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式
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摘　要

1 / 10 頁

仮設工事0101001 単管本足場（H:20ｍ未満） 掛払い運搬含む(20日程度) ㎡ 19.00 材工

仮設工事0101003 枠組足場（H:22ｍ未満）(手すり先行方式) 掛払い運搬含む(20日程度)W:900　2枚布 ㎡ 19.00 材工

仮設工事0101004 クサビ緊結式足場(H:20m未満)(手すり先行方式) 掛払い運搬含む(90日程度)W:900 ㎡ 19.00 材工

仮設工事0101005 足場（枠組・単管等） 鳶工 人 2.00 手間

仮設工事0101007 養生用シート(ﾈｯﾄ状，防炎Ⅰ類) 掛払い運搬含む(20日程度) ㎡ 19.00 材工

0小　　　　　計

解体工事0102001 押えﾓﾙﾀﾙはがし (ｱ)30㎜　小運搬共／普通作業員 人 2.00 手間

0小　　　　　計

防水工事0103001 在来防水層はがし ３層程度　小運搬共／防水工 人 2.00 手間

防水工事0103002 屋上防水層はがし　撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　集積共 ㎡ 13.00 材工

防水工事0103003 防水下地調整 ポリマーセメント系 ㎡ 19.00 材工

防水工事0103004 屋上防水層はがし　撤去 ｼｰﾄ防水　集積共 ㎡ 19.00 材工

防水工事0103005 防水下地ｹﾚﾝ清掃 全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼがけ ㎡ 19.00 材工

防水工事0103007 ウレタン防水 X-2 密着(平場) ㎡ 17.00 材工

防水工事0103009 ウレタン防水 X-2 密着(立上り) ㎡ 11.00 材工

防水工事0103011 ＦＲＰ防水 歩行用(平場) ㎡ 17.00 材工

防水工事0103013 露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(密着工法) 4mm ㎡ 13.00 材工

防水工事0103015 露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(機械固定工法) 4mm ㎡ 28.00 材工

防水工事0103017 露出ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱防水 防水層4㎜以上硬質ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ50㎜ ㎡ 28.00 材工

防水工事0103019 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 (ｱ)2.0㎜ 歩行用露出接着工法 RC下地 ㎡ 19.00 材工

防水工事0103020 塗膜防水 浴室床 ｴﾎﾟｷｼ塗床 ㎡ 13.00 材工

防水工事0103021 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用押さえ金物（ｱﾙﾐ製） 30*15　t:2.0　ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ頭ｼｰﾘﾝｸﾞ共 m 21.00 材工

防水工事0103022 ｼｰﾄ防水用押さえ金物(ｱﾙﾐ製) 30*15 t:2.0 ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ頭ｼｰﾘﾝｸﾞ共 m 21.00 材工

防水工事0103023 押さえ金物（ｱﾙﾐ製） 100*70(返し付)ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ頭ｼｰﾘﾝｸﾞ共 m 21.00 材工

防水工事0103024 改修用二重ﾄﾞﾚｲﾝ 鋳鉄製 100mm ヶ所 4.00 材工
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防水工事0103025 シーリング ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系/10*10 m 16.00 材工

防水工事0103027 シーリング ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系/10*10 m 16.00 材工

防水工事0103029 シーリング 変成ｼﾘｺﾝ系/10*10 m 19.00 材工

防水工事0103035 爆裂補修 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修（100*100*30） 箇所 11.00 材工

防水工事0103049 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入(ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ工法) 注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 16本/㎡ ㎡ 17.00 材工

防水工事0103050 自動式低圧樹脂注入工法 ひび割れ幅1㎜以下 ｍ 9.00 材工

防水工事0103051 シ－リング施工費（部分補修） 防水工 人 2.00 手間

防水工事0103053 防水改修施工費（部分補修） 防水工 人 2.00 手間

防水工事0103055 爆裂施工費 防水工 人 2.00 手間

0小　　　　　計

屋根工事0104001 洋風ｺﾝｸﾘｰﾄ瓦葺き ㎡ 12.00 材工

屋根工事0104003 和瓦葺き(釉薬瓦) ㎡ 12.00 材工

屋根工事0104007 折板葺き ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚み 0.8㎜ ㎡ 12.00 材工

