
工　　　　種 名　　　　　称 仕　　 　　　　　　　様 単位 数　　　量

Ⅰ　立木伐採

伐採工 式 1.0

伐採物運搬 枝葉・根 t 6.0

伐採物処分 枝葉 t 4.0

伐採物処分 根 t 2.0

Ⅱ　既設構造物撤去

既設カーポート撤去・処分 式 1.0
機械施工

既設コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 8.5
0.2m3BH+4tDT

コンクリート殻運搬処分 運搬距離=20km m3 8.5

Ⅲ　土工

掘削 土砂・0.2m3BH m3 78.2

埋戻B 土砂・0.2m3BH+1tローラー m3 7.5

埋戻D 土砂・0.2m3BH+タンパ m3 7.2
0.2m3BH+4tDT

残土運搬 運搬距離=7km m3 63.5

残土処分費 m3 63.5

Ⅳ　小型重力式擁壁

型枠 均しコンクリート m2 4.4
均しコンクリート

コンクリート 21-8-40 N m3 1.3

型枠 無筋構造物 m2 26.3
無筋構造物・人力打設

コンクリート 21-8-40 N m3 4.7
瀝青繊維質目地板

目地材 t=10 m2 0.7

Ⅴ　ブロック積

小口止 型枠 小型構造物 m2 8.8
小型構造物・人力打設

コンクリート 21-8-40 N m3 1.1

植生土のう設置 取合部 m2 2.3

基礎Co 基礎砕石 RC-40・t=100 m2 14.0
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型枠 無筋構造物 m2 9.3
無筋構造物・人力打設

コンクリート 21-8-40 N m3 2.6
滑面ブロック・控え35cm

ﾌﾞﾛｯｸ積 ブロック積 裏込コンクリートt=100 m2 41.9

裏込砕石 RC-40 m3 12.6

天端Co 型枠 無筋構造物 m2 4.7
無筋構造物・人力打設

コンクリート 21-8-40 N m3 1.8
瀝青繊維質目地板

共通 目地材 t=10 m2 1.9

Ⅵ　コンクリート舗装

路盤工 RC-40・t=100 m2 108.3

型枠 無筋構造物 m2 0.5
ポンプ車打設・ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入・粗面仕上げ

コンクリート舗装 t=150・21-8-25 N m2 108.3
瀝青繊維質目地板

目地材 t=10 m2 1.5

区画線設置 式 1.0

Ⅶ　駐輪場設置

1.仮設工事

　位置出し、丁張 すみ出し、材工 式 1.0

　仮設足場 外部、H=1800 ｍ２ 92.0

　仮設足場 内部、ローリング　脚立 式 1.0

　掃除、片付け 機材処分等 式 1.0

２．解体工事

　鉄骨解体撤去 ｍ２ 24.75

　屋根スレート撤去 ｍ２ 42.0

　同上搬出費 スレート処分費共 式 1.0

３．鉄骨工事

（１）鋼材費

STKR400 □-150×100×4.5，6 ｋｇ 1596.0

STKR400 □-100×100×3.2 ｋｇ 172.0

STKR400 □-100×50×2.3 ｋｇ 484.0

STKR400 □-50×50×3.2 ｋｇ 99.0

SSC400 C-100×50×20×2.3 ｋｇ 61.0

SS400 L-6×75，L-6×50 ｋｇ 40.0
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SS400 PL-12，9，6 ｋｇ 243.0

（２）付属材

JISブレース M12，付属共 ｋｇ 130.0

高力ボルト S10T HTB　M16 本 66.0

高力ボルト S10T HTB　M12 本 35.0

アンカーボルト M16，L=400 本 40.0

中ボルト M12，L=150 本 66.0

中ボルト M12，L=25 本 12.0

基礎天端調整材 鉄ダンゴ ヶ 10.0

（３）工費

施工図 加工図 ｋｇ 2695.0

工場加工費 ｋｇ 2695.0

錆止塗 JISK5674 ｋｇ 2695.0

現場建方組立 ｋｇ 2695.0

運搬費 ｋｇ 2695.0

ユニック車損料 式 1.0

（４）付帯工事

アンカーセット 本 40.0

柱脚天端 調整材　埋込　材工 ヶ 10.0

４．屋根樋工事

　屋根 ルーフデッキ88型，t=0.6 ｍ2 98.0

　取付材 タイトフレーム ｍ 75.4

　斜め取付材 タイトフレーム ｍ 6.5

　ケラバ包み カラーGL鋼板 ｍ 7.6

　軒樋 W150角塩ビ ｍ 21.0

　軒樋 吊金物 本 28.0

　軒樋 ヶ所 1.0

　堅樋 VU100 ｍ 2.2

　堅樋 掴み金物 本 4.0

　屋根斜めカット ｍ 6.5

　運搬費 式 1.0

５．塗装工事

　鉄骨部 OP塗装 ｍ2 90.0
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６．電線管 FEP-30 ｍ 6.0

　電線管 CP-25 ｍ 21.0

　電線管付属品 式 1.0

　電線管支持材 式 1.0

　P，BOX 200*200*100　WP　SUS 個 1.0

　P，BOX 150*150*75　WP　SUS 個 1.0

　露出丸BOX 25　三方出 個 3.0

　電線 VVF1.6-3C ｍ 32.0

　照明器具 台 3.0

　増設開閉器 個 1.0

　配管塗装費 個 1.0

　雑材料 式 1.0

　電工費 式 1.0
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