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 積算内訳表  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

14,442,790

14,442,790

3,619,800

3,619,800

2,011.00 1,800 3,619,800

ｍ2

6,851,140

2,006,150

16.90 42,000 709,800

ｍ2

1.10 50,000 55,000

ｍ2

6.90 40,000 276,000

ｍ2

4.80 45,000 216,000

ｍ2

206.30 2,500 515,750

ｍ

3.60 3,500 12,600

ｍ

0.60 50,000 30,000

ｍ2

6.00 10,000 60,000

箇所

13.00 6,000 78,000

箇所

5.30 10,000 53,000

ｍ2

直接工事費

   建築修繕工事

     直接仮設工事

       足場

          1 足場設置・撤去

     外壁工事

       下地補修

          2 タイル面クラック補修

          3 タイル面陶片浮き補修

          4 タイル面下地浮き補修

          5 タイル面欠損補修

          6 モルタルクラック補修(1) 0.2mm未満

          7 モルタルクラック補修(2) 0.2mm以上

          8 モルタル浮き補修

          9 鉄筋爆裂補修(1) L＝100mm以上

          10 鉄筋爆裂補修(2) L＝100mm未満

          11 脆弱塗膜撤去
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 積算内訳表  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

2,436,790

382.00 1,200 458,400

ｍ

529.10 1,200 634,920

ｍ

626.50 700 438,550

ｍ

56.00 1,000 56,000

箇所

337.50 1,000 337,500

ｍ

5.80 1,000 5,800

ｍ

1.20 1,000 1,200

ｍ

1.00 100,000 100,000

式

1,882.10 200 376,420

ｍ

56.00 500 28,000

箇所

2,408,200

286.40 100 28,640

ｍ

232.40 300 69,720

ｍ2

1.00 100,000 100,000

式

286.40 3,000 859,200

ｍ

103.20 4,500 464,400

ｍ2

       シーリング防水

          12 外壁誘発目地打ち 変形シリコーン系（MS-２）

          13 外壁打継ぎ目地打ち 変形シリコーン系（MS-２）

          14 サッシ廻り打ち 変形シリコーン系（MS-２）

          15 換気ガラリ・フード廻り打ち 変形シリコーン系（MS-２）

          16 庇目地打ち 変形シリコーン系（MS-２）

          17 パラペット目地打ち ポリウレタン系（PU-2）

          18 塔屋水回り目地打ち ポリウレタン系（PU-2）

          19 外壁石廻りシーリング 変形シリコーン系（MS-2）

          20 既存シーリング撤去

          21 換気ガラリ・フードシーリング撤去

       外壁吹付塗装

          22 高圧水洗浄（1）

          23 高圧水洗浄（2）

          24 下地補修跡肌合わせ

          25 外壁複層塗装 可とう形改修塗装RE+フッ素

          26 塔屋複層塗装 可とう形改修塗装RE+フッ素
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 積算内訳表  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

26.40 4,500 118,800

ｍ2

4.80 2,000 9,600

ｍ2

98.00 4,000 392,000

ｍ2

114.20 1,200 137,040

ｍ2

57.20 4,000 228,800

ｍ2

2,911,170

2,911,170

330.90 300 99,270

ｍ2

1.00 200,000 200,000

式

330.90 1,000 330,900

ｍ2

309.60 6,000 1,857,600

ｍ2

21.30 6,000 127,800

ｍ2

7.00 15,000 105,000

箇所

17.80 1,000 17,800

ｍ2

17.80 6,000 106,800

ｍ2

6.00 1,000 6,000

ｍ2

6.00 10,000 60,000

ｍ2

          27 屋上複層塗装 可とう形改修塗装RE+フッ素

          28 出窓裏塗装 外壁薄塗塗材E

          29 庇屋根塗装 屋根用遮熱塗装（フッ素タイプ）

          30 庇天井塗装 EP塗装

          31 庇パネル・柱塗装 屋根用遮熱塗装（フッ素タイプ）

     屋上工事

       防水工事

          32 高圧水洗浄

          33 平場伸縮目地撤去・埋戻し

          34 平場下地調整 カチオンフィラー

          35 平場ウレタン塗膜防水 X-1工法

          36 立上りウレタン塗膜防水 X-2工法

          37 脱気筒新設 SUS製

          38 パラペット下地調整 カチオンフィラー

          39 パラペットウレタン塗膜防水 X-2工法

          40 架台天端下地調整 カチオンフィラー

          41 架台天端ウレタン塗膜防水 X-2工法
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 積算内訳表  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

