
平成２６年５月２２日

  堺      市

小阪建替公営住宅第二期建設工事（第１工区）の設計図書の訂正について（通知）

小阪建替公営住宅第二期建設工事（第１工区）の設計図書（参考内訳明細書）について、

下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、入札情報サービスに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロー

ドしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

記

設計図書等の訂正箇所

＜参考内訳明細書の訂正箇所＞

・明細書（直接工事費） Ｐ２３

「フロアドレン バルコニー用 塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用 VP100 ８１か所」を「フロアド

レン バルコニー用 塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用 VP75 ８１か所」に訂正する。

・明細書（直接工事費） Ｐ２５

「階段滑り止め ｽﾃﾝﾚｽ製ｴﾝﾄﾞ無し 幅 40 １８１ｍ」を「階段滑り止め ｽﾃﾝﾚｽ製ｴﾝ

ﾄﾞ無し 幅 40 ３６２ｍ」に訂正する。

・明細書（直接工事費） Ｐ２６

「ｸｰﾗｰ用ｲﾝｻｰﾄ 室外１ｾｯﾄ ２４３か所」を「ｸｰﾗｰ用ｲﾝｻｰﾄ 室外１ｾｯﾄ １６２か所」

に訂正する。

・明細書（直接工事費） Ｐ２８

「ｸｰﾗｰ用ｲﾝｻｰﾄ 室内１ｾｯﾄ ２４３か所」を「ｸｰﾗｰ用ｲﾝｻｰﾄ 室内１ｾｯﾄ １６２か所」

に訂正する。



・明細書（直接工事費） Ｐ４７

「ﾋﾟｯﾄ換気口 φ150 VP共 ４か所」を追加する。

・明細書（直接工事費） Ｐ４９

「吊戸棚上部幕板 ポリ合板 t4mm 29.9㎡」を追加する。

・明細書（直接工事費） Ｐ１０４

「公園内禁止条項案内看板 １か所」を追加する。

・明細書（直接工事費） Ｐ１０４

「ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ １か所」を「ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ ２か所」に訂正する。



各　　位

上記の件につき、下記の訂正事項がありますので、通知します。 参　　　考

明細書
№

名 称 摘 要 単 位 数 量
明細書

№
名 称 摘 要 単 位 数 量 備 考

Ｐ２３ ﾌﾛｱﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ用       塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用  か所 81 Ｐ２３ ﾌﾛｱﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ用       塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用  か所 81

13行目 VP100                           13行目 VP75                            

直接工事費 直接工事費                                 

Ｐ２５ 階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         ｍ 181 Ｐ２５ 階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         ｍ 362

４行目 ４行目

直接工事費 直接工事費

Ｐ２６ ｸｰﾗｰ用ｲﾝｻｰﾄ     室外1ｾｯﾄ                        か所 243 Ｐ２６ ｸｰﾗｰ用ｲﾝｻｰﾄ     室外1ｾｯﾄ                        か所 162

17行目 17行目

直接工事費 直接工事費

Ｐ２８ ｸｰﾗｰ用ｲﾝｻｰﾄ     室内1ｾｯﾄ                        か所 243 Ｐ２８ ｸｰﾗｰ用ｲﾝｻｰﾄ     室内1ｾｯﾄ                        か所 162

６行目 ６行目

直接工事費 直接工事費

Ｐ４７ ﾋﾟｯﾄ換気口      φ150　　VP共                   か所 4 追記

３行目

直接工事費

Ｐ４９ 吊戸棚上部幕板  ポリ合板t4mm                    ㎡ 29.9 追記

17行目

直接工事費

Ｐ１０４ 公園内禁止条項案 か所 1 追記

３行目 内看板          

直接工事費

Ｐ１０４ ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ        か所 1 Ｐ１０４ ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ        か所 2

