
新築工事　中科目別内訳 M1

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

冷暖房設備      機器設備        

1   
式

冷暖房設備      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

計

換気設備　ドラフトチャンバー用 ダクト設備      

1   
式

計

計装設備        エアコン二次側配線工事

1   
式

計装設備        ガス給湯器二次側配線工事

1   
式

計装設備        排水ポンプ二次側配線工事

1   
式

計

衛生器具設備    衛生器具設備    

1   
式

計

給水設備        屋内給水設備    

1   
式

新築工事  中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

給水設備        屋外給水設備    

1   
式

計

排水設備        屋内排水設備    

1   
式

排水設備        屋外排水設備    

1   
式

計

雨水設備        雨水設備        

1   
式

計

給湯設備        給湯設備        

1   
式

計

ガス設備        液化石油ガス設備

1   
式

計

特殊ガス設備    特殊ガス設備    

1   
式

計

発生材処理      処分運搬        

1   
式

計

研究棟新築工事

研究棟新築工事

別添資料３



新築工事　細目別内訳 M2

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

空冷ヒートポンプ ACP-1                           
エアコン        1.

台
空冷ヒートポンプ ACP-2                           
エアコン        2.

台
空冷ヒートポンプ ACP-3                           
エアコン        2.

台
空冷ヒートポンプ ACP-4                           
エアコン        2.

台
空冷ヒートポンプ ACP-5                           
エアコン        1.

台
空冷ヒートポンプ ACP-6                           
エアコン        1.

台
空冷ヒートポンプ ACP-7                           
エアコン        1.

台
同上器具取付費  別紙 00-0001

1   
式

天井開口補強費  切込み共                        別紙 00-0002
1   

式
計

新築工事  細目別内訳

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

断熱材被覆銅管   6.35外径(  1/4B) 液管          
(冷媒用)        厚8mm                           19.

ｍ
断熱材被覆銅管   9.52外径(  3/8B) 液管          
(冷媒用)        厚8mm                           102.

ｍ
断熱材被覆銅管  12.7 外径(  1/2B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)        厚20mm以上                      19.

ｍ
断熱材被覆銅管  15.88外径(  5/8B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)        厚20mm以上                      94.

ｍ
断熱材被覆銅管  25.4 外径(1    B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)        厚20mm以上                      7.

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        25A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      7.
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        30A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      65.
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        40A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      10.
(VP)            ｍ
排水・硬質塩化ﾋﾞ 屋内一般        40A             
ﾆﾙ管　（ｶﾗｰVP） 6.

ｍ
保温化粧ｹｰｽ     100 × 70                       
(樹脂製)        36.2

ｍ
防露費          別紙 00-0003

1   
式

堀方埋戻し      別紙 00-0004
1   

式
計

研究棟新築工事 冷暖房設備 機器設備

研究棟新築工事 冷暖房設備 配管設備



新築工事　細目別内訳 M3

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

天井埋込換気扇  FE-1                            
1.

台
天井埋込換気扇  FE-2                            

1.
台

天井埋込換気扇  FE-3                            
1.

台
天井埋込換気扇  FE-4                            

1.
台

天井埋込換気扇  FE-5                            
1.

台
天井埋込換気扇  FE-6                            

1.
台

天井埋込換気扇  FE-7                            
1.

台
天井埋込換気扇  FE-8                            

1.
台

天井埋込換気扇  FE-9                            
1.

台
天井埋込換気扇  FE-10                           

1.
台

天井埋込換気扇  FE-11                           
4.

台
壁付換気扇      FE-12                           

1.
台

同上機器取付費  別紙 00-0005
1   

式
天井開口補強費  切込み共                        別紙 00-0006

1   
式

計

新築工事  細目別内訳

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

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      16.

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ有 175㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      12.

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      54.

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      25.

ｍ
深型パイプフード （ｽﾃﾝﾚｽ製、防虫網）φ200        

　焼付塗装                      4.
個

深型パイプフード （ｽﾃﾝﾚｽ製、防虫網）φ150        
　焼付塗装                      9.

個
深型パイプフード （ｽﾃﾝﾚｽ製、防虫網）φ100        

　焼付塗装                      1.
個

給排気グリル    φ100,ﾌｨﾙﾀｰ付                   
8.

個
消音形深型パイプ （ｽﾃﾝﾚｽ製、防虫網）φ200        
フード          　焼付塗装                      3.