屋根工事0104011 屋根板金葺替･補修施工費 板金工 人 2.00 手間

0小　　　　　計

金属工事0105001 ルーフドレイン取替 縦型・￠80 鋳鉄製 箇所 4.00 材工

金属工事0105003 ルーフドレイン取替 縦型・￠100 鋳鉄製 箇所 4.00 材工

金属工事0105005 ルーフドレイン取替 横型・￠80 鋳鉄製 箇所 4.00 材工

金属工事0105007 ルーフドレイン取替 横型・￠100 鋳鉄製 箇所 4.00 材工

金属工事0105009 ルーフドレイン補修施工費 板金工 人 2.00 手間

金属工事0105010 たて樋撤去 鋼管　集積共 ｍ 4.00 手間

金属工事0105011 たて樋撤去 VP管　集積共 ｍ 4.00 手間

金属工事0105012 床下点検口(ｱﾙﾐ製) 450*450 箇所 3.00 材工

金属工事0105013 床下点検口(ｱﾙﾐ製) 600*600 箇所 3.00 材工

0小　　　　　計
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木工事0106001 敷居 90*40 施工手間 ｍ 2.00 材工

木工事0106009 鴨居 90*40 施工手間 ｍ 2.00 材工

木工事0106014 出入口枠(片開き) 施工手間 箇所 1.00 材工

木工事0106015 見切縁・廻縁 30*36 施工手間 ｍ 9.00 材工

木工事0106016 額縁 施工手間 ｍ 5.00 材工

木工事0106017 ころばし床組 施工手間 ㎡ 9.00 材工

木工事0106019 床下地板張替 ﾗﾜﾝ合板1類 (ｱ)12㎜　F☆☆☆☆ ㎡ 9.00 材工

木工事0106021 束立て床組 施工手間 ㎡ 2.00 材工

木工事0106023 鴨居・敷居・廻縁補修施工費 大工 人 1.00 手間

木工事0106024 床組撤去 ころばし集積共 ㎡ 15.00 材工

0小　　　　　計

内装工事0107003 天然木化粧複合フロ－リング　なら (ｱ)12㎜　F☆☆☆☆ ㎡ 18.00 材工

内装工事0107004 床・縁甲板・ﾌﾛ-ﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 ㎡ 17.00 材工

内装工事0107007 ﾗﾜﾝ合板 Ⅰ類(ｱ)3.0　F☆☆☆☆　910*1820 枚 9.00 材料

内装工事0107008 ﾗﾜﾝ合板 Ⅰ類(ｱ)4.0 F☆☆☆☆ 910*1820 枚 9.00 材料

内装工事0107009 ﾗﾜﾝ合板 Ⅰ類(ｱ)5.5　F☆☆☆☆　910*1820 枚 9.00 材料

内装工事0107011 ﾗﾜﾝ合板 Ⅰ類(ｱ)9.0　F☆☆☆☆　910*1820 枚 9.00 材料

内装工事0107013 ﾗﾜﾝ合板 Ⅰ類(ｱ)12.0　F☆☆☆☆　910*1820 枚 9.00 材料

内装工事0107015 構造用合板 特類(ｱ)9.0　2級　F☆☆☆☆　910*1820 枚 9.00 材料

内装工事0107017 構造用合板 特類(ｱ)12.0　2級　F☆☆☆☆　910*1820 枚 9.00 材料

内装工事0107021 新畳 １畳　共仕D種　畳表C2　柄ﾍﾘHT　畳床KT-Ⅲ 枚 9.00 材工

内装工事0107023 新畳 半畳　共仕D種　畳表C2　柄ﾍﾘHT　畳床KT-Ⅲ 枚 9.00 材工

内装工事0107025 畳表替（綿引）綿引／２等 １畳 枚 11.00 材工

内装工事0107026 畳撤去 1畳(集積共) 枚 11.00 手間

内装工事0107027 畳表替（綿引）綿引／２等 半畳 枚 11.00 材工
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内装工事0107028 畳撤去 半畳(集積共) 枚 11.00 手間