241,080

241,080

19.60 300 5,880

ｍ2

19.60 5,000 98,000

ｍ2

19.60 1,000 19,600

ｍ2

16.20 6,000 97,200

ｍ2

3.40 6,000 20,400

ｍ2

119,600

119,600

6.00 300 1,800

ｍ2

1.80 3,000 5,400

ｍ2

4.20 1,000 4,200

ｍ2

8.80 2,000 17,600

ｍ

4.00 10,000 40,000

ｍ2

1.80 10,000 18,000

ｍ2

8.80 2,000 17,600

ｍ

1.00 15,000 15,000

箇所

     塔屋工事

       防水工事

          42 高圧水洗浄

          43 既存防水脆弱部補修

          44 下地調整 カチオンフィラー

          45 平場ウレタン塗膜防水 X-2工法

          50 塩ビ被覆鋼板 50ｍｍ平

          46 立上りウレタン塗膜防水 X-2工法

     階段室屋根工事

       防水工事

          54 改修用ドレン

          53 押え金物 L-30×15

          47 高圧水洗浄

          48 立上り既存防水撤去

          49 平場既存防水脆弱部補修 カチオンフィラー

          51 平場塩ビシート防水 機械的固定工法　ｔ2.0

          52 立上り塩ビシート防水 接着工法　ｔ2.0
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 積算内訳表  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

700,000

700,000

1.00 700,000 700,000

式

       施工数量調査

          55 施工数量確認調査

     施工数量調査
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 総括表  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

    直接工事費 14,442,790

　　　共通費（建築工事） 592,154

　　　　共通仮設費 592,154

　　　　　共通仮設費（率） 14,442,790 × 4.10% （ 4.56% × 0.90 ） 592,154

　　　　現場管理費 15,034,944 × 15.80% 2,375,521

　　工事原価 17,410,465

　　一般管理費等 17,410,465 × 15.52% － 9,533 2,692,571

　　契約保証費 17,410,465 × 0.04% 6,964

  工事価格 20,110,000

　消費税等相当額 20,110,000 × 10.00% 2,011,000

請負工事費 22,121,000
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

番号：1   

名称：足場設置・撤去　 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 1,800.00 1,800

1,800.00 1,800

番号：2   

名称：タイル面クラック補修　 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 42,000.00 42,000

42,000.00 42,000

番号：3   

名称：タイル面陶片浮き補修　 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 50,000.00 50,000

50,000.00 50,000

番号：4   

名称：タイル面下地浮き補修　 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 40,000.00 40,000

40,000.00 40,000

足場設置・撤去

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

タイル面クラック補修

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

タイル面陶片浮き補修

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

タイル面下地浮き補修

合　　計 作業能力：1.00ｍ2
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

番号：5   

名称：タイル面欠損補修　 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 45,000.00 45,000

45,000.00 45,000

番号：6   

名称：モルタルクラック補修(1)　0.2mm未満 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 2,500.00 2,500

2,500.00 2,500

番号：7   

名称：モルタルクラック補修(2)　0.2mm以上 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 3,500.00 3,500

3,500.00 3,500

番号：8   

名称：モルタル浮き補修　 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 50,000.00 50,000

50,000.00 50,000

タイル面欠損補修

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

モルタルクラック補修(1)

合　　計 作業能力：1.00ｍ

モルタルクラック補修(2)

合　　計 作業能力：1.00ｍ

モルタル浮き補修

合　　計 作業能力：1.00ｍ2
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

番号：9   

名称：鉄筋爆裂補修(1)　L＝100mm以上 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

箇所 1.00 10,000.00 10,000

10,000.00 10,000

番号：10   

名称：鉄筋爆裂補修(2)　L＝100mm未満 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

箇所 1.00 6,000.00 6,000

6,000.00 6,000

番号：11   

名称：脆弱塗膜撤去　 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 10,000.00 10,000