個
消音形深型パイプ （ｽﾃﾝﾚｽ製、防虫網）φ100        
フード          　焼付塗装                      8.

個
フード          450x450x300H                    

  取外し移設品                  1.
個

排気ボックス    400x400x250H                    
 取外し移設品                   1.

個
屋外フード      ステンレス製、防虫網　250       

　焼付塗装                      1.
個

吹出口          VHS-1000x500                    
1.

枚
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟ       CD φ200                        

3.
個

研究棟新築工事 換気設備 ダクト設備

研究棟新築工事 換気設備 機器設備



新築工事　細目別内訳 M4

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

吹出口ボックス  1200x700x300 内貼りＧＷｱ25      
1.

個
同上器具取付費  別紙 00-0007

1   
式

天井開口補強費  切込み共                        別紙 00-0008
1   

式
計

新築工事  細目別内訳

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

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 屋内一般       250A             
管              26.
(VP)            ｍ
シロッコファン  FD-1,他付属品一式               

1.
個

送風機(片吸込)  床置形  防振基礎  №1 1/4以下   
据付            1.

台
ベンチレーター  φ250                           

3.
個

ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ取付費  φ250                           
3.

個
計

研究棟新築工事 換気設備 ダクト設備

研究棟新築工事 換気設備　ドラフトチャンバー用 ダクト設備



新築工事　細目別内訳 M5

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

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
126.

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 　2mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 126.

ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ    0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井          

50.
ｍ

EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ    0.75mm2- 2C FEP内(PF･CD)        
14.

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 14.

ｍ
金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 10.
付)             個
リモコン取付費  

10.
個

計

新築工事  細目別内訳

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

付属ケーブル　入
線手間          15.

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 15.

ｍ
金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 6.
付)             個
リモコン取付費  

3.
個

防雨入線ｶﾊﾞｰ    樹脂製   (露出、埋込両用)       
3.

枚
計

研究棟新築工事 計装設備 エアコン二次側配線工事

研究棟新築工事 計装設備 ガス給湯器二次側配線工事



新築工事　細目別内訳 M6

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

Ｐ付付属ケーブル 管内                            
入線手間        3.

ｍ
Ｐ付付属ケーブル ＦＥＰ内                        
入線手間        40.

ｍ
Ｆ付付属ケーブル 管内                            
入線手間        2.

ｍ
Ｆ付付属ケーブル ＦＥＰ内                        
入線手間        20.

ｍ
耐衝撃性        露出配管         28㎜           
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 5.

ｍ
波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)     18.

ｍ
FEP用異用種管   30mm                            
接続材料        3.

組
ポンプ盤取付費  

1.
面

埋設標識ｼｰﾄ     ｼﾝｸﾞﾙ(W)150                     
18.

ｍ
堀方埋戻し      別紙 00-0009

1   
式

計

新築工事  細目別内訳

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

腰掛便器        CS230BM,他付属品一式            
　参考品番                      3.

組
ストール小便器  UFH500,他付属品一式             

　参考品番                      1.
組

壁掛洗面器      L250D,他付属品一式              
　参考品番                      2.

組
掃除流し        SK22A,他付属品一式              

　参考品番                      2.
組

化粧鏡          YM3545A,他付属品一式            
　参考品番                      2.

組
Ｌ型手すり      T112CL(R)10,他付属品一式        

　参考品番                      3.
組

混合水栓        TKGG33E 参考品番                
3.

個
同上器具取付費  別紙 00-0010

1   
式

計

研究棟新築工事 衛生器具設備 衛生器具設備

研究棟新築工事 計装設備 排水ポンプ二次側配線工事



新築工事　細目別内訳 M7

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

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            5.
(SGP-VB)        ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            7.
(SGP-VB)        ｍ
給水・耐衝撃性  機械室・便所    20A             
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 21.

ｍ
給水・耐衝撃性  機械室・便所    25A             
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 2.

ｍ
給水・耐衝撃性  屋内一般        20A             
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 48.

ｍ
給水・耐衝撃性  屋内一般        25A             
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 4.

ｍ
自在水栓        A501-13 参考品番                

1.
個

ホーム水栓      Y123-13 参考品番                
4.

