
1.2 コード・見積内容一覧表 木造・ＲＣ造・Ｓ造　共通

No 大区分 工事内訳項目 ｺｰﾄﾞ 見積内容

 
01 直接仮設工事

墨出し 01001 施工面積ないし人工を明記し一式計上。

養生 01002 養生の部位、種別、施工面積を明記し一式計上。

運搬 01003 仮設材及び建設用機械の運搬を車両の種別を明記し一式
計上。

整理清掃 01004 施工面積を明記し一式計上。

災害防止 01005 養生シート、金網張り、水平ネット、安全手すり等、必
要に応じ種別を明記し一式計上。

電力用水 01006 建物名称、規格と使用期間を明記し一式計上。

遣り方 01007 施工面積ないし人工を明記し一式計上。

足場設置 01008 内部、外部を区別し足場の種別、使用期間、掛け面積を
明記し一式計上。

仮設建物設置 01009 建物名称、規格と使用期間を明記し一式計上。

その他 01010 構台、桟橋等必要に応じ一式計上、上記に属さない直接
仮設費。

02 撤去工事

屋根仕上げ撤去 02001 仕様を明記し撤去の手間として㎡計上。

屋根下地撤去 02002 垂木、下地板、下葺き材等の撤去で手間として㎡計上。

外部天井仕上げ撤去 02003 回り縁共で撤去の手間として㎡計上。

外部天井下地撤去 02004 下地組、下地板共で撤去の手間として㎡計上。

天井仕上げ撤去 02005 表面仕上げの仕様を明記し撤去の手間として㎡計上。下
地材等の有る場合は仕様、寸法を明記し㎡計上。

天井下地撤去 02006 下地組、下地板共で撤去の手間として㎡計上。

外壁仕上げ撤去 02007 幅木共で撤去の手間として㎡計上。強度、スランプ、打
込み方法を明記し材工共で一式計上。

外壁下地撤去 02008 胴縁、下地板共で撤去の手間として㎡計上。

内壁仕上げ撤去 02009 幅木共で撤去の手間として㎡計上。

内壁下地撤去 02010 胴縁、下地板共で撤去の手間として㎡計上。

床仕上げ撤去 02011 表面仕上げの仕様を明記し撤去の手間として㎡計上。下
地材等の有る場合は仕様、寸法を明記し㎡計上。

床下地撤去 02012 根太、下地板共で撤去の手間として㎡計上。

基礎仕上げ撤去 02013 モルタル、タイル等の仕上げを明記し撤去の手間として
㎡計上。下地材等の有る場合は仕様、寸法を明記し㎡計
上。

建具撤去 02014 建具枠共で撤去の手間としてヶ所計上。下地材等の有る
場合は仕様、寸法を明記し㎡計上。

床スラブ撤去 02015 仕様、厚さを明記し㎡計上。

幅木撤去 02016 撤去の手間としてｍ計上。

胴縁撤去 02017 撤去の手間としてｍ計上。

根太撤去 02018 撤去の手間としてｍ計上。

梁撤去 02019 撤去の手間としてｍ計上。

母屋・垂木撤去 02020 寸法を明記しｍ計上。

下地モルタル撤去 02021 撤去の手間として㎡計上。

コンクリート撤去 02022 人力か機械の別を明記し手間として㎥計上。

ＡＬＣパネル撤去 02023 表面仕上げ材の仕様を明記し撤去の手間として㎡計上。

押えコンクリート撤去 02024 撤去の手間として㎡計上。



No 大区分 工事内訳項目 ｺｰﾄﾞ 見積内容

建具枠撤去 02025 建具枠撤去の手間としてヶ所計上。

シール材撤去 02026 仕様を明記し撤去の手間としてヶ所計上。

手摺撤去 02027 撤去の手間としてｍ計上。

雨押え包み板撤去 02028 撤去の手間としてｍ計上。

断熱材撤去 02029 取外し労務費を ㎡又は一式で計上。

既設タイル撤去 02030 仕様を明記し下地材共で撤去の手間として㎡計上。

笠木撤去 02031 撤去の手間としてｍ計上。

パラペットコンクリート撤去 02032 撤去の手間として㎥計上。

ふさぎ材撤去 02033 撤去の手間としてｍ計上。

土台撤去 02034 撤去の手間としてｍ計上。

大引き撤去 02035 撤去の手間としてｍ計上。

束、根がらみ取外し 02036 手間を一式計上。

束撤去 02037 手間を一式計上。

廻り縁撤去 02038 撤去の手間としてｍ計上。

屋根むな木撤去 02039 むな木の撤去で手間としてｍ計上。

配管撤去 02040 撤去の手間として一式で計上。

ドレン管撤去 02041 仕様を明記し撤去の手間としてヶ所計上。

バルコニー防水撤去 02042 撤去の手間として㎡計上。

水切り撤去 02043 撤去の手間としてｍ計上。

防水押え金物撤去 02044 撤去の手間としてｍ計上。

防水押え金物（固定金物）撤
去

02045 撤去の手間としてｍ計上。

アスファルト防水撤去 02046 撤去の手間として㎡計上。

防水紙撤去 02047 撤去の手間として㎡計上。

防水シート撤去 02048 撤去の手間として㎡計上。

改質アスファルトシート防水
撤去

