
埼玉県浦和競馬組合

参考数量書

工事名称 浦和競馬場走路照明第１工区建築工事

工事場所 さいたま市南区大谷場一丁目８番４２号

この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
見積りの際には設計図書に従い積算をして下さい。
共通仮設費及び現場管理費は工事期間３０６日間として算定しています。
単価は令和４年２月新営・全館無人を適用しています。
なお、参考数量書に関してのご質問には回答できません。ご了承願います。



埼玉県浦和競馬組合

工事種別内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        
1   

式
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

照明柱          
(P1～7､9､32～42:19本) 1   

式
２号スタンド    

1   
式

３号スタンド    
1   

式
電気室棟建屋    

1   
式

外構整備        
(電気室棟廻り)  1   

式
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　科目別内訳 3
照明柱(P1～7､9､32～42:19本)

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
土工            

1   
式

地業            
1   

式
鉄筋            

1   
式

コンクリート    
1   

式
型枠            

1   
式

鉄骨            
1   

式
既製コンクリート

1   
式

金属            
1   

式
左官            

1   
式

塗装            
1   

式
構内舗装        

1   
式

植栽            
1   

式
撤去            

1   
式

発生材処理      
1   

式

建築工事  科目別内訳
照明柱(P1～7､9､32～42:19本)

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　科目別内訳 4
２号スタンド

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
屋根改修        

1   
式

発生材処理      
1   

式
計

建築工事  科目別内訳
３号スタンド

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
屋根改修        

1   
式

発生材処理      
1   

式
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　科目別内訳 5
電気室棟建屋

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
土工            

1   
式

地業            
1   

式
鉄筋            

1   
式

コンクリート    
1   

式
型枠            

1   
式

鉄骨            
1   

式
既製コンクリート

1   
式

防水            
1   

式
屋根及びとい    

1   
式

金属            
1   

式
左官            

1   
式

建具            
1   

式
塗装            

1   
式

内外装          
1   

式

建築工事  科目別内訳
電気室棟建屋

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

ユニット及びその他
1   

式
屋外排水        

1   
式

発生材処理      
1   

式
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　科目別内訳 6
外構整備(電気室棟廻り)

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

構内舗装        
1   

式
屋外排水        

1   
式

発生材処理      
1   

式
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　中科目別内訳 7
照明柱(P1～7､9､32～42:19本)

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

直接仮設        

1   
式

計

土工            

1   
式

計

地業            地業            

1   
式

地業            特殊地業        

1   
式

計

鉄筋            躯体            

1   
式

計

コンクリート    躯体            

1   
式

計

型枠            躯体            

1   
式

型枠            外部仕上        

1   
式

計

鉄骨            本体鉄骨        

1   
式

建築工事  中科目別内訳
照明柱(P1～7､9､32～42:19本)

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

計

既製コンクリート

1   
式

計

金属            

1   
式

計

左官            

1   
式

計

塗装            

1   
式

計

構内舗装        

1   
式

計

植栽            

1   
式

計

撤去            

1   
式

計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　中科目別内訳 8
照明柱(P1～7､9､32～42:19本)

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

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳
２号スタンド

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

直接仮設        

1   
式

計

屋根改修        撤去            

1   
式

屋根改修        改修            

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　中科目別内訳 9
３号スタンド

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

直接仮設        

1   
式

計

屋根改修        撤去            

1   
式

屋根改修        改修            

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳
電気室棟建屋

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

直接仮設        

1   
式

計

土工            

1   
式

計

地業            地業            

1   
式

地業            特殊地業        

1   
式

計

鉄筋            躯体            

1   
式

鉄筋            外部仕上        

1   
式

計

コンクリート    躯体            

1   
式

コンクリート    外部仕上        

1   
式

計

型枠            躯体            

1   
式

型枠            外部仕上        

1   
式



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　中科目別内訳 10
電気室棟建屋

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

計

鉄骨            本体鉄骨        

1   
式

計

既製コンクリート 外部            

1   
式

計

防水            外部            

1   
式

防水            内部            

1   
式

計

屋根及びとい    外部            

1   
式

計

金属            外部            

1   
式

金属            内部            

1   
式

計

左官            外部            

1   
式

左官            内部            

1   
式

建築工事  中科目別内訳
電気室棟建屋

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

計

建具            鋼製建具        

1   
式

計

塗装            外部            

1   
式

計

内外装          内部            

1   
式

計

ユニット及びその他 外部            

1   
式

ユニット及びその他 内部            

1   
式

計

屋外排水        

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　中科目別内訳 11
外構整備(電気室棟廻り)

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

構内舗装        

1   
式

計

屋外排水        

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 12
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 直接仮設

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

隅遣方          
38   

か所
墨出し          小規模 RC･SRC造                 

地上階                          76   
㎡

養生            小規模 RC･SRC造                 
地上階                          76   

㎡
整理清掃        小規模 RC･SRC造                 
後片付け        地上階                          76   

