
平成２８年１月６日

  堺     市

東陶器小学校校舎外新築工事（その２）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（その２）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）訂正箇所

・図面 A／161
・図面 A／256
・図面 A／272
・図面 S／052
・図面 S／066
・図面 S／068

（２）訂正内容

  ・別紙１のとおり

２．参考内訳明細書の訂正

（１）訂正箇所

・参考内訳明細書（直接工事費） P.6
・参考内訳明細書（直接工事費） P.8
・参考内訳明細書（直接工事費） P.198
・参考内訳明細書（直接工事費） P.238
・参考内訳明細書（直接工事費） P.337
・参考内訳明細書（直接工事費） P.351



・参考内訳明細書（直接工事費） P.352
・参考内訳明細書（直接工事費） P.354

（２）訂正内容

・別紙２のとおり



別紙1

図面№ 図 面 名 称 訂 正 箇 所 誤 正 備 考

A/161 ステージ廻り詳細図－３
プールピット防水保護軽量コンクリート
の厚み

防水保護コンクリート　t80 防水保護コンクリート　t60 訂正

A/256 建具案内図・建具表 ＷＤ601の備考欄 スチール額縁 ― 削除

A/272 外構詳細図－２ ステージ階段廻り平面図 ―
ステージ階段の「階段部」と「大段部」の区分けが
分かるように平面図を修正

訂正

S/052 体育館・プール棟　柱芯線図 柱芯線図のＴ0通り部分 Ｃ38　×3か所 ― 削除

S/066
給食調理場棟　柱リスト・大梁
リスト・小梁リスト・壁リスト・ス
ラブリスト・雑配筋詳細図

片持ち梁リスト ― ＣＢ43を片持ち梁リストに追記 追記

S/068 給食調理場棟　参考スリーブ図
1階参考スリーブ図および梁貫通孔補
強一覧表

Ｃ 100φ　： 6か所
Ｅ 150φ　： 15か所

Ｃ 100φ　： 3か所
Ｅ 150φ　： 18か所

訂正

図 面 正 誤 表

工事名称：東陶器小学校校舎外新築工事（その２）
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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.6 床付け つぼ，布掘り 680 m2 P.6 床付け つぼ，布掘り 1,303 m2 訂正

3行目 3行目

直接工事費 直接工事費

P.6 埋戻し(B種)  －        発生土  2,984 m3 P.6 埋戻し(B種)  －        発生土  2,916 m3 訂正

4行目 4行目

直接工事費 直接工事費

P.8 砂利地業 切込砕石 169 m3 P.8 砂利地業 切込砕石 206 m3 訂正

1行目 1行目

直接工事費 直接工事費

P.8 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ地業 141m3　手間共 1 式 P.8 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ地業 172m3　手間共 1 式 訂正

3行目 3行目

直接工事費 直接工事費

P.198 雨水用ｽﾘｰﾌﾞ 100φ 3本   1 式 P.198 雨水用ｽﾘｰﾌﾞ 150φ紙製ｽﾘｰﾌﾞ 1 式 訂正

8行目 8行目 L=350：2か所

直接工事費 直接工事費 L=500：1か所

P.238 SUS製4連ﾌｯｸ 60×600×10 1 か所 追記

2行目 杉田ｴｰｽ㈱163-417同等品以上

直接工事費

P.337 すきとり 積み込み共 H300程度 7,015 m3 P.337 すきとり 積み込み共 H300程度 7,199 m3 訂正

1行目 1行目

直接工事費 直接工事費

P.337 盛土(B種) 発生土 369 m3 P.337 盛土(B種) 発生土 334 m3 訂正

4行目 4行目

直接工事費 直接工事費

誤 正

参 考 明 細 書 正 誤 表

工事名称：東陶器小学校校舎外新築工事（その２）
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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

P.351 L型側溝 W=500 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ製 281 m P.351 L型側溝 W=500 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ製 217 m 訂正

