
平成３０年６月２０日 

  

  堺         市 

 

 

百舌鳥小学校校舎改築工事の設計図書の訂正について（通知） 

 

 

百舌鳥小学校校舎改築工事の設計図書等（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 

  （１）訂正箇所 

・図面 A/01、A/26、S/04、S/05、S/06、S/07、S/08、S/09、S/10、S/11、S/12 

（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（建築工事） P5、P6、P38、P72 

（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/01 特記仕様書（１）
３.土工事
　１ 埋戻し及び盛土

・Ａ種、※Ｂ種に○印 追記

A/26 南階段２　詳細図１ 図面内　表記内容 小梁の箇所 小梁の箇所変更 訂正

S/04 北棟　基礎・ピット伏図 図面内　表記内容 天端　ＦＬ-２，３３０ 追記

S/05 北棟　１、２階床・梁伏図 図面内　表記内容 梁貫通補強の仕様及び箇所 梁貫通補強の仕様及び箇所変更 訂正

S/06 北棟　３、Ｒ階床・梁伏図 図面内　表記内容 梁貫通補強の仕様及び箇所 梁貫通補強の仕様及び箇所変更 訂正

S/07 南棟　基礎・ピット図 図面内　表記内容 土間天端　ＦＬ-２，３３０ 追記

S/08 南棟　１階床・梁伏図 図面内　表記内容 梁貫通補強の仕様及び箇所 梁貫通補強の仕様及び箇所変更 訂正

S/09 南棟　２階床・梁伏図 図面内　表記内容 梁貫通補強の仕様及び箇所 梁貫通補強の仕様及び箇所変更 訂正

図 面 正 誤 表

工事名称：百舌鳥小学校校舎改築工事
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図面№ 図 面 名 称 訂 正 箇 所 誤 正 備 考

S/10 南棟　３階床・梁伏図 図面内　表記内容 梁貫通補強の仕様及び箇所 梁貫通補強の仕様及び箇所変更 訂正

S/11 南棟　４階床・梁伏図 図面内　表記内容 梁貫通補強の仕様及び箇所 梁貫通補強の仕様及び箇所変更 訂正

S/12 南棟　Ｒ階床・梁伏図 図面内　表記内容 梁貫通補強の仕様及び箇所 梁貫通補強の仕様及び箇所変更 訂正
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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

P5 埋戻し（B種） -　発生土 2,226 m3 P5 埋戻し（B種） -　発生土 800 m3 訂正

3行目 3行目

建築工事 建築工事

P5 P5 埋戻し（A種） -　山砂の類 1,426 m3 追記

4行目 4行目

建築工事 建築工事

P6 地盤改良 ｽｰﾊﾟｰ・ｱｲ・ﾏｰｸ工法 1 式 P6 地盤改良 ｽｰﾊﾟｰ・ｱｲ・ﾏｰｸ工法 1 式 訂正

6行目・7行目 Φ800 L=4.80m 486本 6行目・7行目 Φ800 L=4.80m 222本

建築工事 掘削長 6.91m 空長 2.11m 直接工事費 掘削長 6.91m 空長 2.11m

Fc=1200kN/m2 Fe=250kN/m2 Fc=1200kN/m2 Fe=250kN/m2

運搬費、配合試験費、圧縮試験費共 運搬費、配合試験費、圧縮試験費共

改良範囲確定用試掘費共 改良範囲確定用試掘費共

P38 2F支援教室、 ｽﾃﾝﾚｽ製　V字吊　ﾌｯｸ：Φ22 14 か所 P38 2F支援教室、 ｽﾃﾝﾚｽ製　V字吊　ﾌｯｸ：Φ22 16 か所 訂正

13行目 通級室 化粧座板：Φ100 t2.0加工貼付 13行目 通級室 化粧座板：Φ100 t2.0加工貼付

建築工事 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ用ﾌｯｸ 下地：鉄筋4-Φ13、Φ22 直接工事費 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ用ﾌｯｸ 下地：鉄筋4-Φ13、Φ22

P72 2F支援教室、 麻　Φ40 L=2500 14 か所 P72 2F支援教室、 麻　Φ40 L=2500 16 か所 訂正

8行目 通級室 8行目 通級室

建築工事 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ 直接工事費 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ

誤 正

参 考 明 細 書 正 誤 表
工事名称：百舌鳥小学校校舎改築工事
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建築工事　細目別内訳 5

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

根切り          つぼ,布掘り                     

深さ2.5m程度                    3,618   
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

1,215   
㎡

埋戻し(B種)      －        発生土               

800   
ｍ3

埋戻し(A種)      －        山砂の類             

1,426   
ｍ3

盛土(B種)       発生土                          

204   
ｍ3

山留            親杭横矢板工法                  

打込み・引抜き手間共            1   
式

土工機械運搬    

1   
式

計

校舎棟 土工

堺市役所



建築工事　細目別内訳 6

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

砂利地業        切込砕石                        

72.9 
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

68.9 
ｍ3

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ地業    117m3 打設手間共                

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                         953   
㎡

