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空家修繕・リニューアル工事歩掛り等調査業務 

共通仕様書 
 

１ 適用範囲 

(１)「空家修繕・リニューアル工事歩掛り等調査業務共通仕様書」（以下「共通仕様書」とい

う。）は、独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）が発注する「空家修繕・リ

ニューアル工事歩掛り等調査業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るととも

に、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

(２)共通仕様書、「空家修繕・リニューアル工事歩掛り等調査業務特記仕様書」（以下「特記仕

様書」という。）及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を

生じる可能性が想定される場合、請負者は監督員に確認して指示を受けなければならない。 

(３)業務の目的と内容、成果物については、別記「特記仕様書」によるものとする。 

 

２ 履行期間 

 契約締結の翌日から平成 29年５月 31日までとする。 

 

３ 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１)発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。 

(２)請負者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をい

う。 

(３)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第

20条の規定に基づき、検査を行う者をいう。 

(４)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第

8条の規定に基づく現場代理人をいう。 

(５)担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は

請負者が定めた者をいう。 

(６)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 

(７)契約書とは、業務請負契約書をいう。 

(８)設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。 

(９)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき基準

を含む。）を総称していう。 

(１０) 入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件

を説明するための書類をいう。 

(１１) 共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 

(１２) 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定

める図書をいう。 

(１３) 質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が

回答する書面をいう。 

(１４) 指示とは、監督員が請負者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させること

をいう。 

(１５) 請求とは、発注者又は請負者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面

をもって行為あるいは同意を求めることをいう。 

(１６) 通知とは、発注者若しくは監督員が請負者に対し、又は請負者が発注者若しくは監督

員に対し、書面をもって知らせることをいう。 

(１７) 報告とは、請負者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることを

いう。 

(１８) 承諾とは、請負者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について

監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。 

(１９) 質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 

(２０) 回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 

(２１) 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督員と請負者

が対等の立場で合議することをいう。 

(２２) 提出とは、請負者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又
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はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

(２３) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印した

ものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できる

ものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。 

(２４) 打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談によ

り行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて監督員及び

管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。 

(２５) 検査とは、業務請負契約書第 20 条に基づき、検査職員が業務の完了を確認すること

をいう。 

 

４ 業務着手 

請負者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければ

ならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うこ

とをいう。 

 

５ 監督員 

(１)契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第 7条第 2項に規定した事項である。 

(２)監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する

場合、監督員が請負者に対し口頭による指示等を行った場合には、請負者はその指示等に

従うものとする。監督員はその指示等を行った後７日以内に書面で請負者にその内容を通

知するものとする。 

 

６ 配置技術者 

請負者は、本業務の実施にあたり現場代理人、主任技術者及び担当技術者（以下「配置技術者」

という。）は競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。 

なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合

はこの限りでない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の入札説明書に掲げた基準を

満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 

 

７ 管理技術者 

（１）本業務において、従事する管理技術者については、様式－１に基づき、氏名、保有資格

を記載し、監督員に提出すること。 

（２）管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管

理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものと

する。 

（３）管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督

員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。 

（４）担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督

員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。 

 

８ 提出書類 

（１）請負者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経

て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求

代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現

場説明の際に指定した書類を除く。 

（２）請負者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、請負者において様式

を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わ

なければならない。 

 

９ 打合せ等 

(１) 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義

を正すものとし、その内容についてはその都度請負者が書面（打合せ記録簿（A4 判））に

記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用

し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面（打合せ記録簿（A4判））

を作成するものとする。 
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(２) 管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面（打

合せ記録簿（A4判））に記録し相互に確認しなければならない。 

(３) 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と

打合せを行うものとする。 

 

１０ 業務計画書 

（１）請負者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員

に提出し、承諾を得なければならない。 

① 業務概要 

② 業務の実施方針（情報セキュリティに関する対策を含む。） 

③ 業務の実施工程（業務の順序及び手順） 

④ 業務の実施体制 

⑤ 打合せ計画 

⑥ 連絡体制（緊急時含む。） 

⑦ その他（業務の実施上、必要と思われる事項） 

（２）請負者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監

督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。 

 

１１ 業務に必要な資料の取扱い 

（１）一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料について

は、請負者の負担において適切に整備するものとする。 

（２）監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を請負者に貸与するものとする。 

（３）請負者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するもの

とする。 

（４）請負者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合に

は、請負者の責任と費用負担において修復するものとする。 

（５）請負者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複

写等してはならない。 

（６）請負者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならな

い。 

 

１２ 関係法令及び条例等の遵守 

 請負者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。 

 

１３ 成果物の提出 

請負者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了

報告書とともに提出し検査を受けるものとする。 

 

１４ 検査 

(１)請負者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」（各 3部）

とともに提出し検査を受けるものとする。なお業務完了報告書を提出する際には、契約図

書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならな

い。 

(２)発注者は、業務の検査に先立って、請負者に対して検査日を通知するものとする。この場

合において請負者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検

査に要する費用は請負者の負担とする。 

(３)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。 

 

１５ 業務完了手続き 

検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各 3部提出すること。 

① 引渡書 

② 完了払請求書 

 

１６ 契約の変更 

  発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。 
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① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合 

② 履行期間の変更を行う場合 

③ 監督員と請負者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合 

 

１７ 再委託 

(１)本業務における再委託は原則として認めない。なお、業務請負契約書第 4条第 2項に基づ

き、特記仕様書様式２の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表の通りと

する。 

再委託不可の

内容 

① 業務の総合調整マネジメント 

② 業務の中核となる成果資料の作成 

③ 打合せ及び内容説明 

あらかじめ承

諾を得て再委

託できる業務 

 

上記及び以下に規定する以外の業務 

 

特に承諾を要

しない業務 

補助的な業務 

［例］ 

・ コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務 

・ トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影 

・ 計算（日影、省エネルギー関係、防災関係） 

・ データ入力（ＣＡＤ、電算） 

 ※ 記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と表の範囲を勘案して判断する

ものとする。 

 (２)請負者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にし

ておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければ

ならない。また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面

全てを請負者は提出しなければならない。 

 

１８ 情報セキュリティにかかる事項 

  請負者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。 

 

１９ 業務成績評定について 

本業務は、建設コンサルタント等業務成績評定対象業務である。受託者には、業務完了後業務

成績評定点を通知する。付与した業務評定点は、将来建設コンサルタント等業務発注時に価格以

外の評価項目として使用することがある。 

以 上 



空家修繕・リニューアル工事歩掛り等調査業務 

 

特記仕様書 

 

１．適用範囲 

本業務は、契約書及び空家修繕・リニューアル工事歩掛り等調査業務共通仕様書（以

下「共通仕様書」という。）によるほか、本特記仕様書に基づき実施しなければならな

い。 

 

