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設　計　書

令和 2年度緊急空家修繕工事工区別団地割一覧表参考資料

原 設 計 額

2

県営住宅修繕（給排水）工事（参考設計書）

原 工 事 価 格

円也

円也

令和 2年度県営住宅建物管理台帳

名　　称 単位 数量 設　　計　　金　　額 摘　　要

　Ⅰ．直接工事費

　Ⅱ．共通仮設費

　Ⅲ．現場管理費

　Ⅳ．一般管理費 等

式

式

式

式

　１

　１

　１

　１

　　　　小　　計

　　　　工事価格

　　　　合　　計

　１式　　　　消費税相当額
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単価ｺｰﾄﾞ

2

分　類 名　　　　　称 規格、形状、寸法 単位
原　　設　　計

数量 単価 金額
摘　要

1 / 4 頁

給排水設備工事0221001 給湯一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 13㎜（屋内） ｍ 10.00 材工

給排水設備工事0221002 給湯一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 20㎜（屋内） ｍ 10.00 材工

給排水設備工事0221003 被覆付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 16A保温厚5ｔ(ｶﾊﾞｰ含む) ｍ 8.00 材工

給排水設備工事0221004 被覆付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 13A保温厚5ｔ(ｶﾊﾞｰ含む) ｍ 8.00 材工

給排水設備工事0221005 屋内給水管補修・取替施工費 配管工 人 2.00 手間

給排水設備工事0221006 屋内排水管補修・取替施工費 配管工 人 2.00 手間

給排水設備工事0221007 水道水採水及び水質検査 配管工 人 1.00 手間

給排水設備工事0221010 ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 16A保温厚5ｔ(ｶﾊﾞｰなし) ｍ 10.00 材工

給排水設備工事0221011 ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 13A保温厚5ｔ(ｶﾊﾞｰなし) ｍ 10.00 材工

給排水設備工事0221013 鏡取付 360*450程度 枚 5.00 材工

給排水設備工事0221021 ミラーキャビネット取付 320*105*458　TSF-126　同等品以上 箇所 2.00 材工

給排水設備工事0221036 ﾛｰﾀﾝｸ用ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ取替 ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ本体(手洗い付ﾀﾝｸ用)PV46XF-13同等品以上 箇所 6.00 材工

給排水設備工事0221037 ﾛｰﾀﾝｸ用ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ取替 ﾏﾙﾁﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ本体(手洗い付ﾀﾝｸ用)TF-20B/TF-21B同等品以上 箇所 6.00 材工

給排水設備工事0221041 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取付 60㎝　3段速調　BDR-3HL-601　同等品以上 箇所 2.00 材工

給排水設備工事0221042 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取付壁ｽｲｯﾁ式 60㎝　2段速調　BDR-3HLK2　同等品以上 箇所 2.00 材工

給排水設備工事0221043 自在水栓（横型） T131S13  泡沫式　F10A 箇所 4.00 材工

給排水設備工事0221045 自在水栓（立型） T132AR13 泡沫式　F9A 箇所 4.00 材工

給排水設備工事0221047 混合水栓（台付ﾂｰﾊﾝﾄﾞﾙ） TKJ23R　泡沫式　F2C 箇所 4.00 材工

給排水設備工事0221049 万能ﾎｰﾑ横水栓 T200SNR13　F7 箇所 5.00 材工

給排水設備工事0221050 洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ 非防水型 箇所 5.00 材工

給排水設備工事0221051 洗濯機用防水パン 800形 横引きﾄﾗｯﾌﾟ 箇所 5.00 材工

給排水設備工事0221052 洗濯機用自動止水機能付きノズル 標準13(1/2)用ﾜﾝﾀｯﾁ接続ﾉｽﾞﾙ回転ﾀｲﾌﾟ 箇所 10.00 材工

給排水設備工事0221053 設備機器取替施工費 配管工 人 2.00 手間

給排水設備工事0221055 流し台・ｶﾞｽ台取外し取付施工費 配管工 人 2.00 手間

給排水設備工事0221056 流し台据付 1槽 W=1200 台 2.00 手間
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給排水設備工事0221057 作業台据付 W=600以下 台 4.00 手間

給排水設備工事0221058 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管VB 15mm(屋内) ｍ 7.00 材工

給排水設備工事0221059 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管VB 20㎜（屋内） ｍ 7.00 材工

給排水設備工事0221061 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管VB 40㎜（屋外架空・暗渠） ｍ 7.00 材工

給排水設備工事0221063 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管VB 50㎜(屋外架空・暗渠） ｍ 7.00 材工

給排水設備工事0221065 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管VB 65㎜（屋外架空・暗渠） ｍ 7.00 材工

