30m3/回程度　S15～18 1.2 ｍ３

圧送費,基本料金別途

コンクリートポンプ圧送
基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回

コンクリート打設手間
基礎　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回程度　S15～18 5.9 ｍ３

圧送費,基本料金別途

コンクリートポンプ圧送
基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回

コンクリート打設手間
土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回程度　S15～18 3.1 ｍ３

圧送費,基本料金別途

コンクリートポンプ圧送
基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回

コンクリート打設手間
躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回未満　S15～18 0.1 ｍ３

圧送費,基本料金別途

コンクリートポンプ圧送
基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P37

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

６．型枠工事

型枠
普通合板型枠
ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部 25.6 ｍ２

型枠
普通合板型枠
ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 標準階高 0.7 ｍ２

型枠
打放合板型枠　B種
ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 3.2 ｍ２

型枠
打放合板型枠　B種
ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 標準階高 0.7 ｍ２

型枠運搬費 10t車　30km程度 30.2 ｍ２

打放し面補修
B種 ｺｰﾝ処理
部分目違い払い 3.9 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P38

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

７．鉄骨工事

(材料費)

構造用鋼管
STK400
○-139.8×4.5 0.2 ｔ

構造用鋼管
STKR400
□-100×100×3.2 0.1 ｔ

Ｈ形鋼
SN400B
H-250×125×6×9 0.4 ｔ

山形鋼
SS400
L-90×90×7 0.03 ｔ

平鋼
SN400B
FB-9×25 0.01 ｔ

平鋼
SS400
FB-9×25 0.01 ｔ

丸鋼
SS400
M16 0.02 ｔ

軽量形鋼
SSC400
C-100×50×20×2.3 0.5 ｔ

軽量形鋼
SSC400
C-100×50×20×3.2 0.3 ｔ

切板鋼板
SN490C
PL-19 0.1 ｔ

切板鋼板
SS400
PL-9 0.02 ｔ

切板鋼板
SS400
PL-6 0.04 ｔ

切板鋼板
SS400
PL-4.5 0.08 ｔ

切板鋼板
SS400
PL-3.2 0.01 ｔ

切板鋼板
SN400B
SPL-12 0.1 ｔ

切板鋼板
SN400B
SPL-6 0.04 ｔ

（ボルト類）

特殊ＨＴＢ（Ｓ１０Ｔ） M16　L=40 5.0 本

特殊ＨＴＢ（Ｓ１０Ｔ） M16　L=45 333.0 本

特殊ＨＴＢ（Ｓ１０Ｔ） M20　L=45 34.0 本

普通ボルト M12　L=25 358.0 本

ターンバックル M16　 2.0 本

アンカーボルト
ABR400
M20　L=400 16.0 本

アンカーボルト
SS400
M12　L=300 4.0 本

鉄骨スクラップ控除 -0.1 ｔ

（加工組立費）

鉄骨工場加工費 1.1 ｔ

工場溶接
（すみ肉６ｍｍ換算） 77.5 ｍ

工場錆止め塗り
JIS K 5674
工場2回 110.0 ｍ２

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P39

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

工場錆止め塗り FUE塗装面　工場3回 4.4 ｍ２
代価3

超音波探傷試験 第三者 80.0 か所

鉄骨建て方 低層　建方機械別途 1.9 ｔ

トルシア形高力ボルト締付 356.0 本

軽量鉄骨加工・取付
母屋・胴縁の類
普通ﾎﾞﾙﾄ締共 0.8 ｔ

鉄骨運搬 11ｔ車 1.9 ｔ

アンカーボルト据付 径20　　取付手間 16.0 か所

アンカーボルト据付 径12　　取付手間 4.0 か所

柱下均しモルタル 280×280×50 4.0 か所

下端胴縁
取り合いモルタル 100×20 2.0 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P40

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

８．防水工事

（外　部）

屋根
シート防水

S-M2 ｼﾙﾊﾞｰ 厚1.5
絶縁緩衝ｼｰﾄt=2.5共 14.2 ｍ２

屋根立上り
シート防水

S-M2 ｼﾙﾊﾞｰ 厚1.5
木毛板面 6.6 ｍ２

屋根立上り天端水切
シーリング

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
10×15 15.6 ｍ

壁 水切取合い
シーリング

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
10×15 1.5 ｍ

壁 出隅役物
シーリング

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
10×15 9.2 ｍ

建具枠周囲
シーリング

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
15×20 39.6 ｍ

代価4

建具枠周囲
シーリング

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
5×5 25.2 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P41

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

９．屋根及びとい工事

（外　部）

ルーフドレン 鋳鉄製 横型 φ75 1.0 か所

縦どい ｶﾗｰVP管 φ75 3.4 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P42

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１０．金属工事

（外　部）

笠木
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.5包み加工 W=190(糸=280) 12.0 ｍ

笠木コーナー役物
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.5包み加工 W=190(糸=280) 4.0 か所

L=500+500

捨て笠木 W=190 16.0 ｍ

屋根立上り天端
水切

ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8
L=25+40 15.6 ｍ

オーバーフロー管
SUS角ﾊﾟｲﾌﾟ
46×46 L=155 1.0 か所

外壁
角波鋼板

ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.5 ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ 23.1 ｍ２

外壁
出隅役物 外壁同材  L=60+60 4.6 ｍ

外壁
透湿防水シート張り 23.1 ｍ２

壁
水切

ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.8加工 糸=300 1.5 ｍ

壁
外額縁取合い水切 外壁同材  L=20+30 9.2 ｍ

壁
ケミカル面戸 33.0 ｍ

（内　部）

ステンレス製巾木 SUS t=0.8 H=100 2.0 ｍ

円柱巾木
ＳＵＳ巻き t=0.8 φ139.8 H=100 4.0 か所

壁
額縁取合い見切 ｱﾙﾐ製 25.0 ｍ

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450 7.7 ｍ２

軽量鉄骨壁開口補強
65形 扉等三方補強
(980+5000+980)×2400 2.0 か所

代価5

軽量鉄骨壁開口補強
65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
500×600 1.0 か所

代価6

軽量鉄骨天井下地
19形(屋内) 下地張りあり
@360 ふところ1.5m未満 12.9 ｍ２

天井インサート取付け 鉄骨用 12.9 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P43

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１１．左官工事

（外　部）

立上り天端
コンクリート直均し仕上

金ごて 直均し仕上
W=175 2.0 ｍ

周囲防水モルタル充填 外部建具 15.6 ｍ

（内　部）

床
コンクリート直均し仕上

金ｺﾞﾃ
硬化剤塗布下地 12.9 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P44

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１２．建具工事

(１) アルミニウム製建具 1.0 式

(２) ガラス 1.0 式

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P45

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

(１) アルミニウム製建具

（外　部）

AD1
両袖ＦＩＸ付ハンガー戸

ｽﾃﾝｶﾗｰ
W6960×H2400 内外額縁共 1.0 か所

AD2
ＦＩＸ連窓

ｽﾃﾝｶﾗｰ
W6960×H2400 内外額縁共 1.0 か所

AG1
防水ガラリ

ｽﾃﾝｶﾗｰ
W500×H600 内外額縁共 1.0 か所

運搬・取付費 1.0 式

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P46

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

(２) ガラス

（外　部）

網入磨き板ガラス
厚6.8  特寸2.18㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ,清掃共 4.2 ｍ２

網入磨き板ガラス
厚6.8  特寸4.45㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ,清掃共 27.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P47

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１３．塗装工事

（内　部）

ＦＵＥ塗り 鉄骨面 4.4 ｍ２
代価8

天井
ＥＰ塗り 見上部 けい酸ｶﾙｼｳﾑ面 12.9 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P48

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１４．内外装工事

（外　部）

屋根
硬質木毛セメント板 厚25 14.2 ｍ２

屋根立上り
硬質木毛セメント板 厚25 6.6 ｍ２

外壁
せっこうボード張り

厚12.5 不燃
鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 23.1 ｍ２

（内　部）

床
表面硬化剤塗布

2回塗  ｺﾝｸﾘｰﾄ面
ABC商会:ｾﾗﾐｷｭｱ同等品 12.9 ｍ２

壁
メラミン化粧不燃板張り

厚3
目地:抗菌防ｶﾋﾞｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ 7.5 ｍ２

壁
硬質せっこうボード張り

厚12.5 不燃
鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 7.7 ｍ２

代価9

壁
グラスウール充填 t=50  24㎏品 7.7 ｍ２

天井
けい酸カルシウム板張り

ﾀｲﾌﾟ2（ﾉﾝｱｽ)0.8FK
厚6　目透し 12.9 ｍ２

天井
せっこうボード張り

厚12.5 不燃 下地張り
鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 12.9 ｍ２

天井
グラスウール敷込 t=50  24㎏品 12.9 ｍ２

回り縁 塩ﾋﾞｼﾞｮｲﾅｰ 14.9 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P49

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１５．ユニット及びその他工事

（外　部）

K-1
サイン

W750×H1150
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ及び文字 1.0 か所

ｽｺｯﾁｶﾙｼｰﾄ貼

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P50

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅳ．既存身障者用駐車場
解体撤去

１．解体撤去工事 1.0 式

２．発生材処分 1.0 式

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P51

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１．解体撤去工事

Ｓ造基礎コンクリート解体
大型ﾌﾞﾚｰｶ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ
併用　集積共 10.5 ｍ３

鉄筋切断 10.5 ｍ３

Ｓ造上屋解体 鉄骨ｶｯﾀｰ主体 83.4 ｍ２

埋戻し 購入土 10.5 ｍ３

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P52

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

２．発生材処分

(発生材積込)

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力 10.5 ｍ３

発生材積込 ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 3.3 ｍ３

(発生材運搬)

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 10.5 ｍ３

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 2.8 ｍ３

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.5 ｍ３

(発生材処分)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 24.7 ｔ

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 2.8 ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.2 ｔ

産業廃棄物税 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.2 ｔ

有価物売却 鉄くず ﾍﾋﾞｰH2 -10.0 ｔ

有価物売却 ｱﾙﾐくず 込みｶﾞﾗ -1.0 ｔ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P53

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅴ．既存喫煙所 解体撤去

１．解体撤去工事 1.0 式

２．発生材処分 1.0 式

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P54

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１．解体撤去工事

Ｓ造基礎コンクリート解体
大型ﾌﾞﾚｰｶ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ
併用　集積共 2.7 ｍ３

鉄筋切断 2.7 ｍ３

Ｓ造上屋解体 鉄骨ｶｯﾀｰ主体 9.0 ｍ２

埋戻し 購入土 2.7 ｍ３

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P55

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

２．発生材処分

(発生材積込)

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力 2.7 ｍ３

発生材積込 ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 0.5 ｍ３

(発生材運搬)

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 2.7 ｍ３

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 0.4 ｍ３

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1 ｍ３

(発生材処分)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 6.3 ｔ

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 0.4 ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.04 ｔ

産業廃棄物税 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.04 ｔ

有価物売却 鉄くず ﾍﾋﾞｰH2 -2.3 ｔ

有価物売却 ｱﾙﾐくず 込みｶﾞﾗ -0.2 ｔ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P56

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅵ．外構工事

１．構内舗装工事 1.0 式

２．屋外排水工事 1.0 式

３．囲障工事 1.0 式

４．植栽工事 1.0 式

５．コンクリート工事 設備基礎 1.0 式

６．ユニットおよびその他
工事 1.0 式

７．解体撤去工事 1.0 式

８．発生材処分 1.0 式

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P57

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１．構内舗装工事

アスファルト舗装
表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50
基層:再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=50 220.0 ｍ２

上層路盤:瀝青安定処理(30)
         t=100

下層路盤:RC-40  t=320
すきとり･残土処分共

歩車道境界ブロック新設
C種  片面R  170～210×300
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･路盤砕石共 50.6 ｍ

曲線部
歩車道境界ブロック新設

C種  片面R  170～210×300
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･路盤砕石共 14.2 ｍ

縁石新設(擬石)
100×120
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･路盤砕石共 5.0 ｍ

車止めブロック
ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品
打ち込みｱﾝｶｰ付 8.0 本

駐車区画線消去 白線  W=150 67.5 ｍ

ゼブラ線消去 白線  W=400 10.0 ｍ

駐車区画線
舗装線引用  溶融式
白線  W=150 137.0 ｍ

ゼブラ線
舗装線引用  溶融式
白線  W=300 10.2 ｍ

矢印ライン
舗装線引用  溶融式
直線  L3500×W150･300～0 2.0 か所

ピクトサイン溶着
3000×1000
二輪 1.0 か所

ピクトサイン溶着
2000×2000
車椅子ﾏｰｸ 2.0 か所

ピクトサイン溶着
1200×1200
ゆずりあい用駐車ｽﾍﾟｰｽ 1.0 か所

ピクトサイン溶着
1200×1200
急速充電用車ｽﾍﾟｰｽ 1.0 か所

インターロッキング舗装
歩行用  t=60  ﾃﾞｻﾞｲﾝ張
ｸｯｼｮﾝ材  t30 62.6 ｍ２

路盤:C-40  t150
すきとり･残土処分共

インターロッキング舗装
T-2対応  t=80  ﾃﾞｻﾞｲﾝ張
ｸｯｼｮﾝ材  t30 14.3 ｍ２

路盤:C-40  t150
すきとり･残土処分共

視覚障害者用誘導ブロッ
ク

一般ﾌﾞﾛｯｸ
300×300×60 15.0 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P58

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

２．屋外排水工事

雨水桝
PC既製品
700×700×H600 4.0 か所

細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
(T25)

雨水桝
PC既製品
450×450×H600 1.0 か所

細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

雨水桝
PC既製品
360×360×H600 1.0 か所

細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

雨水浸透桝
PC既製品
360×360×H600 1.0 か所

細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

現場打雨水桝
300×300×H500
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ用化粧蓋 1.0 か所

側溝
既製品  暗渠側溝  400×400
上面ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 8.3 ｍ

ｽﾘｯﾄ  樹脂ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

側溝
既製品  ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ用暗渠側溝
400×400 7.1 ｍ

上面ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ
ｽﾘｯﾄ  樹脂ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