個
青銅仕切弁      10K(ねじ)  20A                  

9.
個

防露費          別紙 00-0011
1   

式
堀方埋戻し      別紙 00-0012

1   
式

スリーブ入れ    別紙 00-0013
1   

式
計

新築工事  細目別内訳

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

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            2.
(SGP-VB)        ｍ
給水・耐衝撃性  地中配管        40A             
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 33.

ｍ
給水・耐衝撃性  地中配管        30A             
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 38.

ｍ
給水・耐衝撃性  地中配管        25A             
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 23.

ｍ
給水・耐衝撃性  地中配管        20A             
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 24.

ｍ
青銅仕切弁      10K(ねじ)  40A                  

2.
個

青銅仕切弁      10K(ねじ)  25A                  
7.

個
青銅仕切弁      10K(ねじ)  20A                  

2.
個

バルブボックス  　ＶＣ－Ｐ　３００Ｈ            
9.

個
バルブボックス  VC-2                            

2.
か所

直読式量水器     40A                            
(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)  1.

個
量水器ボックス  40A                             

1.
個

ﾜﾝﾀﾞｰﾁｭｰﾌﾞ      300L-20A                        
3.

本
ﾎﾞｰﾙバルブ      20A                             

3.
個

地中埋設標      鉄 製                           
1.

個

研究棟新築工事 給水設備 屋内給水設備

研究棟新築工事 給水設備 屋外給水設備



新築工事　細目別内訳 M8

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

地中埋設標      ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        
17.

個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ    150幅                           

49.
ｍ

給水用さや管    配管,保温材共                   
1.

本
防露費          別紙 00-0014

1   
式

給水本管分岐接続
費              1.

か所
堀方埋戻し      配管部                          別紙 00-0015

1   
式

堀方埋戻し      公道部                          別紙 00-0016
1   

式
舗装カッター切断 アスファルト　200t以下          

6.
m

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し  
0.1

ｍ3
積込み          小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3         

0.1
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-5-10 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ     
特に狭い場所 人力               2.

㎡
計

新築工事  細目別内訳

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

排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所   100A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      7.
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      6.
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    65A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      10.
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      5.
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    40A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      4.
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      28.
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      40.
(VP)            ｍ
床上掃除口      CVAT 100A                       

2.
個

床上掃除口      CVAT 80A                        
4.

個
床上掃除口      CVAT 65A                        

2.
個

床上掃除口      CVAT 50A                        
2.

個
掃兼ドレン      KSR-5A 50A                      

2.
個

堀方埋戻し      別紙 00-0017
1   

式
スリーブ入れ    別紙 00-0018

1   
式

計

研究棟新築工事 給水設備 屋外給水設備

研究棟新築工事 排水設備 屋内排水設備



新築工事　細目別内訳 M9

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       100A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      110.
(VP)            ｍ
給水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)  3.

ｍ
給水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)  5.

ｍ
給水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空・暗渠  50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)  5.

ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      10.
(VP)            ｍ
通気・硬質塩化ﾋﾞ 屋外架空・暗渠  75A             
ﾆﾙ管　（ｶﾗｰVP） 3.

ｍ
青銅仕切弁       5K(ねじ)  50A                  

2.
個

通気金物        KVR-AC 80A                      
1.

個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     

90L､45L      塩ﾋﾞふた付         2.
～500                           組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付         6.
501～800                        組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
90L､45L      塩ﾋﾞふた付         4.
501～800                        組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
ST           塩ﾋﾞふた付         2.
801～1200                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付         1.
801～1200                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付         2.
～500                           組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
90L､45L      塩ﾋﾞふた付         2.
801～1200                       組

新築工事  細目別内訳

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

排水槽          
1.

基
同上土工費      据付共                          別紙 00-0019

1   
式

排水水中ポンプ  
1.

組
汚水、雑排水、   0.75kW以下                     
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 2.
据付(衛生機器)  台
既設管接続費    別紙 00-0020

1   
式

堀方埋戻し      別紙 00-0021
1   

式
計

研究棟新築工事 排水設備 屋外排水設備

研究棟新築工事 排水設備 屋外排水設備



新築工事　細目別内訳 M10

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        75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      4.
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      97.
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       150A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      20.
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般       100A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      4.
(VP)            ｍ
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ桝    ため桝 300φ ×　300H           

1.
個

雨水小口径桝    桝径150φ 最大排水管径100φ     
　90Y       塩ﾋﾞふた付          1.
～500H                          個

雨水小口径桝    桝径150φ 最大排水管径100φ     
　90Y       塩ﾋﾞふた付          4.
501～800H                       個

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ桝    ため桝 500φ ×　890H           
1.