10,000.00 10,000

番号：12   

名称：外壁誘発目地打ち　変形シリコーン系（MS-２） 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 1,200.00 1,200

1,200.00 1,200

鉄筋爆裂補修(1)

合　　計 作業能力：1.00箇所

鉄筋爆裂補修(2)

合　　計 作業能力：1.00箇所

脆弱塗膜撤去

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

外壁誘発目地打ち

合　　計 作業能力：1.00ｍ
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

番号：13   

名称：外壁打継ぎ目地打ち　変形シリコーン系（MS-２） 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 1,200.00 1,200

1,200.00 1,200

番号：14   

名称：サッシ廻り打ち　変形シリコーン系（MS-２） 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 700.00 700

700.00 700

番号：15   

名称：換気ガラリ・フード廻り打ち　変形シリコーン系（MS-２） 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

箇所 1.00 1,000.00 1,000

1,000.00 1,000

番号：16   

名称：庇目地打ち　変形シリコーン系（MS-２） 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 1,000.00 1,000

1,000.00 1,000

外壁打継ぎ目地打ち

合　　計 作業能力：1.00ｍ

サッシ廻り打ち

合　　計 作業能力：1.00ｍ

換気ガラリ・フード廻り打ち

合　　計 作業能力：1.00箇所

庇目地打ち

合　　計 作業能力：1.00ｍ
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

番号：17   

名称：パラペット目地打ち　ポリウレタン系（PU-2） 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 1,000.00 1,000

1,000.00 1,000

番号：18   

名称：塔屋水回り目地打ち　ポリウレタン系（PU-2） 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 1,000.00 1,000

1,000.00 1,000

番号：19   

名称：外壁石廻りシーリング　変形シリコーン系（MS-2） 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 100,000.00 100,000

100,000.00 100,000

番号：20   

名称：既存シーリング撤去　 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 200.00 200

200.00 200

パラペット目地打ち

合　　計 作業能力：1.00ｍ

塔屋水回り目地打ち

合　　計 作業能力：1.00ｍ

外壁石廻りシーリング

合　　計 作業能力：1.00式

既存シーリング撤去

合　　計 作業能力：1.00ｍ
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

番号：21   

名称：換気ガラリ・フードシーリング撤去　 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

箇所 1.00 500.00 500

500.00 500

番号：22   

名称：高圧水洗浄（1）　 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 100.00 100

100.00 100

番号：23   

名称：高圧水洗浄（2）　 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 300.00 300

300.00 300

番号：24   

名称：下地補修跡肌合わせ　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 100,000.00 100,000

100,000.00 100,000

換気ガラリ・フードシーリング撤去

合　　計 作業能力：1.00箇所

高圧水洗浄（1）

合　　計 作業能力：1.00ｍ

高圧水洗浄（2）

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

下地補修跡肌合わせ

合　　計 作業能力：1.00式
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

番号：25   

名称：外壁複層塗装　可とう形改修塗装RE+フッ素 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 3,000.00 3,000

3,000.00 3,000

番号：26   

名称：塔屋複層塗装　可とう形改修塗装RE+フッ素 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 4,500.00 4,500

4,500.00 4,500

番号：27   

名称：屋上複層塗装　可とう形改修塗装RE+フッ素 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 4,500.00 4,500

4,500.00 4,500

番号：28   

名称：出窓裏塗装　外壁薄塗塗材E 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 2,000.00 2,000

2,000.00 2,000

外壁複層塗装

合　　計 作業能力：1.00ｍ

塔屋複層塗装

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

屋上複層塗装

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

出窓裏塗装

合　　計 作業能力：1.00ｍ2
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

番号：29   

名称：庇屋根塗装　屋根用遮熱塗装（フッ素タイプ） 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 4,000.00 4,000

4,000.00 4,000

番号：30   

名称：庇天井塗装　EP塗装 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 1,200.00 1,200

1,200.00 1,200

番号：31   

名称：庇パネル・柱塗装　屋根用遮熱塗装（フッ素タイプ） 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 4,000.00 4,000