給排水設備工事0221067 HIVP管 20㎜(地中配管） ｍ 8.00 材工

給排水設備工事0221068 HIVP管 25㎜（地中配管） ｍ 8.00 材工

給排水設備工事0221069 HIVP管 30㎜（地中配管） ｍ 8.00 材工

給排水設備工事0221071 HIVP管 40㎜(地中配管） ｍ 8.00 材工

給排水設備工事0221073 HIVP管 50㎜(地中配管） ｍ 8.00 材工

給排水設備工事0221075 HIVP管 65㎜(地中配管） ｍ 8.00 材工

給排水設備工事0221077 HIVP管 75㎜(地中配管） ｍ 8.00 材工

給排水設備工事0221081 屋外給水管補修・取替施工費 配管工 人 2.00 手間

給排水設備工事0221082 排水管高圧洗浄(屋外配管) 洗浄車･吸引(運転者含む) 基本料別途 ｍ 8.00 材工

給排水設備工事0221084 排水管高圧洗浄(屋内) 1系統当り 箇所 4.00 材工

給排水設備工事0221085 排水管高圧洗浄(屋内) 1系統追加ごと 箇所 4.00 材工

給排水設備工事0221087 排水管清掃施工費 配管工 人 2.00 手間

給排水設備工事0221089 水道手続費 漏水証明書／配管工 人 2.00 手間

給排水設備工事0221091 自動給水装置定水位調整弁取替 50A　横形 箇所 2.00 材工

給排水設備工事0221092 自動給水装置定水位調整弁取替 50A　立形 箇所 2.00 材工

給排水設備工事0221093 自動給水装置定水位調整弁取替 40A　横形 箇所 2.00 材工

給排水設備工事0221094 自動給水装置定水位調整弁取替 40A　立形 箇所 2.00 材工

給排水設備工事0221095 給水施設改修施工費 設備機械工 人 2.00 手間

給排水設備工事0221096 洗面化粧台設置 W500ﾀｲﾌﾟ 洗面台:FTVN-500 ﾐﾗｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ:MFK-501 箇所 1.00 材工
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給排水設備工事0221097 洗面台設置 W500ﾀｲﾌﾟ 洗面台:FTVN-500 箇所 1.00 材工

給排水設備工事0221098 洗面化粧台設置 W600ﾀｲﾌﾟ 洗面台:LSAB-60WDN1B ﾐﾗｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ:LSAM-6VS 箇所 1.00 材工

給排水設備工事0221099 洗面台設置 W600ﾀｲﾌﾟ 洗面台:LSAB-60WDN1B 箇所 1.00 材工

給排水設備工事0221100 ミラーキャビネット W500ﾀｲﾌﾟ MFK-501 箇所 1.00 材工

給排水設備工事0221101 ミラーキャビネット W600ﾀｲﾌﾟ LSAM-6VS 箇所 1.00 材工

給排水設備工事0221102 流し台取替(W=1200) BL型 箇所 1.00 材工

給排水設備工事0221103 流し台取替(W=1500) BL型 箇所 1.00 材工

給排水設備工事0221104 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 1.00 材工

給排水設備工事0221105 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 4.00 手間

給排水設備工事0221111 配管貫通口　はつり補修 RC　120～150mm　75φ 箇所 5.00 材工

給排水設備工事0221112 配管貫通口　はつり補修 RC　120～150mm　100φ 箇所 5.00 材工

給排水設備工事0221113 洗濯機ﾊﾟﾝ撤去及び取付 ﾄﾗｯﾌﾟ付　再使用する 組 2.00 手間

給排水設備工事0221115 洋風便器取外し及び取付 ﾀﾝｸ方式　再使用する 組 2.00 手間

給排水設備工事0221116 洗面器（化粧台）取外し及び取付 水栓２個まで　再使用有 組 2.00 手間

給排水設備工事0221117 洗濯機ﾊﾟﾝ撤去 再使用なし 組 2.00 手間

給排水設備工事0221118 和風大便器撤去 ﾌﾗｯｼｭ弁方式　再使用しない 組 2.00 手間

給排水設備工事0221119 洋風便器撤去 ﾀﾝｸ方式　再使用しない 組 2.00 手間

給排水設備工事0221120 洗面器撤去 水栓２個まで　再使用しない 組 2.00 手間

給排水設備工事0221121 洗面化粧台撤去 再使用しない 組 2.00 手間

給排水設備工事0221123 和風大便器撤去 ﾀﾝｸ方式　再使用しない 組 2.00 手間

給排水設備工事0221124 鏡撤去 再使用する 枚 2.00 手間

給排水設備工事0221125 鏡撤去 再使用しない 枚 2.00 手間

0小　　　　　計

給排水（調査・
点検）0222001 ２時間程度／労務費・交通費含む 一般（AM8:00-PM5:00） 回 5.00 手間

給排水（調査・
点検）0222002 ２時間程度/労務費･交通費含む 一般夜間(PM5:00-PM10:00) 回 3.00 手間
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給排水（調査・
点検）0222003 ２時間程度／労務費・交通費含む 一般深夜（PM10:00-AM7:00） 回 3.00 手間

給排水（調査・
点検）0222005 ２時間程度／労務費・交通費含む 休日（AM8:00-PM5:00） 回 5.00 手間

給排水（調査・
点検）0222006 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

給排水（調査・
点検）0222007 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

給排水（その他
）0223001 年末年始待機 日 6.00 手間

給排水（その他
）0223002 平日夜間労務費 配管工／一般夜間(PM5:00-PM10:00) 人 2.00 手間

給排水（その他
）0223003 平日深夜労務費 配管工／一般深夜(PM10:00-AM8:00) 人 2.00 手間

給排水（その他
）0223004 休日一般労務費 配管工／休日(AM8:00-PM5:00) 人 2.00 手間

給排水（その他
）0223005 休日夜間労務費 配管工／休日夜間(PM5:00-PM10:00) 人 2.00 手間

給排水（その他
）0223006 休日深夜労務費 配管工／休日深夜(PM10:00-AM8:00) 人 2.00 手間

0小　　　　　計

0直接工事費

JREZEN03