２．業務の目的 

本業務は、独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）の空家修繕・リニュ

ーアル工事（建築、電気、機械）に係る歩掛り等の調査・分析、既往歩掛り調査及び

元請工事費と下請工事費の乖離分析結果等（以下「既往調査分析結果」という）との

比較検証を行い、適正な歩掛り値を算出し、積算基準改定に対する基礎的情報を整理

することを目的とする。 

 

３．用語の定義 

この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書３．用語の定義に定めるところに

よる。 

 

４．業務の履行期間 

本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から平成 29年５月 31日 

 

 

５．業務の内容 

主な業務内容は以下のとおりとし、「空家修繕・リニューアル工事歩掛り等調査業務報告

書（案）」（以下「報告書」という。）を作成する。 

 5.1建築関係 

（1）工事の仕様及び工程の調査 

「空家修繕・リニューアル工事建築関係歩掛り等調査項目一覧」（別紙 1）の内、

200項目程度を対象とし、保全工事共通仕様書等により、作業の仕様及び工程に

ついて、「既存歩掛りの設定根拠等シート」（別例 1）を作成する。 

①直接作業時間の実態調査 

直接作業時間の実態調査は、「空家修繕・リニューアル工事建築関係歩掛り等

調査項目一覧」（別紙 1）のうち実測値を基に設定した設定歩掛り項目の 50項目

程度を対象とし、「歩掛り作業工程シート」（別例 2）を作成し、工事請負業者と

内容の検討及び確認を行う。 

・作業工程計画整備等 

上記①の 50 項目程度を対象とし、作業工程に係る現地作業について、



写真を撮影し、歩掛りの作業内容がわかる連続写真を整備のうえ詳細な

作業毎の作業内容コメントを加えて、「作業工程写真シート」（別例 3）を

作成する。 

・作業時間計測等 

上記①の 50項目程度を対象として、直接作業時間を計測する。なお、計

測は試行実施を行い、工事請負業者と調整等を実施したうえで合わせて行

うものとする。 

 

②間接作業時間の実態調査 

「空家修繕・リニューアル工事建築関係歩掛り等調査項目一覧」（別紙 1）の

内、200項目程度の空家修繕工事等の工事請負業者の労務実態について、直接

作業時間及び間接作業時間（準備時間、移動時間、休息時間、書類整理時間

等で直接作業に付帯する作業時間）について、「間接時間調査票」（別例 4）に

よる実態調査（書面調査）を実施する。 

 

1.   工事作業従事者の労務実態の実施計画を策定し、工事請負業者と協 

議する。 

2.   調査地区は下記地区とし、各 5日間を 2回実施する。 

ア 東日本賃貸住宅本部管内各住まいセンター  4地区 

イ 中部支社管内各住まいセンター      2地区 

ウ 西日本支社管内各住まいセンター     2地区 

エ 九州支社管内各住まいセンター      2地区 

                        10地区 

③直接作業時間及び間接作業時間の分析、検討及び歩掛りの設定 

上項①②により実施した直接作業時間及び間接作業時間の分析・検討を

実施する。 

 

  （2）既往調査との比較検証 

 上記（１）の成果と既往調査等分析結果を比較のうえ、新歩掛り案を設定する

こと。 

 

5.2 電気工事 

（1）工事の仕様及び工程の調査 

「空家修繕工事電気関係歩掛り等調査項目一覧」（別紙 2）の 14項目を対象とし、

保全工事共通仕様書等により、作業の仕様及び工程について、「既存歩掛りの設

定根拠等シート」（別例 1）を作成する。   

① 直接作業時間の実態調査 

直接作業時間の実態調査は、「空家修繕工事電気関係歩掛り等調査項目一覧」

（別紙 2）のうち、実測値を基に設定した設定歩掛り項目の 14項目を対象とし、



「歩掛り作業工程シート」（別例 2）を作成し、工事請負業者と内容の検討及び

確認を行う。 

・作業工程計画整備等 

上記①のうち 14 項目を対象とし、作業工程に係る現地作業について、

写真を撮影し、歩掛りの作業内容がわかる連続写真を整備のうえ詳細な

作業毎の作業内容コメントを加えて、「作業工程写真シート」（別例 3）を

作成する。 

・作業時間計測等 

上記①の 14項目を対象として、直接作業時間を計測する。なお、計測

は試行実施を行い、工事請負業者と調整等を実施したうえで合わせて行う

ものとする。 

 

② 間接作業時間の実態調査 

「空家修繕工事電気関係歩掛り等調査項目一覧」（別紙 2）における№1 か

ら№14までの空家修繕工事等の工事請負業者の労務実態について、直接作

業時間及び間接作業時間（準備時間、移動時間、休息時間、書類整理時間

等で直接作業に付帯する作業時間）について、「間接時間調査票」（別例 4）

による実態調査（書面調査）を実施する。 

 

1. 工事作業従事者の労務実態の実施計画を策定し、工事請負業者と協

議する。 

2. 調査地区は下記地区とし、各 5日間を 2回実施する。 

ア 東日本賃貸住宅本部管内各住まいセンター  4地区 

イ 中部支社管内各住まいセンター      2地区 

ウ 西日本支社管内各住まいセンター     2地区 

エ 九州支社管内各住まいセンター      2地区 

                        10地区 

③直接作業時間及び間接作業時間の分析、検討及び歩掛りの設定 

上項①②により実施した直接作業時間及び間接作業時間の分析・検討を

実施する。 

 

  （2）既往調査との比較検証 

上記（１）の成果と既往調査等分析結果を比較のうえ、新歩掛り案を設定する

こと。 

 

5.3 機械設備工事 

（1）工事の仕様及び工程の調査 

「空家修繕工事機械関係歩掛り等調査項目一覧」（別紙 3）の 36項目を対象とし、

保全工事共通仕様書等により、作業の仕様及び工程について、「既存歩掛りの設



定根拠等シート」（別例 1）を作成する。 

① 作業時間の実態調査 

直接作業時間の実態調査は、「空家修繕工事機械関係歩掛り等調査項目一覧」

（別紙 3）のうち、実測値を基に設定した設定歩掛り項目の 36項目を対象とし、

「歩掛り作業工程シート」（別例 2）を作成し、工事請負業者と内容の検討及び

確認を行う。 

・作業工程計画整備等 

上記①の 36項目を対象とし、作業工程に係る現地作業について、写真

を撮影し、歩掛りの作業内容がわかる連続写真を整備のうえ詳細な作業

毎の作業内容コメントを加えて、「作業工程写真シート」（別例 3）を作成

する。 

・作業時間計測等 

上記①の 36項目を対象として、直接作業時間を計測する。なお、計測は試

行実施を行い、工事請負業者と調整等を実施したうえで合わせて行うもの

とする。 

② 間接作業時間の実態調査 

「空家修繕工事機械関係歩掛り等調査項目一覧」（別紙 3）における№1 か

ら№36までの空家修繕工事等の工事請負業者の労務実態について、直接作

業時間及び間接作業時間（準備時間、移動時間、休息時間、書類整理時間

等で直接作業に付帯する作業時間）について、「間接時間調査票」（別例 4）

による実態調査（書面調査）を実施する。 

 