02049 撤去の手間として㎡計上。

既存塗膜撤去 02050 表面仕上げの仕様を明記し撤去の手間として㎡計上。

ウレタン塗膜防水撤去 02051 撤去の手間として㎡計上。

室内給気口撤去 02052 撤去の手間として一式で計上。

防水パン・トラップの撤去 02053 撤去の手間として一式で計上。

既設便器撤去 02054 取外し労務費をヶ所又は一式で計上。

既設ロータンク撤去 02055 撤去の手間として一式で計上。

既設換気扇撤去 02056 撤去の手間として一式で計上。

トップライト取外し 02057 取外しの手間としてヶ所計上。

撤去材処分 02058 撤去した廃材を建設廃棄物として コンクリート塊、木く
ず等別に、それぞれの処分先を決め　運搬、処分費迄を
一式計上。

まぐさ撤去 02059 仕様を明記し撤去の手間としてヶ所計上。

振れ止め撤去 02060 仕様を明記し撤去の手間としてヶ所計上。

小屋筋かい撤去 02061 仕様を明記し撤去の手間としてヶ所計上。

ころび止め撤去 02062 仕様を明記し撤去の手間としてヶ所計上。

たる木つなぎ撤去 02063 仕様を明記し撤去の手間としてヶ所計上。

雨どい撤去 02064 仕様を明記し撤去の手間としてヶ所計上。

雨押え撤去 02065 仕様を明記し撤去の手間としてヶ所計上。

幕板撤去 02066 撤去の手間としてｍ計上。

土壌撤去 02067 撤去の手間として㎥計上。

植栽撤去 02068 撤去の手間として㎡計上。

耐根層保護層撤去 02069 撤去の手間として㎡計上。

耐根層撤去 02070 撤去の手間として㎡計上。

下ぶき材撤去 02071 撤去の手間として㎡計上。

換気フード撤去 02072 撤去の手間として一式で計上。

配管固定金具撤去 02073 撤去の手間として一式で計上。

充填モルタル撤去 02074 撤去の手間として一式で計上。



No 大区分 工事内訳項目 ｺｰﾄﾞ 見積内容

03 基礎工事

山留め 03001 必要に応じて工法、期間、面積を明記し一式計上。

根切り 03002 人力、機械の別と根切り深さを明記し㎥計上。

埋戻し 03003 根切り土か購入土の別を明記し㎥計上。

水替え 03004 雨水、湧水等の処理を工法、期間を明記し一式計上。

建設発生土処分 03005 建設発生土を処分先を決め積込み手間、運搬費、処分費
共で㎥計上。

鋼管取付け 03006 杭種、杭径、長さを明記し材料費として本数計上。

杭施工 03007 日数、人工、溶接費、副資材、手間と消耗品として一式
計上。

既設杭再圧入 03008 日数、人工、溶接費、副資材、手間と消耗品として一式
計上。

耐圧版打込み 03009 コンクリート強度、スランプ、打込み方法、鉄筋の規
格、径を明記し材工共で一式計上。

パイプサポート設置、取外し 03010 規格、仕様を明記し材工共で㎡、一式計上。

油圧ジャッキ設置、取外し 03011 規格、仕様を明記し材工共で㎡、一式計上。

ジャッキアップ 03012 取付け、揚程、日数、人工を明記し一式計上。PCサンド
ル等を含む。

表面仕上げ 03013 仕上げを明記し材工共で㎡計上。

サンドル取付け 03014 規格、寸法、ヶ所を明記し一式計上。

定着コンクリート打込み 03015 コンクリート・型枠・鉄筋等を用い既設基礎と鋼管杭を
定着させる。強度、スランプ、打込み方法を明記し材工
共で一式計上。

無収縮モルタル圧入 03016 強度、スランプ、打込み方法を明記し材工共で㎥計上。

非流動性グラウト圧入 03017 施工面積、建物規模、工法等を明記の上、専門業者の見
積により材工共で一式計上。

コンクリート目荒し 03018 手間として施工面積を㎡計上。

コンクリートはつり 03019 人力か機械の別を明記し手間として一式計上。

コンクリート打込み 03020 強度、スランプ、打込み方法を明記し材工共で㎥計上。

型枠組み 03021 材工及び運搬費共で㎡計上。

砕石地業 03022 厚さを明記し材工共で㎥計上。

異形鉄筋組み 03023 規格、寸法を明記し材工及び運搬費共で ｔ 計上。

鉄筋錆落し 03024 防錆処理剤塗布、モルタル被膜等の処置を一式計上。

鉄筋防錆処理 03025 プライマー塗布を材工共で一式計上。

基礎天端均しモルタル打込み 03026 部位と幅を明記し材工共でｍ計上。

欠損部モルタル充填 03027 工法、大きさ、ヶ所を明記し材工共でｍ又は㎡計上。

仮設ブランケット及び根がら
み鋼材

03028 規格、寸法を明記し材工共で ｔ 又は一式計上。

基礎スラブ穴開け、穴埋め 03029 削孔の為の器具損料及び削孔部を穴埋め（無収縮ﾓﾙﾀﾙを
用い）までの工程を　工法、日数、人工を明記し一式計
上。発泡モルタル充填 03030 配合、強度、打込み方法を明記し材工共で㎥計上。