側溝
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝300A
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 9.5 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P59

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

３．囲障工事

車止めポール(固定式)
ｱﾙﾐ製既製品  φ115 H800
ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ  ｾﾗﾐｯｸ塗装共 12.0 か所

独立基礎 300×300×H400共
反射ﾃｰﾌﾟ2段付

ｻﾝﾎﾟｰﾙ:ﾎﾟﾗｰﾄV370U同等品

急速充電器前
ガードポール φ114.3×t4.5  H=850+400 2.0 か所

バリカー
ｽﾃﾝﾚｽ既製品  φ46.3  H700
独立基礎 250×250×H250共 4.0 か所

反射ﾃｰﾌﾟ･さや管･南京錠共

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P60

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

４．植栽工事

野芝 t=300  客土共 44.8 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P61

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

５．コンクリート工事

（急速充電基礎）

根切 小規模土工 3.4 ｍ３

床付け つぼ､布掘り 2.8 ｍ２

埋戻し
B種
発生土  小規模 2.2 ｍ３

積込み 1.3 ｍ３

建設発生土運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
14km以下 1.3 ｍ３

不用土処分(残土) 場外搬出  敷均し 1.3 ｍ３

砕石地業(再生材) 基礎下 0.3 ｍ３

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS  G3112  SD295A  D13 144.0 kg

鉄筋加工組立
ﾗｰﾒﾝ構造  一般  D32以下
小型構造物 138.0 kg

鉄筋運搬費 10t車  30km程度 138.0 kg

普通コンクリート
JIS A5308　FC18 S15
粗骨材20 0.1 ｍ３

普通コンクリート
JIS A5308　FC21+3 S15
粗骨材20 1.2 ｍ３

コンクリート打設手間
捨てｺﾝ  人力打設
S15～18 0.1 ｍ３

コンクリート打設手間
小型構造物  人力打設
S15～18 1.2 ｍ３

型枠
普通合板型枠
小型構造物 1.9 ｍ２

型枠
打放合板型枠  B種
小型構造物 1.6 ｍ２

型枠運搬費 10t車  30km程度 3.40 ｍ２

基礎天端
コンクリート直均し仕上 金ごて  直均し仕上 2.1 ｍ２

打放し面補修
B種  ｺ-ﾝ処理
部分目違い払い 1.6 ｍ２

（室外機基礎）

根切 小規模土工 1.4 ｍ３

床付け つぼ､布掘り 0.8 ｍ２

埋戻し
B種
発生土  小規模 1.1 ｍ３

積込み 0.3 ｍ３

建設発生土運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
14km以下 0.3 ｍ３

不用土処分(残土) 場外搬出  敷均し 0.3 ｍ３

砕石地業(再生材) 基礎下 0.1 ｍ３

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS  G3112  SD295A  D13 36.1 kg

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P62

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

鉄筋加工組立
ﾗｰﾒﾝ構造  一般  D32以下
小型構造物 34.7 kg

鉄筋運搬費 10t車  30km程度 34.7 kg

普通コンクリート
JIS A5308　FC18 S15
粗骨材20 0.04 ｍ３

普通コンクリート
JIS A5308　FC21+3 S15
粗骨材20 0.2 ｍ３

コンクリート打設手間
捨てｺﾝ  人力打設
S15～18 0.04 ｍ３

コンクリート打設手間
小型構造物  人力打設
S15～18 0.2 ｍ３

型枠
普通合板型枠
小型構造物 0.6 ｍ２

型枠
打放合板型枠  B種
小型構造物 0.6 ｍ２

型枠運搬費 10t車  30km程度 1.2 ｍ２

基礎天端
コンクリート直均し仕上 金ごて  直均し仕上 0.5 ｍ２

打放し面補修
B種  ｺ-ﾝ処理
部分目違い払い 0.6 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P63

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

６．ユニットおよびその他
工事

既存柱脚(ハ)
ステンレス巻き

t=0.6  HL仕上
φ114.3×H400 10.0 か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ系接着
ｼﾞｮｲﾝﾄ部:捨て板貼･ｼｰﾘﾝｸﾞ共

既存柱脚(ニ)
ステンレス巻き

t=0.6  HL仕上
φ216.3×H400 6.0 か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ系接着
ｼﾞｮｲﾝﾄ部:捨て板貼･ｼｰﾘﾝｸﾞ共

既存柱脚(ハ)
ＦＵＥ塗装補修

φ114.3×H520
ｹﾚﾝ処理+錆止め塗装共 10.0 か所

代価10

0.18m2/か所

既存柱脚(ニ)
ＦＵＥ塗装補修

φ216.3×H540
ｹﾚﾝ処理+錆止め塗装共 6.0 か所

代価11

0.37m2/か所

既存柱脚(ハ)
防水モルタル塗り 金ごて  350角×t30 10.0 か所

代価12

既存柱脚(ニ)
防水モルタル塗り 金ごて  450角×t30 6.0 か所

代価13

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P64

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

７．解体撤去工事

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装部
カッター入れ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面
厚さ20～30mm 22.5 ｍ

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装部
カッター入れ

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装面
厚さ20～30mm 89.2 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装部
アスファルト舗装撤去 t=50+50  集積共 93.5 ｍ２

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装部
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去 t=60  手はがし  集積共 54.6 ｍ２

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装部
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去 t=80  手はがし  集積共 30.5 ｍ２

視覚障害者用
誘導用ブロック撤去 t=60  手はがし  集積共 4.5 ｍ２

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装部
路盤砕石撤去 t=100+320  集積共 39.3 ｍ３

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装部
路盤砕石撤去 t=150  集積共 13.5 ｍ３

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装部
クッション材撤去 t=30  集積共 2.7 ｍ３

野芝撤去 t=300  客土共  集積共 174.0 ｍ２

縁石撤去
170～210×300
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･路盤砕石共 23.0 ｍ

集積共

工事期間中
車止めブロック撤去 集積共 4.0 か所

雨水集水桝撤去
360角×H600
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 2.0 か所

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ･砕石地業共
集積共

暗渠側溝撤去
W530×H570
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ･砕石地業共 18.0 ｍ

集積共

車止めポール撤去
ｱﾙﾐ製  φ114×H800+300
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共 12.0 か所

発生土処分 客土 54.8 ｍ３

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P65

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

８．発生材処分

(発生材積込)

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力 76.1 ｍ３

(発生材運搬)

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.6 ｍ３

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 9.4 ｍ３

発生材運搬 がれき類 61.1 ｍ３

(発生材処分)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 13.2 ｔ

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 22.1 ｔ

発生材処分 がれき類 144.0 ｔ

有価物売却 鉄くず ﾍﾋﾞｰH2 -0.1 ｔ

有価物売却 ｱﾙﾐくず 込みｶﾞﾗ -0.04 ｔ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P66

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場・急速
充電所 改築

別紙明細１
遣り方

遣り方 小規模 141.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P67

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場・急速
充電所 改築

別紙明細２
墨出し

墨出し 小規模 141.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P68

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場・急速
充電所 改築

別紙明細３
養生

養生 小規模 141.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P69

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場・急速
充電所 改築

別紙明細４
整理清掃後片付け

整理清掃後片付け 小規模 141.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P70

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場・急速
充電所 改築

別紙明細５
外部足場

枠組本足場
建枠幅600　500×1枚
高さ12m未満 272.0 ｍ２

安全手摺 枠組足場用 61.8 ｍ

外部仕上足場
階高4.0m未満
架台足場 141.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P71

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場・急速
充電所 改築

別紙明細６
躯体足場

鉄骨足場 87.2 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P72

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場・急速
充電所 改築

別紙明細７
災害防止

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 272.0 ｍ２

災害防止 安全ﾈｯﾄ水平張り 87.2 ｍ２
代価1

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P73

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場・急速
充電所 改築

別紙明細８
仮設材運搬

仮設材運搬(枠組本足場) 建枠幅600　 272.0 ｍ２

仮設材運搬(安全手すり) 枠組本足場用 61.8 ｍ

仮設材運搬
(外部仕上足場　架台足場) 平家建 141.0 ｍ２

仮設材運搬(鉄骨足場) 87.2 ｍ２

仮設材運搬
(シート・ネット類) 359.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P74

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場・急速
充電所 改築

別紙明細９
土工機械運搬費

土工機械運搬費
根切り､埋戻し(小規模)
1往復 1.0 台

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P75

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．自動二輪用駐車場 新
築

別紙明細１
遣り方

遣り方 小規模 21.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P76

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．自動二輪用駐車場 新
築

別紙明細２
墨出し

墨出し 小規模 21.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P77

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．自動二輪用駐車場 新
築

別紙明細３
養生

養生 小規模 21.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P78

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．自動二輪用駐車場 新
築

別紙明細４
整理清掃後片付け

整理清掃後片付け 小規模 21.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P79

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．自動二輪用駐車場 新
築

別紙明細５
外部足場

枠組本足場
建枠幅600　500×1枚
高さ12m未満 99.2 ｍ２

安全手摺 枠組足場用 28.8 ｍ

外部仕上足場
階高4.0m未満
架台足場 21.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P80

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．自動二輪用駐車場 新
築

別紙明細６
躯体足場

鉄骨足場 21.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P81

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．自動二輪用駐車場 新
築

別紙明細７
災害防止

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 99.2 ｍ２

災害防止 安全ﾈｯﾄ水平張り 21.0 ｍ２
代価1

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P82

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．自動二輪用駐車場 新
築

別紙明細８
仮設材運搬

仮設材運搬(枠組本足場) 建枠幅600　 99.2 ｍ２

仮設材運搬(安全手すり) 枠組本足場用 28.8 ｍ

仮設材運搬
(外部仕上足場　架台足場) 平家建 21.0 ｍ２

仮設材運搬(鉄骨足場) 21.0 ｍ２

仮設材運搬
(シート・ネット類) 120.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P83

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．自動二輪用駐車場 新
築

別紙明細９
土工機械運搬費

土工機械運搬費
根切り､埋戻し(小規模)
1往復 1.0 台

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P84

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅲ．喫煙所 改築
別紙明細１
遣り方

遣り方 小規模 15.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P85

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅲ．喫煙所 改築
別紙明細２
墨出し

墨出し 小規模 15.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P86

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅲ．喫煙所 改築
別紙明細３
養生

養生 小規模 15.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P87

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅲ．喫煙所 改築
別紙明細４
整理清掃後片付け

整理清掃後片付け 小規模 15.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P88

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅲ．喫煙所 改築
別紙明細５
外部足場

枠組本足場
建枠幅600　500×1枚
高さ12m未満 92.4 ｍ２

安全手摺 枠組足場用 24.6 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P89

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅲ．喫煙所 改築
別紙明細６
躯体足場

鉄骨足場 9.9 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P90

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅲ．喫煙所 改築
別紙明細７
内部仕上足場

内部仕上足場
階高4.0m未満
架台足場 15.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P91

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅲ．喫煙所 改築
別紙明細８
災害防止

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 92.4 ｍ２

災害防止 安全ﾈｯﾄ水平張り 9.9 ｍ２
代価1

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P92

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅲ．喫煙所 改築
別紙明細９
仮設材運搬

仮設材運搬(枠組本足場) 建枠幅600　 92.4 ｍ２

仮設材運搬(安全手すり) 枠組本足場用 24.6 ｍ

仮設材運搬(鉄骨足場) 9.9 ｍ２

仮設材運搬
(内部仕上足場　架台足場) 平家建 15.0 ｍ２

仮設材運搬
(シート・ネット類) 102.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P93

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅲ．喫煙所 改築
別紙明細１０
土工機械運搬費

土工機械運搬費
根切り､埋戻し(小規模)
1往復 1.0 台

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P94

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

共通仮設(積上)

仮囲い
仮囲鉄板　H=3.0m
設置:6か月 1.0 式

別紙明細1

仮囲い
仮囲鉄板　H=2.0m
設置:6か月 1.0 式

別紙明細2

シートゲート
W2.0×H3.0
6か月 1.0 か所

代価16

既存目隠しフェンス
一時撤去･復旧 H=1800 2.0 ｍ

Ａ型バリケード W1.2×H0.8 6.0 か所

工事期間中
駐車区画線消去 白線  W=150 34.0 ｍ

工事期間中
ピクトサイン消去

2000×2000
車椅子ﾏｰｸ 2.0 か所

工事期間中
ピクトサイン消去

3000×1000
二輪 2.0 か所

工事期間中
駐車区画線

舗装線引用  溶融式
白線  W=150 34.0 ｍ

工事期間中
ピクトサイン溶着

2000×2000
車椅子ﾏｰｸ 2.0 か所

工事期間中
ピクトサイン溶着

3000×1000
二輪 2.0 か所

工事期間中
車止めブロック

ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品
(打ち込みｱﾝｶｰ付) 4.0 か所

交通誘導警備員Ａ 人

交通誘導警備員Ｂ 人

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P95

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

共通仮設(積上)
別紙明細１
仮囲鉄板　H=3.0m

設置:6か月

仮囲い 設置費 126.0 ｍ

仮囲い 基本料 126.0 ｍ

仮囲い 共用1日賃料　修理費含む 126.0 ｍ
代価14

仮囲い 撤去費 126.0 ｍ

仮囲い運搬 126.0 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P96

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

共通仮設(積上)
別紙明細２
仮囲鉄板　H=2.0m

設置:6か月

仮囲い 設置費 88.0 ｍ

仮囲い 基本料 88.0 ｍ

仮囲い 共用1日賃料　修理費含む 88.0 ｍ
代価15

仮囲い 撤去費 88.0 ｍ

仮囲い運搬 88.0 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P97

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

代価１ 安全ﾈｯﾄ水平張り 1.0 ｍ２

安全ネット張り(水平張り) 掛払い手間 1.00 ｍ２

安全ネット張り(水平張り) 共用1日賃料　修理費含む 日

安全ネット張り(水平張り) 基本料　修理費含む 1.00 ｍ２

小        計

単　　　　価

代価２
鉄骨
亜鉛ﾒｯｷ 1.0 t

亜鉛メッキ 1.00 t

鉄骨運搬 11ｔ車 1.00 ｔ

小        計

単　　　　価

代価３
工場錆止め塗り
FUE塗装面　工場3回 1.0 ｍ２

素地ごしらえ 鉄鋼面　工程C種 1.00 ｍ２

下塗り(１回目)
JIS K5552
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ　2種 0.14 kg