1．  工事作業従事者の労務実態の実施計画を策定し、工事請負業者と協 

議する。 

2．    調査地区は下記地区とし、各 5日間を 2回実施する。 

ア 東日本賃貸住宅本部管内各住まいセンター  4地区 

イ 中部支社管内各住まいセンター      2地区 

ウ 西日本支社管内各住まいセンター     2地区 

エ 九州支社管内各住まいセンター      2地区 

                        10地区 

③ 直接作業時間及び間接作業時間の分析、検討及び歩掛りの設定 

上項①②により実施した直接作業時間及び間接作業時間の分析・検討を実

施する。 

 

  （2）既往調査との比較検証 

上記（１）の成果と既往調査等分析結果を比較のうえ、新歩掛り案を設定する

こと。 

 

 



5.4 外部有識者における検証 

外部有識者へのヒアリング又は委員会等による検証を行うこと。検証回数は、全２回

とし、１回目において既往歩掛り調査と今回の歩掛り調査を実施する対象項目の整備及

び調査方法について、２回目において報告する歩掛り値の検討結果等について検証を行

うものとする。 

 

６．成果品 

(1) 既存歩掛りの設定根拠等シート（別例 1）及び関連資料 ＜一式＞ 

(2) 作業工程及び直接作業時間関連資料          ＜一式＞ 

① 歩掛り作業工程シート（別例 2） 

② 直接作業時間計測・集約資料 

③ 直接作業時間計測の写真 

④ 既往調査比較分析資料 

⑤ 新歩掛り案検討資料 

(3) 作業工程写真シート（別例 3）           ＜一式＞ 

(4) 間接作業時間計測の間接時間調査票（別例 4）・集約資料   ＜一式＞ 

(5) 直接・間接作業時間の分析・検討資料        ＜一式＞ 

(6) 歩掛り設定及びその根拠資料            ＜一式＞ 

報告書は５部とし、電子データはオリジナルデータに加え、報告書形式のＰＤ

Ｆデータも作成すること。納品前にデータ保存方法等について監督員と協議する

こと。成果品は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２

年法律第１００号）」に適合する物品を使用すること。 

 

７.業務の進め方 

業務の詳細については、監督員との協議に基づき実施するものとする。 

 

８．その他 

(1) 業務の遂行上知り得た事項については、他人に漏らしてはならない。 

(2) 成果物の著作権については、発注者に帰属する。 

(3) 本業務に際して、疑義等が生じた場合は、発注者と受注者の協議によるものとす

る。 

(4) 別途、発注が予定されている保全工事積算基準見直し業務と相互に連携・協力す

ること。 

 

＜添付資料＞ 

別紙 1  空家修繕・リニューアル工事建築関係歩掛り等調査項目一覧 

別紙 2  空家修繕工事電気関係歩掛り等調査項目一覧 

別紙 3  空家修繕工事機械関係歩掛り等調査項目一覧 

別例 1  既存歩掛りの設定根拠等シート 



別例 2  歩掛り作業工程シート 

別例 3  作業工程写真シート 

別例 4  間接時間調査票 

 

以 上 



空家修繕・リニューアル工事建築関係歩掛り等調査項目一覧

1 床モルタル塗り 金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 厚さ20mm m2 左官

2 床モルタル塗り 金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 厚さ20mm m2 普通作業員

3 床モルタル塗り 金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 厚さ50mm m2 左官

4 床モルタル塗り 金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 厚さ50mm m2 普通作業員

5 壁モルタル塗り 厚さ18mm(速硬軽量モルタル) 金こて仕上げ m2 左官

6 壁モルタル塗り 厚さ18mm(速硬軽量モルタル) 金こて仕上げ m2 普通作業員

7 壁モルタル塗り 厚さ18mm(速硬軽量モルタル) 刷毛引き仕上げ m2 左官

8 壁モルタル塗り 厚さ18mm(速硬軽量モルタル) 刷毛引き仕上げ m2 普通作業員

9 柱・梁モルタル塗り厚さ15mm(速硬軽量モルタル) 金こて仕上げ m2 左官

10 柱・梁モルタル塗り厚さ15mm(速硬軽量モルタル) 金こて仕上げ m2 普通作業員

11 柱・梁モルタル塗り厚さ15mm(速硬軽量モルタル) 刷毛引き仕上げ m2 左官

12 柱・梁モルタル塗り厚さ15mm(速硬軽量モルタル) 刷毛引き仕上げ m2 普通作業員

13 天井モルタル塗り厚さ12mm(速硬軽量モルタル) 金こて仕上げ m2 左官

14 天井モルタル塗り厚さ12mm(速硬軽量モルタル) 金こて仕上げ m2 普通作業員

15 天井モルタル塗り厚さ12mm(速硬軽量モルタル) 刷毛引き仕上げ m2 左官

16 天井モルタル塗り厚さ12mm(速硬軽量モルタル) 刷毛引き仕上げ m2 普通作業員

17 タイル下モルタル塗り厚さ20mm(速硬軽量モルタル) 床 m2 左官

18 タイル下モルタル塗り厚さ20mm(速硬軽量モルタル) 床 m2 普通作業員

19 タイル下モルタル塗り厚さ20mm(速硬軽量モルタル) 壁 m2 左官

20 タイル下モルタル塗り厚さ20mm(速硬軽量モルタル) 壁 m2 普通作業員

21 庇・階段モルタル塗り金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 庇モルタル塗リ厚さ20mm m2 左官

22 庇・階段モルタル塗り金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 庇モルタル塗リ厚さ20mm m2 普通作業員

23 庇・階段モルタル塗り金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 階段・踏面・蹴上げモルタル塗り厚さ30mm m2 左官

24 庇・階段モルタル塗り金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 階段・踏面・蹴上げモルタル塗り厚さ30mm m2 普通作業員

25 役物モルタル塗り金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 庇鼻先 厚15mm W=150程度 m 左官

26 役物モルタル塗り金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 庇鼻先 厚15mm W=150程度 m 普通作業員

27 役物モルタル塗リ金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 窓台厚30mm W=100～250程度 m 左官

28 役物モルタル塗り金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 窓台厚30mm W=100～250程度 m 普通作業員

29 役物モルタル塗リ金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 排水溝 W=100程度 m 左官

30 役物モルタル塗リ金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 排水溝 W=100程度 m 普通作業員

31 笠木モルタル塗り金こて仕上げ厚30mm(速硬軽量モルタル) 幅100mm以上200mm未満 m 左官

詳細 単位番号 工事内容 職種名称
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32 笠木モルタル塗り金こて仕上げ厚30mm(速硬軽量モルタル) 幅100mm以上200mm未満 m 普通作業員