個
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ桝    ため桝 500φ ×　950H           

1.
個

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ桝    ため桝 500φ ×　1,300H         
1.

個
雨水小口径桝    桝径150φ 最大排水管径100φ     

　ST        塩ﾋﾞふた付          2.
～500H                          個

雨水小口径桝    桝径150φ 最大排水管径100φ     
　ST        塩ﾋﾞふた付          1.
501～800H                       個

雨水小口径桝    桝径200φ 最大排水管径150φ     
　90Y       塩ﾋﾞふた付          1.
501～800H                       個

雨水小口径桝    桝径150φ 最大排水管径100φ     
　90L        塩ﾋﾞふた付         1.
～500H                          個

雨水小口径桝    桝径200φ 最大排水管径150φ     
　90Y       塩ﾋﾞふた付          1.
501～800H                       個

新築工事  細目別内訳

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

雨水小口径桝    桝径200φ 最大排水管径150φ     
　90L       塩ﾋﾞふた付          1.
501～800H                       個

雨水小口径桝    桝径200φ 最大排水管径150φ     
　ST        塩ﾋﾞふた付          1.
801～1200H                      個

雨水桝接続費    別紙 00-0022
1   

式
堀方埋戻し      別紙 00-0023

1   
式

ツツジ　撤去    樹高約0.6ｍ、葉張り約0.7ｍ      
1.

本
アオキ　撤去    樹高約0.7ｍ、葉張り約0.9ｍ      

1.
本

アオキ　撤去    樹高約1.2ｍ、葉張り約1.2ｍ      
1.

本
計

研究棟新築工事 雨水設備 雨水設備

研究棟新築工事 雨水設備 雨水設備



新築工事　細目別内訳 M11

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

ガス給湯機      WHG-1,他付属品一式              
3.

台
瞬間湯沸器　据付 給湯専用壁掛形 16号             

3.
台

ﾜﾝﾀﾞｰﾁｭｰﾌﾞ      300L-20A                        
3.

本
給湯・耐熱性硬質 ねじ接合        屋内一般        
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管   20A                            5.
(管端防食)      ｍ
防露費          別紙 00-0024

1   
式

計

新築工事  細目別内訳

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

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋内一般         
炭素鋼鋼管(白)   25A                            2.

ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋内一般         
炭素鋼鋼管(白)   20A                            3.

ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ外面被覆  地中配管      25A               
鋼管(ﾈｼﾞ接合)   37.
（PLP）         ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ外面被覆  地中配管      20A               
鋼管(ﾈｼﾞ接合)   10.
（PLP）         ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ      ＬＰＧ用                        

両端ねじ接続用 Ｌ型継手付       3.
 300L-20A                       個

フレキコック    20A                             
3.

個
液化石油ｶﾞｽ      4本立                          
充てん容器集合  1.
装置            組
サービスコック  ＬＰＧ                 25A      

1.
個

地中埋設標      ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        
7.

個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ    150幅                           

45.
ｍ

塗装費          別紙 00-0025
1   

式
堀方埋戻し      別紙 00-0026

1   
式

計

研究棟新築工事 給湯設備 給湯設備

研究棟新築工事 ガス設備 液化石油ガス設備



新築工事　細目別内訳 M12

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

半自動切換装置  窒素、供給圧力0.05MPa、他付属品 
容器架台セット  一式                            1.

組
半自動切換装置  ﾍﾘｳﾑ、供給圧力0.4MPa、他付属品  
容器架台セット  一式                            1.

組
半自動切換装置  ﾍﾘｳﾑ、供給圧力0.6MPa、他付属品  
容器架台セット  一式                            1.

組
半自動切換装置  水素、供給圧力0.3MPa、他付属品  
容器架台セット  一式                            1.

組
半自動切換装置  ｱﾙｺﾞﾝ、供給圧力0.25MPa、他付属品
容器架台セット  一式                            1.

組
半自動切換装置  ｱｾﾁﾚﾝ、供給圧力0.1MPa、他付属品 
容器架台セット  一式                            1.

組
分析ガス配管    SUS316 φ9.53-t1.0              

28.
ｍ

放出配管        SUS316 φ6.35-t0.89             
4.