下塗り(２回目)
JIS K5551
構造物用さび止ﾍﾟｲﾝﾄ　A種 0.14 kg

下塗り(３回目)
JIS K5551
構造物用さび止ﾍﾟｲﾝﾄ　A種 0.14 kg

塗装工 0.03 人

その他    % 1.00 式

小        計

単　　　　価
宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P98

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

代価４
ｼｰﾘﾝｸﾞ
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×20 1.0 ｍ

シーリング
一般部
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10 1.00 ｍ

シーリング
一般部
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10 1.00 ｍ

シーリング
一般部
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10 -1.00 ｍ

小        計

単　　　　価

代価５
軽量鉄骨壁開口補強
65形 扉等三方補強 1.0 か所

(980+5000+980)×2400

軽量鉄骨壁開口部補強
65形 扉等三方補強
1800×2000㎜程度 2.00 か所

小        計

単　　　　価

代価６
軽量鉄骨壁開口補強
65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1.0 か所

500×600

軽量鉄骨壁開口部補強
65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
450×900㎜程度 0.80 か所

小        計

単　　　　価

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P99

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

代価７
FUE塗り
鉄骨亜鉛ﾒｯｷ面 1.0 ｍ２

ＤＰ塗り
亜鉛めっき鋼 1級
素地ごしらえ及び下塗り別途 1.00 ｍ２

錆止め塗料塗り
亜鉛めっき鋼面
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 1.00 ｍ２

小        計

単　　　　価

代価８
FUE塗り
鉄骨面 1.0 ｍ２

ＤＰ塗り
鉄鋼 1級
素地ごしらえ及び下塗り別途 1.00 ｍ２

小        計

単　　　　価

代価９
壁硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り
厚12.5 不燃 1.0 ｍ２

鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け

壁
せっこうボード張り

厚12.5 不燃
鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 1.0 ｍ２

せっこうボード
厚12.5 不燃
910×1820 -0.60 枚

硬質せっこうボード
厚12.5 不燃
606×1820 0.91 枚

小        計

単　　　　価

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P100

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

代価１０
既存柱脚(ハ)
ＦＵＥ塗装補修 1.0 か所

φ114.3×H520
ｹﾚﾝ処理+錆止め塗装共

0.18m2/か所

ＤＰ塗り
鉄鋼 1級
素地ごしらえ及び下塗り別途 0.18 ｍ２

錆止め塗料塗り
亜鉛めっき鋼面
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.36 ｍ２

下地調整改修仕様 鉄鋼面 RB種(塗替え面) 0.18 ｍ２

既存塗膜除去 鉄面･亜鉛めっき面 RB種 0.18 ｍ２

小        計

単　　　　価

代価１１
既存柱脚(ニ)
ＦＵＥ塗装補修 1.0 か所

φ216.3×H540
ｹﾚﾝ処理+錆止め塗装共

0.37m2/か所

ＤＰ塗り
鉄鋼 1級
素地ごしらえ及び下塗り別途 0.37 ｍ２

錆止め塗料塗り
亜鉛めっき鋼面
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.74 ｍ２

下地調整改修仕様 鉄鋼面 RB種(塗替え面) 0.37 ｍ２

既存塗膜除去 鉄面･亜鉛めっき面 RB種 0.37 ｍ２

小        計

単　　　　価

代価１２
既存柱脚(ハ)
防水モルタル塗り 1.0 か所

金ごて  350角×t30

防水剤入りモルタル塗り 厚30㎜ 0.30 ｍ２

小        計

単　　　　価
宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P101

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

代価１３
既存柱脚(ニ)
防水モルタル塗り 1.0 か所

金ごて  450角×t30

防水剤入りモルタル塗り 厚30㎜ 0.30 ｍ２

小        計

単　　　　価

代価１４
仮囲鉄板　H=3.0m
共用1日賃料　修理費含む 1.0 ｍ

仮囲い 共用1日賃料　修理費含む 180.00 ｍ

小        計

単　　　　価

代価１５
仮囲鉄板　H=2.0m
共用1日賃料　修理費含む 1.0 ｍ

仮囲い 共用1日賃料　修理費含む 180.00 ｍ

小        計

単　　　　価

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P102

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

代価１６
ｼｰﾄｹﾞｰﾄ
W2.0×H3.0　6か月 1.0 か所

シートゲート W3.6×H4.5　6か月 1.00 か所

シートゲート W3.6×H4.5　6か月 1.00 か所

シートゲート W6.0×H4.5　6か月 -1.00 か所

小        計

単　　　　価

宮城県道路公社



電気設備工事　種目別内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

身障者用駐車場・急速充電所

1   

式

喫煙所          

1   

式

二輪車用駐車場  

1   

式

屋外            

1   

式

計



電気設備工事　科目別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電灯設備        

1   

式

急速充電設備    

1   

式

受変電設備      

1   

式

計

身障者用駐車場・急速充電所



電気設備工事　科目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電灯設備        

1   

式

計

喫煙所



電気設備工事　科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電灯設備        

1   

式

計

二輪車用駐車場



電気設備工事　科目別内訳 5

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

構内配電線路    

1   

式

計

屋外



電気設備工事　中科目別内訳 6

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

電灯設備        電灯分岐        

1   

式

計

急速充電設備    

1   

式

計

受変電設備      

1   

式

計

身障者用駐車場・急速充電所



電気設備工事　中科目別内訳 7

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

電灯設備        電灯分岐        

1   

式

電灯設備        コンセント分岐  

1   

式

電灯設備        処分費          

1   

式

計

喫煙所



電気設備工事　中科目別内訳 8

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

電灯設備        電灯分岐        

1   

式

計

二輪車用駐車場



電気設備工事　中科目別内訳 9

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

構内配電線路    配電線路        

1   

式

計

屋外



電気設備工事　細目別内訳 10

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         16㎜           代価表    0001

電線管(GZ)      38.

ｍ

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         28㎜           代価表    0003

電線管(GZ)      4.

ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     9.

ｍ

異種管接続材    FEP(30)                         代価表    0004

1.

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ16 2方出                      代価表    0005

1.

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ16 3方出                      代価表    0006

5.

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ28 2方出                      代価表    0007

1.

個

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 106.

ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 8.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 

4.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         

9.

ｍ

非常用ｺﾝｾﾝﾄ箱   自立型　(WP)                    代価表    0008

1.

個

LED灯           LSS1- MP / RP - 4 - 30          

2.

個

LED灯           LSS1- MP / RP - 2 - 14          

8.

個

土工事          別紙 00-0001

1   

式

計

身障者用駐車場・急速充電所 電灯設備 電灯分岐



電気設備工事　細目別内訳 11

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電気自動車用急速 入力　三相　200V                代価表    0018

充電器          出力　容量　50kW                1.

耐塩仕様                        台

運搬費          代価表    0019

1   

式

技術員派遣費    据付確認、充電確認、取説        代価表    0020

1   

式

計

身障者用駐車場・急速充電所 急速充電設備



電気設備工事　細目別内訳 12

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

低圧動力盤改修  L-4                             代価表    0021

1   

式

計

身障者用駐車場・急速充電所 受変電設備



電気設備工事　細目別内訳 13

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 1.

ｍ

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1.

付)             個

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 8.

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 2.

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 1.

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

人感ｾﾝｻｰ        明るさｾﾝｻｰ付                    代価表    0010

1.

個

LED灯           LRS8-08                         代価表    0009

4.

個

上り喫煙所分電盤 代価表    0011

1.

面

【撤去工事】    

LED灯　撤去     LED 6W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ                  代価表    0014

再使用しない                    2.

個

600V EM-CE ｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           代価表    0015

撤去            再使用しない                    3.

ｍ

600V EM-CE ｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         代価表    0016

撤去            再使用しない                    6.

ｍ

計

喫煙所 電灯設備 電灯分岐



電気設備工事　細目別内訳 14

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 6.

ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 2.

ｍ

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 3.

付)             個

樹脂製          大形 54                         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ     2.

個

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 18.

(PF管内)        ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 1.

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 8.

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 1.

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P L 15A ×1  ﾈｰﾑ付             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 1.

個

ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1(ﾇｹ止め)                

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            1.

個

ｺﾝｾﾝﾄ           3P20A×1(ﾌﾟﾗｸﾞ共)               

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   250V                            1.

個

ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ   ﾎﾞﾀﾝ電話用                      

2.

個

ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ収納箱 W:200×H:300×D:100 鍵付        代価表    0012

1.

個

計

喫煙所 電灯設備 コンセント分岐



電気設備工事　細目別内訳 15

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

処分費          

1   

式

計

喫煙所 電灯設備 処分費



電気設備工事　細目別内訳 16

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         22㎜           代価表    0002

電線管(GZ)      3.

ｍ

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         28㎜           代価表    0003

電線管(GZ)      6.

ｍ

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (16) 地中                      

(VE)            3.

ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     5.

ｍ

異種管接続材    FEP(30)                         代価表    0004

1.

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ28 2方出                      代価表    0007

1.

個

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 20.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 

3.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         

5.

ｍ

ｿｰﾗｰ照明電源部  ﾎﾟｰﾙ　TB3.5                     代価表    0013

1.

個

ﾎﾟ-ﾙ基礎        T3.5～T4.0                      

1.

か所

LED灯           LSS1- MP / RP - 2 - 14          

2.

個

接地極          14φ×1.5m                      

(銅覆鋼棒打込式) 1.

か所

土工事          別紙 00-0002

1   

式

計

二輪車用駐車場 電灯設備 電灯分岐



電気設備工事　細目別内訳 17

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ねじなし電線管  露出配管         31㎜           

(E)             2.

ｍ

ねじなし電線管  露出配管         51㎜           

(E)             2.

ｍ

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         28㎜           代価表    0003

電線管(GZ)      10.

ｍ

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (16) 地中                      

(VE)            4.

ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     72.

ｍ

波付硬質合成     (40)                           

樹脂管(FEP)     9.

ｍ

波付硬質合成     (80)                           

樹脂管(FEP)     23.

ｍ

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ         H1-6  600× 600× 600H          

丸600φ   2ﾄﾝ                   1.

個

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ         H2-9  900× 900× 900H          

丸600φ   2ﾄﾝ                   1.

個

異種管接続材    FEP(30)                         代価表    0004

4.

個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     200×  200×  200              

防水(SUS)       1.

個

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 51.

ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 1.

ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 107.

(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 5.

(PF管内)        ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 2C 管内                 

5.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井           

7.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)         

36.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 

3.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

9.

ｍ

屋外 構内配電線路 配電線路



電気設備工事　細目別内訳 18

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         

18.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C 管内                 

5.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

9.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C FEP内(PF･CD)         

35.

ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 管内                     

2.

ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

10.

ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

11.

ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 FEP内(PF･CD)             

14.

ｍ

開閉器箱        MCCB3P  50AF× 1個              

(一般形)        1.

個

身障者用駐車場分 代価表    0022

電盤            1.

面

壁貫通補修      鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 150φ 120～150㎜     

2.

個所

土工事          別紙 00-0003

1   

式

計

屋外 構内配電線路 配電線路



電気設備工事　別紙明細 19

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          別紙 00-0001

1   

式

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

6.

ｍ

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1.75

ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1.75

ｍ3

土工機械運搬費  代価表    0017

1.

台

計

身障者用駐車場・急速充電所 電灯設備 電灯分岐



電気設備工事　別紙明細 20

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          別紙 00-0002

1   

式

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

2.

ｍ

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      0.65

ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      0.65

ｍ3

計

二輪車用駐車場 電灯設備 電灯分岐



電気設備工事　別紙明細 21

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          別紙 00-0003

1   

式

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

59.

ｍ

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      18.98

ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      18.98

ｍ3

計

屋外 構内配電線路 配電線路



代価表一覧 22

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 単　　価 金　　額 備　　　　考

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         16㎜           代価表    0001

電線管(GZ)      1.00000

ｍ

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         22㎜           代価表    0002

電線管(GZ)      1.00000

ｍ

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         28㎜           代価表    0003

電線管(GZ)      1.00000

ｍ

異種管接続材    FEP(30)                         代価表    0004

1.00000

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ16 2方出                      代価表    0005

1.00000

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ16 3方出                      代価表    0006

1.00000

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ28 2方出                      代価表    0007

1.00000

個

非常用ｺﾝｾﾝﾄ箱   自立型　(WP)                    代価表    0008

1.00000

個

LED灯           LRS8-08                         代価表    0009

1.00000

個

人感ｾﾝｻｰ        明るさｾﾝｻｰ付                    代価表    0010

1.00000

個

上り喫煙所分電盤 代価表    0011

1.00000

面

ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ収納箱 W:200×H:300×D:100 鍵付        代価表    0012

1.00000

個

ｿｰﾗｰ照明電源部  ﾎﾟｰﾙ　TB3.5                     代価表    0013

1.00000

個

LED灯　撤去     LED 6W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ                  代価表    0014

再使用しない                    1.00000

個

600V EM-CE ｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           代価表    0015

撤去            再使用しない                    1.00000

ｍ

600V EM-CE ｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         代価表    0016

撤去            再使用しない                    1.00000

ｍ

土工機械運搬費  代価表    0017

1.00000

台

電灯設備



代価表一覧 23

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 単　　価 金　　額 備　　　　考

電気自動車用急速 入力　三相　200V                代価表    0018

充電器          出力　容量　50kW                1.00000

耐塩仕様                        台

運搬費          代価表    0019

1.00000

式

技術員派遣費    据付確認、充電確認、取説        代価表    0020

1.00000

式

急速充電設備



代価表一覧 24

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 単　　価 金　　額 備　　　　考

低圧動力盤改修  L-4                             代価表    0021

1.00000

式

受変電設備



代価表一覧 25

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 単　　価 金　　額 備　　　　考

身障者用駐車場分 代価表    0022

電盤            1.00000

面

構内配電線路



代価表 26

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         16㎜           代価表    0001