33 笠木モルタル塗り金こて仕上げ厚30mm(速硬軽量モルタル) 幅200mm以上300mm未満 m 左官

34 笠木モルタル塗り金こて仕上げ厚30mm(速硬軽量モルタル) 幅200mm以上300mm未満 m 普通作業員

35 笠木モルタル塗り金こて仕上げ厚30mm(速硬軽量モルタル) 幅300mm以上400mm未満 m 左官

36 笠木モルタル塗り金こて仕上げ厚30mm(速硬軽量モルタル) 幅300mm以上400mm未満 m 普通作業員

37 幅木モルタル塗り金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 高さ100mm未満 m 左官

38 幅木モルタル塗り金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 高さ100mm未満 m 普通作業員

39 幅木モルタル塗り金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 高さ100mm以上200mm未満 m 左官

40 幅木モルタル塗り金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 高さ100mm以上200mm未満 m 普通作業員

41 幅木モルタル塗り金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 高さ200mm以上300mm未満 m 左官

42 幅木モルタル塗り金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 高さ200mm以上300mm未満 m 普通作業員

43 幅木モルタル塗り金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 高さ300mm以上400mm未満 m 左官

44 幅木モルタル塗り金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 高さ300mm以上400mm未満 m 普通作業員

45 幅木モルタル塗り金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 高さ400mm以上500mm未満 m 左官

46 幅木モルタル塗り金こて仕上げ(速硬軽量モルタル) 高さ400mm以上500mm未満 m 普通作業員

47 モルタル成形厚10mm程度(速硬軽量モルタル) m2 左官

48 モルタル成形厚10mm程度(速硬軽量モルタル) m2 普通作業員

49 床下荒床撤去・新設・復旧 復旧(既存荒床を再利用) m2 大工

50 フローリング撤去・復旧 撤去 m2 大工

51 敷居加工 m 大工

52 吊戸棚取付用受木 新設標準型(RC壁) か所 大工

53 吊戸棚取付用受木 新設標準型(木造壁) か所 大工

54 吊戸棚取付用受木(吊戸棚を移設する場合) 標準型(RC壁) か所

55 吊戸棚取付用受木(吊戸棚を移設する場合) 標準型(木造壁) か所 大工

56 けい酸カルシウム板受木取付け(RC壁の場合のみ) か所 大工

57 化粧箱(メディシンボックス)取付用板 撤去 か所 大工

58 発生材処理運搬 木材 か所 大工

59 物干金物取替え m3 普通作業員

60 発生材処理運搬 既設物干金物 組 特殊作業員

61 カーテンレール取外し、再取付 撤去 組 普通作業員
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62 カーテンレール取外し、再取付 復旧 m 内装工

63 ガラス撤去 m 内装工

64 小窓ガラス撤去 H=120 W=200～500 m2 ガラスエ

65 ガラス新設 フロート板ガラス厚さ3mm(透明、摺) か所 ガラスエ

66 ガラス新設 フロート板ガラス厚さ5mm(透明) m2 ガラスエ

67 ガラス新設 型板ガラス 厚さ4mm m2 ガラスエ

68 ガラス新設 網入りガラス 厚さ6.8mm(磨き、型) m2 ガラスエ

69 小窓ガラス新設 H=120 W=200～500 m2 ガラスエ

70 養生・整理清掃後片付け 養生 か所 ガラスエ

71 養生・整理清掃後片付け 整理清掃後片付け 戸 普通作業員

72 S-SOP(鉄鋼面合成樹脂調合ペイント)塗替え S-SOP-B 戸 軽作業員

73 S-SOP(鉄鋼面合成樹脂調合ペイント)塗替え S-SOP-C-1 m2 塗装工

74 S-SOP(鉄鋼面合成樹脂調合ペイント)塗替え S-SOP-C-2 m2 塗装工

75 S-SOP(鉄鋼面合成樹脂調合ペイント)塗替え S-SOP-D m2 塗装工

76 S-SOP(鉄鋼面合成樹脂調合ペイント)塗替え S-SOP-E m2 塗装工

77 浴室天井排水管塗装 隠蔽部 m2 塗装工

78 S-OFP(鉄鋼面ワンディフィニッシュペイント)塗替え S-OFP-A m 塗装工

79 S-OFP(鉄鋼面ワンディフィニッシュペイント)塗替え S-OFP-B-1 m2 塗装工

80 S-OFP(鉄鋼面ワンディフィニッシュペイント)塗替え S-OFP-B-2 m2 塗装工

81 S-OFP(鉄鋼面ワンディフィニッシュペイント)塗替え S-OFP-C m2 塗装工

82 S-OFP(亜鉛メッキ鋼面ワンディフィニッシュペイント)塗替え S-OFP-A m2 塗装工

83 S-OFP(亜鉛メッキ鋼面ワンディフィニッシュペイント)塗替え S-OFP-B-1 m2 塗装工

84 S-OFP(亜鉛メッキ鋼面ワンディフィニッシュペイント)塗替え S-OFP-B-2 m2 塗装工

85 S-OFP(亜鉛メッキ鋼面ワンディフィニッシュペイント)塗替え S-OFP-C m2 塗装工

86 W-SOP(木部合成樹脂調合ペイント)塗替え W-SOP-A m2 塗装工

87 W-SOP(木部合成樹脂調合ペイント)塗替え W-SOP-B m2 塗装工

88 W-SOP(木部合成樹脂調合ペイント)塗替え W-SOP-C m2 塗装工

89 W-SOP(木部合成樹脂調合ペイント)新規3回塗り 木部面 m2 塗装工

90 W-SOP(木部合成樹脂調合ペイント)新規3回塗リ 合板面 m2 塗装工

91 W-OFP(木部ワンディフィニッシュペイント)塗替え W-OPF-A m2 塗装工

92 W-OFP(木部ワンディフィニッシュペイント)塗替え W-OPF-B m2 塗装工

93 W-OFP(木部ワンディフィニツシュペイント)塗替え W-OPF-C m2 塗装工
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94 W-OFP(木部ワンディフィニッシュペイント)新規2回塗り 木部面 m2 塗装工

