
平成２７年９月１日

堺       市

東陶器小学校校舎外新築工事の設計図書の訂正について（通知）

東陶器小学校校舎外新築工事の設計図書（参考内訳明細書、図面）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、堺市ホームページ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） P356
「NO.59 ｺｸﾁﾅｼ H=0.5m W=0.3m ※植付手間別途 135 株」を「NO.59 ｺｸﾁﾅｼ

H=0.2m W=0.3m ※植付手間別途 135 株」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P356
「NO.62 ﾋﾍﾟﾘｶﾑｶﾘｼﾅﾑ 3 芽立 ｺﾝﾃﾅ径 10.5 ※植付手間別途 3,312 株」を「NO.62
ﾋﾍﾟﾘｶﾑｶﾘｼﾅﾑ 3 芽立 ｺﾝﾃﾅ径 10.5 3,312 株」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P356
「NO.63 ﾘｭｳﾉﾋｹﾞ 5 芽立 ｺﾝﾃﾅ径 9.0 ※植付手間別途 3,312 株」を「NO.63 ﾘｭ

ｳﾉﾋｹﾞ 5 芽立 ｺﾝﾃﾅ径 9.0 3,312 株」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P356
「NO.64 ｷﾞﾎﾞｳｼ ｺﾝﾃﾅ径 10.5 ※植付手間別途 3,312 株」を「NO.64 ｷﾞﾎﾞｳｼ ｺ

ﾝﾃﾅ径 10.5 3,312 株」に訂正する。



・明細書（直接工事費） P356
「NO.65 ﾕｷﾉｼﾀ 株 ｺﾝﾃﾅ径 9.0 ※植付手間別途 3,312 株」を「NO.65 ﾕｷﾉｼﾀ 株

ｺﾝﾃﾅ径 9.0 3,312 株」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P356
「NO.66 ﾔﾌﾞﾗﾝ 3 芽立 ｺﾝﾃﾅ径 10.5 ※植付手間別途 3,312 株」を「NO.66 ﾔﾌﾞ

ﾗﾝ 3 芽立 ｺﾝﾃﾅ径 10.5 3,312 株」に訂正する。

・明細書（直接工事費） P357
「客土 真砂土+土壌改良材 ﾊﾟｰｸ堆肥 50L 以上/真砂土ｍ3 1,287ｍ3」を「客土 真

砂土+土壌改良材 （真砂土 700L+ﾋﾟｰﾄﾓｽ 200L+黒よう石系ﾊﾟｰﾗｲﾄ 100L） 1,287ｍ3」
に訂正する。

＜図面の訂正箇所＞

・図面 A/294
常緑低木 NO.59 ｺｸﾁﾅｼの H「0.5」を「0.2」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

P356 NO.59 H=0.5m　W=0.3m 株 135 P356 NO.59 H=0.2m　W=0.3m 株 135 訂正

13行目 ｺｸﾁﾅｼ ※植付手間別途 13行目 ｺｸﾁﾅｼ ※植付手間別途

直接工事費 直接工事費

P356 NO.62 3芽立　ｺﾝﾃﾅ径10.5 株 3,312 P356 NO.62 3芽立　ｺﾝﾃﾅ径10.5 株 3,312 訂正

16行目 ﾋﾍﾟﾘｶﾑｶﾘｼﾅﾑ ※植付手間別途 16行目 ﾋﾍﾟﾘｶﾑｶﾘｼﾅﾑ

直接工事費 直接工事費

P356 NO.63 5芽立　ｺﾝﾃﾅ径9.0 株 3,312 P356 NO.63 5芽立　ｺﾝﾃﾅ径9.0 株 3,312 訂正

17行目 ﾘｭｳﾉﾋｹﾞ ※植付手間別途 17行目 ﾘｭｳﾉﾋｹﾞ

直接工事費 直接工事費

P356 NO.64 ｺﾝﾃﾅ径10.5 株 3,312 P356 NO.64 ｺﾝﾃﾅ径10.5 株 3,312 訂正

18行目 ｷﾞﾎﾞｳｼ ※植付手間別途 18行目 ｷﾞﾎﾞｳｼ

直接工事費 直接工事費

P356 NO.65 株　ｺﾝﾃﾅ径9.0 株 3,312 P356 NO.65 株　ｺﾝﾃﾅ径9.0 株 3,312 訂正

19行目 ﾕｷﾉｼﾀ ※植付手間別途 19行目 ﾕｷﾉｼﾀ

直接工事費 直接工事費

P356 NO.66 3芽立　ｺﾝﾃﾅ径10.5 株 3,312 P356 NO.66 3芽立　ｺﾝﾃﾅ径10.5 株 3,312 訂正

20行目 ﾔﾌﾞﾗﾝ ※植付手間別途 20行目 ﾔﾌﾞﾗﾝ

直接工事費 直接工事費

P357 客土 真砂土+土壌改良材 ｍ3 1,287 P357 客土 真砂土+土壌改良材 ｍ3 1,287 訂正

17行目 ﾊﾟｰｸ堆肥50L以上/真砂土ｍ3 17行目 （真砂土700L+ﾋﾟｰﾄﾓｽ200L

直接工事費 直接工事費 +黒よう石系ﾊﾟｰﾗｲﾄ100L）

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：東陶器小学校校舎外新築工事
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直 接 工 事 費　細目別内訳 356