電線管(GZ)      1.00000

ｍ

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         16㎜           1.10000

01 電線管(GZ)      ｍ

附属品          1.00000

02 式

K01

雑材料          1.00000

03 式

K01+K02

電工            

04 人

その他          1.00000

式

計

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         22㎜           代価表    0002

電線管(GZ)      1.00000

ｍ

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         22㎜           1.10000

01 電線管(GZ)      ｍ

附属品          1.00000

02 式

K01

雑材料          1.00000

03 式

K01+K02

電工            

04 人

その他          1.00000

式

計

電灯設備



代価表 27

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         28㎜           代価表    0003

電線管(GZ)      1.00000

ｍ

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         28㎜           1.10000

01 電線管(GZ)      ｍ

附属品          1.00000

02 式

K01

雑材料          1.00000

03 式

K01+K02

電工            

04 人

その他          1.00000

式

計

異種管接続材    FEP(30)                         代価表    0004

1.00000

個

異種管接続材    FEP(30)                         1.00000

01 個

計

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ16 2方出                      代価表    0005

1.00000

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ16 2方出                      1.00000

01 個

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

電灯設備



代価表 28

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ16 3方出                      代価表    0006

1.00000

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ16 3方出                      1.00000

01 個

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ28 2方出                      代価表    0007

1.00000

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ28 2方出                      1.00000

01 個

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

非常用ｺﾝｾﾝﾄ箱   自立型　(WP)                    代価表    0008

1.00000

個

非常用ｺﾝｾﾝﾄ箱   自立型　(WP)                    1.00000

01 個

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

電灯設備



代価表 29

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

LED灯           LRS8-08                         代価表    0009

1.00000

個

LED灯           LRS8-08                         1.00000

01 個

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

人感ｾﾝｻｰ        明るさｾﾝｻｰ付                    代価表    0010

1.00000

個

人感ｾﾝｻｰ        明るさｾﾝｻｰ付                    1.00000

01 個

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

上り喫煙所分電盤 代価表    0011

1.00000

面

上り喫煙所分電盤 1.00000

01 面

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

電灯設備



代価表 30

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ収納箱 W:200×H:300×D:100 鍵付        代価表    0012

1.00000

個

ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ収納箱 W:200×H:300×D:100 鍵付        1.00000

01 個

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

ｿｰﾗｰ照明電源部  ﾎﾟｰﾙ　TB3.5                     代価表    0013

1.00000

個

ｿｰﾗｰ照明電源部  ﾎﾟｰﾙ　TB3.5                     1.00000

01 (Z)             個

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

LED灯　撤去     LED 6W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ                  代価表    0014

再使用しない                    1.00000

個

電工            

01 人

その他          1.00000

式

計

電灯設備



代価表 31

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

600V EM-CE ｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           代価表    0015

撤去            再使用しない                    1.00000

ｍ

電工            

01 人

その他          1.00000

式

計

600V EM-CE ｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         代価表    0016

撤去            再使用しない                    1.00000

ｍ

電工            

01 人

その他          1.00000

式

計

土工機械運搬費  代価表    0017

1.00000

台

土工機械運搬費  1.00000

01 台

計

電灯設備



代価表 32

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

電気自動車用急速 入力　三相　200V                代価表    0018

充電器          出力　容量　50kW                1.00000

耐塩仕様                        台

電気自動車用急速 入力　三相　200V                1.00000

01 充電器          出力　容量　50kW                台

耐塩仕様                        

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

普通作業員      

04 人

その他          1.00000

式

計

運搬費          代価表    0019

1.00000

式

運搬費          1.00000

01 式

計

技術員派遣費    据付確認、充電確認、取説        代価表    0020

1.00000

式

技術員派遣費    据付確認、充電確認、取説        1.00000

01 式

計

急速充電設備



代価表 33

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

低圧動力盤改修  L-4                             代価表    0021

1.00000

式

低圧動力盤改修  L-4                             1.00000

01 式

計

受変電設備



代価表 34

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

身障者用駐車場分 代価表    0022

電盤            1.00000

面

身障者用駐車場分 1.00000

01 電盤            面

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

構内配電線路



機械設備工事　種目別内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

機械設備（上り線）

1   

式

計



機械設備工事　科目別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

空気調和設備    001

1   

式

換気設備        002

1   

式

計

機械設備（上り線）



機械設備工事　中科目別内訳 3

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

空気調和設備    機器設備        001

1   

式

空気調和設備    屋内配管設備    003

1   

式

計

換気設備        機器設備        001

1   

式

計

機械設備（上り線）



機械設備工事　細目別内訳 4

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

PAC-1           壁掛け形                        代価表    0001

ヒートポンプエア C:5.6kw H6.70kw                 1   

コン            組

室外機用平地置き 代価表    0002

架台            1   

台

後施工アンカー  M-10　下向き                    別紙 00-0001

1   

式

計

機械設備（上り線） 空気調和設備 機器設備



機械設備工事　細目別内訳 5

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

冷媒用           6.35外径(  1/4B) 液管          

断熱材被覆銅管  厚8mm                           3   

ｍ

冷媒用           9.52外径(  3/8B) ｶﾞｽ管         

断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      3   

ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        16A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1   

(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        30A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      3   

(VP)            ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ      2mm2-  3C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      3   

ｍ

保温化粧ｹｰｽ      75 × 63                       

(樹脂製)        3   

ｍ

配管用          露 出     32A                   

炭素鋼鋼管(白管) 3   

塗装            ｍ

配管用防虫網     32A                            

1   

個

形鋼振止支持    別紙 00-0002

1   

式

計

機械設備（上り線） 空気調和設備 屋内配管設備



機械設備工事　細目別内訳 6

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EF-1            業務用メッシュ形                代価表    0003

有圧換気扇      350φ×1600CMH×40Pa            1   

台

ＳＵＳ製給排気形 350□　防虫網付                 代価表    0004

ウエザーカバー  1   

個

SD-1            カウンタータイプ人感センサー付  代価表    0005

喫煙用集塵・脱臭 処理能力 720ｍ3/ｈ              2   

機              プラズマ脱臭                    台

後施工アンカー  M-10　横向き                    別紙 00-0003

1   

式

計

機械設備（上り線） 換気設備 機器設備



機械設備工事　別紙明細 7

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

後施工アンカー  M-10　下向き                    別紙 00-0001

1   

式

後施工アンカー  M-10　下向き                    

4   

箇所

計

機械設備（上り線） 空気調和設備 機器設備



機械設備工事　別紙明細 8

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

形鋼振止支持    別紙 00-0002

1   

式

形鋼振止支持　上 スリーブ費等2 - 001

り線            3   

％

計

機械設備（上り線） 空気調和設備 屋内配管設備



機械設備工事　別紙明細 9

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

後施工アンカー  M-10　横向き                    別紙 00-0003

1   

式

後施工アンカー  M-10　横向き                    

4   

箇所

計

機械設備（上り線） 換気設備 機器設備



代価表一覧 10

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 単　　価 金　　額 備　　　　考

PAC-1           壁掛け形                        代価表    0001

ヒートポンプエア C:5.6kw H6.70kw                 1      

コン            組

室外機用平地置き 代価表    0002

架台            1      

台

空調機器（上り）



代価表一覧 11

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 単　　価 金　　額 備　　　　考

EF-1            業務用メッシュ形                代価表    0003

有圧換気扇      350φ×1600CMH×40Pa            1      

台

ＳＵＳ製給排気形 350□　防虫網付                 代価表    0004

ウエザーカバー  1      

個

SD-1            カウンタータイプ人感センサー付  代価表    0005

喫煙用集塵・脱臭 処理能力 720ｍ3/ｈ              1      

機              プラズマ脱臭                    台

換気機器（上り）



代価表 12

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

PAC-1           壁掛け形                        代価表    0001

ヒートポンプエア C:5.6kw H6.70kw                 1      

コン            組

PAC-1           壁掛け形                        1      

01 ヒートポンプエア C:5.6kw H6.70kw                 組

コン            

防雪フード（ＳＵ 吹出口                          1      

02 Ｓ）            個

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    1      

03 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  5.6kW以下                      台

 据付           

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 壁掛け   -               1      

04 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  5.6kW以下                      台

 据付           

計

室外機用平地置き 代価表    0002

架台            1      

台

室外機用平地置き 1      

01 架台            台

計

空調機器（上り）



代価表 13

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

EF-1            業務用メッシュ形                代価表    0003

有圧換気扇      350φ×1600CMH×40Pa            1      

台

EF-1            業務用メッシュ形                1      

01 有圧換気扇      350φ×1600CMH×40Pa            台

圧力扇 据付     400φ以下                       1      

02 台

計

ＳＵＳ製給排気形 350□　防虫網付                 代価表    0004

ウエザーカバー  1      

個

EF-1            350□　防虫網付                 1      

01 有圧換気扇      台

設備機械工      

02 人

その他          1      

式

計

SD-1            カウンタータイプ人感センサー付  代価表    0005

喫煙用集塵・脱臭 処理能力 720ｍ3/ｈ              1      

機              プラズマ脱臭                    台

SD-1            カウンタータイプ人感センサー付  1      

01 喫煙用集塵・脱臭 処理能力 720ｍ3/ｈ              台

機              プラズマ脱臭                    

設備機械工      

02 人

その他          1      

式

計

換気機器（上り）



仙台松島道路
春日PA身障者用駐車場等改築工事

下り線



明　　　　　　細　　　　　　書
P1

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

（直接工事費）

Ⅰ．身障者用駐車場、急速充
電所、自動二輪駐車場 改築 1.0 式

Ⅱ．喫煙所 改築 1.0 式

Ⅲ．既存身障者用駐車場、自
動二輪駐車場 解体撤去 1.0 式

Ⅳ．既存喫煙所 解体撤去 1.0 式

Ⅴ．外構工事 1.0 式

Ⅵ．電気設備工事 1.0 式

Ⅶ．機械設備工事 1.0 式

　　直接工事費　計

春日ＰＡ（下り線）身障者用駐車場等改築工事

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P2

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場、急速充
電所、自動二輪駐車場 改築

１．直接仮設工事 1.0 式

２．土工事 1.0 式

３．地業工事 1.0 式

４．鉄筋工事 1.0 式

５．コンクリート工事 1.0 式

６．型枠工事 1.0 式

７．鉄骨工事 1.0 式

８．防水工事 1.0 式

９．木工事 1.0 式

１０．屋根及びとい工事 1.0 式

１１．金属工事 1.0 式

１２．塗装工事 1.0 式

１３．内外装工事 1.0 式

１４．ユニット及びその他工事 1.0 式

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P3

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１．直接仮設工事

遣り方 1.0 式
別紙明細1

墨出し 1.0 式
別紙明細2

養生 1.0 式
別紙明細3

整理清掃後片付け 1.0 式
別紙明細4

外部足場 1.0 式
別紙明細5

躯体足場 1.0 式
別紙明細6

災害防止 1.0 式
別紙明細7

仮設材運搬 1.0 式
別紙明細8

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P4

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

２．土工事

根切 小規模土工 53.0 ｍ３

床付け つぼ,布掘り 23.1 ｍ２

埋戻し
B種
発生土　小規模 42.8 ｍ３

積込み 10.2 ｍ３

建設発生土運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ積
14Km以下 10.2 ｍ３

不用土処分（残土） 場外搬出　敷均し 10.2 ｍ３

土工機械運搬費 1.0 式
別紙明細9

平板載荷試験 1.0 式

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P5

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

３．地業工事

(地業)

砕石地業　（再生材） 基礎下 2.3 ｍ３

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P6

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

４．鉄筋工事

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS G3112　SD295A　D10 0.1 ｔ

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS G3112　SD295A　D13 0.3 ｔ

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS G3112　SD345　D19 0.2 ｔ

鉄筋スクラップ控除 -0.02 ｔ

鉄筋加工組立
ﾗｰﾒﾝ構造　一般　D32以下
一般建物 0.6 ｔ

鉄筋運搬 10t車　30km程度 0.6 ｔ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P7

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

５．コンクリート工事

普通コンクリート
JIS A5308　FC18 S15
粗骨材20 1.2 ｍ３

普通コンクリート
JIS A5308　FC21+3 S15
粗骨材20 7.2 ｍ３

コンクリート打設手間
捨てｺﾝ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
30m3/回程度　S15～18 1.2 ｍ３

圧送費,基本料金別途

コンクリートポンプ圧送
基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回

コンクリート打設手間
基礎　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回未満　S15～18 7.2 ｍ３

圧送費,基本料金別途

コンクリートポンプ圧送
基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P8

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

６．型枠工事

型枠
普通合板型枠
ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部 27.7 ｍ２

型枠運搬費 10t車　30km程度 27.7 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P9

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

７．鉄骨工事

(材料費)

