
平成 25年 11月 21日 
 
                               堺                市 

 
 
 

殿馬場中学校校舎改築工事の設計図書の訂正について（通知） 
 
 

 殿馬場中学校校舎改築工事の設計図書（参考内訳明細書、殿馬場中学校校舎改築工事の参

考明細書について）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） Ｐ３４ 
「屋上フェンス門扉 ２か所」を「屋上フェンス門扉 ３か所」に訂正する。 
 
・明細書（直接工事費） Ｐ３４ 
「屋上フェンス Ｈ１５００ ＤＥ－２０１ ３６．４ｍ」を追記する。 
 
・明細書（直接工事費） Ｐ６８ 
「救助袋 斜降式救助袋 １２．５ｍ １台 １７．０ｍ １台 １式」を追記する。 
 
＜殿馬場中学校校舎改築工事の参考明細書についての訂正箇所＞ 

  ・調査対象項目 直接工事費 Ａ建築工事 科目別 種目別 
「植栽 屋外附帯」を追記する。 
 



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

Ｐ３４ 屋上フェンス門扉 Ｗ２０００×Ｈ１５００　両開き か所 2 Ｐ３４ 屋上フェンス門扉 Ｗ２０００×Ｈ１５００　両開き か所 3

５行目 ＤＥ－２０１ ６行目 ＤＥ－２０１

Ｐ３４ 屋上フェンス Ｈ１５００　ＤＥ－２０１ ｍ 36.4 追記

５行目

Ｐ６８ 救助袋 斜降式救助袋 式 1 追記

１２行目 １２．５ｍ　１台

１７．０ｍ　１台

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：殿馬場中学校校舎改築工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳 34

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

PH階高架水槽基礎 SS400                           

                H-150ｘ150ｘ7ｘ10               1   

                                                式

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    

                下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     5   

                                                ㎡

塔屋            ｽﾁｰﾙ製  W400  H3200  DE-202     

ﾀﾗｯﾌﾟ           防護柵付き  ﾀﾗｯﾌφ゚19　亜鉛ﾒｯｷ  1   

                防護柵：FB-50×6・FB-38×6      か所

屋上溝部分      ﾒﾀﾙﾗｽ張り 平ﾗｽ2号               

下地ﾗｽ張り                                      32.8 

                                                ㎡

屋上            H1500　DE-201                   

ﾌｪﾝｽ                                            36.4 

                                                ｍ

屋上            W2000×H1500  両開き            

ﾌｪﾝｽ門扉        DE-201                          3   

                                                か所

階段出入り口    ｽﾁｰﾙ製  W1280×H1100  E-203     

手摺り          手摺：φ48.6  手摺子:φ21.7     2   

                支柱：42.7　亜鉛ﾒｯｷ             か所

屋上            ｽﾁｰﾙ製 H1150 DE-101             

落下防止柵      上下材：□-60×30×3.2          124   

                支柱：□-50×50×3.2            ｍ

                手摺子：□-20×20×1.5          

                亜鉛ﾒｯｷ                         

                                                

犬走り          ｽﾃﾝﾚｽ製  H750  DE-301           

二段手摺り      手摺：φ34  支柱：φ42.7@1200   47.1 

                既製品                          ｍ

犬走り          ｽﾃﾝﾚｽ製  H750  DE-301  脱着式   

二段手摺り      手摺：φ34  支柱：φ42.7@1200   6.3 

                鞘管ｽﾃﾝﾚｽ製φ38×2.0L200共14か所 ｍ

くつふきﾏｯﾄ     ｽﾃﾝﾚｽ製  500×1500  DE-301      

                                                5   

                                                か所

くつふきﾏｯﾄ     ｽﾃﾝﾚｽ製         枠共            

                600×900        厚15            2   

                細目15　E-30                    か所

犬走り          鋼製  300×300                  

会所            細目  ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ               1   

                                                か所

犬走り          鋼製　亜鉛ﾒｯｷ                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      溝幅100　細目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ      7.4 

                                                ｍ

犬走り手洗い    ｽﾃﾝﾚｽ製HL.t1.2  DE-401          

面台            W150×D25                       1.6 

                                                ｍ

外部渡り廊下    ｽﾁｰﾙ製  亜鉛ﾒｯｷ  A-24図         

ﾙ-ﾊﾞ-           W2385×H2050 格子□-80×40×2.3 4   

                上下L-50×50×6                 か所

                樹脂ｱﾝｶｰ止め                    

                                                

                                                