㎡
計

建築工事  細目別内訳
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 土工

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

根切り          つぼ,布掘り                     
深さ2.5m程度                    430   

ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     

31.9 
㎡

埋戻し(A種)     -          山砂の類             
360   

ｍ3
土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               2   
往復

計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 13
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 地業 地業

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

砂 利 地 業     再生切込砕石 県南               
4.8 

ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc-18N/mm2 S-15                 

1.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         
-                  S15～S18     1.5 
-        -                      ｍ3

(すずらん灯)    

砂 利 地 業     再生切込砕石 県南               
0.5 

ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc-18N/mm2 S-15                 

0.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         
-                  S15～S18     0.3 
-        -                      ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 地業 特殊地業

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

既製杭          大臣認定工法                    
P1                              19   

ｾｯﾄ
杭頭補強筋      開先付き異形棒鋼                

WSD390 WD32J L=1,360            190   
溶接長L=200mm以上 材工共        本

(すずらん灯)    

地盤改良        機械撹拌式深層混合処理工法      
設計基準強度:Fc=200kN/m2        
ｾﾒﾝﾄ系固化材:400kg/m3           
(TL-3E型同等､W/C=80%)           
改   良   径:1000φ             
･掘 削 ﾚ ﾍﾞ ﾙ:GL-14.00m         
 空掘り長さ  :GL- 1.25m         
 設計コラム長:L= 12.75m         1   
 本        数:4本               式
･ｺ ﾗ ﾑ 体 積 :40.0m3(ﾛｽ等除く)  

計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 14
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 鉄筋 躯体

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

異形鉄筋        SD295A D13                      
0.6 

ｔ
異形鉄筋        SD295A D16                      

4.2 
ｔ

異形鉄筋        SD345  D19                      
4.2 

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            8.6 
ｔ

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 
8.6 

ｔ
計

建築工事  細目別内訳
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) コンクリート 躯体

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

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc-30N/mm2 S-18                 
65.2 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     8.9 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50～100m3/回       S15～S18     56.2 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3以上100m3/回未満            
圧送            基本料金別途加算                56.2 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3以上100m3/回未満            
基本料金        1   

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            
基本料金        1   

回
構造体強度補正  +6N(36N-30N S-18)               

65.2 
ｍ3

計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 15
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 型枠 躯体

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

型枠            普通合板型枠                    
-                  基礎部       210   
-                               ㎡

打放合板型枠B種 基礎部                          
31.9 

㎡
型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            

242   
㎡

計

建築工事  細目別内訳
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 型枠 外部仕上

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

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 
31.9 

㎡
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 16
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 鉄骨 本体鉄骨

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

等辺山形鋼      SS400  L-50x50x6                
0.8 

ｔ
等辺山形鋼      SS400  L-75x75x6                

0.7 
ｔ

一般構造用      STKR400 □-75x45x3.2            
角形鋼管        0.7 

ｔ
全ねじﾎﾞﾙﾄ      M12 L=500 ﾅｯﾄ･座金共            
(ﾒｯｷ品)         38   

組
溶融亜鉛ﾒｯｷ     F8T M16 L=35                    
高力ﾎﾞﾙﾄ        40   

組
溶融亜鉛ﾒｯｷ     F8T M16 L=40                    
高力ﾎﾞﾙﾄ        79   

組
工場加工組立    

2   
ｔ

工場溶接        隅肉6mm換算                     
9.3 

ｍ
溶融亜鉛ﾒｯｷ     HDZ45                           

0.6 
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ     HDZ55                           
1.4 

ｔ
鉄骨運搬費      加工工場～ﾒｯｷ工場 往復          

2   
ｔ

鉄骨運搬        11t車                           
2   

ｔ
鉄骨建方･取付   

2   
ｔ

建て方機械器具費
1   

式
JIS形           ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    114   

施工手間                        本

建築工事  細目別内訳
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 鉄骨 本体鉄骨

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

計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 17
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 既製コンクリート

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

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ      以下の仕様を満たすものとする｡   
･20-24-20又は20-30-20           
･上ﾎﾟｰﾙ+下ﾎﾟｰﾙ=20m              
 (地上18m 篏合長･ﾌｰﾁﾝｸﾞ埋め込み 
 長さを含む)                    
･支持点におけるひび割れ試験荷重 
 2000kN以上                     
･上ﾎﾟｰﾙと下ﾎﾟｰﾙの継手は溶接とし､ 19   
 溶接箇所は超音波探傷試験を     ｾｯﾄ
 実施すること｡                  

計

建築工事  細目別内訳
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 金属

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

ﾀﾗｯﾌﾟ           H14400 W310                     
梯子縦材:丸棒φ9､□-50×50×2.3 
梯子足掛:丸棒φ16               
取付ﾊﾞﾝﾄﾞ､ﾎﾙﾀﾞｰ､ｼﾞｮｲﾝﾄ材共      