15行目 16行目

直接工事費 直接工事費

誤 正

堺市建築都市局建築部

参 考 明 細 書 正 誤 表 （ 建 築 編 ）

工事名称：小阪建替公営住宅第二期建設工事（第１工区）

1 / 1 ページ



直　接　工　事　費　細目別内訳 23

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺き 切妻                            

                断熱工法　硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt30       611   
                ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共                       ㎡

立上り          同上仕様                        

ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺き                                 6.7 
                                                ㎡

棟押え          ｼﾝｸﾞﾙ                           

                                                56.5 
                                                ｍ

軒先水切        ｱﾙﾐ既製品                       

                                                113   
                                                ｍ

ｹﾗﾊﾞ水切        ｱﾙﾐ既製品                       

                                                31.8 
                                                ｍ

樹脂木材        30*46                           

                                                113   
                                                ｍ

                                                

                                                

                                                

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 

                VP50                            1   
                                                か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 

                VP100                           18   
                                                か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 

                VP50                            1   
                                                か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 

                VP75                            3   
                                                か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         横形ろく屋根用 塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用  

                VP75                            79   
                                                か所

ﾌﾛｱﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ用       塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用  

                VP75                            81   
                                                か所

                                                

                                                

                                                

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管  径100                           

とい(ｶﾗｰ)       掴み金物SUS、SUSボルト共        473   
                                                ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管  径75                            

とい(ｶﾗｰ)       掴み金物SUS、SUSボルト共        62   
                                                ｍ

呼樋(ｶﾗｰ)       径75                            

                吊金物SUS共                     128   
                                                ｍ

竪樋掃除口      VP-100用                        

                                                14   
                                                か所

竪樋掃除口      VP-75用                         

                                                3   
                                                か所

計

住棟 屋根及びとい

堺市役所



直　接　工　事　費　細目別内訳 25

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考
床下点検口      ｽﾃﾝﾚｽ製　600角　防水･防臭型     

                ﾎﾞﾙﾄ固定式                      2   
                D-5                             か所

廊下            ｽﾃﾝﾚｽ製　W=100　細目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋                                    19.9 
                                                ｍ

廊下            ｽﾃﾝﾚｽ製　L=1650                 

ｴｱｺﾝ用排水管                                    81   
                                                か所

階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         

                                                362   
                                                ｍ

                                                

                                                

                                                

笠木            ｱﾙﾐ製                           

                幅200                           164   
                ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端用                   ｍ

笠木ｺｰﾅｰ加算    ｱﾙﾐ製                           

                幅200                           16   
                ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端用                   か所

笠木            ｱﾙﾐ製                           

                幅200                           16   
                ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端用 鈍角加工          か所

                                                

                                                

                                                

屋上点検口      ｽﾃﾝﾚｽ製 600角 南京錠付          

                                                1   
                                                か所

ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛)     ｽﾃﾝﾚｽ製 φ16 400×150           

                                                3   
                                                か所

ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛)     ｽﾃﾝﾚｽ製 既製品 W=400            

                D-5                             6   
                                                か所

                                                

                                                

                                                

廊下            BL型　竪格子ﾀｲﾌﾟ                

ｱﾙﾐ手摺         W1400×H1100                    45   
                A-22                            か所

廊下            BL型　竪格子ﾀｲﾌﾟ                

ｱﾙﾐ手摺         W1500×H1100                    36   
                A-22                            か所

廊下･階段       合成樹脂被膜                    

ｱﾙﾐ補助手摺     A-38                            858   
                                                ｍ

1Fﾊﾞﾙｺﾆｰ        H=300                           

ｱﾙﾐ手摺         D-7                             59   
                                                ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ          BL-1型                          

ｱﾙﾐ手摺         W1700×H1100　腰ﾊﾟﾈﾙ            144   
                A-15                            か所

                                                

                                                

                                                

落下防止庇      W1800×D2000                    

                落下防止ﾈｯﾄ:SUS304　φ4.0×50目 1   
                下地鉄骨共                      か所

住棟 金属 外部

堺市役所



直　接　工　事　費　細目別内訳 26

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考
落下防止庇      W2000×D2000                    

                落下防止ﾈｯﾄ:SUS304　φ4.0×50目 1   
                下地鉄骨共                      か所

                                                