4,000.00 4,000

番号：32   

名称：高圧水洗浄　 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 300.00 300

300.00 300

庇屋根塗装

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

庇天井塗装

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

庇パネル・柱塗装

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

高圧水洗浄

合　　計 作業能力：1.00ｍ2
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

番号：33   

名称：平場伸縮目地撤去・埋戻し　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 200,000.00 200,000

200,000.00 200,000

番号：34   

名称：平場下地調整　カチオンフィラー 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 1,000.00 1,000

1,000.00 1,000

番号：35   

名称：平場ウレタン塗膜防水　X-1工法 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 6,000.00 6,000

6,000.00 6,000

番号：36   

名称：立上りウレタン塗膜防水　X-2工法 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 6,000.00 6,000

6,000.00 6,000

平場伸縮目地撤去・埋戻し

合　　計 作業能力：1.00式

平場下地調整

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

平場ウレタン塗膜防水

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

立上りウレタン塗膜防水

合　　計 作業能力：1.00ｍ2
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

番号：37   

名称：脱気筒新設　SUS製 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

箇所 1.00 15,000.00 15,000

15,000.00 15,000

番号：38   

名称：パラペット下地調整　カチオンフィラー 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 1,000.00 1,000

1,000.00 1,000

番号：39   

名称：パラペットウレタン塗膜防水　X-2工法 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 6,000.00 6,000

6,000.00 6,000

番号：40   

名称：架台天端下地調整　カチオンフィラー 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 1,000.00 1,000

1,000.00 1,000

脱気筒新設

合　　計 作業能力：1.00箇所

パラペット下地調整

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

パラペットウレタン塗膜防水

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

架台天端下地調整

合　　計 作業能力：1.00ｍ2
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

番号：41   

名称：架台天端ウレタン塗膜防水　X-2工法 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 10,000.00 10,000

10,000.00 10,000

番号：42   

名称：高圧水洗浄　 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 300.00 300

300.00 300

番号：43   

名称：既存防水脆弱部補修　 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 5,000.00 5,000

5,000.00 5,000

番号：44   

名称：下地調整　カチオンフィラー 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 1,000.00 1,000

1,000.00 1,000

架台天端ウレタン塗膜防水

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

高圧水洗浄

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

既存防水脆弱部補修

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

下地調整

合　　計 作業能力：1.00ｍ2
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

番号：45   

名称：平場ウレタン塗膜防水　X-2工法 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 6,000.00 6,000

6,000.00 6,000

番号：46   

名称：立上りウレタン塗膜防水　X-2工法 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 6,000.00 6,000

6,000.00 6,000

番号：47   

名称：高圧水洗浄　 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 300.00 300

300.00 300

番号：48   

名称：立上り既存防水撤去　 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 3,000.00 3,000

3,000.00 3,000

平場ウレタン塗膜防水

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

立上りウレタン塗膜防水

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

高圧水洗浄

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

立上り既存防水撤去
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

番号：49   

名称：平場既存防水脆弱部補修　カチオンフィラー 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 1,000.00 1,000

1,000.00 1,000

番号：50   

名称：塩ビ被覆鋼板　50ｍｍ平 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 2,000.00 2,000

2,000.00 2,000

番号：51   

名称：平場塩ビシート防水　機械的固定工法　ｔ2.0 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 10,000.00 10,000

10,000.00 10,000

番号：52   

名称：立上り塩ビシート防水　接着工法　ｔ2.0 1ｍ2当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.00 10,000.00 10,000

10,000.00 10,000

平場既存防水脆弱部補修

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

塩ビ被覆鋼板

合　　計 作業能力：1.00ｍ

平場塩ビシート防水

合　　計 作業能力：1.00ｍ2

立上り塩ビシート防水

合　　計 作業能力：1.00ｍ2
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度博多港湾・空港整備事務所庁舎改修工事     

番号：53   

名称：押え金物　L-30×15 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 2,000.00 2,000

2,000.00 2,000

番号：54   

名称：改修用ドレン　 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

箇所 1.00 15,000.00 15,000

15,000.00 15,000

番号：55   

名称：施工数量確認調査　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 700,000.00 700,000

700,000.00 700,000

施工数量確認調査

合　　計 作業能力：1.00ｍ

押え金物

合　　計 作業能力：1.00式

改修用ドレン

合　　計 作業能力：1.00箇所
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