
別紙１

参　考　設　計　書

工事期間　　契約締結日～令和４年３月２５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（Ⅲ期）



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

 付属建物

① 建屋（基礎共）取壊し

・管理棟（事務所） 鉄骨造２階建 787.0 ｍ2

　　自転車置場 13.0 ｍ2

・厚生棟（事務所） 鉄骨造平屋建 285.0 ｍ2

　　喫煙所 アルミ造平屋建 4.0 ｍ2

・守衛所及び便所 鉄骨造平屋建 18.0 ｍ2

　　倉庫 鉄骨造平屋建 8.0 ｍ2

・ﾎﾞｲﾗｰ室 鉄骨造平屋建 34.0 ｍ2

・ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 ＣＢ造平屋建 2.0 ｍ2

・車庫棟-1 鉄骨造平屋建 52.0 ｍ2

・倉庫 鉄骨造平屋建 20.0 ｍ2

・便所 ＣＢ造平屋建 20.0 ｍ2

・警備員詰所 鉄骨造平屋建 30.0 ｍ2

・車庫棟-2 鉄骨造平屋建 120.0 ｍ2

　　浴室 ＲＣ造平屋建 7.0 ｍ2

・焼却炉上屋 鉄骨造平屋建 32.0 ｍ2

　　同上機械設備 1.0 式

・給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 鉄骨造平屋建 87.0 ｍ2

　　同上機械設備 1.0 式

・わら置場 鉄骨造平屋建 38.0 ｍ2

・簡易熱源機械室 アルミ造平屋建 31.0 ｍ2

直接工事費明細（1/9）



No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

・衛生検査所 ＲＣ造２階建 625.0 ｍ2

　　同上杭引抜き 300φ×4000L 18.0 本

　　増築棟 鉄骨造平屋建 123.0 ｍ2

　　渡り廊下 鉄骨造平屋建 27.0 ｍ2

　　自転車置場 鉄骨造平屋建 5.0 ｍ2

　　車庫（２棟） 鉄骨造平屋建 32.0 ｍ2

①の計

② 発生材処理

積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 1,050.0 ｍ3

内装材及び外装材 287.0 ｍ3

運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 1,050.0 ｍ3

木くず 5.0 ｍ3

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 63.0 ｍ3

がれき類 60.0 ｍ3

石綿含有建材 22.0 ｍ3 レベル３

解体系混合廃棄物 137.0 ｍ3 安定型

ﾌﾛﾝｶﾞｽ 100.0 kg 回収共

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 1,050.0 ｍ3

木くず 5.0 ｍ3

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 63.0 ｍ3

がれき類 60.0 ｍ3

石綿含有建材 22.0 ｍ3 レベル３

解体系混合廃棄物 137.0 ｍ3 安定型

直接工事費明細（2/9）



No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

ﾌﾛﾝｶﾞｽ 100.0 kg 回収共

②の計

③ 発生スクラップ控除 H2 60.0 t

③の計

 の計

 外構等 ｺﾝｸﾘｰﾄ工作物及び舗装他

① 外構取壊し

・防火水槽 40t・ＲＣ造　地下槽 19.0 ｍ3

・防火水槽 20t・ＲＣ造　地下槽 10.0 ｍ3

・地下ｵｲﾙﾀﾝｸ 4 1.0 基 洗浄共

　　同上防油槽 ＲＣ造　地下槽 13.0 ｍ3

・上屋 鉄骨造平屋建 26.0 ｍ2

・灰置場 ＲＣ造 7.0 ｍ2

・ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ 3.0 ｍ3

・受水槽 420m3　鋼製 1.0 基

　　同上基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 72.0 ｍ3

・受水槽 760m3　鋼製 1.0 基

　　同上基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 82.0 ｍ3

・洗車場 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 525.0 ｍ2

・排水槽 ＲＣ造　地下槽 3.0 ｍ3

・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t=150 17,000.0 ｍ2 縁石共
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No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

・ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 t=100 90.0 ｍ2

・ＰＣ板塀 H=5000 67.0 ｍ

・ＡＬＣ板塀 H=3600 36.0 ｍ

・ＲＣ塀 H=1500 t=150 14.0 ｍ

・大谷石塀 H=1800 12.0 ｍ

・万年塀 H=1800 300.0 ｍ

・ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1800 426.0 ｍ

　　同上擁壁 200.0 ｍ

・Ｕ字溝 U240~600 300.0 ｍ

・外灯 H=8000 11.0 ヶ所

・避雷針 H=18000 1.0 ヶ所

①の計

② 発生材処理

積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ類 2,856.0 ｍ3

その他（廃棄物） 5.0 ｍ3

運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 286.0 ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ 2,550.0 ｍ3