19   
か所

ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾃﾞｯｷ      3100×500 H1000                 
手摺+ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ 手摺頭繋ぎ､支柱:φ27.2×2.8     
床              手摺子:φ16                     

脚部:L50×50×6                 
床:ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙXG21､開口部蓋迄共 19   
溶融亜鉛ﾒｯｷ共                   か所

計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 18
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 左官

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

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          23.6 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 塗装

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

２-ＡＳＣ塗り   ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        
素地ごしらえ共                  760   

㎡
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 19
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 構内舗装

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

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t50           
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)､路盤(RC-40)t250  24.5 

㎡
舗装機械運搬    
(振動ﾛｰﾗ)       1   

往復
計

建築工事  細目別内訳
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 植栽

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

植栽移植        ﾂﾂｼﾞ                            
14   

㎡
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 20
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 撤去

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

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  t50                             
集積共                          33.9 

㎡
ｶｯﾀ-入れ        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t50                  

61.6 
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 発生材処理 運搬

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

発生材積込      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                      
1.7 

ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   430   
 8.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   218   
14.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   17   
14.0㎞以下                      ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                      
1.7 

ｍ3
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 21
照明柱(P1～7､9､32～42:19本) 発生材処理 処分

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

建設発生土処分  根切土                          
430   

ｍ3
建設発生土処分  産廃(既製杭)                    

218   
ｍ3

建設発生土処分  産廃(地盤改良)                  
17   

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                      

1.7 
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
２号スタンド 直接仮設

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

墜落制止用器具費 6か月を超え12か月まで           
1   

式
墨出し          
(屋根改修)      25.1 

㎡
養生            
(屋根改修)      25.1 

㎡
整理清掃後片付け
(屋根改修)      25.1 

㎡
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 22
２号スタンド 屋根改修 撤去

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

屋根ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 W2060×L2440                    
裏打ち(ﾋﾙ石t3)共                5   
集積共                          か所

屋根ﾊﾟﾈﾙ        t12+12                          
下地合板撤去    集積共                          9.6 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
２号スタンド 屋根改修 改修

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

(鉄骨)          

Ｈ形鋼          SS400  H-175x175x7.5x11         
0.6 

ｔ
鋼板(切板)      SS400  PL-6                     

0.1 
ｔ

鋼板(切板)      SS400  PL-9                     
0.4 

ｔ
鋼板(切板)      SS400  PL-12                    

0.03
ｔ

一般構造用      STK400 〇-216.3x8.2             
炭素鋼鋼管      1.6 

ｔ
溶融亜鉛ﾒｯｷ     F8T M20 L=50                    
高力ﾎﾞﾙﾄ        31   

組
工場加工組立    

2.5 
ｔ

工場溶接        隅肉6mm換算                     
136   

ｍ
溶融亜鉛ﾒｯｷ     HDZ55                           

2.5 
ｔ

鉄骨運搬費      加工工場～ﾒｯｷ工場 往復          
2.5 

ｔ
鉄骨運搬        11t車                           

2.5 
ｔ

場内小運搬      
2.5 

ｔ
鉄骨建方･取付   

2.5 
ｔ

建て方機械器具費
1   

式



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 23
２号スタンド 屋根改修 改修

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

JIS形           ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    30   

施工手間                        本
鉄骨現場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           

3.1 
ｍ

現場溶接        隅肉6mm換算                     
(鋼管継手)      19.1 

ｍ
現場実測費      加工図作成含む                  

2.5 
ｔ

超音波探傷試験  工場 第三者                     
AOQL2.5% 第4水準                20   

か所
超音波探傷試験  現場 第三者                     

全数 100%                       16   
か所

(防水)          

金物廻り        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼ-ﾘﾝｸﾞ          20×10                          16.4 

ｍ
(屋根)          

屋根            W2060×L2440                    
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         t2.5 B-FU-2S 裏打:ﾋﾙ石t3吹付共  

柱廻り:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ立上り(2か所)     
柱通り:140×90ｶﾊﾞｰ              
ﾊﾟﾈﾙｼﾞｮｲﾝﾄ部:FB-5×60共         5   
ﾊﾟﾈﾙ材間ｼｰﾘﾝｸﾞ共                か所

屋根ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ     W2060×L2440                    
取付下地        柱通り下地:□-50×50×2.3､      

□-32×32×2.3､L-3×30×30      
ﾊﾟﾈﾙｼﾞｮｲﾝﾄ部下地:ｷｬｯﾁﾊﾞﾝSUS1.5t､
□-38.5×38.5×1.5､L-3×30×30  5   
止水PL取合ｱﾝｸﾞﾙ､柱取合部金物共  か所