床下断熱材      ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 厚25                

953   
㎡

地盤改良        ｽｰﾊﾟｰ･ｱｲ･ﾏｰｸ工法                

φ800 L=4.80m 222本             1   
掘削長 6.91m 空長 2.11m         式

Fc=1200kN/m2　Fe=250kN/m2       

運搬費、配合試験費、圧縮試験費共

改良範囲確定用試掘費共          

計

校舎棟 地業

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

南階段1､北階段2 ｽﾁｰﾙ製 H=1150 平部              

階段手摺        手摺子頭繋:FB-5×30             39.4 
手摺子:FB-9×30 @100            ｍ

手摺子座板:SUS t2.0 接着固定    

取付下地:PL-t6.0                

特殊ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 3M-12 L=100共      

(木製笠木別計上)                

南階段1         ｽﾁｰﾙ製 H=1150 斜部              

階段手摺        手摺子頭繋:FB-5×30             3   
手摺子:FB-9×30 @100            ｍ

手摺子座板:SUS t2.0 接着固定    

取付下地:PL-t6.0                

特殊ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 3M-12 L=100共      

(木製笠木別計上)                

北階段2         ｽﾁｰﾙ製 H=900 斜部               

階段手摺        手摺子頭繋:FB-5×30             25.1 
手摺子:FB-9×30 @100            ｍ

手摺子座板:SUS t2.0 接着固定    

取付下地:PL-t6.0                

特殊ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 3M-12 L=100共      

(木製笠木別計上)                

北階段1､南階段2 ｽﾁｰﾙ製 手摺:GP25A φ34×t3.2加工

壁付手摺        手摺受:GP10A t2.3 @1500以内     104   
取付座板:PL-4.5 120×50 2-M10共 ｍ

北階段2         ｽﾁｰﾙ製 手摺子頭繋:St FB-5×30   

壁付手摺        手摺受:GP10A t2.3 @1500以内     118   
取付座板:PL-4.5 110×50         ｍ

特殊ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 2-M10 L=80共       

(木製笠木別計上)                

2F支援教室､     ｽﾃﾝﾚｽ製 V字吊 ﾌｯｸ:φ22          

通級室          化粧座板:φ100 t2.0加工貼付     16   

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ用ﾌｯｸ 下地:鉄筋4-φ13､φ22            か所

SK              ｽﾃﾝﾚｽ製 SUS304 ｻﾃﾝ仕上          

掃除用ﾌｯｸ       ｼﾝｸﾞﾙﾌｯｸ ﾈｼﾞ固定ﾀｲﾌﾟ            14   
か所

多目的便所      ｽﾃﾝﾚｽ製 SUS304 ｻﾃﾝ仕上          

ﾌｯｸ             ｼﾝｸﾞﾙﾌｯｸ ﾈｼﾞ固定ﾀｲﾌﾟ            2   
か所

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        75A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      38.1 

(VP)            ｍ

傘立て          ｽﾃﾝﾚｽ製 φ75用                  

排水目皿        9   
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地     

450角                           156   
か所

床点検口        屋内用   一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠   

ｱﾙﾐ目地   鍵無  600角           6   
か所

ﾏﾝﾎｰﾙふた       密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式)            

 5KN(T-2)  内径600              1   
か所

校舎棟 金属 内部

堺市役所



建築工事　細目別内訳 72

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

洗濯場 出隅部   樹脂製 65×65 L=615             

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       5   
か所

2F支援教室､     樹脂製 65×65 L=2000            

通級室 出隅部   46   

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       か所

ACW             FRP製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞt40 @25 W=250      

落下防止棚      ｻｲﾄﾞPL:FB-6×50                 19.1 
受枠:L-50×50×6                ｍ

取付金物:L-65×65×6            

打込ｱﾝｶｰ止め M12 @600共         

1F昇降口        W5550×D600×H50                

ｽﾉｺ             塩ﾋﾞ製既製品                    12   
か所

1F昇降口        W5550×D600×H50 柱欠有         

ｽﾉｺ             塩ﾋﾞ製既製品                    2   
か所

1F職員･来客用   W3600×D600×H50                

昇降口          塩ﾋﾞ製既製品                    2   

ｽﾉｺ             か所

2F支援教室､     麻 φ40 L=2500                  

通級室          16   

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ     か所

廊下            W=75                            

ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ         350   
ｍ

かぎ箱          市販品 120組用                  

1   
か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ     ｽﾀﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ                       

9   
か所

避難器具        垂直式救助袋                    

標識:塩ﾋﾞ製 120×360×t1 表印刷 2   
か所

誘導用及び      塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

注意喚起用床材  300×300                        26.6 
㎡

2F廊下          W4900×D680×H830 2槽           

ｽﾃﾝﾚｽ製浅流し   1   

深流し          か所

3Fｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ    W5145×D680×H830 2槽           

ｽﾃﾝﾚｽ製浅流し   1   

深流し          か所

4Fｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ    W5145×D680×H830 2槽           

ｽﾃﾝﾚｽ製浅流し   1   

深流し          か所

1F廊下          W3220×D680×H830 1槽           

ｽﾃﾝﾚｽ製浅流し   1   
か所

2F廊下          W3220×D680×H830 1槽           

ｽﾃﾝﾚｽ製浅流し   1   
か所

3F廊下          W3220×D680×H830 1槽           

ｽﾃﾝﾚｽ製浅流し   1   
か所

4F廊下          W3220×D680×H830 1槽           

ｽﾃﾝﾚｽ製浅流し   1   
か所

校舎棟 ユニット及びその他 内部

堺市役所