95 W-OFP(木部ワンディフィニッシュペイント)新規2回塗り 合板面 m2 塗装工

96 OS(オイルステイン)新規塗り/塗替え 新規2回塗リ木部面 m2 塗装工

97 OS(オイルステイン)新規塗り/塗替え OS-A m2 塗装工

98 OS(オイルステイン)新規塗り/塗替え OS-B m2 塗装工

99 OSV(オイルステインワニス)新規塗り/塗替え 新規3回塗り木部面 m2 塗装工

100 OSV(オイルステインワニス)新規塗り/塗替え 塗替え m2 塗装工

101 V(ワニス)、CL(クリヤラッカー)塗替え ワニス(V) m2 塗装工

102 V(ワニス)、CL(クリヤラッカー)塗替え クリヤラッカー(CL) m2 塗装工

103 アルミ製建具回りSOP又はCL1回塗り m 塗装工

104 EP(合成樹脂エマルションペイント)塗替え EP-1-C m2 塗装工

105 EP(合成樹脂エマルションペイント)塗替え EP-Ⅱ-C m2 塗装工

106 GP(つや有合成樹脂エマルションペイント)塗替え GP-B m2 塗装工

107 GP(つや有合成樹脂エマルションペイント)塗替え GP-C m2 塗装工

108 GP(つや有合成樹脂エマルションペイント)塗替え GP-D m2 塗装工

109 UC(ウレタン樹脂ワニス)新規塗り/塗替え 新規3回塗り合板面 m2 塗装工

110 UC(ウレタン樹脂ワニス)新規塗り/塗替え 塗替え m2 塗装工

111 OS+UC(オイルステイン十ウレタン樹脂ワニス)新規塗り 新規5回塗り合板面 m2 塗装工

112 FP(フレックスペイント)塗替え 木部・硬質繊維板面合板 OSV面 m2 塗装工

113 FP(フレックスペイント)塗替え 木部・硬質繊維板面 一般面 m2 塗装工

114 FP(フレックスペイント)塗替え ボード・モルタル面薄付仕上塗材面 m2 塗装工

115 FP(フレックスペイント)塗替え ボード・モルタル面一般面 m2 塗装工

116 FC-1(フレックスコート)塗替え m2 塗装工

117 FC-Ⅱ(フレックスコート)塗替え m2 塗装工

118 FEP-Ⅱ(有光沢フレックスエマルションペイント)新規2回 けい酸カルシウム板面 m2 塗装工

119 FEP-Ⅱ(有光沢フレックスエマルションペイント)新規2回 木部面 m2 塗装工

120 FEP-Ⅱ(有光沢フレックスエマルションペイント)新規2回 合板面 m2 塗装工

121 FEP-Ⅱ(有光沢フレックスエマルションペイント)塗替 木部面 FEP-Ⅱ下・上塗り各1回 m2 塗装工

122 FEP-Ⅱ(有光沢フレックスエマルションペイント)塗替 木部面 FEP-Ⅱ上塗り各1回 m2 塗装工

123 FEP-Ⅱ(有光沢フレックスエマルションベイント)整替えボード面及びモルタル面 FEP-Ⅱ-A(油脂汚損等が著しい場合) m2 塗装工

124 FEP-Ⅱ(有光沢フレックスエマルションベイント)整替えボード面及びモルタル面 FEP-Ⅱ-B(汚損等が著しい場合) m2 塗装工
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125 FEP-Ⅱ(有光沢フレックスエマルションベイント)整替えボード面及びモルタル面 FEP-Ⅱ-B(薄付仕上塗材等の場合) m2 塗装工

126 FEP-Ⅱ(有光沢フレックスエマルションベイント)整替えボード面及びモルタル面 FEP-Ⅱ-D m2 塗装工

127 床下地撤去 m2 -

128 床合板撤去 m2 -

129 壁合板・ボード撤去 一般 m2 -

130 壁合板・ボード撤去 アスベスト含有 m2 -

131 天井合板・ボード撤去 一般 m2 -

132 天井合板・ボード撤去 アスベスト含有 m2 -

133 壁紙撤去 m2 内装工

134 発生材処理 運搬 ラワン合板・化粧合板 m2 普通作業員

135 化粧合板張り m2 -

136 化粧合板接着張り m2 内装工

137 化粧合板接着張り m2 普通作業員

138 けい酸カルシウム板張り 壁RC下地 m2 内装工

139 けい酸カルシウム板張り 壁木下地 m2 内装工

140 けい酸カルシウム板張り 天井 突付け m2 内装工

141 けい酸カルシウム板張り 天井 目透し m2 内装工

142 壁紙下地処理 合板素地面 m2 内装工

143 壁紙下地処理 せっこうボード・合板塗装面 m2 -

144 壁紙下地処理 コンクリート・モルタル面 m2 塗装工

145 壁紙下地処理 プラスター面 m2 -

146 壁紙下地処理 薄付仕上塗材仕上面 m2 -

147 壁紙下地処理 薄付仕上塗材仕上面 m2 左官

148 壁紙下地処理 張替面 m2 -

149 コンロ台上部天井設置 か所 -

150 コンロ台上部天井設置 か所 -

151 吊戸棚・コンロ台上部回り縁設置 m -

152 整理清掃後片付け m2 軽作業員

153 既設集合郵便受箱撤去 台 -

154 発生材処理運搬(既設郵便受箱) 8戸用 台 普通作業員

155 発生材処理運搬(既設郵便受箱) 6戸用 台 普通作業員

156 発生材処理運搬(既設郵便受箱) 4戸用 台 普通作業員
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157 既存仕上材撤去(ビニル床シート) m2 -

158 発生材処理 運搬 ビニル床シート m2 普通作業員

159 見切り及び端部押さえ m 特殊作業員

160 養生・整理清掃後片付け 養生 か所 普通作業員

161 養生・整理清掃後片付け 整理清掃後片付け か所 軽作業員

162 既存建具撤去 アルミ製建具 か所 普通作業員

163 発生材処理 運搬 アルミ製建具 か所 普通作業員

164 バルコニー床防水部分塗り残し部 か所 防水工

165 防水ガスケット取替え 撤去 か所 防水工

166 防水ガスケット取替え 新設 か所 防水工

167 浴室壁タイル用下地処理 m2 タイルエ

168 枠回りモルタル等 枠回り詰めモルタル撤去 m 砺り工

169 枠回りモルタル等 枠回りモルタル詰め m 普遁作業員

170 枠回りモルタル等 枠回り内外壁補修 m 左官

171 物干金物移設(取外し、取付け、移設跡の穴埋め塗装を含む) 撤去 か所 特殊作業員

172 物干金物移設(取外し、取付け、移設跡の穴埋め塗装を含む) 設置 か所 特殊作業員

173 ひる石天井吹き替え(下地モルタル補修別途) 着色ひる石 m2 左官

174 ひる石天井吹き替え(下地モルタル補修別途) 原石ひる石 m2 左官

175 和襖新品取替え 並幅(各紙共) 撤去 枚 建具工

176 和襖新品取替え 並幅(各紙共) 新設 枚 建具工

177 和襖 襖紙張替え 片面 並幅(各紙共) 枚 建具工

178 和襖 襖紙張替え 両面 並幅(同種紙) 枚 建具工

179 和襖 襖紙張替え 両面 並幅(異種紙) 枚 建具工

180 和襖縦縁・定規縁取替L=1800程度 縦縁 本 建具工

181 和襖縦縁・定規縁取替L=1800程度 定規縁 本 建具工

182 欄間和襖縦縁・定規縁取替L=450～550程度 縦縁 本 建具工

183 欄間和襖縦縁・定規縁取替L=450～550程度 定規縁 本 建具工

184 和襖上(下)縁取替(欄間和襖共) 本 建具工

185 和襖骨取替え 縦子 L=1800程度 本 建具工

186 和襖骨取替え 横子 L=900程度 本 建具工

187 量産襖・量産欄間襖新品取替え 撤去 枚 建具工
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188 量産襖襖紙増張り 両面 並幅(同種紙) 枚 建具工