無収縮モルタル充填 03031 強度、スランプ、打込み方法を明記し材工共で‰計上。

ベース下均しモルタル打込み 03032 仕様、厚さ、寸法等を明記し材工共でヶ所又は一式計
上。

床下換気・乾燥 03033 床下の換気・乾燥の方法を明記し一式計上。



No 大区分 工事内訳項目 ｺｰﾄﾞ 見積内容

防湿シート敷込み 03034 仕様、厚さを明記し材工共で㎡計上。

乾燥砂敷込み 03035 厚さを明記し材工共で㎡計上。

溶接金鋼取付け 03036 規格、寸法を明記し材工共で㎡計上。

砂利地業 03037 厚さを明記し材工共で㎡計上。

アンカーボルト締緩 03038 寸法、長さを明記し材工共で本数計上。

あと施工アンカー取付け 03039 寸法、長さを明記し材工共で本数計上。

ブラケット取付け 03040 規格、寸法、ヶ所を明記し一式計上。

セメント系硬化液注入 03041 種類と注入方法を明記し材工共で一式計上。

ＰＣサンドル取付け 03042 規格、寸法、ヶ所を明記し一式計上。

基礎立上り仕上げ 03043 仕様を明記し材工共で㎡計上。

プライマー塗布 03044 材工共で一式計上。

ひび割れ部補修 03045 工法、仕様を明記し材工共でｍ、㎡、一式計上。

ひび割れ部清掃 03046 目荒し、水洗い、ワイヤブラシ等で下地処理し材工共で
ｍないし㎡計上。

樹脂注入工法 03047 工法を明記し材工共で㎡計上。

エポキシ樹脂注入 03048 穴明け、台座接着、仮止めシール共で材工共でｍ計上。

シール材塗布 03049 仕様を明記し材工共でｍ計上。

シール材充填 03050 仕様を明記し材工共でｍ計上。

グラウト注入 03051 仕様を明記し材工共でｍ計上。

束石設置 03052 仕様、寸法を明記し材工共でヶ所計上。

防湿フィルム取付け 03053 仕様を明記し材工共でｍ計上。

ホールダウン取付け 03054 規格、仕様を明記し材工共で㎡、一式計上。

04 躯体工事

土台取付け 04001 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

大引き取付け 04002 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

束取付け 04003 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

根太取付け 04004 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

根がらみ取付け 04005 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

梁取付け 04006 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

筋かい取付け 04007 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

小屋束取付け 04008 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

小屋筋かい取付け 04009 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

たる木取付け 04010 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

母屋取付け 04011 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

むな木取付け 04012 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

構造用合板取付け 04013 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。
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構造用木材取付け 04014 柱､梁、添え柱、添え梁、土台、束、大引き、根がらみ、
根太掛け、添え木、筋かい、構造用合板、棟木、小屋
束、母屋、垂木、垂木掛け、振止め、小屋筋かい等を示
す｡材種、等級、寸法を明記し材料費としてヶ所計上。