ｍ
取り出しバルブ  SS-1KS6 SUS316 φ9.53           

3.
個

取り出しバルブ  SS-DSS6 SUS316 φ9.53           
3.

個
配管工事        

1   
式

配管継手類      消耗品雑材料共                  
1   

式
支持金物        

1   
式

器具取付費      
1   

式
検査費          報告書作成共                    

1   
式

新築工事  細目別内訳

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

現場管理費      
1   

式
一般管理費      

1   
式

計

研究棟新築工事 特殊ガス設備 特殊ガス設備

研究棟新築工事 特殊ガス設備 特殊ガス設備



新築工事　細目別内訳 M13

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

処分            

アスファルト類  
0.2

ｔ
植栽類          

2.5
ｍ3

      小計

運搬            

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類           0.1

DID区間無し  4.0㎞以下          ｍ3
植栽類          ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 -                  1.

DID区間無し  3.0㎞以下          台
      小計

計

研究棟新築工事 発生材処理 処分運搬



新築工事　別紙明細 M14

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

同上器具取付費  別紙 00-0001
1   

式
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋内機 ｶｾｯﾄ 10.0kW以下          
(圧縮機屋外形)  4.
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋内機 ｶｾｯﾄ 14.0kW以下          
(圧縮機屋外形)  2.
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋内機 ｶｾｯﾄ 12.5kW以下          
(圧縮機屋外形)  2.
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋内機 ｶｾｯﾄ  5.6kW以下          
(圧縮機屋外形)  1.
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋内機 ｶｾｯﾄ  7.1kW以下          
(圧縮機屋外形)  1.
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋内機 壁掛け    4.0kW以下      
(圧縮機屋外形)  1.
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎無し    
(圧縮機屋外形)  20.0kW以下                      1.
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎無し    
(圧縮機屋外形)  14.0kW以下                      1.
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎無し    
(圧縮機屋外形)  12.5kW以下                      1.
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎無し    
(圧縮機屋外形)  10.0kW以下                      1.
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎無し    
(圧縮機屋外形)   5.6kW以下                      1.
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎無し    
(圧縮機屋外形)   7.1kW以下                      1.
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎無し    
(圧縮機屋外形)   4.0kW以下                      1.
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台

計

新築工事　別紙明細

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

天井開口補強費  切込み共                        別紙 00-0002
1   

式
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  900× 900㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4.

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  300×3600㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 6.

か所
計

研究棟新築工事 冷暖房設備 機器設備

研究棟新築工事 冷暖房設備 機器設備



新築工事　別紙明細 M15

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

防露費          別紙 00-0003
1   

式
給水管 保温     20t  25A                        
　保温チューブ  7.2

ｍ
給水管 保温     20t  30A                        
　保温チューブ  65.

ｍ
計

堀方埋戻し      別紙 00-0004
1   

式
根切り(人力)    

0.9
ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  
0.9

ｍ3
計

新築工事　別紙明細

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

同上機器取付費  別紙 00-0005
1   

式
換気扇 据付     天井埋込形                      

14.
台

換気扇 据付     250φ以下                       
1.

台
計

天井開口補強費  切込み共                        別紙 00-0006
1   

式
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  150× 150㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 14.

か所
計

研究棟新築工事 換気設備 機器設備

研究棟新築工事 冷暖房設備 配管設備



新築工事　別紙明細 M16

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

同上器具取付費  別紙 00-0007
1   

式
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ      100㎜                           
取付費          9.

個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ      150mm                           
取付費          9.

個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ      200mm                           
取付費          7.

個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 ～0.40                          
取付費          1.

個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 0.04㎡以下                      
取付費          1.

個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ      0.1㎡以下                       
取付費          3.

個
屋外フード　取付 250                             
費              1.

個
計

天井開口補強費  切込み共                        別紙 00-0008
1   

式
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  300×1200㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1.

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  150× 150㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8.

か所
計

新築工事　別紙明細

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

堀方埋戻し      別紙 00-0009
1   

式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      5.
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      5.

ｍ3
計

研究棟新築工事 換気設備 ダクト設備

研究棟新築工事 計装設備 排水ポンプ二次側配線工事



新築工事　別紙明細 M17

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

同上器具取付費  別紙 00-0010
1   

式
大便器 取付     ﾀﾝｸ式    普通便座               

3.
組

小便器　取付    洗浄弁式床置小便器     大形     
1.

