
令和元年９月２０日 

  

  堺        市 

 

 

石津鉄筋住宅耐震補強ほか工事の設計図書の訂正について（通知） 

 

 

石津鉄筋住宅耐震補強ほか工事の設計図書等（図面、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、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、お詫び申し上げます。 

 

記 

 

１．図面の訂正 

（１）訂正内容 

・別紙１のとおり 

  （２）訂正箇所 

・図面 A/80、A/81、A/82、A/83、A/84、A/85、A/105 

 

２．参考内訳明細書の訂正 

（１）訂正内容 

・別紙２のとおり 

（２）訂正箇所 

・参考内訳明細書 直接工事費（建築工事費） P29、P33、P34 

 



別紙1

図面№ 図 面 名 称 訂 正 箇 所 誤 正 備 考

A-80 （改修）１階建具符号伏図 図面内表記内容
建具新設（防火設備）
AW1-a、AW1-b

建具新設（防火設備）
SW1-a、SW1-b

訂正

A-81 （改修）２階建具符号伏図 図面内表記内容
建具新設（防火設備）
AW2-a、AW2-b

建具新設（防火設備）
SW2-a、SW2-b

訂正

A-82 （改修）３階建具符号伏図 図面内表記内容
建具新設（防火設備）
AW2-a、AW2-b

建具新設（防火設備）
SW2-a、SW2-b

訂正

A-83 （改修）４階建具符号伏図 図面内表記内容
建具新設（防火設備）
AW2-a、AW2-b

建具新設（防火設備）
SW2-a、SW2-b

訂正

A-84 （改修）５階建具符号伏図 図面内表記内容
建具新設（防火設備）
AW3-a、AW3-b

建具新設（防火設備）
SW3-a、SW3-b

訂正

A-85
（改修）住戸建具符号伏
図・建具表

図面内表記内容
建具新設（防火設備）
AW1-a、AW1-b、AW2-a、AW2-b、AW3-a、AW3-b

建具新設（防火設備）
SW1-a、SW1-b、SW2-a、SW2-b、SW3-a、SW3-b

訂正

A-105 部分詳細図（３） 図面内表記内容

部分詳細図A/10　階段室アルミ製建具詳細図
（スパンドレル防火設備）
アルミサッシ、サッシアンカー、アルミ水
切、アルミ額縁、ガラス押え

部分詳細図A/10　階段室スチール製建具詳細
図
（スパンドレル防火設備）
サッシアンカー、ガラス押え

訂正

図 面 正 誤 表

工事名称：石津鉄筋住宅耐震補強ほか工事
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別紙２

明細書
№

名 称 摘 要 数量 単位
明細書

№
名 称 摘 要 数 量 単位 備 考

P.29 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用　塗膜防水用 30 か所 P.29 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用　塗膜防水用 32 か所 訂正

2行目 VP100（差込み式）張掛け幅　100 2行目 VP100（差込み式）張掛け幅　100

P.29 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用　塗膜防水用 30 か所 P.29 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用　塗膜防水用 20 か所 訂正

3行目 VP75（差込み式）張掛け幅　100 3行目 VP75（差込み式）張掛け幅　100

P.29 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ ﾊﾞﾙｺﾆｰ用　塗膜防水用 5 か所 追加

4行目 VP75（差込み式）張掛け幅　100

P.29 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用　塗膜防水用 2 か所 追加

5行目 横引きVP75　張掛け幅　100

P33 AW1a 防火設備 1 か所 P33 SW1a 防火設備 1 か所 訂正

2行目 はめ殺し窓 W350×H2133×2　見込み：70 5行目 はめ殺し窓 W350×H2133×2　見込み：70

ｱﾙﾐ水切り・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 焼付け塗装・ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ共

P33 AW1b 防火設備 1 か所 P33 SW1b 防火設備 1 か所 訂正

3行目 はめ殺し窓 W350×H2107×2　見込み：70 6行目 はめ殺し窓 W350×H2107×2　見込み：70

ｱﾙﾐ水切り・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 焼付け塗装・ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ共

P33 AW2a 防火設備 3 か所 P33 SW2a 防火設備 3 か所 訂正

4行目 はめ殺し窓 W350×H1205×2　見込み：70 7行目 はめ殺し窓 W350×H1205×2　見込み：70

ｱﾙﾐ水切り・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 焼付け塗装共

P33 AW2b 防火設備 3 か所 P33 SW2b 防火設備 3 か所 訂正

5行目 はめ殺し窓 W350×H1185×2　見込み：70 8行目 はめ殺し窓 W350×H1185×2　見込み：70

ｱﾙﾐ水切り・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 焼付け塗装共

P33 AW3a 防火設備 1 か所 P33 SW3a 防火設備 1 か所 訂正

6行目 はめ殺し窓 W350×H1730×2　見込み：70 9行目 はめ殺し窓 W350×H1730×2　見込み：70

ｱﾙﾐ水切り・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 焼付け塗装共

P33 AW3b 防火設備 1 か所 P33 SW3b 防火設備 1 か所 訂正

7行目 はめ殺し窓 W350×H1760×2　見込み：70 10行目 はめ殺し窓 W350×H1760×2　見込み：70

ｱﾙﾐ水切り・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 焼付け塗装共

P34 網入型板ｶﾞﾗｽ 厚さ6.8　特寸2.18㎡以下　ひし 8.1 ㎡ P34 網入型板ｶﾞﾗｽ 厚さ6.8　特寸2.18㎡以下　ひし 6.8 ㎡ 訂正

7行目 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共 7行目 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共