構造用鋼管
STK400
○-216.3×5.8 1.2 ｔ

構造用鋼管
STKR400
□-100×100×3.2 0.04 ｔ

Ｈ形鋼
SN400B
H-250×125×6×9 0.8 ｔ

Ｈ形鋼
SN400B
H-244×175×7×11 2.1 ｔ

Ｈ形鋼
SS400
H-248×124×5×8 2.0 ｔ

Ｈ形鋼
SS400
H-198×99×4.5×7 0.5 ｔ

平鋼
SN400B
FB-9×25 0.03 ｔ

平鋼
SS400
FB-9×25 0.04 ｔ

丸鋼
SS400
M16 0.10 ｔ

軽量形鋼
SSC400
C-100×50×20×2.3 0.4 ｔ

軽量形鋼
SSC400
C-100×50×20×3.2 1.7 ｔ

切板鋼板
SN490C
PL-19 0.3 ｔ

切板鋼板
SS400
PL-9 0.1 ｔ

切板鋼板
SS400
PL-6 0.1 ｔ

切板鋼板
SS400
PL-4.5 0.1 ｔ

切板鋼板
SS400
PL-3.2 0.02 ｔ

切板鋼板
SN400B
SPL-12 0.1 ｔ

切板鋼板
SN400B
SPL-9 0.3 ｔ

切板鋼板
SN400B
SPL-6 0.04 ｔ

（ボルト類）

特殊ＨＴＢ（Ｆ８T） M20　L=45 65.0 本

特殊ＨＴＢ（Ｆ８T） M20　L=50 17.0 本

特殊ＨＴＢ（Ｆ８T） M16　L=40 59.0 本

特殊ＨＴＢ（Ｆ８T） M16　L=45 25.0 本

特殊ＨＴＢ（Ｆ８T） M16　L=50 333.0 本

特殊ＨＴＢ（Ｆ８T） M16　L=55 150.0 本

特殊ＨＴＢ（Ｆ８T） M16　L=60 300.0 本

普通ボルト M12　L=25 300.0 本

ターンバックル M16　 12.0 本

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P10

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

アンカーボルト
ABR400
M20　L=400 32.0 本

鉄骨スクラップ控除 -0.3 ｔ

（加工組立費）

鉄骨工場加工費 7.6 ｔ

工場溶接
（すみ肉６ｍｍ換算） 252.0 ｍ

亜鉛メッキ 9.6 ｔ
代価２

超音波探傷試験 第三者 140.0 か所

鉄骨建て方 低層　建方機械別途 9.6 ｔ

トルシア形高力ボルト締付 910.0 本

軽量鉄骨加工・取付
母屋・胴縁の類
普通ﾎﾞﾙﾄ締共 2.0 ｔ

鉄骨運搬 11ｔ車 9.6 ｔ

アンカーボルト据付 径20　　取付手間 32.0 か所

柱下均しモルタル 330×330×50 8.0 か所

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P11

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

８．防水工事

（外　部）

幕板･笠木取合い
シーリング

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
10×15 63.2 ｍ

幕板出隅役物
シーリング

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
10×15 11.6 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P12

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

９．木工事

（外　部）

幕板笠木取付下地材 木製 W170×t45/40 38.2 ｍ

幕板見切取付下地材 木製 W150×t25/40 62.9 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P13

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１０．屋根及びとい工事

（外　部）

丸ハゼ折版葺
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.8 Ⅱ型 H=160 172.0 ｍ２

タイトフレーム 122.0 ｍ

妻用タイトフレーム 14.0 か所

軒先見切面戸 軒先面戸吊子共 24.7 ｍ

軒先フレーム
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.8加工 H=200 24.7 ｍ

下地:L-40×40×3
 L=140 @500

耐水ﾘﾍﾞｯﾄ止め
 @500 2本/か所

水上面戸 ｼｰﾘﾝｸﾞ共 24.7 ｍ

エプロン面戸 24.7 ｍ

水上取合い水切
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8
加工 糸=370 24.7 ｍ

ケラバ取合い水切
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8
加工 糸=575 13.1 ｍ

雪止金物
溶融亜鉛ﾒｯｷ L-50×50×6
ﾊﾞﾚｰｶﾞｰﾄﾞ付き 24.7 ｍ

軒樋
ｶﾗｰ塩ﾋﾞ製
W150×H120 24.7 ｍ

落し口ドレン φ75 防塵網付 2.0 か所

縦どい ｶﾗｰVP管 φ75 9.9 ｍ

縦といエルボ ｶﾗｰVP管 φ75 4.0 か所

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P14

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１１．金属工事

（外　部）

幕板
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.5 ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ 47.6 ｍ２

幕板出隅役物 外壁同材  L=60+60 5.8 ｍ

幕板下
透湿防湿シート 47.6 ｍ２

幕板
ケミカル面戸 126.0 ｍ

幕板笠木
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.5包み加工 W=170(糸=260) 36.2 ｍ

幕板笠木コーナー役物
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.5包み加工 W=170(糸=260) 2.0 か所

L=500+500

幕板見切
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.5包み加工 W=150(糸=370) 60.9 ｍ

幕板見切コーナー役物
ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.5包み加工 W=150(糸=370) 2.0 か所

L=500+500

円柱巾木
ＳＵＳ巻き

t=0.6 HL仕上 ｼｰﾘﾝｸﾞ系接着
φ216.3 H=550 8.0 か所

ガードパイプ
亜鉛溶融ﾒｯｷ
76.3φ×2.8 L=2350 2.0 か所

吊材:PL-6 200×150+
 L-75×75 2か所/本共

ガードパイプ
亜鉛溶融ﾒｯｷ
76.3φ×2.8 L=2450 2.0 か所

吊材:PL-6 200×150+
 L-75×75 2か所/本共

ガードパイプ
亜鉛溶融ﾒｯｷ
76.3φ×2.8 L=2500 3.0 か所

吊材:PL-6 200×150+
 L-75×75 2か所/本共

ガードパイプ
亜鉛溶融ﾒｯｷ
76.3φ×2.8 L=2900 1.0 か所

吊材:PL-6 200×150+
 L-75×75 3か所/本共

ガードパイプ
亜鉛溶融ﾒｯｷ
76.3φ×2.8 L=3600 1.0 か所

吊材:PL-6 200×150+
 L-75×75 3か所/本共

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P15

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１２．塗装工事

（外　部）

ＦＵＥ塗り 鉄骨亜鉛ﾒｯｷ面 189.0 ｍ２
代価9

ガードパイプ
ＦＵＥ塗り 鉄骨亜鉛ﾒｯｷ面 6.9 ｍ２

代価9

塞ぎ板
ＥＰ塗り 一般部 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 46.9 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P16

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１３．内外装工事

（外　部）

幕板下
せっこうボード張り

厚12.5 不燃
鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 47.6 ｍ２

塞ぎ板
けい酸カルシウム板張り

ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK
厚8 突付け 46.9 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P17

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１４．ユニット及びその他工事

（外　部）

防鳥ネット
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ440dt-36-25mm
25×25(難燃ﾈｯﾄ) 159.0 ｍ２

柱型
反射テープ W=50 27.2 ｍ

K-2
サイン

W600×H600
基盤:ｱﾙﾐ板焼付塗装 1.0 か所

K-3
既存サイン移設 W1200×H600 1.0 か所

K-4
既存サイン移設 W1200×H600 1.0 か所

K-5
既存サイン移設 W1200×H600 1.0 か所

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P18

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．喫煙所 改築

１．直接仮設工事 1.0 式

２．土工事 1.0 式

３．地業工事 1.0 式

４．鉄筋工事 1.0 式

５．コンクリート工事 1.0 式

６．型枠工事 1.0 式

７．鉄骨工事 1.0 式

８．防水工事 1.0 式

９．屋根及びとい工事 1.0 式

１０．金属工事 1.0 式

１１．左官工事 1.0 式

１２．建具工事 1.0 式

１３．塗装工事 1.0 式

１４．内外装工事 1.0 式

１５．ユニット及びその他工事 1.0 式

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P19

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１．直接仮設工事

遣り方 1.0 式
別紙明細1

墨出し 1.0 式
別紙明細2

養生 1.0 式
別紙明細3

整理清掃後片付け 1.0 式
別紙明細4

外部足場 1.0 式
別紙明細5

内部仕上足場 1.0 式
別紙明細6

仮設材運搬 1.0 式
別紙明細7

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P20

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

２．土工事

根切 小規模土工 10.8 ｍ３

床付け つぼ,布掘り 18.8 ｍ２

埋戻し
B種
発生土　小規模 5.1 ｍ３

積込み 5.7 ｍ３

建設発生土運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ積
14Km以下 5.7 ｍ３

不用土処分（残土） 場外搬出　敷均し 5.7 ｍ３

土工機械運搬費 1.0 式
別紙明細8

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P21

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

３．地業工事

(地業)

砕石地業　（再生材） 基礎下 2.2 ｍ３

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　厚0.15 15.3 ｍ２

土間下断熱材敷き 厚さ25mm 15.3 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P22

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

４．鉄筋工事

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS G3112　SD295A　D10 0.03 ｔ

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS G3112　SD295A　D13 0.6 ｔ

鉄筋スクラップ控除 -0.02 ｔ

鉄筋加工組立
ﾗｰﾒﾝ構造　一般　D32以下
一般建物 0.6 ｔ

鉄筋運搬 10t車　30km程度 0.6 ｔ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P23

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

５．コンクリート工事

普通コンクリート
JIS A5308　FC18 S15
粗骨材20 1.1 ｍ３

普通コンクリート
JIS A5308　FC21+3 S15
粗骨材20 4.9 ｍ３

コンクリート打設手間
捨てｺﾝ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
30m3/回程度　S15～18 1.1 ｍ３

圧送費,基本料金別途

コンクリートポンプ圧送
基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回

コンクリート打設手間
土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回未満　S15～18 4.9 ｍ３

圧送費,基本料金別途

コンクリートポンプ圧送
基本料金 30m3以上50m3/回未満 1.0 回

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P24

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

６．型枠工事

型枠
普通合板型枠
ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部 5.7 ｍ２

型枠
打放合板型枠　B種
ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 2.3 ｍ２

型枠運搬費 10t車　30km程度 8.0 ｍ２

打放し面補修
B種 ｺｰﾝ処理
部分目違い払い 2.3 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P25

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

７．鉄骨工事

(材料費)

溝形鋼
SS400
[-100×50×5×7.5 0.06 ｔ

軽量形鋼
SSC400
C-100×50×20×3.2 0.3 ｔ

軽量形鋼
SSC400
C-100×50×20×2.3 0.2 ｔ

切板鋼板
SS400
PL-4.5 0.04 ｔ

（ボルト類）

普通ボルト M12　L=25 167.0 本

鉄骨スクラップ控除 -0.02 ｔ

（加工組立費）

鉄骨工場加工費 0.1 ｔ

工場溶接
（すみ肉６ｍｍ換算） 6.4 ｍ

工場錆止め塗り
JIS K 5674
工場2回 50.1 ｍ２

鉄骨建て方 低層 0.6 ｔ

軽量鉄骨加工・取付
母屋・胴縁の類
普通ﾎﾞﾙﾄ締共 0.5 ｔ

鉄骨運搬 11ｔ車 0.6 ｔ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P26

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

８．防水工事

（外　部）

壁 水切取合い
シーリング

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
10×15 6.2 ｍ

壁 出隅役物
シーリング

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
10×15 21.5 ｍ

天井ｶﾊﾞｰ取合い水切
シーリング

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
10×15 16.3 ｍ

建具枠周囲
シーリング

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
15×20 52.6 ｍ

代価3

建具枠周囲
シーリング

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
5×5 42.5 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P27

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

９．屋根及びとい工事

（外　部）

縦とい
ｱﾙﾐ既製品(電解着色)
φ90 6.4 ｍ

縦といエルボ
ｱﾙﾐ既製品(電解着色)
φ90 2.0 か所

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P28

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１０．金属工事

（外　部）

外壁
角波鋼板

ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.5 ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ 18.8 ｍ２

外壁
出隅役物 外壁同材  L=60+60 10.8 ｍ

外壁
透湿防水シート張り 18.8 ｍ２

壁
水切

ﾌｯ素樹脂ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
t=0.8加工 糸=300 6.2 ｍ

壁
外額縁取合い水切 外壁同材  L=20+30 31.1 ｍ

壁
天井カバー取合い水切 外壁同材  L=20+30 16.3 ｍ

壁
ケミカル面戸 32.6 ｍ

壁
既存天井取合いカバー

ｱﾙﾐ t=2.0加工 ｽﾃﾝｶﾗｰ
175+250 糸=425 16.3 ｍ

排気ダクト受け W530×D350×H2400 1.0 か所

L-75×75×6
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理

（内　部）

ステンレス製巾木 SUS t=0.8 H=100 4.9 ｍ

壁
額縁取合い見切 ｱﾙﾐ製 41.5 ｍ

柱型
出隅コーナー見切 ｱﾙﾐ製 10.8 ｍ

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450 15.1 ｍ２

軽量鉄骨壁開口補強
65形 扉等三方補強
550×2500 2.0 か所

代価4

軽量鉄骨壁開口補強
65形 扉等三方補強
950×2500 2.0 か所

代価5

軽量鉄骨壁開口補強
65形 扉等三方補強
2080×2775 1.0 か所

代価6

軽量鉄骨壁開口補強
65形 扉等三方補強
4580×2775 1.0 か所

代価7

軽量鉄骨壁開口補強
65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
500×600 1.0 か所

代価8

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P29

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１１．左官工事

（外　部）

立上り天端
コンクリート直均し仕上

金ごて 直均し仕上
W=175 6.9 ｍ

周囲防水モルタル充填 外部建具 13.8 ｍ

（内　部）

床
コンクリート直均し仕上

金ｺﾞﾃ
硬化剤塗布下地 12.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P30

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１２．建具工事

(１) アルミニウム製建具 1.0 式

(２) ガラス 1.0 式

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P31

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

(１) アルミニウム製建具

（外　部）

AD1
両袖ＦＩＸ付ハンガー戸

ｽﾃﾝｶﾗｰ
W4580×H2775 内外額縁共 1.0 か所

AD2
片開ドア

ｽﾃﾝｶﾗｰ
W950×H2500 内外額縁共 1.0 か所

AW1
ＦＩＸ連窓

ｽﾃﾝｶﾗｰ
W2080×H2775 内外額縁共 1.0 か所

AW2
ＦＩＸ窓

ｽﾃﾝｶﾗｰ
W950×H2500 内外額縁共 1.0 か所

AW3
ＦＩＸ窓

ｽﾃﾝｶﾗｰ
W550×H2500 内外額縁共 2.0 か所

AG1
防水ガラリ

ｽﾃﾝｶﾗｰ
W500×H600 内外額縁共 1.0 か所

運搬・取付費 1.0 式

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P32

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

(２) ガラス

（外　部）

網入磨き板ガラス
厚6.8  特寸2.18㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ,清掃共 25.1 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P33

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１３．塗装工事

（外　部）

排気ダクト受け
ＦＵＥ塗り

細巾物
亜鉛ﾒｯｷ面 10.8 ｍ

代価10

（内　部）

天井
ＥＰ塗り 見上部 けい酸ｶﾙｼｳﾑ面 12.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P34