がれき類 20.0 ｍ3

石綿含有建材 3.0 ｍ3 レベル３

解体系混合廃棄物 2.0 ｍ3 安定型

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 286.0 ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ 2,550.0 ｍ3

がれき類 20.0 ｍ3

直接工事費明細（4/9）



No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

石綿含有建材 3.0 ｍ3 レベル３

解体系混合廃棄物 2.0 ｍ3 安定型

②の計

③ 発生スクラップ控除 H2 20.0 t

③の計

 の計

 植栽

植栽伐採伐根 2,800.0 ｍ3 積込共

　同上運搬費 2,800.0 ｍ3

　同上処分費 2,800.0 ｍ3

 の計

 屋外電気設備

① ｷｭｰﾋﾞｸﾙ撤去

K-1　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 1.0 式 基礎及びﾌｪﾝｽ共

K-3　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 1.0 式 基礎及びﾌｪﾝｽ共

K-4　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 1.0 式 基礎及びﾌｪﾝｽ共

K-5　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 1.0 式 基礎及びﾌｪﾝｽ共

①の計

② 発生材処理
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No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 40.0 ｍ3

運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 40.0 ｍ3

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 40.0 ｍ3

②の計

③ 発生スクラップ控除 H2 18.0 t

③の計

 の計

 石綿含有吹付材除去工事 レベル１

車庫棟・浴室外壁吹付材除去 33.3 ｍ2 処分共

 の計

 雨水排水管撤去工事

① 場内（敷地内）

埋設排水管撤去 461.0 ｍ

集水桝撤去 16.0 ヶ所

①の計

② 場外（田川側）

・排水樋管撤去工事

　　盛土掘削工 50.0 ｍ3

　　舗装版撤去 14.0 ｍ2 ｶｯﾀｰ入れ共
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No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

　　水門ｹﾞｰﾄ撤去 1.0 式

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 42.0 ｍ3

　　転落防止柵撤去 9.0 ｍ 再利用

・法覆護岸工

　　盛土及び法面整形工 104.0 ｍ3

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 8.0 ｍ

　　擁壁ｺﾝｸﾘｰﾄ工 法長　L=10.5m 2.0 基

　　ﾌﾞﾛｯｸ平張り 49.0 ｍ2

　　路盤工 RC-40 t=100mm 14.0 ｍ2

　　表層工 再生密粒度AS　t=50mm 14.0 ｍ2

　　転落防止柵復旧 9.0 ｍ

・仮設工

　　工事用道路盛土 120.0 ｍ3 撤去共

②の計

③ 発生材処理

積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 160.0 ｍ3

運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 160.0 ｍ3

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 160.0 ｍ3

③の計

　　重機運搬費
0.7ｍ3及び0.45ｍ3BF
3tﾛｰﾗｰ

1.0 式

土のう締切，発電機，
6ｲﾝﾁ水中ポンプ

　　締切排水工 1.0 式
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No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

 の計

１　解体工事の計

2 整地工事

 付属棟等解体跡地 発生土敷均し粗整地 2,100.0 ｍ2

 地下施設解体跡地 砕石(C40)　埋戻し整地 10,900.0 ｍ3

 外周木柵設置 H=1500　4面 860.0 ｍ

2　整地工事の計

3 場外井戸撤去工事

・井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去工事

　　井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ 100A×3φ　200V×11.0kw 井戸ｹｰｼﾝｸﾞ残置

仕切弁，逆止弁撤去共

　　操出管 100A×15m

　　井戸ﾋﾟｯﾄ解体撤去 RC製　2200×1400×1450H ｽﾗﾌﾞ250t 壁200t

750φﾏﾝﾎｰﾙ，通気管

　　制御盤撤去 引込開閉器盤×1

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤×1

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m×19cm×3.5KN

　　舗装掘削（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装） 仮復旧，本復旧共
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No. 名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考

・市道埋設管撤去

　　井水管 配管用炭素鋼々管

SGP-100A×150m

　　制御線撤去 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管

FEP50mm×150m

　　道路掘削（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装） 仮復旧，本復旧共

・橋梁添架管撤去

　　井水管 配管用炭素鋼々管

SGP-100A×5m，鋼製架台×3

保湿ﾗｯｷﾝｸﾞ，制御線撤去共

3　場外井戸撤去工事の計

1.0 式

直接工事費明細（9/9）



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   重機及び機材等回送費 1 式

3 　交通誘導員 75 人

計

共通仮設費積上分明細（1/1）