内装工事0107033 ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ貼り (ｱ)1.8㎜突付け　一般床 15㎡以上 ㎡ 19.00 材工

内装工事0107036 ﾋﾞﾆﾙ幅木(ｿﾌﾄ幅木) 厚2.0　H75 ｍ 13.00 材工

内装工事0107037 内装補修施工費 内装工 人 1.00 手間

内装工事0107039 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張替（壁） ﾎﾞｰﾄﾞ面 防火２級品 下地処理 既存剥がし(集積共)含む ㎡ 21.00 材工

内装工事0107041 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張替（天井） ﾎﾞｰﾄﾞ面 防火２級品 下地処理 既存剥がし(集積共)含む ㎡ 17.00 材工

内装工事0107042 ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ撤去 集積共 ㎡ 17.00 手間

内装工事0107047 複合板貼（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ+石膏9.5） ｳﾚﾀﾝ(ｱ)25 ㎡ 9.00 材料

内装工事0107049 複合板貼（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ+石膏12.5） ｳﾚﾀﾝ(ｱ)25 ㎡ 9.00 材料

内装工事0107053 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ貼り（天井）　突付V目地 (ｱ)9.5 ㎡ 5.00 材工

内装工事0107055 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ貼り（壁）　突付V目地 (ｱ)12.5 ㎡ 5.00 材工

内装工事0107059 天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ貼替 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ　突き付け (ｱ)9.5 ㎡ 19.00 材工

内装工事0107061 ｱｼﾞｬｽﾀ-ﾌﾛｱ 和室用（20㎜）H=125 ㎡ 13.00 材工

内装工事0107063 ｱｼﾞｬｽﾀ-ﾌﾛｱ 洋室用（25㎜）H=120～180 ㎡ 13.00 材工

内装工事0107065 内装工事に伴う下地補修施工費 大工 人 1.00 手間

内装工事0107069 ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ貼り (ｱ)1.8mm 突付け 一般床 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞに施工 5㎡未満 ㎡ 4.00 材工

内装工事0107070 ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ貼り (ｱ)1.8mm 突付け 一般床 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞに施工 5㎡以上15㎡未満 ㎡ 15.00 材工

内装工事0107071 ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ撤去 集積共 ㎡ 9.00 手間

0小　　　　　計

鋼製建具工事0108001 面付箱錠（U9） ﾚﾊﾞ-ﾊﾝﾄﾞﾙ型 組 4.00 材料

鋼製建具工事0108002 鋼製片開き枠共撤去 ㎡ 5.00 手間

鋼製建具工事0108003 鋼製片開き扉のみ撤去 ㎡ 5.00 手間

鋼製建具工事0108004 鋼製両開き枠共撤去 ㎡ 5.00 手間

鋼製建具工事0108005 鋼製両開き扉のみ撤去 ㎡ 5.00 手間

鋼製建具工事0108007 鍵交換 玄関 箇所 4.00 材工
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鋼製建具工事0108009 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ 箇所 4.00 材工

鋼製建具工事0108021 新聞受・投入口補修施工費 建具工 人 1.00 手間

鋼製建具工事0108023 ｶﾞﾗｽ交換 透明３㎜  ｼｰﾘﾝｸﾞ･既存撤去･清掃共 ㎡ 5.00 材工

鋼製建具工事0108025 ｶﾞﾗｽ交換 透明5㎜  ｼｰﾘﾝｸﾞ･既存撤去･清掃共 ㎡ 5.00 材工

鋼製建具工事0108027 ｶﾞﾗｽ交換 型4㎜  ｼｰﾘﾝｸﾞ･既存撤去･清掃共 ㎡ 5.00 材工

鋼製建具工事0108029 ｶﾞﾗｽ交換 網入り型6.8㎜  既存撤去･ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 ㎡ 5.00 材工