189 量産襖襖紙増張り 両面 並幅(異種紙) 枚 建具工

190 量産襖・量産欄間襖縦縁取替え 量産襖 本 建具工

191 量産襖・欄間量産襖縦縁取替え 量産欄間襖 本 建具工

192 量産襖上(下)縁取替え 本 建具工

193 和襖・量産襖引手取替え か所 建具工

194 障子新品取替え(スプルース・レーヨンパルプ紙) 撤去 枚 建具工

195 障子新品取替え(スプルース・レーヨンパルプ紙) 900x1750 枚 建具工

196 障子新品取替え(スプルース・レーヨンパルプ紙) 700×1300 枚 建具工

197 障子新品取替え(スプルース・レーヨンパルプ紙) 500x450 枚 建具工

198 障子障子紙張替え(レーヨンパルプ紙) 900×1750 枚 建具工

199 障子障子紙張替え(レーヨンパルプ紙) 700x1300 枚 建具工

200 障子障子紙張替え(レーヨンパルプ紙) 500x450 枚 建具工

201 障子骨取替え m 建具工

202 引手・取手取替え 引手取替え(各種共) 個 建具工

203 引手・取手取替え 取手取替え(各種共) 個 建具工

204 丁番取替え 枚 建具工

205 戸車取替え 個 建具工

206 レール取替え 甲丸レール 黄銅7mm×56mm L=2600程度まで 本 建具工

207 戸当たり取替え ラバトリー用戸当たり(帽子掛け) 個 建具工

208 戸当たり取替え 幅木・床付戸当たり 個 建具工

209 戸当たり取替え 上框付戸当たり 個 建具工

210 落とし金物取替え 組 建具工

211 ラッチ等取替え ラッチ取替え 組 建具工

212 ラッチ等取替え ローラーキャッチ取替え 組 建具工

213 ラッチ等取替え キャッチ錠取替え 組 建具工

214 窓締り等取替え 窓締り取替え 組 建具工

215 窓締り等取替え ローラー締り取替え 組 建具工

216 窓締リ等取替え 三角ケリ込取替え 組 建具工

217 掛け金物等取替え 組 建具工

218 アームストッパー等 取替え 組 建具工

219 捻締り取替え 組 建具工
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220 空錠等取替え(内閉まり錠含む) 組 サッシ工

221 ドアガード設置(既存はドアチェーン) 撤去 か所 サッシ工

222 ドアガード設置(既存はドアチェーン) 新設外開用 か所 サッシ工

223 ドアガード設置(既存はドアチェーン) 新設内開用 か所 サッシ工

224 シリンダー等取替え 'シリンダー錠取替え 組 サッシ工

225 シリンダー等取替え シリンダー錠取替え(手間のみ) 組 サッシ工

226 シリンダー等取替え シリンダーのみ取替え 組 サッシ工

227 シリンダー等取替え 'シリンダーのみ取替え(手間のみ) 組 サッシ工

228 ドアクローザ一式取替え 撤去 組 サッシ工

229 ドアクローザ一式取替え 新設既存穴埋め含む 組 サッシ工

230 ドアクローザ修繕 ドアクローザ部品取替え か所 サッシ工

231 ドアクローザ修繕 ドアクローザ調整 か所 サッシ工

232 玄関扉 金物等取替え 郵便差入ロ金物取替え か所 サッシ工

233 玄関扉 金物等取替え マジックアイ取替え(各材質) か所 サッシ工

234 玄関扉 金物等取替え 旗丁番取替え(枚当たり) 枚 サッシ工

235 建具換気小窓用金物取替え 換気小窓用金物取替え(」U型) か所 サッシ工

236 建具換気小窓用金物取替え 内倒し金物取替え か所 サッシ工

237 クレセント取替え等 か所 サッシ工

238 鋼製建具戸車取替え 枚 サッシ工

239 鋼製建具被せレール取付え(2本/か所) 戸車取替えと同時施工 か所 サッシ工

240 アルミ製建具戸車取替え 枚 サッシ工

241 アルミ製建具小窓締り取替え 個 サッシ工

242 ホイトコ等取替え ホイトコ取替え 組 建具工

243 ホイトコ等取替え 調整器具取替え 組 建具工

244 注油等調整 か所 サッシ工

245 浴室扉一時取外し・再取付け 開き戸取外し か所 -

246 浴室扉一時取外し・再取付け 開き戸復旧 か所 -

247 浴室扉一時取外し・再取付け 引き戸取外し か所 -

248 浴室扉一時取外し・再取付け 引き戸復旧 か所 -

249 畳新品取替え 枚 特殊作業員

250 フローリングボード張替え 撤去 m2 大工
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251 フローリングボード張替え 新設厚さ15mm表面塗装別途 m2 大工