屋根ﾊﾟﾈﾙ        t12+12                          
下地合板取外し再 15.5 
取付            ㎡

計

建築工事  細目別内訳
２号スタンド 発生材処理 運搬

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

発生材積込      金属くず                        
0.2 

ｍ3
発生材積込      木くず                          

0.2 
ｍ3

発生材積込      ﾋﾙ石                            
0.1 

ｍ3
発生材運搬      金属くず                        

0.2 
ｍ3

発生材運搬      木くず                          
0.2 

ｍ3
発生材運搬      ﾋﾙ石                            

0.1 
ｍ3

計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 24
２号スタンド 発生材処理 処分

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

発生材処分      金属くず                        
0.2 

ｍ3
発生材処分      木くず                          

0.2 
ｍ3

発生材処分      ﾋﾙ石                            
0.1 

ｍ3
計

建築工事  細目別内訳
３号スタンド 直接仮設

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

墨出し          
(屋根改修)      17.6 

㎡
養生            
(屋根改修)      17.6 

㎡
整理清掃後片付け
(屋根改修)      17.6 

㎡
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 25
３号スタンド 屋根改修 撤去

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

折板撤去        W440×L2100                     
集積共                          12   

か所
計

建築工事  細目別内訳
３号スタンド 屋根改修 改修

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

(鉄骨)          

Ｈ形鋼          SS400  H-175x175x7.5x11         
1.4 

ｔ
等辺山形鋼      SS400  L-50x50x4                

0.2 
ｔ

軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼  SSC400 C-100x50x20x2.3          
(ﾒｯｷ品)         0.2 

ｔ
鋼板(切板)      SS400  PL-6                     

0.2 
ｔ

鋼板(切板)      SS400  PL-9                     
0.7 

ｔ
鋼板(切板)      SS400  PL-12                    

0.1 
ｔ

一般構造用      STK400 〇-216.3x8.2             
炭素鋼鋼管      3   

ｔ
溶融亜鉛ﾒｯｷ     F8T M20 L=50                    
高力ﾎﾞﾙﾄ        75   

組
工場加工組立    

5.4 
ｔ

工場溶接        隅肉6mm換算                     
310   

ｍ
溶融亜鉛ﾒｯｷ     HDZ45                           

0.2 
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ     HDZ55                           
5.2 

ｔ
鉄骨運搬費      加工工場～ﾒｯｷ工場 往復          

5.4 
ｔ

鉄骨運搬        11t車                           
5.6 

ｔ



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 26
３号スタンド 屋根改修 改修

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

場内小運搬      
5.6 

ｔ
鉄骨建方･取付   

5.4 
ｔ

建て方機械器具費
1   

式
軽量鉄骨加工    母屋.胴縁の類 一 般             
・組立          普通ﾎﾞﾙﾄ締共                    0.2 

ｔ
JIS形           ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    72   

施工手間                        本
鉄骨現場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           

12.6 
ｍ

現場溶接        隅肉6mm換算                     
(鋼管継手)      43   

ｍ
現場実測費      加工図作成含む                  

5.6 
ｔ

超音波探傷試験  工場 第三者                     
AOQL2.5% 第4水準                40   

か所
超音波探傷試験  現場 第三者                     

全数 100%                       36   
か所

(防水)          

屋根            ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面               
超速硬化ｳﾚﾀﾝ防水 3㎡/か所                        12   

か所
金物廻り        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ     (22×15)×二重                  26.9 

ｍ
(屋根)          

折板撤去跡      W(150+540+150)×L2100           
水上ｶﾊﾞ-        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8             

ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞt1.0､木毛ｾﾒﾝﾄ板t12  

建築工事  細目別内訳
３号スタンド 屋根改修 改修

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

柱貫通廻水切:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8
H150×2か所共                   
止め面戸､ｴﾌﾟﾛﾝ面戸及び取付金物共
水上部既存水切に差し込み固定    

12   
か所

計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 27
３号スタンド 発生材処理 運搬

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

発生材積込      金属くず                        
1.7 

ｍ3
発生材運搬      金属くず                        

1.7 
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
３号スタンド 発生材処理 処分

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

発生材処分      金属くず                        
1.7 

ｍ3
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 28
電気室棟建屋 直接仮設

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

遣方            小規模                          
57.2 

㎡
墨出し          小規模 S造                      

地上階                          57.2 
㎡

養生            小規模 S造                      
地上階                          57.2 

㎡
整理清掃        小規模 S造                      
後片付け        地上階                          57.2 

