
参　考　設　計　書

工事期間　　契約締結日～令和３年１２月２８日まで
工事場所　　栃木県宇都宮市川田町２２０番地

工 事 名　　宇都宮市食肉地方卸売市場及びと畜場等解体工事（Ⅱ期）

別紙１



No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

1 工事価格 1 式

2 直接工事費 1 式

3 共通仮設費 1 式 積上げ分含む

4 現場管理費 1 式

5 一般管理費 1 式

工事別鏡（1/1）



No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

Ⅰ 直接工事費

1 解体工事

 処理工場（Ｘ1～Ｘ13） 地上２階

① 内部造作とりこわし

　冷蔵庫・冷凍庫 断熱パネル　t50～200 2,600.0 ｍ2

　床仕上材 塩ビシート 22.0 ｍ2

　壁仕上材 プラスターボード 950.0 ｍ2

ケイカル板（レベル３） 80.0 ｍ2

　天井仕上材 プラスターボード 22.0 ｍ2

ケイカル板（レベル３） 85.0 ｍ2

木毛版押込み　t=25 2,068.0 ｍ2

　取引所 388.0 ｍ2

  1F押えｺﾝｸﾘｰﾄ下 断熱材ｔ＝100 1,720.0 ｍ2

①の計

② 鉄骨及びRC造り上屋とりこわし 一部中２階建

　RC造上屋 1,190.0 ｍ3

②の計

③ 基礎とりこわし

　基礎コンクリート 1,820.0 ｍ3 地下ピット共

③の計

直接工事費明細（1/6）



No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

④ 地中杭引抜工事

　機械類回送費 1 式 組立・解体共

　敷鉄板 1 式

　RC杭引抜き 400φ×7000L 179 本 埋戻し共

450φ×7000L 50 本 埋戻し共

　引抜杭処理 144.0 ｍ3

④の計

⑤ 電気設備 1 式 照明ほか

⑤の計

⑥ 機械設備

　空調設備 1 式

  石綿含有ﾀﾞｸﾄﾊﾟｯｷﾝ 平均　1000×800程度 300 ケ

　生産設備ほか 1 式

⑥の計

⑦ 発生材処理

　積込費 コンクリートガラ 3,154.0 ｍ3

内装材及び外装材 786.0 ｍ3

　運搬処分費 コンクリートガラ 3,154.0 ｍ3

石膏ボード 8.0 ｍ3

石綿含有建材 2.0 ｍ3 レベル３

廃石綿（ダクトパッキン） 6.0 ｍ3

直接工事費明細（2/6）



No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

解体系混合廃棄物 770.0 ｍ3 安定型

⑦の計

⑧ 発生スクラップ（有価物）控除 H2 250.0 t

⑧の計

 の計

 処理工場（カット施設）

① 内部造作とりこわし

　冷蔵庫・冷凍庫 断熱パネル　t50～t275 2,587.0 ｍ2

　床仕上材 塩ビシート 560.0 ｍ2

フローリング 146.0 ｍ2

タイルカーペット 162.0 ｍ2

システム置床（合板） 542.0 ｍ2

　壁仕上材 プラスターボード 1,682.0 ｍ2

ケイカル板（レベル３） 1,318.0 ｍ2

ケイカル板二重張り（レベル３） 505.0 ｍ2

　天井仕上材 プラスターボード 283.0 ｍ2

プラスターボード二重張り 695.0 ｍ2

ケイカル板（レベル３） 163.0 ｍ2

グラスウール　t=100 786.0 ｍ2

ウレタン吹付　t=25 1,542.0 ｍ2

　１F押えコンクリート下 断熱材　t=100～200 533.0 ｍ2

直接工事費明細（3/6）



No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

アスファルト防水 1,340.0 ｍ2

①の計

② 鉄骨造上屋とりこわし（２階建）

　鉄骨造上屋 外壁サンドイッチパネル張り 2,874.0 ｍ2

　同上デッキコンクリート t=100 1,259.0 ｍ2

　同上押えコンクリート t=100 1,534.0 ｍ2

　同上ALC間仕切壁 t=100 98.0 ｍ2

②の計

③ 基礎とりこわし

　基礎コンクリート 1,141.0 ｍ3

　ラップルコンクリート 417.0 ｍ3

　押えコンクリート 断熱材上部コンクリート 320.0 ｍ3

③の計

④ 電気設備 1 式 照明ほか

④の計

⑤ 機械設備

　空調設備 1 式

　同上フロンガス回収処理 1300.0 kg

　生産設備類 1 式

⑤の計

直接工事費明細（4/6）



No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

⑥ 発生材処理

　積込費 コンクリートガラ 2,159.0 ｍ3

内装材及び外装材 671.0 ｍ3

　運搬処分費 コンクリートガラ 2,159.0 ｍ3

木くず 14.0 ｍ3

石膏ボード 75.0 ｍ3

繊維くず 2.0 ｍ3

廃プラスチック 4.0 ｍ3

がれき類 13.0 ｍ3

石綿含有建材 40.0 ｍ3 レベル３

解体系混合廃棄物 510.0 ｍ3

アスファルト防水 13.0 ｍ3

⑥の計

⑦ 発生スクラップ（有価物）控除 H2 360.0 t

⑦の計

 の計

1　解体工事の計

直接工事費明細（5/6）



No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

2 整地工事

 処理工場解体跡地（X1～X13） 砕石（C40）埋戻し整地 10,800.0 ｍ3

 処理工場解体跡地（カット施設） 砕石（C40）埋戻し整地 3,800.0 ｍ3

2　整地工事の計

直接工事費明細（6/6）



No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

Ⅱ 共通仮設費積上分

1 　散水設備 大型ハイジェッター 1 式 工事費及び使用料

2 　仮設電気 発電機 1 式 工事費及び使用料

3   重機及び機材等回送費 1 式

4   水替費 1 式 水中ポンプほか

5 　交通誘導員 200 人

計

共通仮設費積上分明細（1/1）


