
令和４年１１月２１日 

  

堺 市 

 

 

大浜高層建替住宅建設工事の設計図書の訂正について（通知） 

 

 

大浜高層建替住宅建設工事の設計図書等（図面及び参考内訳明細書）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 

   ・訂正箇所 

図面 A/55、A/56、A/64、A/68、A/116、S/01 

 

 ２．参考内訳明細書の訂正 

・訂正箇所 

参考内訳明細書 P11、P14、P30 

 

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。 



別紙1

図面№ 図 面 名 称 訂 正 箇 所 誤 正 備 考

A/55 建具表（１） 図面内　表記内容
・AW1【備考】：BL認定品
・AW-6【備考】：CP認定品（ガラス、枠）

・AW1【備考】：BL認定品→削除
・AW-6【備考】：CP認定品（ガラス、枠）→削除

削除

A/56 建具表（２） 図面内　表記内容

【仕上】
・（枠）スプルス生地
・（建具枠）スプルス生地
・（建具枠）米ヒバ

【仕上】
・（小口）スプルス生地

訂正

A/64 部分詳細図（８） 図面内　表記内容 ・B20-1,B20-2:扉ポリ合板フラッシュ（小口4周共）
・B20-1,B20-2:扉ポリ合板フラッシュ（小口4周共）
→削除

削除

A/68 部分詳細図（１２） 図面内　表記内容
・6階平面図
・⑤南側6階端部共用廊下
・⑥南側6階端部バルコニー

・7階平面図
・⑤南側7階端部共用廊下
・⑥南側7階端部バルコニー

訂正

A/116 ごみ置場詳細図 図面内　表記内容 砕石 地盤改良 訂正

S/01
構造特記仕様書（住
棟）

図面内　表記内容
・埋戻し土：根切り土の中の良土
・盛土：根切り土の中の良土
・残土処分：場外搬出処分（自由）

・埋戻し土：搬入良土
・盛土→削除
・残土処分：場外搬出処分（指定場所）

訂正

図 面 正 誤 表

工事名称：大浜高層建替住宅建設工事



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

P11 梁貫通孔補強    材工運搬共                      P11 梁貫通孔補強 地中梁 訂正
1行目 1 2行目

直接工事費 式 直接工事費
P11 梁貫通孔補強筋  d50                             訂正

3行目 100φ　S6-2R                    21
直接工事費 か所

P11 梁貫通孔補強筋  d50                             訂正
4行目 125φ　S6-2R                    6

直接工事費 か所
P11 梁貫通孔補強筋  d50                             訂正

5行目 150φ　S6-2R                    1
直接工事費 か所

P11 梁貫通孔補強筋  d50                             訂正
6行目 200φ　S6-2R                    6

直接工事費 か所
P11 梁貫通孔補強筋  d50                             訂正

7行目 250φ　S8-2R                    8
直接工事費 か所

P11 梁貫通孔補強筋  d50                             訂正
8行目 350φ　S8-2R                    5

直接工事費 か所
P11 梁貫通孔補強筋  d50                             訂正

9行目 400φ　S10-2R                   5
直接工事費 か所

P11 梁貫通孔補強筋  d50                             訂正
10行目 500φ　S10-2R                   1

直接工事費 か所
P11 梁貫通孔補強筋  d50                             訂正

11行目 600φ　S10-2R                   6
直接工事費 か所

P11 梁貫通孔補強筋  d50                             訂正
12行目 250φ　S13-2R                   5

直接工事費 か所
P11 梁貫通孔補強筋  d50                             訂正

13行目 200φ　S16-2R                   2
直接工事費 か所

P11 梁貫通孔補強筋  d50                             訂正
14行目 250φ　S16-2R                   1