誤 正

参 考 明 細 書 正 誤 表

工事名称：　石津鉄筋住宅耐震補強ほか工事
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建築工事　細目別内訳 29

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

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(差込み式) 張掛け幅 100    3   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用   塗膜防水用       

VP100(差込み式) 張掛け幅 100    32   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用   塗膜防水用       

VP75 (差込み式) 張掛け幅 100    20   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ用       塗膜防水用       

VP75 (差込み式) 張掛け幅 100    5   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ用　　　　塗膜防水用      

横引きVP75     張掛け幅 100     2   
か所

呼び樋          ｶﾗｰVP75φ                       

18   
ｍ

（21.物干し金物 

取替え）        

物干し金物      ｱﾙﾐ製 自在型 H530               

60   
か所

物干し金物      ｱﾙﾐ製 自在型 H780               

15   
か所

22.ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ投入 SUSｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ取付 ｼｰﾘﾝｸﾞ共       

口閉塞          20   
か所

(24.住戸二戸一改

修室開口部閉塞) 

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ120㎜ 外  壁 

帳壁            30.2 
㎡

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D10            

異形棒鋼        1   
式

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

1   
式

鉄筋加工組立    

1   
式

鉄筋運搬費      

1   
式

あと施工ｱﾝｶｰ    D10 下向き                      

54   
本

あと施工ｱﾝｶｰ    D10 上向き                      

54   
本

あと施工ｱﾝｶｰ    D10 横向き                      

324   
本

無収縮モルタル  FC30 試験費共                   

耐震壁上部注入  H200程度 両面木製（厚18mm）     1   
式

耐震改修工事 外壁改修 改修

堺市役所



建築工事　細目別内訳 33

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（ｱﾙﾐ製建具）   全て運搬取付調整費共            

AW105･105’     ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設(300×340)           

内倒し窓改造    ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設(300×190)           27   
か所

金物調整        ｱﾙﾐ製窓                         

274   
か所

（鋼製建具）    全て運搬取付調整費共            

SW1a            防火設備                        

はめ殺し窓      W350×H2133×2　見込み:100      1   
焼付け塗装・ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ共          か所

SW1b            防火設備                        

はめ殺し窓      W350×H2107×2　見込み:100      1   
焼付け塗装・ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ共          か所

SW2a            防火設備                        

はめ殺し窓      W350×H1205×2　見込み:100      3   
焼付け塗装共                    か所

SW2b            防火設備                        

はめ殺し窓S     W350×H1185×2　見込み:100      3   
焼付け塗装共                    か所

SW3a            防火設備                        

はめ殺し窓      W350×H1730×2　見込み:100      1   
焼付け塗装共                    か所

SW3b            防火設備                        

はめ殺し窓      W350×H1760×2　見込み:100      1   
焼付け塗装共                    か所

SD1             煙感知器連動式特定防火設備      

両開き戸        W1690×H1935　枠見込:100        4   
煙感知器連動装置用補強付き      か所

SD1’           煙感知器連動式特定防火設備      

両開き戸        W1690×H1955　枠見込:100        4   
煙感知器連動装置用補強付き      か所

SD2             煙感知器連動式特定防火設備      

両開き戸        W1690×H2135　枠見込:100        1   
煙感知器連動装置用補強付き      か所

SD2’           煙感知器連動式特定防火設備      

両開き戸        W1690×H2105　枠見込:100        1   
煙感知器連動装置用補強付き      か所

SD3             W380×H350　見込:80　ｶﾊﾞｰ工法   

片開き戸        9   
か所

SD3’           W380×H350　見込:80　ｶﾊﾞｰ工法   

片開き戸        27   
か所

SD4             W900×H1290　扉のみ改修         

両開きｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀ 9   

ﾙ戸             か所

SD5             W700×H1290　扉のみ改修         

親子開きｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞ 3   

ﾒﾀﾙ戸           か所

SD5’           W700×H1290　扉のみ改修         

親子開きｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞ 1   

ﾒﾀﾙ戸           か所

SD6             W800×H1800　消防隊突入用扉仕様 

片開き戸        化粧鋼板仕上　郵便箱･ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ付 26   
か所

耐震改修工事 建具改修 改修

堺市役所



建築工事　細目別内訳 34

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SD6'            W800×H1800　消防隊突入用扉仕様 

片開き戸        化粧鋼板仕上　郵便箱･ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ付 12   
か所

SD101           ｼﾘﾝﾀﾞｰ面付錠撤去ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠取付 

片開き戸改造    W800×H1800 調整共              15   
か所

SD101’         ｼﾘﾝﾀﾞｰ面付錠撤去ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠取付 

片開き戸改造    W800×H1800 調整共              4   
か所

（その他）      

金物調整        親子開き戸                      

26   
か所

金物調整        両開き戸                        

36   
か所

網入型板ｶﾞﾗｽ    厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし    

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           6.8 
㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ    

5.1 
㎡

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        173   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          

15×10                          2,145   
ｍ

計

耐震改修工事 建具改修 改修

堺市役所