建入れ直し 04015 施工費として一式計上。

振止め 04016 施工費として一式計上。

床根太取付け 04017 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

添え床根太取付け 04018 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

たて枠、上下枠、頭つなぎ 04019 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

まぐさ取付け 04020 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

まぐさ受け取付け 04021 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

たて枠取付け 04022 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

下枠材取付け 04023 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

補強材（面材）取付け 04024 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

補強材（筋かい）取付け 04025 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

補強添え木取付け 04026 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

補強添えたる木取付け 04027 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

添えたる木取付け 04028 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

たる木つなぎ取付け 04029 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

添え木取付け 04030 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

トラス補強 04031 規格、仕様を明記し材工共で㎡、一式計上。

鋼製火打ち梁取付け 04032 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。

金物取付け 04033 規格、仕様を明記し材工共で㎡、一式計上。

鉄骨取付け 04034 規格、寸法を明記し材工共で ｔ 計上。耐火被覆、又は
防錆塗装等を含む。

鉄骨建入れ直し 04035 規格、寸法を明記し材工共で ｔ 又は一式計上。必要に
応じ　耐火被覆、又は防錆塗装等を含む。

鉄骨小梁新設 04036 規格、寸法を明記し材工共で ｔ 又は一式計上。必要に
応じ　耐火被覆、又は防錆塗装等を含む。

CT形鋼取付け 04037 規格、寸法を明記し材工共で ｔ 又は一式計上。必要に
応じ　耐火被覆、又は防錆塗装等を含む。

溝形鋼取付け 04038 規格、寸法を明記し材工共で ｔ 又は一式計上。必要に
応じ　耐火被覆、又は防錆塗装等を含む。

Ｈ形鋼取付け 04039 規格、寸法を明記し材工共で ｔ 又は一式計上。必要に
応じ　耐火被覆、又は防錆塗装等を含む。

Ｈ形鋼受け金物取付け 04040 規格、寸法を明記し材工共で ｔ 又は一式計上。必要に
応じ　耐火被覆、又は防錆塗装等を含む。

添え梁取付け 04041 規格、寸法を明記し材工共で ｔ 又は一式計上。必要に
応じ　耐火被覆、又は防錆塗装等を含む。

添え梁取付けプレート取付け 04042 規格、寸法を明記し材工共で ｔ 又は一式計上。必要に
応じ　耐火被覆、又は防錆塗装等を含む。



No 大区分 工事内訳項目 ｺｰﾄﾞ 見積内容

下地鉄骨取付け 04043 規格、寸法を明記し材工共で ｔ 又は一式計上。必要に
応じ　耐火被覆、又は防錆塗装等を含む。

プレート溶接 04044 規格、寸法を明記し材工共で ｔ 又は一式計上。必要に
応じ　耐火被覆、又は防錆塗装等を含む。

ボルト取付け 04045 規格、寸法を明記し材工共で ｔ 又は一式計上。必要に
応じ　耐火被覆、又は防錆塗装等を含む。

ブレース取付け 04046 規格、寸法を明記し材工共で ｔ 又は一式計上。必要に
応じ　耐火被覆、又は防錆塗装等を含む。

コンクリート打込み 04047 強度、スランプ、打込み方法を明記し材工共で㎥又は一
式計上。

型枠組み 04048 材工及び運搬費共で㎡計上。

異形鉄筋組み 04049 規格、寸法を明記し材工及び運搬費共で ｔ 計上。

デッキプレート取付け 04050 規格、厚みを明記し材工及び運搬費共で㎡又は ｔ 計
上。

無収縮モルタル圧入 04051 強度、スランプ、打込み方法を明記し材工共で㎥計上。

ＡＬＣパネル取付け 04052 規格、厚さを明記し材工共で㎡計上。

穴開け 04053 部位、径、ヶ所を明記し材工共で一式計上。

補強鋼板取付け 04054 規格、寸法を明記し材工共で ｔ 計上。耐火被覆、又は
防錆塗装等を含む。

繊維シート張付け 04055 仕様を明記し材工共で㎡計上。下地材等の有る場合は仕
様、寸法を明記し㎡計上。

耐火被覆 04056 仕様を明記し材工共で㎡計上。

端部アングル留め 04057 仕様を明記し材工共でｍ計上。

スラブ溝掘り 04058 仕様を明記し材工共でｍ計上。

エポキシモルタル詰め 04059 仕様を明記し材工共でｍ計上。

鉄筋埋込み 04060 規格、材種、径を明記しヶ所計上。

軽量モルタル打込み 04061 仕様を明記し材工共で㎡計上。

無収縮グラウト圧入 04062 強度、スランプ、打込み方法を明記し材工共で㎥計上。

膨張グラウト圧入 04063 強度、スランプ、打込み方法を明記し材工共で‰計上。

割裂防止補強筋 04064 規格、寸法を明記し材工共で ｔ 計上。

スリット復旧 04065 すき間部コンクリート打込み、強度、スランプを明記し
材工共で 一式計上。

コンクリート目荒らし 04066 手間として㎡計上。

コンクリートはつり 04067 人力か機械の別を明記し手間として㎡、㎥計上。

シアコネクター取付け 04068 仕様を明記し材工共でヶ所計上。

エポキシ樹脂注入 04069 強度、スランプ、打込み方法を明記し材工共で‰計上。

錆除去処理 04070 工法、仕様を明記し材工共でｍ、㎡、一式計上。

鉄筋防錆処理 04071 プライマー塗布を材工共で一式計上。

各種抑制材塗布 04072 仕様を明記し材工共で㎡計上。

欠損部充填 04073 工法、仕様を明記し材工共でｍ、㎡、一式計上。

欠損部補修 04074 工法、仕様を明記し材工共でｍ、㎡、一式計上。

構造材補修 04075 工法、仕様を明記し材工共でｍ、㎡、一式計上。

ひび割れ部清掃 04076 目荒らし、水洗い、ワイヤブラシ等で下地処理をし材工
共でｍないし㎡計上。



No 大区分 工事内訳項目 ｺｰﾄﾞ 見積内容

ひび割れ部補修 04077 補修工法を明記し下地処理を含め材工共でｍ又は㎡計
上。

補修面清掃 04078 手間として㎡計上。

打継ぎ目地の新設 04079 材種、寸法を明記し材工共でｍ計上。

溶接金網取付け 04080 規格、仕様を明記し材工共で㎡、一式計上。

あと施工アンカー取付け 04081 規格、寸法を明記し材工共で本数計上。

緊結金物取付け 04082 接合金物、羽子板ボルト、通しボルト、取付け金物等を
示す｡規格、寸法を明記し材工共でヶ所計上。

鋼材取付け 04083 溝形鋼、H形鋼、H形鋼受け金物、受け金物､添え梁取付け
プレート、山形プレート、鋼製火打ち梁等を示す｡規格、
寸法を明記し材料費としてヶ所計上。

束、根がらみの再配置 04084 束、根がらみ再配置を示す｡取外し、再取付けの労務費を
一式で計上。

柱取付け 04085 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。添え柱取付け 04086 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。通しボルト取付け 04087 規格、仕様を明記し材工共で㎡、一式計上。

羽子板ボルト取付け 04088 規格、仕様を明記し材工共で㎡、一式計上。

接合金属取付け 04089 規格、仕様を明記し材工共で㎡、一式計上。

受け金物取付け 04090 規格、仕様を明記し材工共で㎡、一式計上。

シール充填 04091 取合いを明記し材工共でｍ計上。

下地処理 04092 仕様を明記し材工共で㎡計上。

ジャッキアップ 04093 ジャッキアップ設置から新設部材設置及びジャッキ撤去
までの施工費を一式計上。

パイプサポート設置、取外し 04094 規格、仕様を明記し材工共で㎡、一式計上。

油圧ジャッキ設置、取外し 04095 規格、仕様を明記し材工共で㎡、一式計上。

スペーサー設置 04096 規格、仕様を明記し材工共で㎡、一式計上。

鋼材の設置、取外し 04097 規格、仕様を明記し材工共で㎡、一式計上。

仮柱設置、取り外し 04098 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。振れ止め取付け 04099 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。ころび止め取付け 04100 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。小屋梁取付け 04101 材種、等級、寸法、長さを明記し材料費としてヶ所計
上。構造スリット取付け 04102 仕様を明記し材工共で㎡計上。