㎡
地足場          

57.2 
㎡

くさび緊結足場  高さ20m未満        建地幅900mm  
(手すり先行方式) 運搬共                          199   

㎡
養生ｼｰﾄ張り     

129   
㎡

仮設材運搬      
(地足場)        57.2 

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     129   

㎡
計

建築工事  細目別内訳
電気室棟建屋 土工

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

根切り          総掘り                          
自立山留め内                    106   

ｍ3
根切り          つぼ,布掘り                     

深さ2.5m程度                    2.6 
ｍ3

埋戻し(A種)     -          山砂の類             
12.8 

ｍ3
土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               2   
往復

山留め          親杭横矢板工法 (ﾘｰｽ期間 1ヶ月)  
H-250x250x9x14@1500 L=8,000 24本
杭天端 SGL-350､杭下端 SGL-8,350 
横矢板入れ(t=30mm)､裏込め含む   
打ち込み､引き抜き共             55.4 

壁㎡
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 29
電気室棟建屋 地業 地業

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

砂 利 地 業     再生切込砕石 県南               
2.8 

ｍ3
砂 利 地 業     再生切込砕石 県南               

0.1 
ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc-18N/mm2 S-15                 
3.4 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     3.4 
-        -                      ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
電気室棟建屋 地業 特殊地業

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

地盤改良        機械撹拌式深層混合処理工法      
設計基準強度:Fc=900kN/m2        
ｾﾒﾝﾄ系固化材:400kg/m3           
(TL-3E型同等､W/C=80%)           
･改   良   径:1000φ            
 掘 削 ﾚ ﾍﾞ ﾙ:GL-10.55m         
 空掘り長さ  :GL- 1.55m         
 設計コラム長:L=  9.00m         1   
 本        数:22本              式
･ｺ ﾗ ﾑ 体 積 :155.0m3(ﾛｽ等除く) 

地盤改良        ｾﾒﾝﾄ系固化材(低発塵型)          
設計基準強度 Fc=100N/m2         
H=600    80.4m2                 
H=800     8.7m2                 
H=1,250  59.1m2                 129   

ｍ3
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 30
電気室棟建屋 鉄筋 躯体

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

異形鉄筋        SD295A D10                      
1.1 

ｔ
異形鉄筋        SD295A D13                      

4.7 
ｔ

異形鉄筋        SD295A D16                      
2.5 

ｔ
異形鉄筋        SD345  D19                      

1.2 
ｔ

異形鉄筋        SD345  D22                      
1.2 

ｔ
異形鉄筋        SD345  D25                      

0.2 
ｔ

鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      
階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     7.8 

ｔ
鉄筋加工組立    S造                             

床版               -            1.6 
ｔ

梁貫通孔補強    細物                            
鉄筋加工組立    0.4 

ｔ
梁貫通孔補強    太物                            
鉄筋加工組立    0.5 

ｔ
鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

10.3 
ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D22 -D22                        
18   

か所
計

建築工事  細目別内訳
電気室棟建屋 鉄筋 外部仕上

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

溶接金網敷      径6.0 100×100                  
48.4 

㎡
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 31
電気室棟建屋 コンクリート 躯体

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

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc-24N/mm2 S-18                 
79.9 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     44.7 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50m3/回未満        S15～S18     11.8 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間           ｼｭｰﾄ打設         
-                  S15～S18     0.7 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     6.3 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ        ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50m3/回程度        S15～S18     16.4 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            
基本料金        3   

回
構造体強度補正  +6N(30N-24N S-18)               

79.9 
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
電気室棟建屋 コンクリート 外部仕上

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

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ  Fc-18N/mm2 S-15                 
3.9 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設         

-                  S15～S18     3.9 
-        -                      ｍ3

計
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建築工事　細目別内訳 32
電気室棟建屋 型枠 躯体

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

型枠            普通合板型枠                    
-                  基礎部       188   
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    
壁式構造           地上軸部     15.8 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠A種                 
-                  基礎部       14.2 
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠A種                 
壁式構造           地上軸部     31.4 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
壁式構造           地上軸部     21.9 
階高2.8m程度                    ㎡

ボイド型枠      
1.4 

㎡
型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            

273   
㎡

止水板          塩ビ製 6x200 材工共             
31.2 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
電気室棟建屋 型枠 外部仕上

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

打放し面補修    A 種 ｺｰﾝ処理   目違いばらい無   
45.5 

㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

21.9 
㎡

計
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建築工事　細目別内訳 33
電気室棟建屋 鉄骨 本体鉄骨

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

Ｈ形鋼          SS400  H-300x300x10x15          
2.9 

ｔ
Ｈ形鋼          SS400  H-250x125x6x9            

0.3 
ｔ

Ｈ形鋼          SS400  H-300x150x6.5x9          
0.8 

ｔ
Ｈ形鋼          SS400  H-450x200x9x14           

1.3 
ｔ

等辺山形鋼      SS400  L-75x75x6                
0.1 

ｔ
溝形鋼          SS400  C-100x50x5x7.5           

0.1 
ｔ

鋼板(切板)      SS400  PL-6                     
0.1 

ｔ
鋼板(切板)      SS400  PL-9                     

0.3 
ｔ

鋼板(切板)      SS400  PL-12                    
0.4 

ｔ
鋼板(切板)      SN490C PL-19                    

0.2 
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(頭ﾒｯｷ) SNR400B                         
M20 L=500 Wﾅｯﾄ                  32   