252 フローリングボード張替え 新設厚さ15mm表面塗装別途 m2 普通作業員

253 天然木化粧複合フローリング張替え 撤去 m2 大工

254 特殊加工化粧複合フローリング(ビニル系タイル張りフロア)張替え 撤去 m2 内装工

255 特殊加工化粧複合フローリング(ビニル系タイル張りフロア)張替え 新設 m2 内装工

256 特殊加工化粧複合フローリング(ビニル系タイル張りフロア)のビニル系タイルのみ張替 撤去一般 枚 普通作業員

257 特殊加工化粧複合フローリング(ビニル系タイル張りフロア)のビニル系タイルのみ張替 撤去アスベスト含有 枚 普通作業員

258 特殊加工化粧複合フローリング(ビニル系タイル張りフロア)のビニル系タイルのみ張替 新設300x300 枚 内装工

259 ニードルパンチ張替え 撤去 m2 普通作業員

260 ニードルパンチ張替え 新設 m2 内装工

261 ビニル床シート張替え 撤去 m2 普通作業員

262 合成樹脂塗床 塗替え m2 普通作業員

263 発砲プラスチック保温材裏打ち合板張り直し 張り直し m2 大工

264 発砲プラスチック保温材裏打ち合板張り直し プラスチックピン 本 大工

265 発砲プラスチック保温材 裏打ち合板(せっこうボード)張り(下地処理含む) m2 普通作業員

266 レンジフード型給湯器上部幕板取付け 標準タイプ か所 内装工

267 レンジフード型給湯器上部幕板取付け 特殊タイプ か所 内装工

268 ソフト幅木修繕 H=60mm 撤去 m 内装工

269 ソフト幅木修繕 H=60mm 復旧 m 内装工

270 流し台取替え(既設撤去共) 撤去 .台 大工

271 既般流し台等一時取外し、再取付け(レンジフード型給湯器の裏配線施工時等) 取外し 台 大工

272 既般流し台等一時取外し、再取付け(レンジフード型給湯器の裏配線施工時等) 復旧(底板固定共) 台 大工

273 流し台 扉取替え 撤去 枚 大工

274 流し台 部分調整 扉・引き出し調整 台 建具工

275 コンロ台取替え(既設撤去共) 撤去 台 大工

276 既設コンロ台一時取外し、再取付(レンジフード型給湯器の裏配線施工時等) 取外し 台 大工

277 既設コンロ台一時取外し、再取付(レンジフード型給湯器の裏配線施工時等) 復旧 台 大工

278 吊戸棚一式取替え 台 大工

279 吊戸棚 扉取替え 撤去 枚 大工

280 水切棚取替え 台 大工

281 水切棚 部分取替え 棚板撤去 か所 大工

282 水切棚 部分取替え 枠のみ撤去 か所 大工
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283 カーテンレール ー式取替え 撤去 m 内装工

284 カーテンレールー時取外し、再取付け 撤去 m 内装工

285 カーテンレールー時取外し、再取付け 復旧 m 内装工

286 カーテンレール宙吊金物 撤去 か所 内装工

287 カーテンレール宙吊金物 新設 か所 内装工

288 カーテンレール部分補修 ブラケット取替え 個 内装工

289 カーテンレール部分補修 ランナー取替え 個 内装工

290 カーテンレール部分補修 ランナーストッパー取替え 個 内装工

291 室名札取替え か所 内装工

292 カラーすのこ取替え 300x300 か所 普通作業員

293 カラーすのこ修繕 板のみ取替え 本 大工

294 カラーすのこ修繕 根太のみ取替え m 大工

295 設備機器用スリーブ等取付け(躯体穿孔の場合) 75φ か所 内装工

296 設備機器用スリーブ等取付け(躯体穿孔の場合) 75φ か所 特殊作業員

297 設備機器用スリーブ等取付け(躯体穿孔の場合) 107φ か所 内装工

298 設備機器用スリーブ等取付け(躯体穿孔の場合) 107φ か所 特殊作業員

299 設備機器用スリーブ等取付け(躯体穿孔の場合) 200φ (換気ダクト壁穴あけ用) か所 特殊作業員

300 クーラー取付用インサート取付 室内用2本 組 特殊作業員

301 クーラー取付用インサート取付 室内用4本 組 特殊作業員

302 流し台清掃(ガスコンロ台含む) 通常清掃 台 軽作業員

303 流し台清掃(ガスコンロ台含む) バフ研磨の場合 台 特殊作業員

304 流し台回り清掃 水切棚・吊戸棚 台 軽作業員

305 流し台回り清掃 流し前水切カバー か所 軽作業員

306 流し台回り清掃 台所ガスカラン か所 軽作業員

307 換気扇等清掃 取外し、清掃、注油、取付 か所 軽作業員

308 換気扇等清掃 取外し、分解、清掃、塗装注油、取付 か所 軽作業員

309 換気扇等清掃 換気扇部外壁清掃(ケレン、塗装含む) か所 軽作業員

310 レンジフード清掃 か所 軽作業員

311 ワックス m2 塗装工

312 ビニル床シート清掃 m2 軽作業員

313 合板清掃(床、壁) m2 軽作業員
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314 壁紙清掃(清掃のみの場合に計上) 汚れ清掃 m2 軽作業員

315 壁紙清掃(清掃のみの場合に計上) 汚れ清掃+カビ落とし m2 軽作業員

316 すすけ汚れ落とし(清掃のみの場合に計上) 壁・天井 m2 軽作業員

317 すすけ汚れ落とし(清掃のみの場合に計上) 油落としを要する場合の加算 m2 軽作業員

318 タイル清掃 床タイル清掃 m2 軽作業員

319 タイル清掃 壁タイル清掃 m2 軽作業員

320 膜天井清掃 m2 軽作業員

321 ガラス清掃(両面に対する歩掛り) m2 軽作業員

322 浴室扉清掃 か所 軽作業員

323 建具金物清掃(油類汚れ落とし、注油調整共) か所 軽作業員

324 白木部あく洗い m 軽作業員

325 カーテンレール清掃 か所 軽作業員

326 洗面器等清掃 洗面器清掃 台 軽作業員

327 洗面器等清掃 手洗器清掃 台 軽作業員

328 便器等清掃 便器清掃 か所 軽作業員

329 便器等清掃 ロータンク清掃 か所 軽作業員

330 便器等清掃 紙巻器清掃 か所 軽作業員

331 浴槽清掃 浴槽清掃 台 軽作業員

332 水栓金具清掃 か所 軽作業員

333 スイツチ・コンセント等清掃 スイッチ・コンセント清掃 か所 軽作業員

334 スイツチ・コンセント等清掃 電気グローブ清掃 か所 軽作業員

335 スイツチ・コンセント等清掃 インターホン清掃 か所 軽作業員

336 スイツチ・コンセント等清掃 分電場清掃 か所 軽作業員

337 既存建具撤去(木製) か所 建具工

338 下地モルタル塗(床嵩上げ) 戸 左官

339 下地モルタル塗(床嵩上げ) 戸 普通作業員

340 合板等撤去 物入可動棚撤去 m2 普通作業員

341 板畳等撤去 板畳、縁甲板撤去 m2 大工

342 板畳等撤去 甲板撤去 m2 大工

343 畳撤去 枚 特殊作業員

344 ビニル床シート撤去 m2 普通作業員

345 発泡プラスチック保温材裏打ち合板(せっこうボード)等撤去 m2 大工
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346 天井ひる石撤去 m2 左官