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１４．内外装工事

（外　部）

外壁
せっこうボード張り

厚12.5 不燃
鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 18.8 ｍ２

（内　部）

床
表面硬化剤塗布

2回塗  ｺﾝｸﾘｰﾄ面
ABC商会:ｾﾗﾐｷｭｱ同等品 12.0 ｍ２

壁
メラミン化粧不燃板張り

厚3
目地:抗菌防ｶﾋﾞｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ 14.6 ｍ２

壁
硬質せっこうボード張り

厚12.5 不燃
鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 15.1 ｍ２

代価11

壁
グラスウール充填 t=50  24㎏品 15.1 ｍ２

天井
けい酸カルシウム板張り

ﾀｲﾌﾟ2（ﾉﾝｱｽ)0.8FK
厚6　目透し 12.0 ｍ２

天井
せっこうボード張り

厚12.5 不燃 下地張り
鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 12.0 ｍ２

天井
グラスウール敷込 t=50  24㎏品 12.0 ｍ２

回り縁 塩ﾋﾞｼﾞｮｲﾅｰ 14.7 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P35

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１５．ユニット及びその他工事

（外　部）

K-1
サイン

W750×H1150
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ及び文字 1.0 か所

ｽｺｯﾁｶﾙｼｰﾄ貼

設備用コア抜き φ100×L200 1.0 か所

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P36

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅲ．既存身障者用駐車場、自
動二輪駐車場 解体撤去

１．解体撤去工事 1.0 式

２．発生材処分 1.0 式

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P37

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１．解体撤去工事

Ｓ造基礎コンクリート解体
大型ﾌﾞﾚｰｶ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ
併用　集積共 10.1 ｍ３

鉄筋切断 10.1 ｍ３

Ｓ造上屋解体 鉄骨ｶｯﾀｰ主体 66.9 ｍ２

埋戻し 購入土 10.1 ｍ３

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P38

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

２．発生材処分

(発生材積込)

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力 10.1 ｍ３

発生材積込 ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 2.7 ｍ３

(発生材運搬)

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 8.4 ｍ３

発生材運搬 がれき類 1.7 ｍ３

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 2.3 ｍ３

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.4 ｍ３

(発生材処分)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 19.7 ｔ

発生材処分 がれき類 4.0 ｔ

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 2.3 ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1 ｔ

産業廃棄物税 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1 ｔ

有価物売却 鉄くず ﾍﾋﾞｰH2 -8.7 ｔ

有価物売却 ｱﾙﾐくず 込みｶﾞﾗ -0.9 ｔ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P39

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅳ．既存喫煙所 解体撤去

１．解体撤去工事 1.0 式

２．発生材処分 1.0 式

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P40

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１．解体撤去工事

立上りコンクリート撤去 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ　集積共 0.5 ｍ３

カッター入れ
ｺﾝｸﾘｰﾄ面
厚さ20～30㎜ 16.5 ｍ

軒天ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ撤去 集積共 19.1 ｍ２

竪樋撤去 ｱﾙﾐ製　φ90　集積共 6.4 ｍ

ＡＳ－１
ＦＩＸスクリーン撤去 W3550×H3050　集積共 1.0 か所

代価12

ＡＳ－２
ＦＩＸスクリーン撤去 W1800×H3050　集積共 2.0 か所

代価13

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P41

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

２．発生材処分

(発生材積込)

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力 0.5 ｍ３

発生材積込 ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 0.1 ｍ３

(発生材運搬)

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.5 ｍ３

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 0.1 ｍ３

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.01 ｍ３

(発生材処分)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.2 ｔ

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 0.1 ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.01 ｔ

産業廃棄物税 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.01 ｔ

有価物売却 ｱﾙﾐくず 込みｶﾞﾗ -0.3 ｔ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P42

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅴ．外構工事

１．構内舗装工事 1.0 式

２．屋外排水工事 1.0 式

３．囲障工事 1.0 式

４．コンクリート工事 設備基礎 1.0 式

５．ユニットおよびその他
工事 1.0 式

６．解体撤去工事 1.0 式

７．発生材処分 1.0 式

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P43

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

１．構内舗装工事

アスファルト舗装
表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50
基層:再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=50 163.0 ｍ２

上層路盤:瀝青安定処理(30)
         t=100

下層路盤:RC-40  t=320
すきとり･残土処分共

縁石新設(擬石)
100×120
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･路盤砕石共 29.0 ｍ

車止めブロック
ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品
打ち込みｱﾝｶｰ付 8.0 本

駐車区画線消去 白線  W=150 72.5 ｍ

駐車区画線
舗装線引用  溶融式
白線  W=150 140.0 ｍ

ピクトサイン溶着
3000×1000
二輪 1.0 か所

ピクトサイン溶着
2000×2000
車椅子ﾏｰｸ 2.0 か所

ピクトサイン溶着
1200×1200
ゆずりあい用駐車ｽﾍﾟｰｽ 1.0 か所

ピクトサイン溶着
1200×1200
急速充電用車ｽﾍﾟｰｽ 1.0 か所

インターロッキング舗装
歩行用  t=60  ﾃﾞｻﾞｲﾝ張
ｸｯｼｮﾝ材  t30 50.3 ｍ２

路盤:C-40  t150
すきとり･残土処分共

インターロッキング舗装
T-2対応  t=80  ﾃﾞｻﾞｲﾝ張
ｸｯｼｮﾝ材  t30 4.9 ｍ２

路盤:C-40  t150
すきとり･残土処分共

視覚障害者用
誘導ブロック

一般ﾌﾞﾛｯｸ
300×300×60 10.4 ｍ

コンクリート舗装
ｺﾝｸﾘｰﾄ金こて･ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ
(φ6-100×100)･埋戻･砕石共 11.4 ｍ２

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装内
エラスタイト目地新設 W15×H100 3.0 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P44

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

２．屋外排水工事

雨水桝
PC既製品
300×300×H600 2.0 か所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目)

雨水桝
PC既製品
500×500×H600 2.0 か所

細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
(T25)

側溝
既製品  暗渠側溝  400×400
上面ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 25.3 ｍ

ｽﾘｯﾄ  樹脂ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

埋設排水管 VP100A 9.1 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P45

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

３．囲障工事

メッシュフェンス
ｽﾁｰﾙ既製品  H1500
独立基礎  250×250×H450共 2.4 ｍ

朝日:ｴﾊﾞﾆｭｰﾌｪﾝｽen-A1500同
等品

車止めポール(固定式)
ｱﾙﾐ製既製品  φ115 H800
ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ  ｾﾗﾐｯｸ塗装 18.0 か所

独立基礎  300×300×H400共
反射ﾃｰﾌﾟ2段付

ｻﾝﾎﾟｰﾙ:ﾎﾟﾗｰﾄV370U同等品

急速充電器前
ガードポール φ114.3×t4.5  H=850+400 2.0 か所

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P46

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

４．コンクリート工事

(急速充電基礎)

根切 小規模土工 3.4 ｍ３

床付け つぼ､布掘り 2.8 ｍ２

埋戻し
B種
発生土  小規模 2.2 ｍ３

積込み 1.3 ｍ３

建設発生土運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積
14km以下 1.3 ｍ３

不用土処分(残土) 場外搬出  敷均し 1.3 ｍ３

砕石地業(再生材) 基礎下 0.3 ｍ３

鉄筋コンクリート用
異形棒鋼 JIS  G3112  SD295A  D13 144.0 kg

鉄筋加工組立
ﾗｰﾒﾝ構造  一般  D32以下
小型構造物 138.0 kg

鉄筋運搬費 10t車  30km程度 138.0 kg

普通コンクリート
JIS A5308　FC18 S15
粗骨材20 0.1 ｍ３

普通コンクリート
JIS A5308　FC21+3 S15
粗骨材20 1.2 ｍ３

コンクリート打設手間
捨てｺﾝ  人力打設
S15～18 0.1 ｍ３

コンクリート打設手間
小型構造物  人力打設
S15～18 1.2 ｍ３

型枠
普通合板型枠
小型構造物 1.9 ｍ２

型枠
打放合板型枠  B種
小型構造物 1.6 ｍ２

型枠運搬費 10t車  30km程度 3.4 ｍ２

基礎天端
コンクリート直均し仕上 金ごて  直均し仕上 2.1 ｍ２

打放し面補修
B種  ｺ-ﾝ処理
部分目違い払い 1.6 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P47

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

５．ユニットおよびその他
工事

既存柱脚(イ)
ステンレス巻き

t=0.6  HL仕上
φ406.4×H400 2.0 か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ系接着
ｼﾞｮｲﾝﾄ部:捨て板貼･ｼｰﾘﾝｸﾞ共

既存柱脚(ロ)
ステンレス巻き

t=0.6  HL仕上
φ114.3×H300 7.0 か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ系接着
ｼﾞｮｲﾝﾄ部:捨て板貼･ｼｰﾘﾝｸﾞ共

既存柱脚(ハ)
ステンレス巻き

t=0.6  HL仕上
φ114.3×H400 4.0 か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ系接着
ｼﾞｮｲﾝﾄ部:捨て板貼･ｼｰﾘﾝｸﾞ共

既存柱脚(ニ)
ステンレス巻き

t=0.6  HL仕上
φ216.3×H400 6.0 か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ系接着
ｼﾞｮｲﾝﾄ部:捨て板貼･ｼｰﾘﾝｸﾞ共

既存柱脚(ロ)
ｽﾃﾝﾚｽｶﾊﾞｰ取外し再取付 360×240×H900 7.0 か所

既存柱脚(イ)
ＦＵＥ塗装補修

φ406.4×H650
ｹﾚﾝ処理+錆止め塗装共 2.0 か所

代価14

0.83m2/か所

既存柱脚(ロ)
ＦＵＥ塗装補修

φ114.3×H300
ｹﾚﾝ処理+錆止め塗装共 7.0 か所

代価15

0.11m2/か所

既存柱脚(ハ)
ＦＵＥ塗装補修

φ114.3×H520
ｹﾚﾝ処理+錆止め塗装共 4.0 か所

代価16

0.18m2/か所

既存柱脚(ニ)
ＦＵＥ塗装補修

φ216.3×H540
ｹﾚﾝ処理+錆止め塗装共 6.0 か所

代価17

0.37m2/か所

既存柱脚(ハ)
防水モルタル塗り 金ごて  350角×t30 4.0 か所

代価18

既存柱脚(ニ)
防水モルタル塗り 金ごて  450角×t30 6.0 か所

代価19

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P48

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

６．解体撤去工事

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装部
カッター入れ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面
厚さ20～30mm 31.6 ｍ

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装部
カッター入れ

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装面
厚さ20～30mm 109.0 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装部
アスファルト舗装撤去 t=50+50  集積共 143.0 ｍ２

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装部
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去 t=60  手はがし  集積共 86.7 ｍ２

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装部
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去 t=80  手はがし  集積共 4.9 ｍ２

視覚障害者用
誘導用ブロック撤去 t=60  手はがし  集積共 3.2 ｍ２

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装部
路盤砕石撤去 t=100+320  集積共 60.1 ｍ３

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装部
路盤砕石撤去 t=150  集積共 14.2 ｍ３

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装部
クッション材撤去 t=30  集積共 2.9 ｍ３

客土撤去 t=300  植込み共  集積共 11.4 ｍ２

縁石撤去
100×120　集積共
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･路盤砕石共 13.2 ｍ

ハンドホール撤去
900角×H900
ﾏﾝﾎｰﾙ･捨てｺﾝｸﾘｰﾄ･砕石共 1.0 か所

集積共

工事期間中
車止めブロック撤去 集積共 4.0 か所

現場打雨水桝撤去
300角×H500
化粧蓋･捨てｺﾝｸﾘｰﾄ･ 3.0 か所

砕石地業共
集積共

雨水集水桝撤去
500角×H600
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 2.0 か所

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ･砕石地業共
集積共

雨水集水桝撤去
450角×H600
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1.0 か所

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ･砕石地業共
集積共

暗渠側溝撤去
W530×H570
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ･砕石地業共 25.3 ｍ

集積共

雨水排水管撤去 VP管  φ100  集積共 12.5 ｍ

車止めポール撤去
ｱﾙﾐ製  φ114×H800+300
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共 19.0 か所

発生土処分 客土 6.3 ｍ３

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P49

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

７．発生材処分

(発生材積込)

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力 105.0 ｍ３

発生材積込 ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 0.3 ｍ３

(発生材運搬)

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 7.5 ｍ３

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 14.3 ｍ３

発生材運搬 がれき類 83.2 ｍ３

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.3 ｍ３

(発生材処分)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 17.6 ｔ

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 33.6 ｔ

発生材処分 がれき類 196.0 ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1 ｔ

産業廃棄物税 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1 ｔ

有価物売却 鉄くず ﾍﾋﾞｰH2 -0.3 ｔ

有価物売却 ｱﾙﾐくず 込みｶﾞﾗ -0.1 ｔ

有価物売却 ｽﾃﾝﾚｽくず -0.1 ｔ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P50

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場、急速充
電所、自動二輪駐車場 改築

別紙明細１
遣り方

遣り方 一般 178.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P51

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場、急速充
電所、自動二輪駐車場 改築

別紙明細２
墨出し

墨出し 一般 178.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P52

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場、急速充
電所、自動二輪駐車場 改築

別紙明細３
養生

養生 一般 178.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P53

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場、急速充
電所、自動二輪駐車場 改築

別紙明細４
整理清掃後片付け

整理清掃後片付け 一般 178.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P54

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場、急速充
電所、自動二輪駐車場 改築

別紙明細５
外部足場

枠組本足場
建枠幅600　500×1枚
高さ12m未満 365.0 ｍ２

安全手摺 枠組足場用 72.2 ｍ

外部仕上足場
階高4.0m未満
架台足場 178.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P55