直接工事費 か所
P11 梁貫通孔補強筋  100φ                           訂正

15行目 取付手間        21
直接工事費 か所

P11 梁貫通孔補強筋  125φ                           訂正
16行目 取付手間        6

直接工事費 か所
P11 梁貫通孔補強筋  150φ                           訂正

17行目 取付手間        1
直接工事費 か所

P11 梁貫通孔補強筋  200φ                           訂正
18行目 取付手間        8

直接工事費 か所
P11 梁貫通孔補強筋  250φ                           訂正

19行目 取付手間        14
直接工事費 か所

P11 梁貫通孔補強筋  350φ                           訂正
20行目 取付手間        5

直接工事費 か所
P12 梁貫通孔補強筋  400φ                           訂正

1行目 取付手間        5
直接工事費 か所

P12 梁貫通孔補強筋  500φ                           訂正
2行目 取付手間        1

直接工事費 か所
P12 梁貫通孔補強筋  600φ                           訂正

3行目 取付手間        6
直接工事費 か所

P12 梁貫通孔補強筋  梁 訂正
4行目

直接工事費
P12 梁貫通孔補強筋  d40                             訂正

5行目 100φ　S6-2R                    105
直接工事費 か所

誤 正

参 考 明 細 書 正 誤 表
工事名称：大浜高層建替住宅建設工事



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

P12 梁貫通孔補強筋  d40                             訂正
6行目 150φ　S6-2R                    52

直接工事費 か所
P12 梁貫通孔補強筋  d40                             訂正

7行目 100φ　S8-2R                    6
直接工事費 か所

P12 梁貫通孔補強筋  d40                             訂正
8行目 150φ　S8-2R                    13

直接工事費 か所
P12 梁貫通孔補強筋  d40                             訂正

9行目 100φ　S10-2R                   4
直接工事費 か所

P12 梁貫通孔補強筋  d40                             訂正
10行目 150φ　S10-2R                   24

直接工事費 か所
P12 梁貫通孔補強筋  d40                             訂正

11行目 100φ　S13-2R                   6
直接工事費 か所

P12 梁貫通孔補強筋  d40                             訂正
12行目 150φ　S13-2R                   28

直接工事費 か所
P12 梁貫通孔補強筋  100φ                           訂正

13行目 取付手間        121
直接工事費 か所

P12 梁貫通孔補強筋  150φ                           訂正
14行目 取付手間        117

直接工事費 か所
P12 孔際あばら筋 訂正

15行目
直接工事費

P12 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D10            訂正
16行目 異形棒鋼        0.1

直接工事費 ｔ
P12 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D13            訂正

17行目 異形棒鋼        4.4
直接工事費 ｔ

P12 高強度          785N/㎜2　S13                   訂正
18行目 せん断補強筋    加工運搬共                      1.7

直接工事費 ｔ
P12 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  0.1t                            訂正

19行目 1
直接工事費 式

P12 梁貫通孔補強    細物　4.3t                      訂正
20行目 鉄筋加工組立    1

直接工事費 式
P13 梁貫通孔補強    細物　1.7t                      訂正

1行目 鉄筋組立        1
直接工事費 式

P13 鉄筋運搬費      4.3t                            訂正
2行目 1

直接工事費 式
P14 耐震ｽﾘｯﾄ        全貫通型 防水・耐火型           P16 耐震ｽﾘｯﾄ        水平 全貫通型 壁厚120 耐火型    訂正

9行目 ｽﾘｯﾄ厚15 375ｍ,ｽﾘｯﾄ厚25 706ｍ   1 9行目 防水   ｽﾘｯﾄ厚15                 237
直接工事費 防錆振止筋　0.8t共              式 直接工事費 ｍ

P16 耐震ｽﾘｯﾄ        水平 全貫通型 壁厚150 耐火型    訂正
10行目 防水   ｽﾘｯﾄ厚15                 135

直接工事費 ｍ
P16 耐震ｽﾘｯﾄ        水平 全貫通型 壁厚220 耐火型    訂正

11行目 防水   ｽﾘｯﾄ厚15                 2.9
直接工事費 ｍ

P16 耐震ｽﾘｯﾄ        垂直 全貫通型 壁厚120 耐火型    訂正
12行目 防水   ｽﾘｯﾄ厚25                 610

直接工事費 ｍ
P16 耐震ｽﾘｯﾄ        垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型    訂正