                                                

                                                

防護柵          W600+2800×H1495                

                D-9                             1   
                                                か所

防護柵          W600+2760×H1495                

                D-9                             1   
                                                か所

防護柵          W600+4000×H1495                

                D-9                             1   
                                                か所

防護柵          W2700+2450×H1495               

                D-9                             1   
                                                か所

                                                

                                                

                                                

階段            ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 門扉付                 

進入防止ﾌｪﾝｽ    W1250×H800～700                1   
                                                か所

                                                

                                                

                                                

ﾊﾞﾙｺﾆｰ          ｱﾙﾐ製                           

隔板枠          W750×H1800　ﾎﾞｰﾄﾞ別途          8   
                                                か所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ          ｱﾙﾐ製                           

隔板枠          W800×H1800　ﾎﾞｰﾄﾞ別途          8   
                                                か所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ          ｱﾙﾐ製                           

隔板枠          W850×H1800　ﾎﾞｰﾄﾞ別途          16   
                                                か所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ          ｱﾙﾐ製                           

隔板枠          W900×H1800　ﾎﾞｰﾄﾞ別途          16   
                                                か所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ          ｱﾙﾐ製                           

隔板枠          W950×H1800　ﾎﾞｰﾄﾞ別途          8   
                                                か所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ          ｱﾙﾐ製                           

隔板枠          W1000×H1800　ﾎﾞｰﾄﾞ別途         16   
                                                か所

                                                

                                                

                                                

ｸｰﾗｰ用ｲﾝｻｰﾄ     室外1ｾｯﾄ                        

                                                162   
                                                か所

                                                

                                                

                                                

丸環            ｽﾃﾝﾚｽ                           

                                                5   
                                                個

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管      SUSφ60.5　L=250                

                ｽﾃﾝﾚｽ防鳥格子付                 3   
                                                か所

住棟 金属 外部

堺市役所



直　接　工　事　費　細目別内訳 28

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床点検口        屋内用   一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠   

                ｱﾙﾐ目地   鍵無  300角           81   
                                                か所

壁点検口        塩ビ枠                          

                600角                           81   
                                                か所

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

                                                347   
                                                ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

                下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     413   
                                                ㎡

                                                

                                                

                                                

ｸｰﾗｰ用ｲﾝｻｰﾄ     室内1ｾｯﾄ                        

                                                162   
                                                か所

EV吊ﾌｯｸ         15kN                            

                                                2   
                                                か所

計

住棟 金属 内部

堺市役所



直　接　工　事　費　細目別内訳 47

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考
天井換気ﾊﾟｲﾌﾟ   塩ﾋﾞ50φ                        

                                                36   
                                                か所

防虫網          50φ                            

                                                36   
                                                か所

ﾋﾟｯﾄ換気口      φ150　　VP共                   

                                                4   
                                                か所

ｸ-ﾗ-ｽﾘ-ﾌﾞ       ｷｬｯﾌﾟ共 塩ﾋﾞ製 75φ             

                                                162   
                                                か所

ｸ-ﾗ-ｽﾘ-ﾌﾞ       ｷｬｯﾌﾟ共 ｽﾃﾝﾚｽ製 75φ            

                                                81   
                                                か所

                                                

                                                

                                                

EVﾎｰﾙ           米ﾋﾊﾞ　W1800×D450×H100        

ﾍﾞﾝﾁ木製座板                                    8   
                                                か所

                                                

                                                

                                                

階数表示板      A型　W130×H225                 

                                                18   
                                                か所

住戸室名札      W270×H135                      

                                                81   
                                                か所

棟番号          ｱﾙﾐ製　860型                    

                                                2   
                                                か所

市章            ｽﾃﾝﾚｽ鏡面仕上　W500×H484       

                                                2   
                                                か所

触知案内板      A-47                            

                                                1   
                                                か所

                                                