組
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M16 L=40                   

42   
組

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20 L=40                   
12   

組
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20 L=45                   

42   
組

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20 L=50                   
92   

組

建築工事  細目別内訳
電気室棟建屋 鉄骨 本体鉄骨

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

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20 L=55                   
67   

組
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20 L=70                   

200   
組

工場加工組立    
6.2 

ｔ
工場溶接        隅肉6mm換算                     

276   
ｍ

工場錆び止め    JIS K 5674 2回塗                
136   

㎡
鉄骨運搬        11t車                           

6.2 
ｔ

鉄骨建方･取付   
6.2 

ｔ
建て方機械器具費

1   
式

ﾄﾙｼｱ形          ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    436   

施工手間                        本
ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ        H=75 t=0.8                      

48.5 
㎡

ﾃﾞｯｷ敷き手間    
46.2 

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  PL-1.6 H150xW205                

D13-＠900以下 材工共            11.4 
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  PL-1.6 H150～248xW180           
D13-＠900以下 材工共            10.1 

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  PL-1.6 H248xW205                

D13-＠900以下 材工共            11.4 
ｍ

ﾃﾞｯｷ敷き受け    FB-6x50 材工共                  
32   

か所



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 34
電気室棟建屋 鉄骨 本体鉄骨

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

頭付きｽﾀｯﾄﾞ     工場 φ16 L=100 材工共          
51   

本
頭付きｽﾀｯﾄﾞ     工場 φ19 L=100 材工共          

144   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径16～19(主柱)   取付手間       
(B種)           32   

本
無収縮ﾓﾙﾀﾙ      360x480 厚30 材工共             

8   
か所

超音波探傷試験  工場 第三者                     
AOQL2.5% 第4水準                20   

か所
鉄骨足場        脚立 並列                       

48.6 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
電気室棟建屋 既製コンクリート 外部

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

外壁            t60 縦張り ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ             
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  水性ｼﾗﾝふっ素樹脂ｶﾗｰｸﾘｱ工場塗装 113   

副資材共                        ㎡
外壁            t60 縦張用 45度一対             
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  14.1 
ｺｰﾅｰ部加算      ｍ
頂部通しｱﾝｸﾞﾙ   L-65×65×6                     

33   
ｍ

脚部通しｱﾝｸﾞﾙ   L-50×50×6                     
ﾋﾟｰｽｱﾝｸﾞﾙ L-50×50×6 L100@600共 31.4 

ｍ
開口補強ｱﾝｸﾞﾙ   L-75×75×9                     

1.7 
ｍ

開口補強ｱﾝｸﾞﾙ   L-90×90×10                    
7.1 

ｍ
脚部内水切ﾌﾟﾚ-ﾄ SUS t0.4 H20                    

31.4 
ｍ

脚部水抜きﾊﾟｲﾌﾟ SUSφ10 @1800                   
31.4 

ｍ
計
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建築工事　細目別内訳 35
電気室棟建屋 防水 外部

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

屋根            BI-1(保護絶縁断熱)              
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      絶縁用ｼｰﾄ､押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt35共 51.7 

㎡
屋根立上        BI-1(保護絶縁断熱)              
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      15.4 

㎡
屋根            ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用              
防水押え金物    L-30×15×2.0                   31.4 

ｍ
屋根            成形伸縮目地材 25×80           
成形伸縮目地    39.6 

ｍ
屋根            
成形緩衝材      31.4 

ｍ
屋根            ﾓﾙﾀﾙ                            
防水入隅処理    31.4 

ｍ
防水立上り      t15 H330程度                    
乾式保護材(押出 上下ﾎﾙﾀﾞｰ共                     10.9 
成形ｾﾒﾝﾄ板)     ｍ
防水立上り      t15 H330～390程度               
乾式保護材(押出 上下ﾎﾙﾀﾞｰ共                     9.1 
成形ｾﾒﾝﾄ板)     ｍ
防水立上り      t15 H390程度                    
乾式保護材(押出 上下ﾎﾙﾀﾞｰ共                     10.9 
成形ｾﾒﾝﾄ板)     ｍ
屋根            W300                            
PC製側溝        11   

ｍ
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端     Ｘ－２ 平面                     
塗膜防水        表面塗料ｼﾙﾊﾞｰ 小規模            12.6 

㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ見付     Ｘ－２ 立上り、立下り           
塗膜防水        表面塗料ｼﾙﾊﾞｰ 小規模            6.6 

㎡
金物廻り        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼ-ﾘﾝｸﾞ          10×10                          3.6 

ｍ
金物廻り        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼ-ﾘﾝｸﾞ          15×10                          31.4 

ｍ
金物廻り        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼ-ﾘﾝｸﾞ          20×10                          62.7 