13行目 防水   ｽﾘｯﾄ厚25                 92.5
直接工事費 ｍ

P16 耐震ｽﾘｯﾄ        垂直 全貫通型 壁厚220 耐火型    訂正
14行目 防水   ｽﾘｯﾄ厚25                 3.4

直接工事費 ｍ
P16 振止め筋        JIS G3112 SD295A D10            訂正

15行目 防錆処理,加工組立,運搬          0.8
直接工事費 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    ｔ

P30 ﾌﾛｱﾄﾞﾚｲﾝ 鋳鉄製 75φ　縦型　塗膜防水用 P32 ﾌﾛｱﾄﾞﾚｲﾝ 鋳鉄製 75φ　縦型　塗膜防水用 訂正
4行目 55 4行目 57

直接工事費 か所 直接工事費 か所



























直　接　工　事　費　細目別内訳 訂正前 11

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

梁貫通孔補強    材工運搬共                      

1   
式

溶接金網敷      径6.0 150×150                  

15.8 
㎡

計

住棟 鉄筋

堺市役所



直　接　工　事　費　細目別内訳 訂正前 14

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                          1,571   
㎡

型枠            普通合板型枠                    

ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     7,501   
㎡

型枠            打放合板型枠B種                 

ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       221   
㎡

型枠            打放合板型枠B種                 

ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     10,998   
㎡

型枠運搬費      20,291㎡                        

1   
式

打継目地        20×20                          

481   
ｍ

誘発目地        20×15                          

284   
ｍ

水切目地        15×10                          

812   
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ        全貫通型 防水・耐火型           

ｽﾘｯﾄ厚15 375ｍ,ｽﾘｯﾄ厚25 706ｍ   1   
防錆振止筋　0.8t共              式

計

住棟 型枠 躯体

堺市役所



直　接　工　事　費　細目別内訳 訂正前 30

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        鋳鉄製 75φ 横引き 露出ｱｽ防水用 

2   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        鋳鉄製 100φ 縦型 露出ｱｽ防水用  

10   
か所

ﾌﾛｱﾄﾞﾚｲﾝ        鋳鉄製 75φ 横引き 塗膜防水用   

61   
か所

ﾌﾛｱﾄﾞﾚｲﾝ        鋳鉄製 75φ 縦型 塗膜防水用     

55   
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径75                            

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 1.6 
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 429   
ｍ