ブレース取外し 04103 規格、寸法を明記し材工共で ｔ 又は一式計上。
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05 屋根工事

屋根下地処理 05001 垂木､下地板､下葺き材等 仕様、寸法を明記し材工共で㎡
計上。

屋根仕上げ 05002 仕様を明記し役物を含め材工共で㎡計上。

外部天井下地処理 05003 材種、寸法、ピッチを明記し材工共で㎡計上。

外部天井仕上げ 05004 仕様、厚さを明記し材工共で㎡計上。

水切取付け 05005 仕様、寸法を明記し材工共でｍ計上。

けらば水切取替え 05006 仕様、寸法を明記し材工共でｍ計上。

軒先水切取替え 05007 仕様、寸法を明記し材工共でｍ計上。

捨水切取替え 05008 仕様、寸法を明記し材工共でｍ計上。

棟部水切取替え 05009 仕様、寸法を明記し材工共でｍ計上。

母屋・垂木取付け 05010 規格、寸法を明記しｍ計上。

谷板取付け 05011 仕様、寸法を明記し材工共でｍ計上。

換気金物取付け 05012 仕様、寸法を明記し材工共でｍ計上。

雨押え包み板取付け 05013 仕様、寸法を明記し材工共でｍ計上。

雨どい取付け 05014 仕様、寸法を明記し材工共でｍ計上。

軒どいの取り外し、再取付け 05015 軒どいの取外し、再取付けを手間としてｍ計上。

広小舞取付け 05016 材種、等級、断面、長さを明記し材工共でヶ所計上。

たる木取付け 05017 材種、等級、断面、長さを明記し材工共でヶ所計上。

瓦の留付け直し 05018 瓦の差替え、調整を下地補修共で一式計上。

下ぶき材取付け 05019 材種、厚さを明記し材工共で㎡計上。

防水紙取替え 05020 材種、厚さを明記し材工共で㎡計上。

屋根材のはがし、かぶせ 05021 仕様を明記し材工共で一式計上。

シール材充填 05022 仕様、取合いを明記し材工共でｍ計上。

野地板の取付け 05023 材種、厚さを明記し材工共で㎡計上。

壁止まり金物の取付け 05024 仕様、寸法を明記し材工共でｍ計上。

雨押えの取付け 05025 仕様、寸法を明記し材工共でｍ計上。

06 外装工事

壁下地処理 06001 目荒らし、水洗い、ワイヤブラシ等で下地処理をし材工
共でｍないし㎡計上。

壁仕上げ 06002 仕様を明記し材工共で㎡計上。下地材等の有る場合は仕
様、寸法を明記し㎡計上。

外部天井下地 06003 材種、寸法、ピッチと天井の懐高さを明記し材工共で㎡
外部天井仕上げ 06004 仕様、厚さを明記し材工共で㎡計上。

基礎仕上げ 06005 仕様、厚さを明記し材工共で㎡計上。

壁下地板取付け 06006 材種、厚さを明記し材工共で㎡計上。

壁胴縁組取付け 06007 材種、寸法、ピッチを明記し材工共で㎡計上。

壁木摺り取付け 06008 材種、寸法、ピッチを明記し材工共で㎡計上。

壁塗装 06009 仕様を明記し材工共で㎡計上。

床下地処理 06010 下地のボードの種類と厚さを明記し材工共で㎡計上。

床仕上げ 06011 ポーチ、床たたき部分等仕様を明記し材工共で㎡計上。
下地材等の有る場合は仕様、寸法を明記し㎡計上。

タイル張付け 06012 仕様を明記し材工共で㎡計上。

ＡＬＣパネル取付け 06013 取付け工法、仕様、規格、厚さを明記し材工共で ㎡又は
一式計上。

吹付仕上げ等 06014 仕様を明記し材工共で㎡計上。

壁下地調整塗材 06015 仕様を明記し材工共で㎡計上。

浸透性強化材塗布 06016 仕様を明記し材工共で㎡ 計上。

壁防錆材塗布 06017 仕様を明記し材工共で㎡ 計上。

アスファルト系下地処理 06018 仕様を明記し材工共で㎡計上。
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プライマー塗布 06019 仕様を明記し材工共で㎡計上。