鋼製建具工事0108031 ｶﾞﾗｽ交換 透明5㎜+ｴｱ6㎜+透明5㎜　既存撤去･ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 ㎡ 5.00 材工

鋼製建具工事0108033 ｶﾞﾗｽ交換 透明5㎜+ｴｱ6㎜+網入り6.8㎜　既存撤去･ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 ㎡ 4.00 材工

鋼製建具工事0108034 ｶﾞﾗｽ止め ｶﾞｽｹｯﾄ ｍ 11.00 材工

鋼製建具工事0108035 ｶﾞﾗｽ交換施工費 硝子工 人 1.00 手間

鋼製建具工事0108036 ｶﾞﾗｽ撤去 集積共 ㎡ 4.00 手間

鋼製建具工事0108038 ｶﾞﾗｽ止め(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝSR-1　1成分形 ｍ 9.00 材工

鋼製建具工事0108039 鋼製建具建付調整・補修費 ｻｯｼｭ工 人 1.00 手間

0小　　　　　計

木製建具工事0109001 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ ﾌﾟﾘﾝﾄ合板　900*2000 枚 3.00 材工

木製建具工事0109002 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板　900*2000 枚 3.00 材工

木製建具工事0109007 引き違いﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ ﾌﾟﾘﾝﾄ合板　1800*2000 組 3.00 材工

木製建具工事0109008 引き違いﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板　1800*2000 組 3.00 材工

木製建具工事0109009 親子開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ ﾌﾟﾘﾝﾄ合板　1200*2000 組 3.00 材工

木製建具工事0109010 親子開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板　1200*2000 組 3.00 材工

木製建具工事0109011 両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ ﾌﾟﾘﾝﾄ合板　1800*2000 組 3.00 材工

木製建具工事0109012 両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板　1800*2000 組 3.00 材工

木製建具工事0109019 襖完成品（和襖）取替／1800*900 標準襖・片面・新鳥＋雲 枚 4.00 材工

木製建具工事0109021 襖完成品（和襖）取替／1800*900 標準襖・両面・新鳥＋新鳥 枚 4.00 材工

木製建具工事0109022 襖完成品(和洋襖)取替/1800*900 鳥の子・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 見込み27 枚 4.00 材工
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木製建具工事0109023 襖完成品（和襖）取替／600*900 天袋襖・片面・新鳥＋雲 枚 4.00 材工

木製建具工事0109026 襖完成品(量産)/1800*900 標準襖･新鳥＋雲 片面 枚 4.00 材工

木製建具工事0109027 襖完成品(量産)/1800*900 標準襖・新鳥＋新鳥　両面 枚 4.00 材工

木製建具工事0109029 襖完成品(量産)/1800*1300程度 巾広襖・新鳥＋新鳥　両面 枚 4.00 材工

木製建具工事0109031 襖完成品(量産)600*900 天袋襖・新鳥＋雲　片面 枚 4.00 材工

木製建具工事0109055 襖縁・金物類取替･建付調整施工費 建具工 人 2.00 手間

木製建具工事0109057 障子完成品 大　1800*900 枚 4.00 材料

木製建具工事0109059 障子完成品 中　1300*900 枚 4.00 材料

木製建具工事0109063 障子張替 大　1800*900 枚 4.00 材工

木製建具工事0109065 障子補修・取替施工費 建具工 人 2.00 手間

木製建具工事0109067 カーテンレール C型 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞﾌﾞﾙ 正面付 L=2.0付属品共 箇所 5.00 材料