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

NO.41           H=1.5m                          

ｼﾗｷ             ※植付手間､支柱別途             64   
                                                本

NO.42           H=1.5m                          

ﾔﾏｸﾞﾜ           ※植付手間､支柱別途             8   
                                                本

NO.43           H=1.0m W=0.3m                   

ﾛｳﾊﾞｲ           ※植付手間､支柱別途             18   
                                                本

NO.50           H=0.4m                          

ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷ       ※植付手間別途                  114   
                                                株

NO.51           H=0.5m 3本立                    

ﾀﾆｳﾂｷﾞ          ※植付手間別途                  165   
                                                株

NO.52           H=0.5m 3本立                    

ｳﾂｷﾞ            ※植付手間別途                  162   
                                                株

NO.53           H=0.4m W=0.2m                   

ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ      ※植付手間別途                  87   
                                                株

NO.54           H=0.5m W=0.3m                   

ｺﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ       ※植付手間別途                  42   
                                                株

NO.55           3芽立                           

ﾔﾏﾊｷﾞ           ※植付手間別途                  129   
                                                株

NO.56           H=0.4m 2本立                    

ﾔﾏﾌﾞｷ           ※植付手間別途                  60   
                                                株

NO.57           H=0.5m W=0.3m                   

ﾆｼｷｷﾞ           ※植付手間別途                  87   
                                                株

NO.58           H=0.5m W=0.25m                  

ﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ        ※植付手間別途                  30   
                                                株

NO.59           H=0.2m W=0.3m                   

ｺｸﾁﾅｼ           ※植付手間別途                  135   
                                                株

NO.60           H=0.4m W=0.2m                   

ﾊｸﾁｮｳｹﾞ         ※植付手間別途                  180   
                                                株

NO.61           H=0.5m W=0.5m                   

ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ        ※植付手間別途                  489   
                                                株

NO.62           3芽立 ｺﾝﾃﾅ径10.5                

ﾋﾍﾟﾘｶﾑｶﾘｼﾅﾑ                                     3,312   
                                                株

NO.63           5芽立 ｺﾝﾃﾅ径9.0                 

ﾘｭｳﾉﾋｹﾞ                                         3,312   
                                                株

NO.64           ｺﾝﾃﾅ径10.5                      

ｷﾞﾎﾞｳｼ                                          3,312   
                                                株

NO.65           株 ｺﾝﾃﾅ径9.0                    

ﾕｷﾉｼﾀ                                           3,312   
                                                株

NO.66           3芽立 ｺﾝﾃﾅ径10.5                

ﾔﾌﾞﾗﾝ                                           3,312   
                                                株

屋外整備 植栽

堺市役所



直 接 工 事 費　細目別内訳 357

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

こうらい芝      36×14㎝                        

                                                525   
                                                ㎡

NO.68           ﾃｨﾌﾄﾝ芝                         

芝張り                                          117   
                                                ㎡

植付け(高木)    幹周 15㎝未満                   

                                                113   
                                                本

植付け(高木)    幹周 15～25㎝未満               

                                                28   
                                                本

植付け(中低木)  樹高 100～200㎝未満             

                                                616   
                                                本

植付け(中低木)  樹高 50～100㎝未満              

                                                1,110   
                                                本

植付け(中低木)  樹高 50㎝未満                   

                                                570   
                                                本

支柱            二脚鳥居 (添木付)               

                                                124   
                                                本

支柱            添え柱型 一本                   

                                                633   
                                                本

樹名札          高木用                          

                                                124   
                                                か所

樹名札          中木扱い高木用                  

                                                203   
                                                か所

樹名札          中木用                          

                                                430   
                                                か所

植栽基盤整備    B種 有効土層 H=20㎝             

                －                              117   
                                                ㎡

植栽基盤        C種 有効土層 H=40㎝             

                植込み用土別途                  2,067   
                                                ㎡

植栽基盤整備    C種 有効土層 H=60㎝             

                植込み用土別途                  444   
                                                ㎡

植栽基盤整備    C種 有効土層 H=80㎝             

                植込み用土別途                  249   
                                                ㎡

客土            真砂土+土壌改良材               

                （真砂土700L＋ﾋﾟｰﾄﾓｽ200L        1,287   
                ＋黒よう石系ﾊﾟｰﾗｲﾄ100L）        m3

植栽帯下砕石    再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)              

                                                552   
                                                m3

植栽機械運搬                                    

                                                1   
                                                式

計

屋外整備 植栽

堺市役所



建築課
テキストボックス
訂正前

建築課
多角形



建築課
テキストボックス
訂正後

建築課
多角形


