
別添２　概算工事費算出標準書式

建物諸元表

プロジェクト名

項　目 名　　称 単位 記入欄

建築概要 敷地面積 ｍ2

建築面積 ｍ2

延床面積 ｍ2

（内　階高４ｍ超５ｍ以下の床面積） ｍ2

（内　階高５ｍ超の床面積） ｍ2

構造種別

地上階数 階

地下階数 階

地下階の床面積 ｍ2

一階周長 ｍ

ピット面積 ｍ2

杭長さ ｍ

外部見付面積 ｍ2

共通仮設 敷鉄板 ｍ2

仮囲い長さ ｍ

仮設ゲート ヶ所

交通誘導員Ｂ 人・日

その他（円） 一式
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建築工事　概算工事費集計表
プロジェクト名 　　日付

種目 科目 中科目 金額（円） 構成比（％）

小計
一般土工

山留め他
小計

地業

既成コンクリート杭
場所打ちコンクリート杭
地盤改良

小計
鉄　筋
コンクリート
型　枠
鉄　骨

小計
屋　根・外部床等
外　壁
外部開口部
外部雑

小計
内部床・内部壁・内部天井
内部建具・内部開口部
内部雑

小計
附属屋

小計
構内舗装
植栽
屋外排水
工作物

小計
既存改修
解体・その他

小計
計 計

共通仮設費 共通仮設費率分
共通仮設費 共通仮設費（積上げ分）
現場管理費
一般管理費

計 計
純工事費
工事原価

内部仕上
（A-⑥）

屋　外
（A-⑧）

附属屋
（A-⑦）

工事価格
工期 T（ヶ月）

その他
（A-⑨）

共通費

建築工事

直接工事費

直接仮設
（A-①）

土　工
（A-②）

地　業
（A-③）

躯　体
（A-④）

外部仕上
（A-⑤）
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日付

プロジェクト名 延床面積 m2
大科目概算金額 科目等概算金額 中科目概算金額 m2単価

大科目 科目 中科目 細目 数量 単位 単価 単位 円 円 円 円/m2

① 電灯設備 電灯幹線
電灯・コンセント分岐

小計
② 動力設備 動力幹線

動力分岐
小計

③ 受変電設備 受変電設備
④ 発電設備 自家発電設備

太陽光発電設備
小計

⑤ 電力貯蔵設備 直流電源設備
無停電電源設備
小計

⑥ 電熱設備
⑦ 雷保護設備
Ⅰ 電力設備 計

① 構内情報通信網設備構内情報通信網設備
② 構内交換設備 構内交換設備
③ 情報表示設備 情報表示設備
④ 映像・音響設備 映像・音響設備
⑤ 拡声設備 拡声設備
⑥ 誘導支援設備 誘導支援設備
⑦ 呼出設備 呼出設備
⑧ テレビ共同受信設備 テレビ共同受信設備
⑨ 監視カメラ設備 監視カメラ設備
⑩ 駐車場管制設備 駐車場管制設備
⑪ 防犯・入退室管理設備防犯・入退室管理設備
⑫ 火災報知設備 火災報知設備
⑬ 中央監視制御設備 中央監視制御設備
Ⅱ 通信設備 計