ｍ

建築工事  細目別内訳
電気室棟建屋 防水 外部

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

金物廻り        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼ-ﾘﾝｸﾞ          20×30                          33   

ｍ
ECP･RC取合      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼ-ﾘﾝｸﾞ          25×25                          33   

ｍ
建具廻り        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          8.1 

ｍ
計
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建築工事　細目別内訳 36
電気室棟建屋 防水 内部

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

間仕切頂部      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼ-ﾘﾝｸﾞ          10×10                          30.6 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
電気室棟建屋 屋根及びとい 外部

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

（外    部）    

竪樋            ｱﾙﾐ製既製品 BB-2 100φ          
樋受金物:FB4.5×50×200         9.6 
溶融亜鉛ﾒｯｷ共                   ｍ

竪樋            100φ用 空気穴10φ              
頂部ｷｬｯﾌﾟ       2   

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         横型                            

鋳鉄製 100φ                    2   
か所

計
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建築工事　細目別内訳 37
電気室棟建屋 金属 外部

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

ﾀﾗｯﾌﾟ           H=5000 W400                     
(安全ｶﾞｰﾄﾞ付)   梯子縦材:SUS304 42.7φ×2.0     

梯子足掛:SUS304 34φ×2.0       
上部CHPL､安全ｶﾞｰﾄﾞ､打込ﾌﾟﾚｰﾄ共  

1   
か所

ECP･ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ取合 SUS製 t1.0                      
水切            33   

ｍ
ECP･基礎取合    ｱﾙﾐ製 t1.5                      
外水切りﾌﾟﾚ-ﾄ   水抜き穴付                      31.4 

ｍ
ECP脚部         L-50×50×6 L120 @600           
埋込金物        ｱﾝｶｰ金物共                      31.4 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
電気室棟建屋 金属 内部

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

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         
95.2 

㎡
軽量鉄骨壁      65形 扉等三方補強               
開口部補強      1650×2000㎜程度                1   

か所
人通口          SUS製                           
つかみ金物      2   
(ﾀﾗｯﾌﾟ)         か所
ﾏﾝﾎ-ﾙ           600φ                           

鋳鉄製 T-6 密閉形 普通ふた      1   
か所

ﾏﾝﾎ-ﾙ用把手     把手:SUS (600φ用)              
1   

か所
計
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建築工事　細目別内訳 38
電気室棟建屋 左官 外部

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

屋根ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          48.4 

㎡
屋根ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 防水下地                 
仕上げ          51.7 

㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端     金ごて 防水下地                 
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し    12.6 
仕上げ          ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕 刷毛引き                        
上げ            1.7 

㎡
PC製側溝        
敷ﾓﾙﾀﾙ          5.1 

㎡
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        1.7 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
電気室棟建屋 左官 内部

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

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          63.4 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               
仕上げ          19.7 

㎡
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 幅80程度                 
仕上げ          44.8 

ｍ
計
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建築工事　細目別内訳 39
電気室棟建屋 建具 鋼製建具

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

※特記なき限り､枠見込:500､      
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｽﾀｰｷｰｼｽﾃﾑ3本､付属金物一式
運搬取付調整費共とする｡         

SD/1            W 1650×H 2400                  
両開戸          仕上:DP(2-ASE)下塗り共          1   

SAT性能                         か所
計

建築工事  細目別内訳
電気室棟建屋 塗装 外部

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

２-ＡＳＣ塗り   ｺﾝｸﾘｰﾄ面(外壁)                  
素地ごしらえ共                  45.5 

㎡
２-ＡＳＥ塗り   鋼製建具面                      

素地ごしらえ及び下塗り別途      10.3 
㎡

計
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建築工事　細目別内訳 40
電気室棟建屋 内外装 内部

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

床              塗布薄膜型 標準色 平滑          
水性合成樹脂塗床 19.7 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

28.9 
ｍ

壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        105   
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り                     
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ t25 32㎏/m3 見切共              103   

㎡
ECP裏壁         t30                             
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 113   

㎡
断熱補強        t25                             
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 15.2 

㎡
湧水槽壁        t25                             
硬質ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ-ﾑ 37.2 
打込み          ㎡
湧水槽天井      t25                             
硬質ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ-ﾑ 36.4 
打込み          ㎡

計

建築工事  細目別内訳
電気室棟建屋 ユニット及びその他 外部

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

室名ｻｲﾝ         200×200                        
ｱﾙﾐ型材ｱﾙﾏｲﾄ仕上t3 文字:塩ﾋﾞｼｰﾄ 1   
盗難防止共                      か所

室外機置場      H300xW300xL1200x2               
H-150x150x7x10 2本              1   

か所
計
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建築工事　細目別内訳 41
電気室棟建屋 ユニット及びその他 内部