11行目 11行目

直接工事費 直接工事費

P.351 L型側溝Ⅱ型 W=500 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ製 42 m P.351 L型側溝Ⅱ型 W=500 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ製 106 m 訂正

12行目 12行目

直接工事費 直接工事費

P.352 敷地内歩道-1 U字溝幅300用 ｽﾁｰﾙ製 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 2 m P.352 敷地内歩道-1 U字溝幅300用 ｽﾁｰﾙ製 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 4 m 訂正

16行目 既存U字溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14 h=32     16行目 既存U字溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14 h=32     

直接工事費 (G-1001)     直接工事費 (G-1001)     

P.354 すきとり 積み込み共 H300程度 1,657 m3 P.354 すきとり 積み込み共 H300程度 1,658 m3 訂正

1行目 1行目

直接工事費 直接工事費
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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



建築課
多角形

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

建築課
テキストボックス
訂正前



建築課
テキストボックス
訂正後

建築課
多角形



建築課
多角形

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

建築課
テキストボックス
訂正前



建築課
テキストボックス
訂正後

建築課
多角形



建築課
テキストボックス
訂正前

建築課
多角形

建築課
多角形

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

建築課
多角形

建築課
多角形



直 接 工 事 費　細目別内訳 6

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

すきとり        積み込み共 H300程度             

                                                664   

                                                ｍ3

根切り          つぼ,布掘り                     

                深さ2.5m程度                    4,987   

                                                ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

                                                1,303   

                                                ㎡

埋戻し(B種)      －        発生土               

                                                2,916   

                                                ｍ3

盛土(B種)       発生土                          

                                                8.7 

                                                ｍ3

杭間ざらい      既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600         

                                                209   

                                                本

土工機械運搬                                    

                                                1   

                                                式

計

校舎棟 土工

堺市役所



直 接 工 事 費　細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

砂利地業        切込砕石                        

                                                206   

                                                ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

                                                6.8 

                                                ｍ3

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ地業    172m3　手間共                   

                                                1   

                                                式

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

                3枚敷き                         2,841   

                                                ㎡

土間下断熱材敷き A種2種 厚さ25㎜                 

                                                2,138   

                                                ㎡

計

校舎棟 地業 地業

堺市役所



直 接 工 事 費　細目別内訳 198

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    

                －                 基礎部       567   

                －                              ㎡

型枠            普通合板型枠                    

                ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     1,133   

                階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 

                ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     628   

                階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠運搬費                                      

                                                2,328   

                                                ㎡

誘発目地        25×20                          

                                                53.6 

                                                ｍ

化粧目地        25×20                          

                                                71.5 

                                                ｍ

水切目地        15×15                          

                                                236   

                                                ｍ

雨水用ｽﾘｰﾌﾞ     150φ紙製ｽﾘｰﾌﾞ                  

                L=350：2か所                    1   

                L=500：1か所                    式

構造ｽﾘｯﾄ        完全型 W180 垂直 幅25           

                ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ独立気泡発泡体 止水ｺﾞﾑ   33.2 

                                                ｍ

構造ｽﾘｯﾄ        完全型 W180 水平 幅25           

                ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ独立気泡発泡体 止水ｺﾞﾑ   18.5 

                                                ｍ

計

給食調理場棟 型枠 躯体

堺市役所



直 接 工 事 費　細目別内訳 238

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 ｼﾝｸﾞﾙ 既製品              

(壁正面付)      ﾌﾞﾗｹｯﾄ共                        2.5 

                                                ｍ

SUS製4連ﾌｯｸ     60×600×10                     

                杉田ｴｰｽ㈱163-417同等品以上      1   

                                                か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ     W208*D177*H600 露出ﾀｲﾌﾟ         

                操作説明標識付                  3   

                                                か所

室名札          ｱﾙﾐ製  文字共   平付け型        