外部渡り廊下    ｽﾃﾝﾚｽ製  W525                   

EXPJ.           屋根+外壁  A-24図               2.7 

                                                ｍ

外部渡り廊下    ｽﾃﾝﾚｽ製  W390  ｸﾘｱｰ200          

EXPJ.           外壁+外壁  A-24図               8   

                                                ｍ

校舎棟 金属 外部

堺市役所



直　接　工　事　費　細目別内訳 68

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

調理室          天板：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                  

戸棚            扉：両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20  3   

                W1700×D600×H800　F-15a        か所

調理室          天板：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                  

戸棚            扉：両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20  1   

                W1500×D600×H800　F-15b        か所

調理準備室      W1200×D600×H3000   F-16       

戸棚            扉：両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20  3   

                                                か所

調理準備室      天板：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                  

窓下戸棚        扉：両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20  2   

                W1800×D600×H800　F-17         か所

調理準備室      天板：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                  

収納庫          扉：両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20  2   

                W1765×D600×H800　F-15         か所

われない鏡      W1550*H1200                     

学校便所                                        8   

                                                か所

廊下            ｽﾃﾝﾚｽ製  深流し付き             

手洗い流し      W4380×D650×H840　F-2  DI-402  4   

                扉：両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20  か所

ｽﾉｺ             ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 厚15 端部ｺｰﾅｰ共       

学校                                            10.2 

                                                ㎡

ﾎｰﾙ             ﾀﾓ集成材t30  F-1                

ﾍﾞﾝﾁ            W3000×D550×H400               4   

                                                か所

EVﾌｯｸ           A-79図                          

                                                3   

                                                か所

鍵箱            鋼製 ｷｰﾎﾙﾀﾞｰﾊﾝｶﾞｰ共 120本用     

                                                1   

                                                か所

救助袋          斜降式救助袋12.5ｍ　1台         

                斜降式救助袋17.0ｍ　1台         1   

                                                式

計

校舎棟 ユニット及びその他 内部

堺市役所



　 :　調査対象項目

Ａ　建築工事  　Ｂ　昇降機設備工事 

タイル
校舎棟

小計

小計

屋根及びとい
校舎棟

小計

木工
校舎棟

型枠、既製コンクリート
校舎棟

小計

防水
校舎棟

小計

鉄筋
校舎棟

小計

コンクリート
校舎棟

小計

直接仮設
校舎棟

小計

土工
校舎棟

小計

直接工事費

科目別 種目別

　　　業 者 各 位

　　契　約　課
　　建　築　課

殿馬場中学校校舎改築工事の参考明細書について

　 調査基準価格を設定しているため、工事費内訳書の提出が必要です。参考明
細書に基づいて低入札価格調査をいたしますので、参考明細書の欄の組み替
え、内容変更等は一切行わないでください。工事費内訳書の作成にあたっては、
参考明細書の項目と一致するように作成してください。低入札価格調査の工事費
内訳書での判定に係る「調査対象項目」は以下のとおりです。

地業
校舎棟

小計



共通費

撤去
校舎棟、屋外附帯

小計

屋外附帯

渡り廊下
屋外附帯

屋外附帯

小計

小計

小計

小計

校舎棟、屋外附帯

小計
中庭・その他

屋外附帯

門・囲障

排水
屋外附帯

小計

植栽
屋外附帯

ユニット及びその他
昇降機設備

校舎棟、昇降機

小計

発生材処理
小計

舗装

塗装
校舎棟

小計

内外装

校舎棟

小計

建具
校舎棟

小計

金属
校舎棟

小計

左官
校舎棟

小計

現場管理費
小計

一般管理費等
小計

共通仮設費

共通仮設費（積上分）
小計

共通仮設費（率分）

小計



＜工事費内訳書作成にあたっての注意点＞

   参考明細書に基づいて低入札価格調査をいたしますので、明細
書の欄の組替え、内容変更等は一切行わないでください。
   工事費内訳書の作成にあたっては、参考明細書の項目と一致
するように作成してください。

　 経費の計上漏れ（ゼロ計上を含む）、項目の記載漏れ、内訳書の
添付漏れ、項目の省略等は入札の無効要件に定める項目（経費）
の欠落と判断します。その欠落が入札無効要件に該当する場合
は、当該業者の入札は無効となります。工事費内訳書の提出に際
し、計上漏れ等ないように十分注意してください。詳細は「調査基準
価格設定工事の入札に関する説明書」に記載しておりますので、
必ず確認してください。

●補足注意事項
（１）入札参加者にとって不要な項目かどうかに関わらず、いかな
る場合も経費の未計上、項目の削除等しないでください。明らかに
不要であることが説明できる内容であったとしても、また不要の旨を
表記していたとしても、一律に経費の未計上、項目の削除等と判断
します。
（２）参考明細書の内訳明細で複数の項目をひとまとめに合算して
計上しないでください。合算して計上した場合、記載漏れと判断し
ます。

具体例①参考明細書の撤去費と処分費が別々の明細になっている
場合、下請の見積もりがひとまとめ（処分費込みの撤去費）になって
いるからといって、ひとまとめにして計上しないでください。参考明
細書の明細ごとに金額を計上してください。

具体例②同じ内容の工事だが、施工箇所の違い等で別々の明細と
なっている項目について、同じ内容だからといって数量を合算して
ひとつの明細で計上しないでください。参考明細書の明細どおり計
上してください。

☆工事費内訳書の作成にあたって
は、必ず参考明細書の項目と一致
するように作成してください。☆




