
令和２年５月２８日 

  

  堺        市 

 

 

鳳保健文化センター改修工事の設計図書の訂正について（通知） 

 

 

鳳保健文化センター改修工事の設計図書等（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、堺市入札情報公開システム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 

   ・訂正箇所 

図面 A/011、A/020、A/036、A/042、A/054、A/069、A/070、A/074、A/083、

S/001、S/002 

 

 ２．参考内訳明細書の訂正 

・訂正箇所 

参考内訳明細書 P23、P28、P36、P39、P40、P44、P46、P84、P85、P87 

 

３．図面の訂正および補足説明について 

  図面の訂正後抜粋資料において、項目の訂正および補足説明を行っている部分につ

いて、雲マークで表現していますので、訂正前訂正後の図面を比較し、ご確認くださ

い。 

 

４．参考内訳明細書の訂正について 

  参考内訳明細書の、訂正抜粋資料において、項目の訂正を行っている部分について、

網掛けで表現していますので、訂正前訂正後の参考内訳明細書を比較し、ご確認くだ

さい。 



図面№ 図 面 名 称 訂 正 箇 所 誤 正 備 考

A/011 仕上表 １階共用部　清掃員控室　備考欄 ミニキッチン（新設） 削除

A/020 ２階平面図（改修後） 図面内　表記内容 書架内訳番号 追記

A/036
２階　学校・地域学習支援
ルーム１　詳細図（改修
後）

図面内　表記内容 建具の形状変更 建具の形状変更 修正

A/042
２階　コンシェルジュルー
ム廻り　詳細図（改修後）

図面内　表記内容 建具の形状変更 建具の形状変更 修正

A/054
２階　会議室、学校・地域
学習支援ルーム２　詳細図
（改修後）

図面内　表記内容 建具の形状変更 建具の形状変更 修正

A/069 建具伏図（新規・改修） ３階建具伏図 WD5、WD6 追記

A/070 建具表（新規・改修） STD3、STD6　姿図 建具の形状変更 建具の形状変更 修正

A/070 建具表（新規・改修） STW1　記号形式 ステンレス製引違い窓（欄間付） ステンレス製引違い窓 修正

図 面 正 誤 表

工事名称：鳳保健文化センター改修工事
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図面№ 図 面 名 称 訂 正 箇 所 誤 正 備 考

A/070 建具表（新規・改修） STD2　仕上 ＳＯＰ ＨＬ 修正

A/070 建具表（新規・改修） SD7　数量 1 2 修正

A/070 建具表（新規・改修） 図面内　表記内容 WD5、WD6 追記

A/074 サイン図-１ 図面内　表記内容 サイン記号の変更 サイン記号の変更 修正

A/083 書棚詳細図 図面内　表記内容 2階平面図書架内訳 追記

S/001 改修図-１ スラブ厚さ 150 追記

S/001 改修図-１ 階段断面寸法 蹴上200、踏面275、スラブ厚150 追記

S/002 改修図-２ スタイロフォーム厚み 200 追記

S/002 改修図-２ Ｓ２スラブ厚さ 150 追記

S/002 改修図-２ e-e断面　増打コンクリート寸法 800 追記
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明細書№ 名 称 摘 要 数 量 単 位 明細書№ 名 称 摘 要 数 量 単 位 備 考

P23 SD07            枠見込100(SOP塗下)              1 か所 P23 SD07            枠見込100(ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼下)              2 か所 訂正

3行目 片開き框戸      W800xH2000                      3行目 片開き框戸      W800xH2000                      

建築工事 建築工事

P28 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板 t8(透明)                        45.7 ㎡ P28 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板 t8(透明)                        46.7 ㎡ 訂正

7行目 7行目

建築工事 建築工事

P28 樹脂板留め      両面部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            225 ｍ P28 樹脂板留め      両面部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            230 ｍ 訂正

8行目 ｼｰﾘﾝｸﾞ          5x5程度 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ共              8行目 ｼｰﾘﾝｸﾞ          5x5程度 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ共              