                80×270程度                     15   

                                                か所

配膳室～調理室  W7400*D1046*H2850               

配膳棚          SUS 研磨仕上                    1   

                柱､棚､ﾍﾞｰｽ､扉､金物共            か所

配膳室～調理室  W4200*D1046*H2850               

返却棚          SUS 研磨仕上                    1   

                柱､棚､ﾍﾞｰｽ､扉､金物共            か所

計

給食調理場棟 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 337

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

すきとり        積み込み共 H300程度             

                                                7,199   

                                                ｍ3

根切り          小規模土工                      

                －                              22.9 

                                                ｍ3

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

                                                7   

                                                ｍ3

盛土(B種)       発生土                          

                                                334   

                                                ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ:t50            

(校内通路)      ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                        219   

(G-101)         再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40):t150         ㎡

敷地内歩道-1    再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ:t50            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(Ⅰ種) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                        8.6 

(G-1001)        粒度調整砕石:t100               ㎡

                再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-30):t150         

                                                

                                                

敷地内歩道-2    再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ:t50            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(Ⅲ種) ﾀｯｸｺｰﾄ                          27.1 

(G-1002)        再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ:t50            ㎡

                ﾀｯｸｺｰﾄ                          

                再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ:t50            

                ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                        

                粒度調整砕石:t150               

                再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-30):t150         

                                                

排水管付替え部  再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ:t40            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(3号) ﾀｯｸｺｰﾄ                          35   

(G-1103)        再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ:t50            ㎡

                ﾀｯｸｺｰﾄ                          

                再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ:t50            

                ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                        

                粒度調整砕石:t140               

                粒度調整砕石:t150               

                                                

敷地内歩道-1､2  透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ:t50                

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-30):t100         503   

(G-1001､2)      砂:t50                          ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装a     ｺﾝｸﾘｰﾄほうき目仕上              

(ほうき目)      ｺﾝｸﾘｰﾄ:t100                     314   

(G-102)         ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ:6φ-150*150            ㎡

                再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40):t150         

                                                

                                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装c     ｺﾝｸﾘｰﾄほうき目仕上              

(ほうき目)      ｺﾝｸﾘｰﾄ:t100                     139   

(G-102)         ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ:6φ-150*150            ㎡

                再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40):t100         

                                                

                                                

舗装伸縮目地    ｴﾗｽﾀｲﾄ H100*t15                 

(G-102)                                         75.2 

                                                ｍ

透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ:t60       

舗装(G-103)     敷き砂:t30                      1,013   

                ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ(不織布)               ㎡

屋外整備 舗装

堺市役所



直 接 工 事 費　細目別内訳 351

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

組立式1号人孔   900φ*H2250                     

                底版､管取付壁､直壁､斜壁､調整ﾘﾝｸﾞ 1   

                調整ﾜｯｼｬｰ､ｽﾃｯﾌﾟ共               か所

                底ｺﾝｸﾘｰﾄ､砕石共                 

                ※ﾏﾝﾎｰﾙ蓋別途                   

                                                

組立式1号人孔   900φ*H2981                     

                底版､管取付壁､直壁､斜壁､調整ﾘﾝｸﾞ 1   

                調整ﾜｯｼｬｰ､ｽﾃｯﾌﾟ共               か所

                底ｺﾝｸﾘｰﾄ､砕石共                 

                ※ﾏﾝﾎｰﾙ蓋別途                   

                                                

組立式2号人孔   1200φ*H2845                    

                底版､管取付壁､直壁､斜壁､調整ﾘﾝｸﾞ 1   

                調整ﾜｯｼｬｰ､ｽﾃｯﾌﾟ共               か所

                底ｺﾝｸﾘｰﾄ､砕石共                 

                ※ﾏﾝﾎｰﾙ蓋別途                   

                                                