発錆部ケレン掛け 06020 仕様を明記し材工共で一式計上。

防錆ペースト塗布 06021 仕様を明記し材工共で㎡計上。

ウレタン塗床 06022 仕様を明記し材工共で㎡計上。

モルタル充填 06023 材工共で㎡計上。

モルタル等充填 06024 材工共で㎡計上。

下地モルタル塗布 06025 仕様、厚みを明記し材工共で㎡計上。

アスファルト系シーリング 06026 仕様を明記し材工共で㎡計上。

シール材充填 06027 ひび割れ部をUカットし充填幅を明記し材工共でｍ計上。

シール材塗布 06028 仕様、幅等を明記し材工共でｍ計上。

ひび割れ部モルタル充填 06029 仕様、幅を明記し材工共でｍ計上。

ひび割れ部補修 06030 仕様を明記し材工共でｍ、㎡、一式計上。

支柱穴補修 06031 仕様を明記し材工共で一式計上。

押えコンクリート打込み 06032 仕様を明記し材工共で㎡、一式計上。

押えモルタル打込み 06033 ラス入りでラスこすりを含み材工共で㎡計上。

防湿シート張付け 06034 材種、厚さを明記し材工共で㎡計上。

アンカーピンニング工法 06035 仕様、工法を明記し材工共で一式計上。

コンクリートはつり 06036 仕様を明記し材工共で㎡計上。

コンクリートけれん 06037 仕様を明記し材工共で㎡計上。

伸縮調整目地 06038 仕様、寸法を明記し材工共でｍ計上。

打継ぎ目地 06039 仕様を明記し材工共でｍ、計上。

水切り目地 06040 仕様を明記し材工共でｍ、計上。

目地掘込欠損部補修 06041 仕様を明記し材工共で㎡計上。

溶接金網取付け 06042 規格、寸法を明記し材工共で㎡計上。

床金コテ押え 06043 仕様を明記し材工共で㎡計上。

断熱材敷込み 06044 仕様を明記し材工共で㎡計上。

ふさぎ材取付け 06045 仕様を明記し材工共でｍ計上。

通気層胴縁取り付け 06046 材種、寸法、ピッチを明記し材工共で㎡計上。

立上り仕上げ 06047 仕様を明記し材工共で㎡計上。

立上りモルタル打込み 06048 仕様を明記し材工共で㎡計上。

立上りコンクリート打込み 06049 仕様、厚みを明記し材工共でｍ計上。

立上り(乾式)保護板 06050 仕様を明記し材工共でｍ又は㎡計上。

防水押えレンガ積み又は乾式
保護板取付け

06051 仕様を明記し材工共でｍ計上。

防水押え金物取付け 06052 仕様を明記し材工共でｍ計上。

笠木取付け 06053 仕様、材種を明記し材工共でｍ、計上。

笠木モルタル取付け 06054 仕様、幅を明記し材工共でｍ計上。

手摺取付け 06055 仕様を明記し材工共でｍ又はヶ所計上。

トップライト取付け 06056 仕様を明記し材工共でヶ所計上。

水切取付け 06057 規格、寸法を明記し材工共でｍ計上。

ドレン取付け 06058 規格、寸法を明記し材工共で 一式計上。

オーバーフロー管取付け 06059 規格、寸法を明記し材工共で 一式計上。

竪どいの取替え 06060 規格、寸法を明記し材工共で ｍ計上。

雨どいの取付け 06061 規格、寸法を明記し材工共で ｍ計上。

ドレン管回りモルタル詰め 06062 仕様を明記し材工共でｍ又はヶ所計上。

フード取付け 06063 仕様、寸法を明記し材工共でヶ所計上。

ウェザーカバー取付け 06064 仕様、寸法を明記し材工共でヶ所計上。

壁面換気口取付け 06065 仕様、寸法を明記し材工共でヶ所計上。
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軒天換気口取付け 06066 仕様、寸法を明記し材工共でヶ所計上。