木製建具工事0109069 甲丸用戸車 丸36 箇所 4.00 材料

木製建具工事0109071 Ｖ型用ﾚ-ﾙ 12㎜ L:2.0 箇所 4.00 材料

木製建具工事0109073 Ｖ型用戸車 箇所 4.00 材料

木製建具工事0109075 木製建具建付・調整費 建具工 人 2.00 手間

木製建具工事0109077 木製建具補修･取替施工費（金物取替含む） 建具工 人 2.00 手間

木製建具工事0109078 木製片開き戸枠共撤去 ㎡ 4.00 手間

木製建具工事0109079 木製片開き戸扉のみ撤去 ㎡ 4.00 手間

木製建具工事0109080 木製両開き戸枠共撤去 ㎡ 4.00 手間

木製建具工事0109081 木製両開き戸扉のみ撤去 ㎡ 4.00 手間

0小　　　　　計

塗装工事0110004 下地調整 ﾎﾞｰﾄﾞ面 RB種(塗替え面) ㎡ 19.00 材工

塗装工事0110006 下地調整 ﾓﾙﾀﾙ面 RB種(塗替え面) ㎡ 19.00 材工

塗装工事0110007 EP塗り（壁/天井　一般居室） ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B 下地調整別途 ㎡ 19.00 材工

塗装工事0110008 EP塗り（壁/天井　一般居室） ﾓﾙﾀﾙ面 工程B 下地調整別途 ㎡ 19.00 材工
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塗装工事0110009 内装塗装　（台所・ｺﾝﾛ回り等） VP　2回塗・下地処理共 ㎡ 11.00 材工

塗装工事0110010 EP-G塗り（壁/天井　浴室等） ﾓﾙﾀﾙ面　工程B　下地調整別途 ㎡ 9.00 材工

塗装工事0110011 SOP塗り 鋼製建具面 工程B 錆止め工程C ㎡ 17.00 材工

塗装工事0110013 ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗　CL 木部 工程B 下地調整RB種 ㎡ 15.00 材工

塗装工事0110014 ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗　OS 木部 素地付着物撤去 ㎡ 15.00 材工

塗装工事0110015 ｸﾛｽ上塗装 2回塗　ﾀｰﾍﾟﾝ可溶ｶﾁｵﾝ型ｱｸﾘﾙ樹脂塗料 ㎡ 17.00 材工

塗装工事0110017 除ｶﾋﾞ・殺菌（下地含む） 塗装工 ㎡ 13.00 材工

塗装工事0110018 下地処理 ｾﾒﾝﾄ系C-1 ㎡ 21.00 材工

塗装工事0110019 薄付け仕上げ塗材 外装薄塗材E ㎡ 19.00 材工

塗装工事0110021 防水型外装薄塗材E 単層弾性 ㎡ 19.00 材工

塗装工事0110023 複層塗材Ｅ 外装用　凹凸模様 ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ ㎡ 19.00 材工

塗装工事0110025 照明器具塗装／手間／材料含む 塗装工 人 2.00 手間

塗装工事0110027 木部（細物）等／手間／材料含む OS塗等／塗装工 ｍ 5.00 材工

塗装工事0110029 鉄部（細物）等／手間／材料含む SOP塗等／塗装工(ｻﾋﾞ止め共) ｍ 5.00 材工

塗装工事0110031 塗装補修施工費 塗装工 人 2.00 手間

0小　　　　　計

左官工事0111001 ﾓﾙﾀﾙ塗 床/(ｱ)15㎜ 金ｺﾃ 防水下地程度 ㎡ 4.00 材工

左官工事0111003 ﾓﾙﾀﾙ塗 内壁/(ｱ)20㎜ 金ｺﾃ ㎡ 4.00 材工

左官工事0111005 ﾓﾙﾀﾙ塗 床/(ｱ)30㎜ ㎡ 4.00 材工

左官工事0111009 左官補修 左官工 人 3.00 手間

0小　　　　　計

雑工事0112003 流し台取替（W=1200） BL型 箇所 4.00 材工

雑工事0112007 流し台取替（W=1500） BL型 箇所 3.00 材工

雑工事0112009 流し台扉等塗装／手間／材料含む OP塗装／塗装工 人 2.00 手間

雑工事0112011 ｶﾞｽ台取替（ﾊﾞｯｸ･ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ含む） BL型 W=600 箇所 3.00 材工
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雑工事0112017 ｶﾞｽ台扉等塗装／手間／材料含む OP塗等／塗装工 人 2.00 手間