① 附属屋
② 屋外・その他 構内配電線路

構内通信線路
小計

Ⅲ 附属屋・屋外・その他　　計

Ⅳ 直接工事費 合計

① 共通仮設費
(純工事費）

② 現場管理費
(工事原価）

③ 一般管理費
Ⅴ 共通費 計

Ⅵ 概算金額 総合計

工事価格
工期 T（ヶ月）

電気設備工事

科目分類 概算数量 概算単価

電気設備工事　概算工事費集計表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

番号
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日付

プロジェクト名 延床面積 m2
大科目概算金額 科目概算金額 中科目概算金額 細目概算金額 m2単価

大科目 科目 中科目 細目 数量 単位 単価 単位 円 円 円 円 円/m2

① 空気調和設備 機器設備
ダクト設備
配管設備
総合調整
小計

② 換気設備 換気設備
③ 排煙設備 排煙設備
④ 自動制御設備 自動制御設備
Ⅰ 空調設備 計

① 衛生器具設備 衛生器具設備
② 給水設備 給水設備
③ 排水設備 排水設備
④ 給湯設備 給湯設備
⑤ 消火設備 屋内消火栓設備

連結送水設備
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
不活性ｶﾞｽ消火設備
泡消火設備
小計

⑥ ガス設備 都市ガス設備
Ⅱ 衛生設備 計

① 給水設備 給水設備
② 排水設備 排水設備
③ ガス設備 都市ガス設備
Ⅲ 附属屋・屋外・その他　計

Ⅳ 直接工事費 合計

① 共通仮設費
(純工事費）

② 現場管理費
(工事原価）

③ 一般管理費

Ⅴ 共通費 計

Ⅵ 概算金額 総合計

機械設備工事　概算工事費集計表

番号
設備方式 空調方式：　　　方式、給水方式：　　方式、衛生器具：　　工法

科目分類 概算数量 概算単価

機械設備工事
工事価格
工期 T（ヶ月）
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日付

プロジェクト名 延床面積 m2
大科目概算金額 科目概算金額 中科目概算金額 細目概算金額 m2単価

大科目 科目 中科目 細目 数量 単位 単価 単位 円 円 円 円 円/m2

① エレベーター設備 １号機
２号機
小計

② 小荷物専用昇降機設備小荷物専用昇降機設備

③ エスカレーター設備 エスカレーター設備

Ⅰ 昇降機設備 合計

① 共通仮設費
(純工事費）

② 現場管理費
(工事原価）

③ 一般管理費

Ⅱ 共通費 計

Ⅲ 概算金額 総合計

科目分類 概算数量 概算単価

昇降機設備工事 工事価格

昇降機設備工事　概算工事費集計表

番号
その他条件 建築構造：　　　階数：　　階建
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■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号

Ａ－①

直接仮設工事費　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

直接仮設 遣り方・地足場 建築面積 m2

直接仮設 墨出し、養生、整理清掃後片付け 地上階の床面積 m2

直接仮設 墨出し、養生、整理清掃後片付け 地上階の床面積 m2

直接仮設 墨出し、養生、整理清掃後片付け 地下階の床面積 m2

直接仮設 墨出し、養生、整理清掃後片付け ピット面積 m2

直接仮設 外部足場 外部見付面積 m2

直接仮設 外部足場 一階周長 ｍ

直接仮設 内部躯体足場 階高４ｍ以下の床面積 m2

直接仮設 内部躯体足場 階高４ｍ超５ｍ以下の床面積 m2

直接仮設 内部躯体足場 階高５ｍ超の床面積 m2

直接仮設 内部仕上足場 階高４ｍ以下の床面積 m2

直接仮設 内部仕上足場 移動式足場 階高４ｍ超の床面積 m2

直接仮設 内部仕上足場 階高４ｍ超の床面積 m2

直接仮設 災害防止 外部見付面積 m2

直接仮設 災害防止 ＳＲＣ、Ｓ造の地上階の床面積 m2

直接仮設 （追加記入欄）

直接仮設 （追加記入欄）

小計

共通仮設費（積上げ分）　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 規格   ・仕様 設置期間 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

共通仮設(積上分）  仮囲い  仮囲鉄板 H=3m 塗装有 運搬共 設計者算出 ｍ

共通仮設(積上分）  仮設ｹﾞｰﾄ  シートゲート　W6.0m×H4.5m  設計者算出 か所

共通仮設(積上分）  仮設鉄板敷  敷鉄板 厚22㎜  設計者算出 m2

共通仮設(積上分）  揚重機械器具  一式 直接工事費合計の1.0％

共通仮設(積上分）  交通誘導員 交通誘導員Ｂ  設計者算出 人・日

共通仮設(積上分）  その他 一式

共通仮設(積上分）  （追加記入欄）

共通仮設(積上分）  （追加記入欄）

小計

養生シート張り

水平ネット張り

一般　RC SRC造　ピット

枠組足場（手すり先行式）

安全手すり

脚立足場

枠組足場（手すり先行式）

一般　RC SRC造　地上階

一般　S造　地上階

脚立足場

一般　RC SRC造　地下階

枠組足場（手すり先行式）

枠組足場（手すり先行式）

工種・部位名 プロジェクト名

直接仮設・共通仮設

規格   ・仕様

一般
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■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号

Ａ－②

一般土工　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

土工 すきとり 設計者算出 m3

土工 根切り 設計者算出 m3

土工 床付け 設計者算出 m2

土工 埋戻し 設計者算出 m3

土工 埋戻し 設計者算出 m3

土工 盛土 設計者算出 m3

土工 土工機械運搬 設計者算出 往復

土工 土工機械運搬 設計者算出 往復

土工 建設発生土運搬 設計者算出 m3

土工 建設発生土処分 設計者算出 m3

土工 （追加記入欄）

土工 （追加記入欄）

小計

山留め他　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

土工 山留め壁 親杭横矢板 設計者算出 m2

土工 支保工 鋼製腹起し切梁 設計者算出 m2

土工 乗入れ構台 設計者算出 m2

土工 排水 釜場 一式

土工 排水 排水処分費 一式

土工 （追加記入欄）

土工 （追加記入欄）

小計

つぼ・布掘り

Ｃ種

根切り、埋戻し

Ｂ種

Ｃ種

工種・部位名 プロジェクト名

土工

規格   ・仕様

根切り（クラムシェル）

規格   ・仕様
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■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号