組立式2号人孔   1200φ*H3027                    

                底版､管取付壁､直壁､斜壁､調整ﾘﾝｸﾞ 1   

                調整ﾜｯｼｬｰ､ｽﾃｯﾌﾟ共               か所

                底ｺﾝｸﾘｰﾄ､砕石共                 

                ※ﾏﾝﾎｰﾙ蓋別途                   

                                                

雨水側溝        W200*H380 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ製        

(RC造)                                          50.4 

(G-2303)                                        ｍ

横断水路        W200*H200以上 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ製    

                                                15   

                                                ｍ

L型側溝         W=500 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ製            

                                                217   

                                                ｍ

L型側溝Ⅱ型     W=500 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ製            

                                                106   

                                                ｍ

雨水排水管      VP100φ 周囲砂基礎共            

(G-2301)        砂:W400*H300(0.1122m3/m)        116   

                                                ｍ

雨水排水管      VP150φ 周囲砂基礎共            

(G-2301)        砂:W400*H350(0.1223m3/m)        167   

                                                ｍ

雨水排水管      VP200φ 周囲砂基礎共            

(G-2301)        砂:W400*H400(0.1286m3/m)        130   

                                                ｍ

雨水排水管      HP150φ 1種                     

(G-2302)        ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎:W250*t50             65.9 

                再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40):t100         ｍ

雨水排水管      VU250φ 360°砂基礎共           

                砂:W867*H467                    761   

                                                ｍ

雨水排水管      VU300φ 360°砂基礎共           

                砂:W918*H518                    83   

                                                ｍ

雨水排水管      VU350φ 360°砂基礎共           

                砂:W970*H570                    21   

                                                ｍ

雨水排水管      VU450φ 360°砂基礎共           

                砂:W1050*H670                   55.5 

                                                ｍ

屋外整備 排水

堺市役所



直 接 工 事 費　細目別内訳 352

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

雨水排水管      VU500φ 360°砂基礎共           

                砂:W1120*H720                   46.3 

                                                ｍ

地下排水(透水管) 有孔管VU100φ 周囲単粒度砕石共  

                単粒度砕石4号:W600*H600         396   

                                                ｍ

雨水桝          300角用 鋳鉄製 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      軽荷重用                        18   

(G-2304)        受枠共                          か所

雨水桝          300角用 鋳鉄製 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      重荷重用                        7   

(G-2304)        受枠共                          か所

雨水桝          450角用 鋳鉄製 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      軽荷重用                        6   

(G-2306)        受枠共                          か所

雨水桝          450角用 鋳鉄製 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      重荷重用                        3   

(G-2306)        受枠共                          か所

雨水桝          600角用 鋳鉄製 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      軽荷重用                        1   

(G-2308)        受枠共                          か所

雨水桝          600角用 鋳鉄製 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      重荷重用                        5   

(G-2308)        受枠共                          か所

雨水会所桝A型   500角用 ｽﾁｰﾙ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-14     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      ﾎﾞﾙﾄ固定 落し込みﾀｲﾌﾟ 受枠共    22   

                                                か所

雨水会所桝B型   500角用 ｽﾁｰﾙ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-14     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      ﾎﾞﾙﾄ固定 落し込みﾀｲﾌﾟ 受枠共    5   

                                                か所

雨水会所桝B型   500角用 ｽﾁｰﾙ製 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-14

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      ﾎﾞﾙﾄ固定 落し込みﾀｲﾌﾟ 受枠共    39   

                                                か所

ｵﾘﾌｨｽ桝1        900角用(995*995) ｽﾁｰﾙ製 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      T-14                            2   

                ﾎﾞﾙﾄ固定 落し込みﾀｲﾌﾟ 受枠共    か所

ｵﾘﾌｨｽ桝2        1200*600用(607*607*2枚) ｽﾁｰﾙ製  

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-14                    1   

                ﾎﾞﾙﾄ固定 落し込みﾀｲﾌﾟ 受枠共    か所

余水吐け        溝幅400用 ｽﾁｰﾙ製 細目 T-14      

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共                 12.3 

                                                ｍ

横断水路        溝幅200用 ｽﾁｰﾙ製 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      T-14                            15   

                ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠共                 ｍ

敷地内歩道-1    U字溝幅300用 ｽﾁｰﾙ製 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

既存U字溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸ T-14 h=32                       4   

ﾞ蓋(G-1001)                                     ｍ

雨水桝          300角用 ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ      

化粧蓋          ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ仕上用 歩行用    3   

(G-2305)        両端集水ｽﾘｯﾄ(@10)付 受枠共      か所

雨水桝          300角用 ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ      

化粧蓋          ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ仕上用 T-14      18   

(G-2305)        両端集水ｽﾘｯﾄ(@10)付 受枠共      か所

雨水桝          450角用 ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ      

化粧蓋          ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ仕上用 歩行用    2   

(G-2307)        両端集水ｽﾘｯﾄ(@10)付 受枠共      か所

雨水桝          450角用 ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ      

化粧蓋          ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ仕上用 T-14      6   

(G-2307)        両端集水ｽﾘｯﾄ(@10)付 受枠共      か所

屋外整備 排水

堺市役所
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

すきとり        積み込み共 H300程度             

                                                1,658   

                                                ｍ3

根切り          つぼ,布掘り                     

                深さ2.5m程度                    182   

                                                ｍ3

盛土(B種)       発生土                          

                                                140   

                                                ｍ3

NO.01           H=3.0m C=0.12m W=1.0m           

ﾊｸﾓｸﾚﾝ          ※植付手間､支柱別途             9   

                                                本

NO.02           H=1.0m                          

ｱｶｼﾃﾞ           ※植付手間､支柱別途             8   

                                                本

NO.03           H=3.0m C=0.12m W=1.0m           

ｱｷﾆﾚ            ※植付手間､支柱別途             15   

                                                本

NO.04           H=1.0m W=0.4m                   

ｳﾒﾓﾄﾞｷ          ※植付手間､支柱別途             11   

                                                本

NO.05           H=1.0m                          

ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ         ※植付手間､支柱別途             9   

                                                本

NO.06           H=3.0m C=0.12m W=1.2m           

ｴﾝｼﾞｭ           ※植付手間､支柱別途             8   

                                                本

NO.07           H=1.5m                          

ｴｺﾞﾉｷ           ※植付手間､支柱別途             7   

                                                本

NO.08           H=3.0m C=0.12m W=0.8m           

ﾅﾂﾂﾊﾞｷ          ※植付手間､支柱別途             17   

                                                本

NO.09           H=1.0m                          

ﾈﾑﾉｷ            ※植付手間､支柱別途             9   

                                                本

NO.10           H=1.5m                          

ﾔﾏﾎﾞｳｼ          ※植付手間､支柱別途             9   

                                                本

NO.11           H=1.5m                          

ｺﾅﾗ             ※植付手間､支柱別途             15   

                                                本

NO.12           H=1.0m                          

ｺﾌﾞｼ            ※植付手間､支柱別途             13   

                                                本

NO.13           H=3.0m C=0.12m W=1.2m           

ｴﾉｷ             ※植付手間､支柱別途             7   

                                                本

NO.14           H=3.0m C=0.12m W=1.0m           

ﾑｸﾉｷ            ※植付手間､支柱別途             6   

                                                本

NO.15           H=1.0m                          

ﾊﾅﾐｽﾞｷ(白)      ※植付手間､支柱別途             10   

                                                本

NO.16           H=1.0m                          

ﾊﾅﾐｽﾞｷ(赤)      ※植付手間､支柱別途             10   

                                                本

NO.17           H=1.5m W=0.4m                   

ﾊﾅｶｲﾄﾞｳ         ※植付手間､支柱別途             15   

                                                本

屋外整備 植栽

堺市役所