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場、急速充
電所、自動二輪駐車場 改築

別紙明細６
躯体足場

鉄骨足場 117.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P56

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場、急速充
電所、自動二輪駐車場 改築

別紙明細７
災害防止

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 365.0 ｍ２

災害防止 安全ﾈｯﾄ水平張り 117.0 ｍ２
代価1

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P57

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場、急速充
電所、自動二輪駐車場 改築

別紙明細８
仮設材運搬

仮設材運搬(枠組本足場) 建枠幅600　 365.0 ｍ２

仮設材運搬(安全手すり) 枠組本足場用 72.2 ｍ

仮設材運搬
(外部仕上足場　架台足場) 平家建 178.0 ｍ２

仮設材運搬(鉄骨足場) 117.0 ｍ２

仮設材運搬
(シート・ネット類) 482.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P58

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅰ．身障者用駐車場、急速充
電所、自動二輪駐車場 改築

別紙明細９
土工機械運搬費

土工機械運搬費
根切り､埋戻し(小規模)
1往復 1.0 台

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P59

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．喫煙所 改築
別紙明細１
遣り方

遣り方 小規模 14.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P60

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．喫煙所 改築
別紙明細２
墨出し

墨出し 小規模 14.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P61

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．喫煙所 改築
別紙明細３
養生

養生 小規模 14.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P62

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．喫煙所 改築
別紙明細４
整理清掃後片付け

整理清掃後片付け 小規模 14.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P63

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．喫煙所 改築
別紙明細５
外部足場

外部仕上足場
階高4.0m未満
架台足場 16.4 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P64

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．喫煙所 改築
別紙明細６
内部仕上足場

内部仕上足場
階高4.0m未満
架台足場 14.0 ｍ２

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P65

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．喫煙所 改築
別紙明細７
仮設材運搬

仮設材運搬
(外部仕上足場　架台足場) 平家建 16.4 ｍ2

仮設材運搬
(内部仕上足場　架台足場) 平家建 14.0 ｍ2

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P66

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

Ⅱ．喫煙所 改築
別紙明細８
土工機械運搬費

土工機械運搬費
根切り､埋戻し(小規模)
1往復 1.0 台

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P67

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

共通仮設(積上)

仮囲い
仮囲鉄板　H=3.0m
ﾏﾝﾄﾞｱ(W1000)1か所付 1.0 式

別紙明細1

設置:6か月

シートゲート
W2.0×H3.0
6か月 1.0 か所

代価21

既存メッシュフェンス
一時撤去･復旧 H=1500 2.0 ｍ

工事期間中
駐車区画線消去 白線  W=150 47.6 ｍ

工事期間中
ピクトサイン消去

2000×2000
車椅子ﾏｰｸ 2.0 か所

工事期間中
ピクトサイン消去

3000×1000
二輪 1.0 か所

工事期間中
駐車区画線

舗装線引用  溶融式
白線  W=150 47.6 ｍ

工事期間中
ピクトサイン溶着

2000×2000
車椅子ﾏｰｸ 2.0 か所

工事期間中
ピクトサイン溶着

3000×1000
二輪 1.0 か所

工事期間中
車止めブロック

ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品
(打ち込みｱﾝｶｰ付) 4.0 か所

交通誘導警備員Ａ 人

交通誘導警備員Ｂ 人

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P68

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

共通仮設(積上)
別紙明細１
仮囲鉄板　H=3.0m

設置:6か月

仮囲い 設置費 66.0 ｍ

仮囲い 基本料 66.0 ｍ

仮囲い 共用1日賃料　修理費含む 66.0 ｍ
代価20

仮囲い 撤去費 66.0 ｍ

仮囲い運搬 66.0 ｍ

小        計

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P69

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

代価１ 安全ﾈｯﾄ水平張り 1.0 ｍ２

安全ﾈｯﾄ張り(水平張り) 掛払い手間 1.00 ｍ２

安全ﾈｯﾄ張り(水平張り) 共用1日賃料　修理費含む 日

安全ﾈｯﾄ張り(水平張り) 基本料　修理費含む 1.00 ｍ２

小        計

単　　　　価

代価２
鉄骨
亜鉛ﾒｯｷ 1.0 t

亜鉛ﾒｯｷ 1.00 t

鉄骨運搬 11ｔ車 1.00 ｔ

小        計

単　　　　価

代価３
ｼｰﾘﾝｸﾞ
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×20 1.0 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ
一般部
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10 1.00 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ
一般部
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10 1.00 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ
一般部
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10 -1.00 ｍ

小        計

単　　　　価

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P70

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

代価４
軽量鉄骨壁開口補強
65形 扉等三方補強 1.0 か所

550×2500

軽量鉄骨壁開口部補強
65形 扉等三方補強
1800×2000㎜程度 1.00 か所

小        計

単　　　　価

代価５
軽量鉄骨壁開口補強
65形 扉等三方補強 1.0 か所

950×2500

軽量鉄骨壁開口部補強
65形 扉等三方補強
1800×2000㎜程度 1.00 か所

小        計

単　　　　価

代価６
軽量鉄骨壁開口補強
65形 扉等三方補強 1.0 か所

2080×2775

軽量鉄骨壁開口部補強
65形 扉等三方補強
1800×2000㎜程度 1.30 か所

小        計

単　　　　価

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P71

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

代価７
軽量鉄骨壁開口補強
65形 扉等三方補強 1.0 か所

4580×2775

軽量鉄骨壁開口部補強
65形 扉等三方補強
1800×2000㎜程度 1.70 か所

小        計

単　　　　価

代価８
軽量鉄骨壁開口補強
65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1.0 か所

500×600

軽量鉄骨壁開口部補強
65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
450×900㎜程度 0.80 か所

小        計

単　　　　価

代価９
FUE塗り
鉄骨亜鉛ﾒｯｷ面 1.0 ｍ２

ＤＰ塗り
亜鉛めっき鋼 1級
素地ごしらえ及び下塗り別途 1.00 ｍ２

錆止め塗料塗り
亜鉛めっき鋼面
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 1.00 ｍ２

小        計

単　　　　価

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P72

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

代価１０
FUE塗り
細巾物　亜鉛ﾒｯｷ面 1.0 ｍ

ＤＰ塗り
亜鉛めっき鋼 1級
素地ごしらえ及び下塗り別途 0.40 ｍ２

錆止め塗料塗り
亜鉛めっき鋼面
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.40 ｍ２

小        計

単　　　　価

代価１１
壁硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り
厚12.5 不燃 1.0 ｍ２

鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け

壁
せっこうボード張り

厚12.5 不燃
鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 1.00 ｍ２

せっこうボード
厚12.5 不燃
910×1820 -0.60 枚

硬質せっこうボード
厚12.5 不燃
606×1820 0.91 枚

小        計

単　　　　価

代価１２
ＡＳ－１ ＦＩＸスクリーン撤去
W3550×H3050　集積共 1.0 か所

鋼製戸撤去 両開き戸 扉のみ 集積共 10.80 ｍ２

小        計

単　　　　価

宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P73

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

代価１３
ＡＳ－２ ＦＩＸスクリーン撤去
W1800×H3050　集積共 1.0 か所

鋼製戸撤去 両開き戸 扉のみ 集積共 5.50 ｍ２

小        計

単　　　　価

代価１４
既存柱脚(イ)
ＦＵＥ塗装補修 1.0 か所

φ406.4×H650
ｹﾚﾝ処理+錆止め塗装共

0.83m2/か所

ＤＰ塗り
鉄鋼 1級
素地ごしらえ及び下塗り別途 0.83 ｍ２

錆止め塗料塗り
亜鉛めっき鋼面
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 1.66 ｍ２

下地調整改修仕様 鉄鋼面 RB種(塗替え面) 0.83 ｍ２

既存塗膜除去 鉄面･亜鉛めっき面 RB種 0.83 ｍ２

小        計

単　　　　価

代価１５
既存柱脚(ロ)
ＦＵＥ塗装補修 1.0 か所

φ114.3×H300
ｹﾚﾝ処理+錆止め塗装共

0.11m2/か所

ＤＰ塗り
鉄鋼 1級
素地ごしらえ及び下塗り別途 0.11 ｍ２

錆止め塗料塗り
亜鉛めっき鋼面
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.22 ｍ２

下地調整改修仕様 鉄鋼面 RB種(塗替え面) 0.11 ｍ２

既存塗膜除去 鉄面･亜鉛めっき面 RB種 0.11 ｍ２

小        計

単　　　　価
宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P74

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

代価１６
既存柱脚(ハ)
ＦＵＥ塗装補修 1.0 か所

φ114.3×H520
ｹﾚﾝ処理+錆止め塗装共

0.18m2/か所

ＤＰ塗り
鉄鋼 1級
素地ごしらえ及び下塗り別途 0.18 ｍ２

錆止め塗料塗り
亜鉛めっき鋼面
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.36 ｍ２

下地調整改修仕様 鉄鋼面 RB種(塗替え面) 0.18 ｍ２

既存塗膜除去 鉄面･亜鉛めっき面 RB種 0.18 ｍ２

小        計

単　　　　価

代価１７
既存柱脚(ニ)
ＦＵＥ塗装補修 1.0 か所

φ216.3×H540
ｹﾚﾝ処理+錆止め塗装共

0.37m2/か所

ＤＰ塗り
鉄鋼 1級
素地ごしらえ及び下塗り別途 0.37 ｍ２

錆止め塗料塗り
亜鉛めっき鋼面
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.74 ｍ２

下地調整改修仕様 鉄鋼面 RB種(塗替え面) 0.37 ｍ２

既存塗膜除去 鉄面･亜鉛めっき面 RB種 0.37 ｍ２

小        計

単　　　　価

代価１８
既存柱脚(ハ)
防水モルタル塗り 1.0 か所

金ごて  350角×t30

防水剤入りモルタル塗り 厚30㎜ 0.30 ｍ２

小        計

単　　　　価
宮城県道路公社



明　　　　　　細　　　　　　書
P75

名　　　称 摘　　　要 数　量 単位 単　価
      (円)

金　　額
        (円)

備　　　　　考

代価１９
既存柱脚(ニ)
防水モルタル塗り 1.0 か所

金ごて  450角×t30

防水剤入りモルタル塗り 厚30㎜ 0.30 ｍ２

小        計

単　　　　価

代価２０
仮囲鉄板　H=3.0m
共用1日賃料　修理費含む 1.0 ｍ

仮囲い 共用1日賃料　修理費含む 180.00 ｍ

小        計

単　　　　価

代価２１
ｼｰﾄｹﾞｰﾄ
W2.0×H3.0　6か月 1.0 か所

シートゲート W3.6×H4.5　6か月 1.00 か所

シートゲート W3.6×H4.5　6か月 1.00 か所

シートゲート W6.0×H4.5　6か月 -1.00 か所

小        計

単　　　　価

宮城県道路公社



電気設備工事　種目別内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

身障者用駐車場・急速充電所

1   

式

喫煙所          

1   

式

屋外            

1   

式

計



電気設備工事　科目別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電灯設備        

1   

式

急速充電設備    

1   

式

受変電設備      

1   

式

計

身障者用駐車場・急速充電所



電気設備工事　科目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電灯設備        

1   

式

計

喫煙所



電気設備工事　科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

構内配電線路    

1   

式

計

屋外



電気設備工事　中科目別内訳 5

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

電灯設備        電灯分岐        

1   

式

計

急速充電設備    

1   

式

計

受変電設備      

1   

式

計

身障者用駐車場・急速充電所



電気設備工事　中科目別内訳 6

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

電灯設備        電灯分岐        

1   

式

電灯設備        コンセント分岐  

1   

式

電灯設備        処分費          

1   

式

計

喫煙所



電気設備工事　中科目別内訳 7

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

構内配電線路    配電線路        

1   

式

計

屋外



電気設備工事　細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         16㎜           代価表    0001

電線管(GZ)      38.

ｍ

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         28㎜           代価表    0002

電線管(GZ)      5.

ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     14.

ｍ

異種管接続材    FEP(30)                         代価表    0003

1.

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ16 3方出                      代価表    0004

2.

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ16 4方出                      代価表    0005

3.

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ28 2方出                      代価表    0006

1.

個

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 110.

ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 4.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 

5.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         

14.

ｍ

非常用ｺﾝｾﾝﾄ箱   自立型　(WP)                    代価表    0007

1.

個

LED灯           LSS1- MP / RP - 4 - 30          

4.

個

LED灯           LSS1- MP / RP - 2 - 14          

6.

個

土工事          別紙 00-0001

1   

式

計

身障者用駐車場・急速充電所 電灯設備 電灯分岐



電気設備工事　細目別内訳 9

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電気自動車用急速 入力　三相　200V                代価表    0016

充電器          出力　容量　50kW                1.

耐塩仕様                        台

運搬費          代価表    0017

1   

式

技術員派遣費    据付確認、充電確認、取説        代価表    0018

1   

式

計

身障者用駐車場・急速充電所 急速充電設備



電気設備工事　細目別内訳 10

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

低圧動力盤改修  L-4                             代価表    0019

1   

式

計

身障者用駐車場・急速充電所 受変電設備



電気設備工事　細目別内訳 11

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 1.

ｍ

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1.

付)             個

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 7.

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 1.

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 1.

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

人感ｾﾝｻｰ        明るさｾﾝｻｰ付                    代価表    0009

1.

個

LED灯           LRS8-08                         代価表    0008

4.

個

下り喫煙所分電盤 代価表    0010

1.

面

【撤去工事】    

LED灯　撤去     LED 6W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ                  代価表    0012

再使用しない                    5.

個

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            代価表    0013

耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 再使用しない                    14.

ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF撤去 ｍ

波付硬質合成    (80) 再使用しない               代価表    0014

樹脂管(FEP)     24.

撤去            ｍ

計

喫煙所 電灯設備 電灯分岐



電気設備工事　細目別内訳 12

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 6.

ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 5.

ｍ

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 3.

付)             個

樹脂製          大形 54                         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ     2.

個

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 17.

(PF管内)        ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 1.

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 15.

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 3.

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P L 15A ×1  ﾈｰﾑ付             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 1.

個

ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1(ﾇｹ止め)                

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            1.

個

ｺﾝｾﾝﾄ           3P20A×1(ﾌﾟﾗｸﾞ共)               

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   250V                            1.

個

ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ   ﾎﾞﾀﾝ電話用                      

2.

個

ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ収納箱 W:200×H:300×D:100 鍵付        代価表    0011

1.