347 膜天井・ボード式天井撤去 ボード式天井撤去 回り縁共 m2 内装工

348 膜天井・ボード式天井撤去 膜天井撤去 回り縁共 m2 内装工

349 カラーすのこ撤去 300x300 か所 普通作業員

350 下駄箱撤去 か所 大工

351 手すり撤去 か所 特殊作業員

352 物干金物撤去 か所 特殊作業員

353 クーラー取付用ボルト撤去 組 特殊作業員

354 アンカーボルト撤去 か所 特殊作業員

355 カーテンレール撤去 m 内装工

356 流し台撤去 台 大工

357 コンロ台撤去 台 大工

358 吊戸棚撤去 台 大工

359 水切棚撤去 台 大工

360 水切カバー撤去 か所 大工

361 ガラス戸棚撤去 か所 大工

362 玄関扉ドアクローザー撤去 か所 サッシ工

363 玄関扉ドアチェーン撤去 穴埋め含む か所 サッシ工

364 木製建具(開き戸)撤去 か所 普通作業員

365 襖撤去 枚 建具工

366 物干金物移設(取付けのみ) か所 特殊作業員

367 住戸内補修 専m2 左官

368 浴室枠回り モルタル補修 m 左官

369 床タイル下モルタル塗リ 厚さ 50mm m2 左官

370 床タイル下モルタル塗リ 厚さ 50mm m2 普通作業員

371 排水溝 防水モルタル塗り W=150 m 左官

372 排水溝 防水モルタル塗り W=150 m 普通作業員

373 排水溝 防水モルタル塗り W=190 m 左官

374 排水溝 防水モルタル塗り W=190 m 普通作業員

375 既存スリーブ塞ぎ 躯体型タイプ か所 -

376 既存スリーブ塞ぎ 躯体型タイプ か所 普通作業員
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377 量産襖木目調縁取替え H≦930 枚 建具工

378 ドアガード新設 内開き用 か所 サッシ工

379 ドアガード新設 外開き用補強板を含む か所 サッシ工

380 便所回り 遮音壁グラスウール充填 厚さ 40mm m2 内装工

381 家具転倒防止合板張り m2 -

382 壁陶器質タイル下地処理 既存タイル m2 軽作業員

383 吊戸棚取り外し、再取り付け 取外し 台 大工

384 吊戸棚取り外し、再取り付け 復旧 台 大工

385 給気口躯体穿孔 100φ か所 特殊作業員

386 設備機器用スリーブ取付け(躯体穿孔共) 75φ か所 内装工

387 設備機器用スリーブ取付け(躯体穿孔共) 75φ か所 特殊作業員

388 設備機器用スリーブ取付け(躯体穿孔共) 107φ か所 内装工

389 設備機器用スリーブ取付け(躯体穿孔共) 107φ か所 特殊作業員

390 設備機器用スリーブ取付 木造壁 75φ か所 内装工

391 設備機器用スリーブ取付 木造壁 107φ か所 内装工



空家修繕工事電気関係歩掛り等調査項目一覧

Ｆ用モール(EF-116-2号)

　既設撤去（再使用する）

VVFｹｰﾌﾞﾙ1.6-3C(配線ｹｰｽ内)

　既設撤去（再使用する）

白熱灯（直付け）

　既設撤去（再使用する）

電球類（ｸﾞﾛｰﾌﾞ･ｸﾞﾛｰ含む)

　既設撤去（再使用しない）

埋込みｽｲｯﾁ S1(大角型)

　既設撤去（再使用する）

各戸分電盤（４回路）

　既設撤去（再使用する）

テレビ端子BS-7F(-R)

　既設撤去（再使用する）

住宅用火災警報器（光電式（電池式））

　既設撤去（再使用しない）

住宅用火災警報器（光電式（電池式））

　既設撤去（再使用する）

電源回路確認

　各戸盤機能確認・点検　設置端子及びｺﾝｾﾝﾄ導通確認

絶縁抵抗確認

　各回路の絶縁確認

テレビ端子電圧測定

　各帯域の各チャンネルの測定

住宅情報盤

　機能確認及び初期設定

住宅用火災警報器機能試験

　機能試験

番号 工事内容 詳細 単位 職種名称

電力設備工事－配管等工事 ｍ 電　工1

電力設備工事－配線等工事 ｍ 電　工

電力設備工事－照明設備 個 普通作業員

電力設備工事－照明設備 個 電　工

電力設備工事－配線器具等 個 電　工

情報設備工事－テレビ設備 個 電　工

防災設備修繕工事 個 電　工

電力設備工事－配線器具等 面 電　工

防災設備修繕工事 個 電　工

機能確認 式 電　工

機能確認 戸 電　工

機能確認 個 電　工

機能確認 戸 電　工

機能確認 箇所 電　工

7

2

3

4

5

6

13

14

8

9

10

11

12
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空家修繕工事機械関係歩掛り等調査項目一覧

1 洗面器・手洗い器 洗面化粧ユニット（500型） 組 配管工

2 洗面器・手洗い器 ミラーキャビネット（500型） 組 配管工

3 ステンレスFJ継手 被覆付きも同じ 本 配管工

4 ステンレス鋼鋼管 屋内専用（13A） ｍ 配管工

5 ステンレス鋼鋼管 屋内専用（20A） ｍ 配管工

6 ステンレス鋼鋼管 屋内専用（25A） ｍ 配管工

7 換気扇 レンジ用フードファン 台 配管工

8 換気扇 天井埋込型 台 配管工

9 パイプファン 台 配管工

10 置き型ガステーブル 式 配管工

11 取替（浴室水栓） シャワーセット（ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ型ｼｬﾜｰ水栓・手元止水機能付） 箇所 配管工

12 取替（ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ型給湯器） 給湯器のみ 台 配管工

13 清掃（エアコン） 2.2kw～5.6kw 式 配管工

14 清掃（温水洗浄便座） 式 配管工

15 清掃（ガスコンロ） 式 配管工

16 機能試験（エアコン） 2.2kw～5.6kw 式 配管工

17 機能試験（温水洗浄便座） 式 配管工

18 機能点検（ガス消費機器） 式 配管工

19 機能点検（給排水衛生設備） 式 配管工

20 水圧試験（水道メーター13φ ） 水道メーター設置部での水圧試験（メーター撤去含む）
個所
（戸）

配管工

21 水圧試験（水道メーター20φ ） 水道メーター設置部での水圧試験（メーター撤去含む）
個所
（戸）

配管工

22 水圧試験（水道メーター25φ ） 水道メーター設置部での水圧試験（メーター撤去含む）
個所
（戸）

配管工

23 据付直し（浴槽設置） FRP製　800型 台 配管工

24 据付直し（浴槽設置） FRP製　950～1100型 台 配管工

25 据付直し（浴槽設置） FRP製　1200～1400型 台 配管工

26 据付直し（大型浴槽用ふろ釜） 壁貫通型・浴槽組込型（シャワーセット取付含む） 台 配管工

27 据付直し（洋風便器） 密結型・ロータンク型 台 配管工

28 据付直し（洋風便器） 便器（洗浄管含む） 台 配管工

29 据付直し（洋風便器） ロータンンク（洗浄管含む） 台 配管工

30 据付直し（洗面化粧台） 500型 組 配管工

番号 工事内容 詳細 単位 職種名称
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31 据付直し（洗面化粧台） 750型 組 配管工

32 据付直し（ミラーキャビネット） 500型 組 配管工

33 据付直し（ミラーキャビネット） 600型・750型 組 配管工

34 据付直し（洗面器） 組 配管工

35 据付直し（洗濯機用防水パン） 640型 組 配管工

36 据付直し（洗濯機用防水パン） ミニパン型 組 配管工
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