                                                

                                                

非常用進入口    避難表示両面                    

                                                72   
                                                か所

                                                

                                                

                                                

集合郵便受箱    ｽﾃﾝﾚｽ　SH型　5段2列             

                                                1   
                                                か所

集合郵便受箱    ｽﾃﾝﾚｽ　SH型　6段3列             

                                                4   
                                                か所

                                                

                                                

                                                

集合連絡板      W1600×H784                     

                                                1   
                                                か所

住棟 ユニット及びその他 外部

堺市役所



直　接　工　事　費　細目別内訳 49

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         ｱﾙﾐ製　D型　ﾀﾞﾌﾞﾙ               

                                                436   
                                                ｍ

日除ｶｰﾃﾝ                                        

                                                601   
                                                ㎡

                                                

                                                

                                                

ﾀｵﾙ掛け         ｽﾃﾝﾚｽ製　L=400                  

                                                81   
                                                か所

ﾀｵﾙ掛け         ｽﾃﾝﾚｽ製　ﾘﾝｸﾞ　φ140            

                                                81   
                                                か所

                                                

                                                

                                                

玄関手摺        SUS304　樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞφ34         

                I型　L=600                      81   
                                                か所

便所手摺        SUS304　樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞφ34         

                L型　600×700                   81   
                                                か所

                                                

                                                

                                                

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         1216型                          

                                                81   
                                                か所

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         200×200×H150                  

柱脚基礎                                        486   
                                                か所

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ枠       塩ﾋﾞ W770×H1961                

                                                81   
                                                か所

                                                

                                                

                                                

流し台ﾕﾆｯﾄ      L=1950                          

(一般階)        吊戸棚、水切棚共                72   
                                                か所

流し台ﾕﾆｯﾄ      L=1950                          

(最上階)        吊戸棚、水切棚共                9   
                                                か所

吊戸棚横可動棚  ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭt23.5               

(一般階)        W308×D420                      72   
                                                か所

吊戸棚上部幕板  ポリ合板t4mm                    

                                                29.9 
                                                ㎡

                                                

                                                

                                                

換気口          φ150 FDｱﾙﾐﾌｰﾄﾞ付               

                                                2   
                                                か所

                                                

                                                

                                                

住棟 ユニット及びその他 内部

堺市役所



直　接　工　事　費　細目別内訳 104

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考
駐車場看板No2   W910×H1200                     

                GD-1C                           2   
                                                か所

駐車場看板No3   W910×H1200                     

                GD-1C                           1   
                                                か所

公園内禁止条項案                                 

内看板                                          1   
                                                か所

防火水槽看板    φ600×H2300                    

                GC-3A                           1   
                                                か所

消防空地標識    W900×H1500                     

                GC-3D                           1   
                                                か所

看板類基礎                                      

                                                1   
                                                式

給水ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎   1200*600 H150                   

                                                1   
                                                か所

                                                

                                                

                                                

消防活動用空地標 隅表示                          

示              GC-3B                           4   
                                                か所

消防活動用空地標 GC-3B                           

示                                              1   
                                                か所

(遊具)                                          

                                                

                                                

ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ遊具     二人乗り                        

                                                1   
                                                か所

ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ遊具     一人乗り                        

                                                1   
                                                か所

健康器具.飛び石                                 

                                                1   
                                                か所

ｻｲﾝ(飛び石)                                     

                                                1   
                                                か所

ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ                                        

                                                2   
                                                か所

ｽﾃﾝﾚｽすべり台                                   

                                                1   
                                                か所

健康器具.背のば                                 

しﾍﾞﾝﾁ                                          1   
                                                か所

ｻｲﾝ.背のばしﾍﾞﾝﾁ                                 

                                                1   
                                                か所

ﾍﾞﾝﾁ(背付.肘｣*2)                                 

                                                3   
                                                か所

屋外整備 工作物その他

堺市役所