壁面給気口取付け 06067 仕様、寸法を明記し材工共でヶ所計上。

各所換気口取付け 06068 壁面換気口、軒天換気口等を示す。仕様、寸法を明記し
材工共でヶ所計上。

脱気装置取付け 06069 仕様を明記し材工共でヶ所計上。

防虫網取付け 06070 仕様、寸法を明記し材工共でヶ所計上。

ウレタン塗膜防水処理 06071 仕様を明記し材工共で㎡計上。

塗膜防水処理 06072 仕様を明記し材工共で㎡計上。

防水テープ張付け 06073 幅を明記し材工共でｍ計上。

防水シート張付け 06074 仕様を明記し材工共で㎡計上。

シート防水下地処理 06075 仕様を明記し材工共で㎡計上。

透湿防水シート張り 06076 仕様を明記し材工共で㎡計上。

アスファルト防水処理 06077 仕様を明記し材工共で㎡計上。

改質アスファルトシート防水 06078 仕様を明記し材工共で㎡計上。

改質アスファルト防水下地処
理

06079 仕様を明記し材工共で㎡計上。

注入口付アンカーピンニング
工法

06080 仕様、工法を明記し材工共で一式計上。

防水紙張り 06081 仕様を明記し材工共で㎡計上。

幕板取付け 06082 仕様を明記し材工共でｍ計上。

耐根層設置 06083 仕様を明記し材工共で㎡計上。

耐根層保護層設置 06084 仕様を明記し材工共で㎡計上。

ドレンカバー取付け 06085 仕様を明記し材工共でヶ所計上。

屋上緑化用排水層設置 06086 仕様を明記し材工共で㎡計上。

屋上緑化用排水補助通気パイ
プ設置

06087 仕様を明記し材工共でｍ計上。

屋上緑化用透水層設置 06088 仕様を明記し材工共で㎡計上。

屋上緑化用植込み土壌設置 06089 仕様を明記し材工共で㎡計上。

屋上緑化用かん水装置設置 06090 仕様を明記し材工共でｍ計上。

植樹 06091 仕様を明記し材工共で㎡計上。

防振材取付け 06092 仕様を明記し材工共でヶ所計上。

緩衝材取付け 06093 仕様を明記し材工共でヶ所計上。

油類除去 06094 仕様を明記し材工共で㎡ 計上。

吸込め止め 06095 仕様を明記し材工共で㎡ 計上。

研磨紙ずり 06096 仕様を明記し材工共で㎡ 計上。

パテしごき 06097 仕様を明記し材工共で㎡ 計上。

屋根下地処理 06098 目荒らし、水洗い、ワイヤブラシ等で下地処理をし材工
共でｍないし㎡計上。

屋根防錆材塗布 06099 仕様を明記し材工共で㎡ 計上。

屋根塗装 06100 仕様を明記し材工共で㎡ 計上。



No 大区分 工事内訳項目 ｺｰﾄﾞ 見積内容

07 内装工事

天井下地処理 07001 材種、寸法、ピッチと天井の懐高さを明記し材工共で㎡
計上。天井仕上げ 07002 仕様、厚さを明記し材工共で㎡計上。下地材等の有る場
合は仕様、寸法を明記し㎡計上。