建築工事 建築工事

P36 間仕切          t60 ﾀﾃ張                        5.9 ㎡ P36 削除

1行目 押出成形ｾﾒﾝﾄ板  1行目

建築工事 建築工事

P36 ECP板           ﾒｰｶｰ仕様                        3.9 ｍ P36 削除

2行目 定規ｱﾝｸﾞﾙ       ｱﾝｶｰ共                          2行目

建築工事 建築工事

P39 耐火間仕切      壁厚115 LGS65形                 81 ㎡ P38 耐火間仕切      壁厚115 LGS65形                 86.9 ㎡ 訂正

1行目 (1時間)         両面:強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5x2枚     1行目 (1時間)         両面:強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5x2枚     

建築工事 建築工事

P39 耐火間仕切      壁厚115                         80.5 ｍ P38 耐火間仕切      壁厚115                         84.4 ｍ 訂正

2行目 四周処理        2行目 四周処理        

建築工事 建築工事

P40 軽鉄壁下地      3方                             1 か所 P39 軽鉄壁下地      3方                             2 か所 訂正

1行目 開口補強(65形)  W800xH2000                      1行目 開口補強(65形)  W800xH2000                      

建築工事 建築工事

P44 P43 絵本棚 AﾀｲﾌﾟW1700×D300×H775×2       1 式 追記

7行目 AﾀｲﾌﾟW1460×D300×H775×3       

建築工事 建築工事 BﾀｲﾌﾟW900×D150×H775×4        

P46 ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     -       塗料1種  41.7 ㎡ P45 ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     -       塗料1種  33.2 ㎡ 訂正

2行目 錆止 塗料A 工程A 現場2回目      2行目 錆止 塗料A 工程A 現場2回目      

建築工事 建築工事

P84 会議室物入      戸見込40 (ｸﾛｽ貼下)              1 か所 P83 WD05会議室物入      戸見込40 (ｸﾛｽ貼下)              1 か所 訂正

3行目 木製両開き扉    W1220xH2500                     3行目 木製両開き扉    W1220xH2500                     

建築工事 建築工事

P84 準備室物入      戸見込40 (ｸﾛｽ貼下)              1 か所 P83 WD06準備室物入      戸見込40 (ｸﾛｽ貼下)              1 か所 訂正

4行目 木製両開き扉    W905xH2500                      4行目 木製両開き扉    W905xH2500                      

建築工事 建築工事

P85 P84 AD01 枠見込100 B-2 1 か所 追記

4行目 複合戸 W5020xH2700

建築工事 建築工事

P87 STD01           枠見込150 鏡面                  1 か所 P86 削除

2行目 複合戸          W5020xH2700                     2行目

建築工事 建築工事

P87 STD02 外倒し窓付 枠見込100(SOP塗下)              1 か所 P86 STD02 外倒し窓付 枠見込100 HL         1 か所 訂正

3行目 親子開き框戸    W1250xH2520                     2行目 親子開き框戸    W1250xH2520                     

建築工事 SUS沓摺                         建築工事 SUS沓摺                         

誤 正

参 考 明 細 書 正 誤 表
工事名称：鳳保健文化センター改修工事
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明細書№ 名 称 摘 要 数 量 単 位 明細書№ 名 称 摘 要 数 量 単 位 備 考

誤 正

P87 STW01 ﾗﾝﾏFIX付  枠見込80 HL                     1 か所 P86 STW01 枠見込80 HL                     1 か所 訂正

4行目 引違いﾊﾝｶﾞｰ窓   W1200xH1670                     3行目 引違い窓 W1200xH1670                     

建築工事 建築工事

2 / 2 ページ















































建築工事　細目別内訳 23

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（建具運搬・取付調整費共）      

SD05            枠見込100(SOP塗下)              

片開きﾌﾗｯｼｭ戸   W850xH2000                      3   

(常時閉鎖)      か所

SD07            枠見込100(SOP塗下)              

片開き框戸      W800xH2000                      1   
か所

計

図書館改修 建具改修 改修/鋼製建具

堺市役所

731631
テキストボックス
変更前



建築工事　細目別内訳 28

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4 W150xH800                 

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共           1   
枚

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   特寸 2.18㎡以下         

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共           1   
㎡

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 6㎜  特寸 2.0㎡以下        

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共           23.6 
㎡

ｶﾞﾗｽ留め        両面部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

ｼｰﾘﾝｸﾞ          5x5程度 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ共              79.5 
ｍ