雑工事0112019 吊戸棚取付 W=900 箇所 4.00 材工

雑工事0112025 水切り棚取付 ｽﾃﾝﾚｽ2段･W=1200 箇所 3.00 材工

雑工事0112027 流し台･ｶﾞｽ台扉等取替･補修施工費 大工 人 2.00 手間

雑工事0112029 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置 H900@2000　基礎ﾌﾞﾛｯｸ180*180*450 ｍ 11.00 材工

雑工事0112031 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置 H1200@2000　基礎ﾌﾞﾛｯｸ180*180*450 ｍ 9.00 材工

雑工事0112033 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A-5-15 再生密粒　人力 ㎡ 27.00 材工

雑工事0112035 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（表層のみ） 密粒ｱｽｺﾝ13 (ｱ)50 ㎡ 17.00 材工

雑工事0112037 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ補修(ｱ)60 路盤材別途 ㎡ 15.00 材工

雑工事0112038 砕石舗装 歩道用 再生材(ｱ)15 ㎡ 13.00 材工

雑工事0112039 縁石設置（地先境界ﾌﾞﾛｯｸ） 120*120*600　砕石地業(ｱ100)､ｽﾃｺﾝ(ｱ60)、ﾓﾙﾀﾙ(ｱ20)共 ｍ 9.00 材工

雑工事0112040 縁石設置（歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ） 150/170*200*600　砕石地業(ｱ100)､ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｱ100)､ﾓﾙﾀﾙ(ｱ20)共 ｍ 11.00 材工

雑工事0112041 階段掲示板設置 W600*H900 ｱﾙﾐ枠　ﾋﾞﾆﾙﾚｻﾞｰ張り 基 3.00 材工

雑工事0112042 ｶﾗｰ平板舗装 300*300*60敷材(ｱ30)砕石地業(ｱ100) ㎡ 11.00 材工

雑工事0112043 階段掲示板設置 W900*H1200 枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り 箇所 4.00 材工

雑工事0112044 集合郵便受取替 BL　SUS　6戸用 箇所 2.00 材工

雑工事0112045 集合郵便受補修 受けﾗｯﾁ取付 箇所 5.00 材工

雑工事0112046 滑り止め金具 ｽﾃﾝﾚｽ製ｺﾞﾑ有・W=35 直張ﾀｲﾌﾟ ｍ 9.00 材工

雑工事0112047 網張り施工費（ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ等） 普通作業員 人 2.00 手間

雑工事0112049 浴槽搬入搬出／浴槽取付／釜共 普通作業員 人 2.00 手間

雑工事0112051 雑工事施工費 普通作業員 人 2.00 手間

雑工事0112053 ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘ-ﾄ・ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ施工費 舗装工／特殊作業員 人 2.00 手間

雑工事0112054 階段 段鼻 150*60 垂れなし 接着貼り ｍ 13.00 材工

0小　　　　　計

清掃工事0113001 襖等変色防止用ｶｰﾃﾝ施工費／材料含む 養生(専用ｶｰﾃﾝ使用) ㎡ 6.00 材工
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清掃工事0113002 木部ｼﾐ抜き 清め洗い ㎡ 6.00 材工

清掃工事0113019 換気扇・油類汚れ落し／材料含む ２時間程度　住戸ｸﾘｰﾆﾝｸﾞとの併用不可 箇所 2.00 手間

清掃工事0113021 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ・油類汚れ落し/手間/材料含む ２時間程度  住戸ｸﾘｰﾆﾝｸﾞとの併用不可 箇所 2.00 手間