壁下地処理 07003 下地のボードの種類と厚さを明記し材工共で㎡計上。

壁仕上げ 07004 仕様を明記し材工共で㎡計上。下地材等の有る場合は仕
様、寸法を明記し㎡計上。

床下地処理 07005 材種、厚さを明記し材工共で㎡計上。

床仕上げ 07006 仕様を明記し材工共で㎡計上。下地材等の有る場合は仕
様、寸法を明記し㎡計上。

回り縁取付け 07007 材種、等級、寸法を明記し塗装込みの材工共でｍ計上。

胴縁取り付け 07008 材種、寸法、ピッチを明記し材工共で㎡計上。

幅木取付け 07009 材種、等級、寸法を明記し塗装込みの材工共でｍ計上。

額縁取付け 07010 仕様を明記し塗装を含め材工共でｍ計上。

建具枠取付け 07011 材種、等級、断面、開口の寸法を明記し材工共でヶ所計
上。床下地補強 07012 材種、等級、寸法を明記し材工共でｍ計上。

床根太取付け 07013 材種、寸法、ピッチを明記し材工共で㎡計上。

床下地板取付け 07014 材種、厚さを明記し材工共で㎡計上。

添え天井根太 07015 材種、寸法、ピッチを明記し材工共で㎡計上。

断熱材充填 07016 仕様、幅を明記し材工共でｍ計上。

床仕上げ取外し、取付け 07017 手間として㎡計上。

断熱処理（くるむ） 07018 押出発泡材をカットして接着する手間としてヶ所計上。

断熱処理（吹付け） 07019 発泡断熱材吹付けを材工共で㎡計上。

防錆処理 07020 仕様を明記し材工共で㎡計上。

補修剤充填 07021 仕様を明記し材工共でm計上。

けれん錆止処理 07022 仕様を明記し材工共で㎡又は一式計上。

防湿シート張付け 07023 仕様、厚さを明記し材工共で㎡計上。

防水テープ張付け 07024 仕様、幅を明記し材工共でｍ計上。

敷居のレベル調整 07025 手間として一式計上。

ドレン管取付け 07026 規格、寸法を明記し材工共で ヶ所、ｍ計上。

天井点検口設置 07027 規格、寸法を明記し材工共で ヶ所、ｍ計上。

点検口設置 07028 天井点検口、床点検口等を示す。仕様、寸法を明記し材
工共でヶ所計上。

壁面給気口設置 07029 規格、寸法を明記し材工共で ヶ所、ｍ計上。

気密層設置 07030 規格、寸法を明記し材工共で ヶ所、ｍ計上。

シール材充填 07031 仕様、取合いを明記し材工共でｍ計上。

下地処理 07032 仕様を明記し材工共で㎡計上。

防振材取付け 07033 仕様を明記し材工共でヶ所計上。

遮音材取付け 07034 仕様、厚さを明記し材工共で㎡計上。

制振材取付け 07035 仕様、厚さを明記し材工共で㎡計上。

セルフレベリング材塗り 07036 仕様を明記し材工共で㎡計上。



No 大区分 工事内訳項目 ｺｰﾄﾞ 見積内容

08 建具工事

建具取付け 08001 仕様、種類、寸法を明記しガラス、塗装等を含み材工共
でヶ所計上。

内装建具取付け 08002 仕様、種類、寸法を明記しガラス、塗装等を含み材工共
でヶ所計上。

外装建具取付け 08003 仕様、種類、寸法を明記しガラス、塗装等を含み材工共
でヶ所計上。

建具取替え 08004 仕様、種類、寸法を明記しガラス、塗装等を含み材工共
でヶ所計上。

建具建込み調整 08005 建具の種類、寸法を明記し手間としてヶ所計上。

建具上桟削り調整 08006 手間として一式計上。

建具反直し 08007 仕様、寸法を明記し手間としてヶ所計上。

戸車調整 08008 建具の種類、寸法を明記し手間としてヶ所計上。

戸車取替え 08009 仕様および寸法等を明記し材工共でヶ所計上。

錠取替え 08010 仕様および寸法等を明記し材工共でヶ所計上。

丁番調整 08011 仕様および寸法等を明記し材工共でヶ所計上。

丁番取替え 08012 仕様および寸法等を明記し材工共でヶ所計上。

ラッチボルト受金物調整 08013 仕様、寸法を明記し手間としてヶ所計上。

断熱サッシ取付け 08014 仕様、寸法を明記し材料費としてヶ所計上。

サッシ取付け 08015 仕様､寸法を明記しガラス塗装等を含み材工共でヶ所計
上。面合わせ材取付け 08016 仕様、取合いを明記し材工共でｍ計上。

シール材充填 08017 仕様、取合いを明記し材工共でｍ計上。

09 設備工事

電気設備 09001 切断、養生、復旧等の費用を一式計上。

給排水設備 09002 切断、養生、復旧等の費用を一式計上。

ガス設備 09003 切断、養生、復旧等の費用を一式計上。

配線 09004 仕様と隠蔽か露出の別を明記し材工共でｍ計上。

配管 09005 仕様、管径を明記し材工共で一式計上。

配管資材取付け 09006 仕様、管径を明記し材工共で一式計上。

配管交換 09007 仕様、径を明記し材工共でｍ計上。

配管固定 09008 仕様、径を明記し材工共で一式計上。

給水管交換 09009 仕様、径を明記し材工共でｍ計上。

給湯管交換 09010 仕様、径を明記し材工共でｍ計上。

排水管交換 09011 仕様、径を明記し材工共でｍ計上。

給水管被覆 09012 仕様、管径を明記し材工共でｍ計上。

給湯管被覆 09013 仕様、管径を明記し材工共でｍ計上。

排水管被覆 09014 仕様、管径を明記し材工共でｍ計上。

排水管調整 09015 シーリング共で手間としてヶ所計上。
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熱交換型換気扇取付け 09016 品名、仕様等を明記しヶ所計上。

湿度連動型換気扇取付け 09017 品名、仕様等を明記しヶ所計上。

換気扇連動給気口取付け 09018 品名、仕様等を明記しヶ所計上。

壁面換気扇取付け 09019 品名、仕様等を明記しヶ所計上。

防露型便器取付け 09020 品名、仕様等を明記しヶ所計上。

便器取付け 09021 種類を明記し手間をヶ所計上。

防露型ロータンク取付け 09022 品名、仕様等を明記しヶ所計上。

器具用通気弁取付け 09023 品名、仕様等を明記しヶ所計上。

換気扇取付け 09024 品名、仕様等を明記しヶ所計上。

グリル取付け 09025 品名、仕様等を明記しヶ所計上。

フード取付け 09026 品名、仕様等を明記しヶ所計上。

ダクト取付け 09027 品名、仕様等を明記しヶ所計上。

水栓交換 09028 品名、仕様等を明記しヶ所計上。

ドレン管の調整 09029 種類を明記し手間をヶ所、一式計上。

混合水栓の接続部品の交換 09030 部品名、規格を明記し材工共でヶ所、一式計上。

ガスケット交換 09031 部品名、規格を明記し材工共でヶ所計上。

防水パン・トラップの据付け 09032 撤去の手間として一式で計上。

継手交換 09033 品名、仕様等を明記しヶ所計上。

フランジ調整 09034 シーリング共で手間としてヶ所計上。

ソケット調整 09035 シーリング共で手間としてヶ所計上。

ジョイントテープ巻き 09036 仕様を明記し材工共で一式計上。

シール材交換 09037 仕様、取合いを明記し材工共でｍ計上。

シール材充填 09038 仕様、取合いを明記し材工共でｍ計上。

付属部品取付け 09039 品名、仕様等を明記し一式計上。

各種器具取付け 09040 防露型便器・ロータンク、換気扇、給気口等を示す。品
名、仕様、能力等を明記しヶ所計上。

吸音材充填 09041 仕様を明記し材工共でヶ所計上。

耐火材充填 09042 仕様を明記し材工共でヶ所計上。

防振材取付け 09043 仕様を明記し材工共でヶ所計上。

防振吊り金具取付け 09044 仕様を明記し材工共でヶ所計上。

防振継手取付け 09045 仕様を明記し材工共でヶ所計上。

水撃防止器取付け 09046 仕様を明記し材工共でヶ所計上。

駐輪機取外し再設置 09047 仕様を明記し材工共で一式計上。

10 総合仮設

準備 10001 予備調査、電柱・街路灯移設、電線養生等、準備に要す
る費用を一式計上。

運搬 10002 全般的な運搬、連絡自動車等に要する費用を一式計上。

整理清掃 10003 全般的な整理、清掃、あと片付け、養生等の用具、施設
及び運営費用を一式計上。

電力用水 10004 工事用の電力、用水の施設及び運営費を一式計上。

仮設建物設置 10005 事務所、倉庫、変電所、便所等、仮設建物の設置及び維
持管理費を一式計上。

工事施設設置 10006 外柵、仮道路、通信施設等の設置及び維持管理費を一式
計上。

機械器具 10007 全般的な測量、揚重、運搬等の機械器具損料及び運営費
を一式計上。
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環境安全 10008 点検、保安、警備、交通整理等の施設及び運営費を一式
計上。

その他 10009 上記に属さない仮設の費用を一式計上。

11 諸経費

現場経費 11001 建築工事の現場を管理するために一般的に必要とされる
労務管理費、租税公課、保険料などを一式計上。

一般管理費等 11002 建設会社における一般管理費の項目を一式計上。