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板 t4(乳白) W200xH1780             

4   
枚

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板 t8(透明)                        

45.7 
㎡

樹脂板留め      両面部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

ｼｰﾘﾝｸﾞ          5x5程度 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ共              225   
ｍ

衝突防止ﾏｰｸ     SUS製 両面                      

42   
枚

計

図書館改修 建具改修 改修/ｶﾞﾗｽ

堺市役所



建築工事　細目別内訳 36

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

間仕切          t60 ﾀﾃ張                        

押出成形ｾﾒﾝﾄ板  5.9 
㎡

ECP板           ﾒｰｶｰ仕様                        

定規ｱﾝｸﾞﾙ       ｱﾝｶｰ共                          3.9 
ｍ

計

図書館改修 内部改修 改修/既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

堺市役所



建築工事　細目別内訳 39

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

耐火間仕切      壁厚115 LGS65形                 

(1時間)         両面:強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5x2枚     81   
㎡

耐火間仕切      壁厚115                         

四周処理        80.5 
ｍ

耐火間仕切      壁厚107 LGS65形                 

(1時間)         片面:強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt21x2枚       16.3 
㎡

耐火間仕切      壁厚107                         

四周処理        16.3 
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

87.6 
㎡

SLW1･01用       遮音壁                          

ﾚｰﾙ補強         1   
か所

SLW2･02用       遮音壁                          

ﾚｰﾙ補強         1   
か所

SLW3･03用       遮音壁                          

ﾚｰﾙ補強         1   
か所

SLW4･04用       遮音壁                          

ﾚｰﾙ補強         1   
か所

SLW5用          

ﾚｰﾙ補強         1   
か所

SLW6用          

ﾚｰﾙ補強         1   
か所

SLW7･05用       

ﾚｰﾙ補強         1   
か所

SLW8･06用       

ﾚｰﾙ補強         1   
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          H900xL950                       

軽鉄下地(65形)  補強共                          1   
か所

軽鉄壁下地      2方(ﾀﾃ1･ﾖｺ1)                    

開口補強(65形)  W3620xH2460                     1   
か所

軽鉄壁下地      2方(ﾀﾃ1･ﾖｺ1)                    

開口補強(65形)  W800xH2000                      1   
か所

軽鉄壁下地      3方                             

開口補強(65形)  W1200xH2000                     1   
か所

軽鉄壁下地      3方                             

開口補強(65形)  W1130/2200xH2000                1   
か所

軽鉄壁下地      3方                             

開口補強(65形)  W1000xH2000                     2   
か所

軽鉄壁下地      3方                             

開口補強(65形)  W850xH2000                      3   
か所

図書館改修 内部改修 改修/金属

堺市役所



建築工事　細目別内訳 40

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽鉄壁下地      3方                             

開口補強(65形)  W800xH2000                      1   
か所

軽鉄天井下地    19形 @300                       

既設ｲﾝｻｰﾄ利用                   6.6 
㎡

軽鉄天井下地    19形 @360                       

既設ｲﾝｻｰﾄ利用                   915   
㎡

軽鉄天井下地    450x450                         

開口補強(19形)  ﾎﾞｰﾄﾞ切込共                     110   
か所

軽鉄天井下地    150x1250                        

開口補強(19形)  ﾎﾞｰﾄﾞ切込共                     65   
か所

軽鉄天井下地    φ200                           

開口補強(19形)  ﾎﾞｰﾄﾞ切込のみ                   33   
か所

軽鉄天井下地    φ160                           

開口補強(19形)  ﾎﾞｰﾄﾞ切込のみ                   3   
か所

軽鉄天井下地    φ100                           

開口補強(19形)  ﾎﾞｰﾄﾞ切込のみ                   59   
か所

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

14.4 
ｍ

自販機ｺｰﾅｰ      枠見込240 HL                    

ｽﾃﾝﾚｽ開口枠     W1600xH2000                     1   

(3方)           SUS床見切                       か所

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ更衣室   枠見込110 HL                    

ｽﾃﾝﾚｽ開口枠     W1000xH2000                     2   

(3方)           か所

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       120x150                         

(天井埋込)      St加工(EP-G塗下)                31.2 
吊補強共                        ｍ

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           50   
か所

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ       

38.2 
ｍ

階段C           H1100(水平･斜め)                