個

計

喫煙所 電灯設備 コンセント分岐



電気設備工事　細目別内訳 13

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

処分費          

1   

式

計

喫煙所 電灯設備 処分費



電気設備工事　細目別内訳 14

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ねじなし電線管  露出配管         31㎜           

(E)             2.

ｍ

ねじなし電線管  露出配管         51㎜           

(E)             2.

ｍ

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (16) 地中                      

(VE)            2.

ｍ

波付硬質合成     (40)                           

樹脂管(FEP)     24.

ｍ

波付硬質合成     (80)                           

樹脂管(FEP)     11.

ｍ

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ         H2-9  900× 900× 900H          

丸600φ   2ﾄﾝ                   1.

個

異種管接続材    FEP(80)                         代価表    0020

2.

個

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 7.

ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 2.

ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 6.

(PF管内)        ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 

2.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

6.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         

39.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 4C 管内                 

2.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井           

6.

ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)         

9.

ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 管内                     

2.

ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

6.

ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

10.

ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 FEP内(PF･CD)             

26.

ｍ

屋外 構内配電線路 配電線路



電気設備工事　細目別内訳 15

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

開閉器箱        MCCB3P          50AF× 1個      代価表    0021

(一般形)        ELCB2P          50AF× 1個      1.

個

接地極          14φ×1.5m～3連                 

(銅覆鋼棒打込式) 2.

か所

接地極埋設標    金属製                          

1.

枚

壁貫通補修      鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 150φ 120～150㎜     

2.

個所

土工事          別紙 00-0002

1   

式

計

屋外 構内配電線路 配電線路



電気設備工事　別紙明細 16

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          別紙 00-0001

1   

式

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

11.

ｍ

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      3.18

ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      3.18

ｍ3

土工機械運搬費  代価表    0015

1.

台

計

身障者用駐車場・急速充電所 電灯設備 電灯分岐



電気設備工事　別紙明細 17

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          別紙 00-0002

1   

式

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

26.

ｍ

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      8.33

ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      8.33

ｍ3

計

屋外 構内配電線路 配電線路



代価表一覧 18

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 単　　価 金　　額 備　　　　考

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         16㎜           代価表    0001

電線管(GZ)      1.00000

ｍ

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         28㎜           代価表    0002

電線管(GZ)      1.00000

ｍ

異種管接続材    FEP(30)                         代価表    0003

1.00000

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ16 3方出                      代価表    0004

1.00000

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ16 4方出                      代価表    0005

1.00000

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ28 2方出                      代価表    0006

1.00000

個

非常用ｺﾝｾﾝﾄ箱   自立型　(WP)                    代価表    0007

1.00000

個

LED灯           LRS8-08                         代価表    0008

1.00000

個

人感ｾﾝｻｰ        明るさｾﾝｻｰ付                    代価表    0009

1.00000

個

下り喫煙所分電盤 代価表    0010

1.00000

面

ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ収納箱 W:200×H:300×D:100 鍵付        代価表    0011

1.00000

個

LED灯　撤去     LED 6W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ                  代価表    0012

再使用しない                    1.00000

個

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            代価表    0013

耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 再使用しない                    1.00000

ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF撤去 ｍ

波付硬質合成    (80) 再使用しない               代価表    0014

樹脂管(FEP)     1.00000

撤去            ｍ

土工機械運搬費  代価表    0015

1.00000

台

電灯設備



代価表一覧 19

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 単　　価 金　　額 備　　　　考

電気自動車用急速 入力　三相　200V                代価表    0016

充電器          出力　容量　50kW                1.00000

耐塩仕様                        台

運搬費          代価表    0017

1.00000

式

技術員派遣費    据付確認、充電確認、取説        代価表    0018

1.00000

式

急速充電設備



代価表一覧 20

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 単　　価 金　　額 備　　　　考

低圧動力盤改修  L-4                             代価表    0019

1.00000

式

受変電設備



代価表一覧 21

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 単　　価 金　　額 備　　　　考

異種管接続材    FEP(80)                         代価表    0020

1.00000

個

開閉器箱        MCCB3P          50AF× 1個      代価表    0021

(一般形)        ELCB2P          50AF× 1個      1.00000

個

構内配電線路



代価表 22

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         16㎜           代価表    0001

電線管(GZ)      1.00000

ｍ

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         16㎜           1.10000

01 電線管(GZ)      ｍ

附属品          1.00000

02 式

K01

雑材料          1.00000

03 式

K01+K02

電工            

04 人

その他          1.00000

式

計

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         28㎜           代価表    0002

電線管(GZ)      1.00000

ｍ

溶融亜鉛ﾒｯｷ厚鋼 露出配管         28㎜           1.10000

01 電線管(GZ)      ｍ

附属品          1.00000

02 式

K01

雑材料          1.00000

03 式

K01+K02

電工            

04 人

その他          1.00000

式

計

異種管接続材    FEP(30)                         代価表    0003

1.00000

個

異種管接続材    FEP(30)                         1.00000

01 個

計

電灯設備



代価表 23

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ16 3方出                      代価表    0004

1.00000

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ16 3方出                      1.00000

01 個

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ16 4方出                      代価表    0005

1.00000

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ16 4方出                      1.00000

01 個

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ28 2方出                      代価表    0006

1.00000

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   GZ28 2方出                      1.00000

01 個

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

電灯設備



代価表 24

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

非常用ｺﾝｾﾝﾄ箱   自立型　(WP)                    代価表    0007

1.00000

個

非常用ｺﾝｾﾝﾄ箱   自立型　(WP)                    1.00000

01 個

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

LED灯           LRS8-08                         代価表    0008

1.00000

個

LED灯           LRS8-08                         1.00000

01 個

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

人感ｾﾝｻｰ        明るさｾﾝｻｰ付                    代価表    0009

1.00000

個

人感ｾﾝｻｰ        明るさｾﾝｻｰ付                    1.00000

01 個

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

13,779.00

電灯設備



代価表 25

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

下り喫煙所分電盤 代価表    0010

1.00000

面

下り喫煙所分電盤 1.00000

01 面

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ収納箱 W:200×H:300×D:100 鍵付        代価表    0011

1.00000

個

ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ収納箱 W:200×H:300×D:100 鍵付        1.00000

01 個

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

LED灯　撤去     LED 6W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ                  代価表    0012

再使用しない                    1.00000

個

電工            

01 人

その他          1.00000

式

計

電灯設備



代価表 26

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            代価表    0013

耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 再使用しない                    1.00000

ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF撤去 ｍ

電工            

01 人

その他          1.00000

式

計

波付硬質合成    (80) 再使用しない               代価表    0014

樹脂管(FEP)     1.00000

撤去            ｍ

電工            

01 人

その他          1.00000

式

計

土工機械運搬費  代価表    0015

1.00000

台

土工機械運搬費  1.00000

01 台

計

電灯設備



代価表 27

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

電気自動車用急速 入力　三相　200V                代価表    0016

充電器          出力　容量　50kW                1.00000

耐塩仕様                        台

電気自動車用急速 入力　三相　200V                1.00000

01 充電器          出力　容量　50kW                台

耐塩仕様                        

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

普通作業員      

04 人

その他          1.00000

式

計

運搬費          代価表    0017

1.00000

式

運搬費          1.00000

01 式

計

技術員派遣費    据付確認、充電確認、取説        代価表    0018

1.00000

式

技術員派遣費    据付確認、充電確認、取説        1.00000

01 式

計

急速充電設備



代価表 28

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

低圧動力盤改修  L-4                             代価表    0019

1.00000

式

低圧動力盤改修  L-4                             1.00000

01 式

計

受変電設備



代価表 29

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

異種管接続材    FEP(80)                         代価表    0020

1.00000

個

異種管接続材    FEP(80)                         1.00000

01 個

計

開閉器箱        MCCB3P          50AF× 1個      代価表    0021

(一般形)        ELCB2P          50AF× 1個      1.00000

個

開閉器箱        MCCB3P          50AF× 1個      1.00000

01 (一般形)        ELCB2P          50AF× 1個      個

雑材料          1.00000

02 式

K01

電工            

03 人

その他          1.00000

式

計

構内配電線路



機械設備工事　種目別内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

機械設備（下り線）

1   

式

計



機械設備工事　科目別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

空気調和設備    

1   

式

換気設備        

1   

式

計

機械設備（下り線）



機械設備工事　中科目別内訳 3

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

空気調和設備    機器設備        

1   

式

空気調和設備    屋内配管設備    

1   

式

空気調和設備    屋外配管設備    

1   

式

計

換気設備        機器設備        

1   

式

換気設備        ダクト設備      

1   

式

換気設備        総合調整        

1   

式

計

機械設備（下り線）



機械設備工事　細目別内訳 4

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

PAC-1           壁掛け形                        代価表    0006

ヒートポンプエア C:5.6kw H6.70kw                 1   

コン            組

室外機用ブラケッ 代価表    0007

ト架台          1   

台

計

機械設備（下り線） 空気調和設備 機器設備



機械設備工事　細目別内訳 5

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

冷媒用           6.35外径(  1/4B) 液管          

断熱材被覆銅管  厚8mm                           6   

ｍ

冷媒用           9.52外径(  3/8B) ｶﾞｽ管         

断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      6   

ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        16A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1   

(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        30A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      3   

(VP)            ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ      2mm2-  3C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      6   

ｍ

保温化粧ｹｰｽ      75 × 63                       

(樹脂製)        5   

ｍ

配管用          露 出     32A                   

炭素鋼鋼管(白管) 3   

塗装            ｍ

配管用防虫網     32A                            

1   

個

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 250㎜程度  100㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   

配管用貫通口)   か所

非破壊検査      

1   

か所

形鋼振止支持    別紙 00-0004

1   

式

計

機械設備（下り線） 空気調和設備 屋内配管設備



機械設備工事　細目別内訳 6

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        40A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      2   

(VP)            ｍ

間接排水口       40A                            

1   

個

土木工事        別紙 00-0005

1   

式

雨水桝接続      別紙 00-0006

1   

式

計

機械設備（下り線） 空気調和設備 屋外配管設備



機械設備工事　細目別内訳 7

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EF-1            業務用メッシュ形                代価表    0008

有圧換気扇      350φ×1600CMH×40Pa            1   

台

ＳＵＳ製給排気形 350□　防虫網付                 代価表    0009

ウエザーカバー  1   

台

SD-1            カウンタータイプ人感センサー付  代価表    0010

喫煙用集塵・脱臭 処理能力 720ｍ3/ｈ              2   

機              プラズマ脱臭                    台

計

機械設備（下り線） 換気設備 機器設備



機械設備工事　細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ     0.5mm(～750mm)      SUS･B       

(ｱﾝｸﾞﾙ工法      2   

       低圧ﾀﾞｸﾄ) ㎡

計

機械設備（下り線） 換気設備 ダクト設備



機械設備工事　細目別内訳 9

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

長方形ﾀﾞｸﾄ調整  

2   

㎡

計

機械設備（下り線） 換気設備 総合調整



機械設備工事　別紙明細 10

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

形鋼振止支持    別紙 00-0004

1   

式

形鋼振止支持　下 スリーブ費等2 - 002

り線            3   

％

計

機械設備（下り線） 空気調和設備 屋内配管設備



機械設備工事　別紙明細 11

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土木工事        別紙 00-0005

1   

式

根切り(人力)    

0.45

ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  

-                               0.34

ｍ3

建設発生土処理  人 力 構内敷ならし              

0.11

ｍ3

建設発生土処理  人 力 構内敷ならし              

0.11

ｍ3

計

雨水桝接続      別紙 00-0006

1   

式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜  63㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   

配管用貫通口)   か所

計

機械設備（下り線） 空気調和設備 屋外配管設備



代価表一覧 12

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 単　　価 金　　額 備　　　　考

PAC-1           壁掛け形                        代価表    0006

ヒートポンプエア C:5.6kw H6.70kw                 1      

コン            組

室外機用ブラケッ 代価表    0007

ト架台          1      

台

空調機器（下り）



代価表一覧 13

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 単　　価 金　　額 備　　　　考

EF-1            業務用メッシュ形                代価表    0008

有圧換気扇      350φ×1600CMH×40Pa            1      

台

ＳＵＳ製給排気形 350□　防虫網付                 代価表    0009

ウエザーカバー  1      

台

SD-1            カウンタータイプ人感センサー付  代価表    0010

喫煙用集塵・脱臭 処理能力 720ｍ3/ｈ              1      

機              プラズマ脱臭                    台

換気機器（下り）



代価表 14

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

PAC-1           壁掛け形                        代価表    0006

ヒートポンプエア C:5.6kw H6.70kw                 1      

コン            組

PAC-1           壁掛け形                        1      

01 ヒートポンプエア C:5.6kw H6.70kw                 組

コン            

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 天井吊り -               1      

02 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  5.6kW以下                      台

 据付           

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 壁掛け   -               1      

03 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  5.6kW以下                      台

 据付           

計

室外機用ブラケッ 代価表    0007

ト架台          1      

台

室外機用ブラケッ 1      

01 ト架台          台

計

空調機器（下り）



代価表 15

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 備　　　　考

EF-1            業務用メッシュ形                代価表    0008

有圧換気扇      350φ×1600CMH×40Pa            1      

台

EF-1            業務用メッシュ形                1      

01 有圧換気扇      350φ×1600CMH×40Pa            台

圧力扇 据付     400φ以下                       1      

02 台

計

ＳＵＳ製給排気形 350□　防虫網付                 代価表    0009

ウエザーカバー  1      

台

EF-1            350□　防虫網付                 1      

01 有圧換気扇      台

設備機械工      

02 人

その他          1      

式

計

SD-1            カウンタータイプ人感センサー付  代価表    0010

喫煙用集塵・脱臭 処理能力 720ｍ3/ｈ              1      

機              プラズマ脱臭                    台

SD-1            カウンタータイプ人感センサー付  1      

01 喫煙用集塵・脱臭 処理能力 720ｍ3/ｈ              台

機              プラズマ脱臭                    

設備機械工      

02 人

その他          1      

式

計

換気機器（下り）