清掃工事0113027 便器清掃／手間／材料含む ２時間程度  住戸ｸﾘｰﾆﾝｸﾞとの併用不可 箇所 2.00 手間

清掃工事0113030 浴室浴槽下清掃 残置物除去･床水洗い後拭き取り程度 浴槽撤去･再取付含む 箇所 3.00 手間

清掃工事0113035 住戸内クリーニング／材料含む 90m2程度(ｻｯｼ･設備器具清掃含む)汚れ程度大 住戸 2.00 手間

清掃工事0113036 住戸内クリーニング／材料含む 90m2程度(ｻｯｼ･設備器具清掃含む)汚れ程度中 住戸 3.00 手間

清掃工事0113037 住戸内クリーニング／材料含む 90m2程度(ｻｯｼ･設備器具清掃含む)汚れ程度小 住戸 2.00 手間

清掃工事0113038 住戸内クリーニング／材料含む 65m2程度(ｻｯｼ･設備器具清掃含む)汚れ程度大 住戸 2.00 手間

清掃工事0113039 住戸内クリーニング／材料含む 65m2程度(ｻｯｼ･設備器具清掃含む)汚れ程度中 住戸 3.00 手間

清掃工事0113040 住戸内クリーニング／材料含む 65m2程度(ｻｯｼ･設備器具清掃含む)汚れ程度小 住戸 4.00 手間

清掃工事0113041 住戸内クリーニング／材料含む 50m2程度(ｻｯｼ･設備器具清掃含む)汚れ程度大 住戸 2.00 手間

清掃工事0113042 住戸内クリーニング／材料含む 50m2程度(ｻｯｼ･設備器具清掃含む)汚れ程度中 住戸 3.00 手間

清掃工事0113043 住戸内クリーニング／材料含む 50m2程度(ｻｯｼ･設備器具清掃含む)汚れ程度小 住戸 4.00 手間

0小　　　　　計

建築（調査・点
検）0114001 ２時間程度／労務費・交通費含む 空家立合調査（指定団地） 回 19.00 手間

建築（調査・点
検）0114003 ２時間程度／労務費・交通費含む 空家立合調査（指定団地を除く） 回 5.00 手間

建築（調査・点
検）0114005 ２時間程度／労務費・交通費含む 一般（AM8:00-PM5:00） 回 9.00 手間

建築（調査・点
検）0114006 ２時間程度/労務費･交通費含む 一般夜間(PM5:00-PM10:00) 回 4.00 手間

建築（調査・点
検）0114007 ２時間程度／労務費・交通費含む 一般深夜（PM10:00-AM8:00） 回 3.00 手間

建築（調査・点
検）0114009 ２時間程度／労務費・交通費含む 休日（AM8:00-PM5:00） 回 4.00 手間

建築（調査・点
検）0114010 ２時間程度/労務費･交通費含む 休日夜間(PM5:00-PM10:00) 回 3.00 手間

建築（調査・点
検）0114011 ２時間程度／労務費・交通費含む 休日深夜（PM10:00-AM7:00） 回 3.00 手間

0小　　　　　計

建築（その他）0115001 年末年始待機 日 4.00 手間
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建築（その他）0115002 平日夜間労務費 普通作業員／一般夜間(PM5:00-PM10:00) 人 5.00 手間

建築（その他）0115003 平日深夜労務費 普通作業員／一般深夜(PM10:00-AM8:00) 人 2.00 手間

建築（その他）0115004 休日一般労務費 普通作業員／休日(AM8:00-PM5:00) 人 3.00 手間

建築（その他）0115005 休日夜間労務費 普通作業員／休日夜間(PM5:00-PM10:00) 人 2.00 手間

建築（その他）0115006 休日深夜労務費 普通作業員／休日深夜(PM10:00-AM7:00) 人 2.00 手間

0小　　　　　計

0直接工事費
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