階段手摺(自立)  5.2 
ｍ

補助手摺        樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ φ34               

(L型)           RC面                            1   
か所

補助手摺        樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ φ34               

(跳上式)        RC面                            1   
か所

衣類掛ﾌｯｸ       ｽﾃﾝﾚｽ既製品                     

RC面                            2   
か所

計

図書館改修 内部改修 改修/金属

堺市役所



建築工事　細目別内訳 46

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（建具）        

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     -       塗料1種  

錆止 塗料A 工程A 現場2回目      41.7 
㎡

ＳＯＰ塗り      木建面         工程B種 塗料1種  

素地A種(屋内)                   25.9 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    木建面          工程B種(一般)   

素地A種(屋内)                   1   
㎡

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  

改修仕様        錆止工程C塗料A                  6.4 
下地RB種(塗替え面)              ㎡

（内装）        

鉄鋼面          工程B種 錆止別途    -           

ＥＰ－Ｇ塗り    -                  -            42   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    鉄鋼面　　　　　工程B種         

(糸幅300㎜以下) 錆止別途                        62.7 
ｍ

ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  

素地B種                         69.3 
㎡

ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  

改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          2.8 
㎡

ＥＰ塗り        ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  

改修仕様        下地調整RB種(新規面)            23.5 
㎡

ＥＰ塗り        ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  

改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          9.4 
㎡

ＥＰ塗り        ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面)          10.1 

改修仕様        ｍ

ＷＰ塗り        木部             工程B種        

素地B種                         131   
㎡

ＷＰ塗り        木部             工程B種        

(糸幅300㎜以下) 素地B種                         281   
ｍ

計

図書館改修 塗装改修 改修

堺市役所



建築工事　細目別内訳 84

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（建具運搬・取付調整費共）      

WD04            (SOP塗下)                       

片開きﾌﾗｯｼｭ戸   W800xH2000                      1   
か所

会議室物入      戸見込40 (ｸﾛｽ貼下)              

木製両開き扉    W1220xH2500                     1   
か所

準備室物入      戸見込40 (ｸﾛｽ貼下)              

木製両開き扉    W905xH2500                      1   
か所

計

その他改修 建具改修 改修/木製建具

堺市役所



建築工事　細目別内訳 87

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（建具運搬・取付調整費共）      

STD01           枠見込150 鏡面                  

複合戸          W5020xH2700                     1   
か所

STD02 外倒し窓付 枠見込100(SOP塗下)              

親子開き框戸    W1250xH2520                     1   
SUS沓摺                         か所

STW01 ﾗﾝﾏFIX付  枠見込80 HL                     

引違いﾊﾝｶﾞｰ窓   W1200xH1670                     1   
か所

計

その他改修 建具改修 改修/ｽﾃﾝﾚｽ製建具

堺市役所



建築工事　細目別内訳 23

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（建具運搬・取付調整費共）      

SD05            枠見込100(SOP塗下)              

片開きﾌﾗｯｼｭ戸   W850xH2000                      3   

(常時閉鎖)      か所

SD07            枠見込100(ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼下)        

片開き框戸      W800xH2000                      2   
か所

計

図書館改修 建具改修 改修/鋼製建具

堺市役所

731631
テキストボックス
変更後



建築工事　細目別内訳 28

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4 W150xH800                 

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共           1   
枚

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   特寸 2.18㎡以下         

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共           1   
㎡

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 6㎜  特寸 2.0㎡以下        

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共           23.6 
㎡

ｶﾞﾗｽ留め        両面部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

ｼｰﾘﾝｸﾞ          5x5程度 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ共              79.5 
ｍ

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板 t4(乳白) W200xH1780             

4   
枚

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板 t8(透明)                        