組
洗面器 取付     自動水栓 1個付 小               

2.
組

掃除流し 取付   ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き            
2.

組
鏡 取付         360×450㎜程度                  

2.
枚

手すり　据付    
3.

混合水栓　据付   13A                            
3.

個
計

新築工事　別紙明細

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

防露費          別紙 00-0011
1   

式
給水管 保温     10t  20A                        
　保温チューブ  11.8

ｍ
計

堀方埋戻し      別紙 00-0012
1   

式
根切り(人力)    

6.4
ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  
6.4

ｍ3
計

スリーブ入れ    別紙 00-0013
1   

式
屋内給水設備    

7.
％

計

研究棟新築工事 衛生器具設備 衛生器具設備

研究棟新築工事 給水設備 屋内給水設備



新築工事　別紙明細 M18

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

防露費          別紙 00-0014
1   

式
給水管 保温     20t  20A                        
　保温チューブ  1.5

ｍ
計

堀方埋戻し      配管部                          別紙 00-0015
1   

式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      28.3
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      17.

ｍ3
山砂            

11.3
ｍ3

残土運搬        場内小運搬　0.5km以下           
敷ならし共                      11.3

ｍ3
計

新築工事　別紙明細

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

堀方埋戻し      公道部                          別紙 00-0016
1   

式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      2.5
ｍ3

山砂            
2.3

ｍ3
残土運搬        場内小運搬　0.5km以下           

敷ならし共                      2.5
ｍ3

計

研究棟新築工事 給水設備 屋外給水設備

研究棟新築工事 給水設備 屋外給水設備



新築工事　別紙明細 M19

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

堀方埋戻し      別紙 00-0017
1   

式
根切り(人力)    

8.2
ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  
8.2

ｍ3
計

スリーブ入れ    別紙 00-0018
1   

式
屋内排水設備    

7.
％

計

新築工事　別紙明細

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

同上土工費      据付共                          別紙 00-0019
1   

式
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      83.6
ｍ3

砂利地業        切込み砕石                      
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      76.4
ｍ3

残土運搬        場内小運搬　0.5km以下           
敷ならし共                      7.3

ｍ3
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 150㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   2.
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜  75㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1.
配管用貫通口)   か所
世話役          

0.45
人

特殊作業員      
0.45

人
普通作業員      

0.9
人

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転    4.9t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料   
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            1.

日
計

研究棟新築工事 排水設備 屋内排水設備

研究棟新築工事 排水設備 屋外排水設備



新築工事　別紙明細 M20

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

既設管接続費    別紙 00-0020
1   

式
配管分岐        配管分岐 100A 保温無            
(樹脂管類)      2.
･手間のみ       か所

計

堀方埋戻し      別紙 00-0021
1   

式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      51.4
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      32.6

ｍ3
山砂            

18.8
ｍ3

残土運搬        場内小運搬　0.5km以下           
敷ならし共                      18.8

ｍ3
計

新築工事　別紙明細

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

雨水桝接続費    別紙 00-0022
1   

式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 200㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1.
配管用貫通口)   か所

計

堀方埋戻し      別紙 00-0023
1   

式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      45.6
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      25.3

ｍ3
山砂            

20.3
ｍ3

残土運搬        場内小運搬　0.5km以下           
敷ならし共                      20.3

ｍ3
計

研究棟新築工事 排水設備 屋外排水設備

研究棟新築工事 雨水設備 雨水設備



新築工事　別紙明細 M21

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

防露費          別紙 00-0024
1   

式
給湯管 保温     10t  20A                        
　保温チューブ  1.5

ｍ
給湯管 保温     20t  20A                        
　保温チューブ  3.

ｍ
計

新築工事　別紙明細

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

塗装費          別紙 00-0025
1   1,185.

式
配管用          露 出     25A                   
炭素鋼鋼管(白)  1.5 790. 1,185.
塗装            ｍ

計
1,185.

堀方埋戻し      別紙 00-0026
1   84,052.

式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      10.6 2,270. 24,062.
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      6.3 3,120. 19,656.

ｍ3
山砂            

4.3 7,670. 32,981.
ｍ3

残土運搬        場内小運搬　0.5km以下           
敷ならし共                      4.3 1,710. 7,353.

ｍ3
計

84,052.

研究棟新築工事 ガス設備 液化石油ガス設備

研究棟新築工事 給湯設備 給湯設備