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

通気管          塩ﾋﾞ管 φ100 L400               
4   

か所
通水管          塩ﾋﾞ管 φ150 L400 半割          

4   
か所

計

建築工事  細目別内訳
電気室棟建屋 屋外排水

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

雨水第一桝      H=450 350角 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ      
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定式   2   

か所
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 42
電気室棟建屋 発生材処理 運搬

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

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3  土砂 DID区間有り   109   
 8.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   63   
14.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   4.9 
 9.0㎞以下                      ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
電気室棟建屋 発生材処理 処分

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

建設発生土処分  根切土                          
109   

ｍ3
建設発生土処分  産廃(地盤改良)                  

63   
ｍ3

建設発生土処分  根切土(室外機置場等)            
4.9 

ｍ3
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 43
外構整備(電気室棟廻り) 構内舗装

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

舗装直接仮設    墨出し,養生,清掃等              
86   

㎡
L03             再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t50           
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)､路盤(RC-40)t250  48   

㎡
L04             単粒度砕石(2種5号) t50          
砂利舗装        38   

㎡
砂利舗装下      
除草ｼｰﾄ敷       38   

㎡
すきとり        積み込み共 H300程度             

13   
ｍ3

土工機械運搬    根切り、埋戻し(小規模土工)      
-                               2   

往復
舗装機械運搬    
(振動ﾛｰﾗ)       1   

往復
計

建築工事  細目別内訳
外構整備(電気室棟廻り) 屋外排水

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

L01             H=750､内法450角 組合せ既製桝    
外構桝          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   

鋳鉄製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(格子細目)T-14  
ﾎﾞﾙﾄ固定式                      

5   
か所

L02             VU150                           
雨水管          11.3 

ｍ
L02             VU300                           
雨水管          44.6 

ｍ
計



埼玉県浦和競馬組合

建築工事　細目別内訳 44
外構整備(電気室棟廻り) 発生材処理 運搬

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

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   27.4 
 9.0㎞以下                      ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
外構整備(電気室棟廻り) 発生材処理 処分

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

建設発生土処分  根切土等(電気室棟廻り)          
27.4 

ｍ3
計



埼玉県浦和競馬組合

共通仮設費(積上)　明細 45

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

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  16t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 長期                            54   

日
誘導員          

515   
人

[正門側敷地廻り] H1.2m                           
仮囲い          運搬共                          50   
Bﾊﾞﾘｹ-ﾄﾞ        (2か月)                         ｍ
[照明柱]        運搬共                          
鉄板養生        (9か月)                         1,100   

㎡
[照明柱等]      H1.2m                           
仮囲い          運搬共                          430   
Bﾊﾞﾘｹ-ﾄﾞ        (9か月)                         ｍ
[照明柱]        (回/か所)                       
ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量試 19   
験              回
[ｽﾀﾝﾄﾞ]         運搬共                          
鉄板養生        (2か月)                         450   

㎡
[ｽﾀﾝﾄﾞ]         25～27m  ﾘｰｽ期間:2か月          
高所作業車      稼働：43日、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共           1   

運搬共                          式
[電気室棟]      H2.0m                           
仮囲い          運搬共                          42.2 
ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ        (3か月)                         ｍ
[電気室棟]      W4.0×H2.0                      
仮囲い          運搬共                          1   
ｼﾞｬﾊﾞﾗｹﾞ-ﾄ      (3か月)                         か所
[電気室棟]      運搬共                          
鉄板養生        (3か月)                         100   

㎡
[電気室棟]      H1.2m                           
仮囲い          運搬共                          30.6 
Bﾊﾞﾘｹ-ﾄﾞ        (3か月)                         ｍ
[電気室棟]      W2.0×H1.2                      
仮囲い          運搬共                          1   
ｼﾞｬﾊﾞﾗｹﾞ-ﾄ      (3か月)                         か所
[電気室棟]      
ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量試 3   
験              回
[電気室棟]      5物質、ﾊﾟｯｼﾌﾞ法                 
濃度測定        1か所につき2検体                1   

か所

共通仮設費(積上)  明細

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

[外構整備]      
現場CBR試験     3   

か所
計



埼玉県浦和競馬組合

有価物　明細 46

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

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          
(照明柱/鉄筋/躯体)              ▲0.2 

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          

(照明柱/鉄骨/本体鉄骨)          ▲0.1 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          
(2号ｽﾀﾝﾄﾞ/屋根改修/改修)        ▲0.1 

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          

(3号ｽﾀﾝﾄﾞ/屋根改修/改修)        ▲0.2 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          
(電気室棟建屋/鉄筋/躯体)        ▲0.3 

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          

(電気室棟建屋/鉄骨/本体鉄骨)    ▲0.2 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          
(代価表/ﾕﾆｯﾄ及びその他          ▲0.01
/室外機置場/1か所*-0.01)        ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          
(代価表/屋外排水/雨水第一桝     ▲0.48
/2か所*-0.24)                   kg

計