46.7 
㎡

樹脂板留め      両面部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

ｼｰﾘﾝｸﾞ          5x5程度 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ共              230   
ｍ

衝突防止ﾏｰｸ     SUS製 両面                      

42   
枚

計

図書館改修 建具改修 改修/ｶﾞﾗｽ

堺市役所



建築工事　細目別内訳 38

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

耐火間仕切      壁厚115 LGS65形                 

(1時間)         両面:強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5x2枚     86.9 
㎡

耐火間仕切      壁厚115                         

四周処理        84.4 
ｍ

耐火間仕切      壁厚107 LGS65形                 

(1時間)         片面:強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt21x2枚       16.3 
㎡

耐火間仕切      壁厚107                         

四周処理        16.3 
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

87.6 
㎡

SLW1･01用       遮音壁                          

ﾚｰﾙ補強         1   
か所

SLW2･02用       遮音壁                          

ﾚｰﾙ補強         1   
か所

SLW3･03用       遮音壁                          

ﾚｰﾙ補強         1   
か所

SLW4･04用       遮音壁                          

ﾚｰﾙ補強         1   
か所

SLW5用          

ﾚｰﾙ補強         1   
か所

SLW6用          

ﾚｰﾙ補強         1   
か所

SLW7･05用       

ﾚｰﾙ補強         1   
か所

SLW8･06用       

ﾚｰﾙ補強         1   
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          H900xL950                       

軽鉄下地(65形)  補強共                          1   
か所

軽鉄壁下地      2方(ﾀﾃ1･ﾖｺ1)                    

開口補強(65形)  W3620xH2460                     1   
か所

軽鉄壁下地      2方(ﾀﾃ1･ﾖｺ1)                    

開口補強(65形)  W800xH2000                      1   
か所

軽鉄壁下地      3方                             

開口補強(65形)  W1200xH2000                     1   
か所

軽鉄壁下地      3方                             

開口補強(65形)  W1130/2200xH2000                1   
か所

軽鉄壁下地      3方                             

開口補強(65形)  W1000xH2000                     2   
か所

軽鉄壁下地      3方                             

開口補強(65形)  W850xH2000                      3   
か所

図書館改修 内部改修 改修/金属

堺市役所



建築工事　細目別内訳 39

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽鉄壁下地      3方                             

開口補強(65形)  W800xH2000                      2   
か所

軽鉄天井下地    19形 @300                       

既設ｲﾝｻｰﾄ利用                   6.6 
㎡

軽鉄天井下地    19形 @360                       

既設ｲﾝｻｰﾄ利用                   915   
㎡

軽鉄天井下地    450x450                         

開口補強(19形)  ﾎﾞｰﾄﾞ切込共                     110   
か所

軽鉄天井下地    150x1250                        

開口補強(19形)  ﾎﾞｰﾄﾞ切込共                     65   
か所

軽鉄天井下地    φ200                           

開口補強(19形)  ﾎﾞｰﾄﾞ切込のみ                   33   
か所

軽鉄天井下地    φ160                           

開口補強(19形)  ﾎﾞｰﾄﾞ切込のみ                   3   
か所

軽鉄天井下地    φ100                           

開口補強(19形)  ﾎﾞｰﾄﾞ切込のみ                   59   
か所

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

14.4 
ｍ

自販機ｺｰﾅｰ      枠見込240 HL                    

ｽﾃﾝﾚｽ開口枠     W1600xH2000                     1   

(3方)           SUS床見切                       か所

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ更衣室   枠見込110 HL                    

ｽﾃﾝﾚｽ開口枠     W1000xH2000                     2   

(3方)           か所

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       120x150                         

(天井埋込)      St加工(EP-G塗下)                31.2 
吊補強共                        ｍ

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           50   
か所

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ       

38.2 
ｍ

階段C           H1100(水平･斜め)                