縦とい掃除口    床上掃除口 径100                

10   
か所

計

住棟 屋根及びとい

堺市役所



直　接　工　事　費　細目別内訳 訂正後 11

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

溶接金網敷      径6.0 150×150                  

15.8 
㎡

梁貫通孔補強    地中梁                          

梁貫通孔補強筋  d50                             

100φ　S6-2R                    21   
か所

梁貫通孔補強筋  d50                             

125φ　S6-2R                    6   
か所

梁貫通孔補強筋  d50                             

150φ　S6-2R                    1   
か所

梁貫通孔補強筋  d50                             

200φ　S6-2R                    6   
か所

梁貫通孔補強筋  d50                             

250φ　S8-2R                    8   
か所

梁貫通孔補強筋  d50                             

350φ　S8-2R                    5   
か所

梁貫通孔補強筋  d50                             

400φ　S10-2R                   5   
か所

梁貫通孔補強筋  d50                             

500φ　S10-2R                   1   
か所

梁貫通孔補強筋  d50                             

600φ　S10-2R                   6   
か所

梁貫通孔補強筋  d50                             

250φ　S13-2R                   5   
か所

梁貫通孔補強筋  d50                             

200φ　S16-2R                   2   
か所

梁貫通孔補強筋  d50                             

250φ　S16-2R                   1   
か所

梁貫通孔補強筋  100φ                           

取付手間        21   
か所

梁貫通孔補強筋  125φ                           

取付手間        6   
か所

梁貫通孔補強筋  150φ                           

取付手間        1   
か所

梁貫通孔補強筋  200φ                           

取付手間        8   
か所

梁貫通孔補強筋  250φ                           

取付手間        14   
か所

梁貫通孔補強筋  350φ                           

取付手間        5   
か所

住棟 鉄筋

堺市役所



直　接　工　事　費　細目別内訳 訂正後 12

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

梁貫通孔補強筋  400φ                           

取付手間        5   
か所

梁貫通孔補強筋  500φ                           

取付手間        1   
か所

梁貫通孔補強筋  600φ                           

取付手間        6   
か所

梁貫通孔補強    梁                              

梁貫通孔補強筋  d40                             

100φ　S6-2R                    105   
か所

梁貫通孔補強筋  d40                             

150φ　S6-2R                    52   
か所

梁貫通孔補強筋  d40                             

100φ　S8-2R                    6   
か所

梁貫通孔補強筋  d40                             

150φ　S8-2R                    13   
か所

梁貫通孔補強筋  d40                             

100φ　S10-2R                   4   
か所

梁貫通孔補強筋  d40                             

150φ　S10-2R                   24   
か所

梁貫通孔補強筋  d40                             

100φ　S13-2R                   6   
か所

梁貫通孔補強筋  d40                             

150φ　S13-2R                   28   
か所

梁貫通孔補強筋  100φ                           

取付手間        121   
か所

梁貫通孔補強筋  150φ                           

取付手間        117   
か所

孔際あばら筋    

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

異形棒鋼        0.1 
ｔ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D13            

異形棒鋼        4.4 
ｔ

高強度          785N/㎜2　S13                   

せん断補強筋    加工運搬共                      1.7 
ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  0.1t                            

1   
式

梁貫通孔補強    細物　4.3t                      

鉄筋加工組立    1   
式

住棟 鉄筋

堺市役所



直　接　工　事　費　細目別内訳 訂正後 13

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

梁貫通孔補強    細物　1.7t                      

鉄筋組立        1   
式

鉄筋運搬費      4.3t                            

1   
式

計

住棟 鉄筋

堺市役所



直　接　工　事　費　細目別内訳 訂正後 16

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                          1,571   
㎡

型枠            普通合板型枠                    

ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     7,501   
㎡

型枠            打放合板型枠B種                 

ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       221   
㎡

型枠            打放合板型枠B種                 

ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     10,998   
㎡

型枠運搬費      20,291㎡                        

1   
式

打継目地        20×20                          

481   
ｍ

誘発目地        20×15                          

284   
ｍ

水切目地        15×10                          

812   
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ        水平 全貫通型 壁厚120 耐火型    

防水   ｽﾘｯﾄ厚15                 237   
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ        水平 全貫通型 壁厚150 耐火型    

防水   ｽﾘｯﾄ厚15                 135   
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ        水平 全貫通型 壁厚220 耐火型    

防水   ｽﾘｯﾄ厚15                 2.9 
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ        垂直 全貫通型 壁厚120 耐火型    

防水   ｽﾘｯﾄ厚25                 610   
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ        垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型    

防水   ｽﾘｯﾄ厚25                 92.5 
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ        垂直 全貫通型 壁厚220 耐火型    

防水   ｽﾘｯﾄ厚25                 3.4 
ｍ

振止め筋        JIS G3112 SD295A D10            

防錆処理,加工組立,運搬          0.8 
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    ｔ

計

住棟 型枠 躯体

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

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        鋳鉄製 75φ 横引き 露出ｱｽ防水用 

2   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        鋳鉄製 100φ 縦型 露出ｱｽ防水用  

10   
か所

ﾌﾛｱﾄﾞﾚｲﾝ        鋳鉄製 75φ 横引き 塗膜防水用   

61   
か所

ﾌﾛｱﾄﾞﾚｲﾝ        鋳鉄製 75φ 縦型 塗膜防水用     

57   
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径75                            

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 1.6 
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 429   
ｍ

縦とい掃除口    床上掃除口 径100                

10   
か所

計

住棟 屋根及びとい

堺市役所