階段手摺(自立)  5.2 
ｍ

補助手摺        樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ φ34               

(L型)           RC面                            1   
か所

補助手摺        樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ φ34               

(跳上式)        RC面                            1   
か所

衣類掛ﾌｯｸ       ｽﾃﾝﾚｽ既製品                     

RC面                            2   
か所

計

図書館改修 内部改修 改修/金属

堺市役所



建築工事　細目別内訳 43

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

PHF小荷物用ﾘﾌﾄ  撤去･小口補修共                 

機械室          1   

ﾛｰﾌﾟ穴拡張      式

床              φ100                           

開口閉塞        ﾓﾙﾀﾙ打設                        36   
か所

2F授乳室        L900                            

調乳用温水器    1   

　　 ･流し台    か所

2F身障便所面台  W100xL950(片小口)               

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    1   
か所

2Fﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ更衣室 L600+960(ｺｰﾅｰx1) H450           

天吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ     1   
か所

書架            

1   
式

絵本棚          AﾀｲﾌﾟW1700×D300×H775×2       

AﾀｲﾌﾟW1460×D300×H775×3       1   
BﾀｲﾌﾟW900×D150×H775×4        式

S03             W240xH240                       

室名表示(平付)  8   
か所

S04             W180xH180                       

ﾄｲﾚﾋﾟｸﾄ(平付)   1   
か所

S05             W240xH240                       

室名表示(突出)  4   
か所

S08             30角 ｼｰﾄ切文字                  

室名表示        11   
か所

天吊ｻｲﾝ         

1   
か所

計

図書館改修 内部改修 改修/仕上ﾕﾆｯﾄ

堺市役所



建築工事　細目別内訳 45

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（建具）        

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     -       塗料1種  

錆止 塗料A 工程A 現場2回目      33.2 
㎡

ＳＯＰ塗り      木建面         工程B種 塗料1種  

素地A種(屋内)                   25.9 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    木建面          工程B種(一般)   

素地A種(屋内)                   1   
㎡

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  

改修仕様        錆止工程C塗料A                  6.4 
下地RB種(塗替え面)              ㎡

（内装）        

鉄鋼面          工程B種 錆止別途    -           

ＥＰ－Ｇ塗り    -                  -            42   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    鉄鋼面　　　　　工程B種         

(糸幅300㎜以下) 錆止別途                        62.7 
ｍ

ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  

素地B種                         69.3 
㎡

ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  

改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          2.8 
㎡

ＥＰ塗り        ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  

改修仕様        下地調整RB種(新規面)            23.5 
㎡

ＥＰ塗り        ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  

改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          9.4 
㎡

ＥＰ塗り        ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面)          10.1 

改修仕様        ｍ

ＷＰ塗り        木部             工程B種        

素地B種                         131   
㎡

ＷＰ塗り        木部             工程B種        

(糸幅300㎜以下) 素地B種                         281   
ｍ

計

図書館改修 塗装改修 改修

堺市役所



建築工事　細目別内訳 83

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（建具運搬・取付調整費共）      

WD04            (SOP塗下)                       

片開きﾌﾗｯｼｭ戸   W800xH2000                      1   
か所

WD05会議室物入  戸見込40 (ｸﾛｽ貼下)              

木製両開き扉    W1220xH2500                     1   
か所

WD06準備室物入  戸見込40 (ｸﾛｽ貼下)              

木製両開き扉    W905xH2500                      1   
か所

計

その他改修 建具改修 改修/木製建具

堺市役所



建築工事　細目別内訳 84

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（建具運搬・取付調整費共）      

AW01            枠見込70 B-2                    

2連引違い窓     W3500xH1785                     

AL額縁(焼付)･AL水切(B-2)        

※ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ別途              

1   
か所

AW              810x200                         

ｱﾙﾊﾟﾈﾙ設置      ｼｰﾙ留め(ｼｰﾘﾝｸﾞ共)               3   
既設撤去共                      か所

AD01            枠見込100　B-2                  

複合戸          W5020xH2700                     1   
か所

計

その他改修 建具改修 改修/ｱﾙﾐ製建具

堺市役所



建築工事　細目別内訳 86

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（建具運搬・取付調整費共）      

STD02 外倒し窓付 枠見込100 HL                    

親子開き框戸    W1250xH2520                     1   
SUS沓摺                         か所

STW01           枠見込80 HL                     

引違い窓        W1200xH1670                     1   
か所

計

その他改修 建具改修 改修/ｽﾃﾝﾚｽ製建具

堺市役所