Ａ－③－1/2

地業　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

地業 地業 砂利地業・捨てコン 建築面積 m2

地業 地業 ポンプ圧送 （標準１回） 回

地業 地業 床下防湿層・土間下断熱材 (建築面積-地下階面積）*0.8 m2

地業 地業 （追加記入欄）

地業 地業 （追加記入欄）

小　計

既成コンクリート杭　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

地業 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭材料価格 杭径、長さから算出 セット

地業 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭施工費 設計者算出 セット

地業 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭頭補強・処理 設計者算出 セット

地業 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭頭補強・処理 設計者算出 セット

地業 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭降ろし 一式 杭降ろし：杭材料価格の7％

地業 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭間さらい 設計者算出 セット

地業 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 建設汚泥処分費 一式

地業 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 建設汚泥運搬費 一式

地業 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 （追加記入欄）

地業 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 （追加記入欄）

小　計

ＰＨＣ杭の場合

ポリエチレンフィルム、ＰＦ板厚○

その他の杭の場合

工種・部位名 プロジェクト名

地業

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ・FC=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm

基本料金

規格   ・仕様

規格   ・仕様
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■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号

Ａ－③－2/2

場所打ちコンクリート杭　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

地業 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 コンクリート 杭径、長さ、本数から算出 ｍ3

地業 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 鉄筋・平鋼 材料・加工・組立・運搬 設計者算出 ｔ

地業 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 鋼管 設計者算出 ｔ

地業 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭施工費 （杭長＋０．８）＊本数 ｍ

地業 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭頭処理 杭本数 本

地業 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 建設汚泥処分費 一式

地業 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 建設汚泥運搬費 一式

地業 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 載荷試験 一式

地業 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 （追加記入欄）

地業 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 （追加記入欄）

小　計

地盤改良　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

地業 地盤改良 地盤改良 一式

地業 地盤改良 （追加記入欄）

地業 地盤改良 （追加記入欄）

小　計

工種・部位名 プロジェクト名

地業

規格   ・仕様

規格   ・仕様
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■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号

Ａ－④－1/2

鉄筋　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

躯体 鉄筋 異形鉄筋 設計者算出 ｔ

躯体 鉄筋 鉄筋加工組立 設計者算出 ｔ

躯体 鉄筋 鉄筋運搬費 設計者算出 ｔ

躯体 鉄筋 鉄筋ガス圧接 一式

躯体 鉄筋 梁貫通口補強筋 一式

躯体 鉄筋 （追加記入欄）

躯体 鉄筋 （追加記入欄）

小　計

コンクリート　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

躯体 コンクリート 普通コンクリート 設計者算出 m3

躯体 コンクリート 打設手間 設計者算出 m3

躯体 コンクリート ポンプ圧送
(延べ面積×1.0 m3／m2÷200 m3)
（建物階数＋３）    の大きい値 回

躯体 コンクリート 止水板 設計者算出 ｍ

躯体 コンクリート （追加記入欄）

躯体 コンクリート （追加記入欄）

小　計

型枠　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

躯体 型枠 型枠 設計者算出 m2

躯体 型枠 フラットデッキ型枠 設計者算出 m2

躯体 型枠 型枠運搬費 設計者算出 m2

躯体 型枠 耐震スリット 設計者算出 ｍ

躯体 型枠 目地棒 （0.6m＊建物見付け面積） ｍ

躯体 型枠 （追加記入欄）

躯体 型枠 （追加記入欄）

小　計

規格   ・仕様

普通合板型枠

基本料金

地上躯体コンクリート

工種・部位名 プロジェクト名

躯体

規格   ・仕様

規格   ・仕様
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■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号

Ａ－④－2/2

鉄骨　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

躯体 鉄骨（本体鉄骨） 鋼材費 設計者算出 ｔ

躯体 鉄骨（本体鉄骨） 工場加工組立 設計者算出 ｔ

躯体 鉄骨（本体鉄骨） 鉄骨運搬・現場建方 設計者算出 ｔ

躯体 鉄骨（本体鉄骨） その他 一式

躯体 鉄骨（本体鉄骨） （追加記入欄）

躯体 鉄骨（本体鉄骨） （追加記入欄）

躯体 鉄骨（附帯鉄骨等） 鉄骨階段 設計者算出 一式

躯体 鉄骨（附帯鉄骨等） 鋼製デッキプレート 設計者算出 m2

躯体 鉄骨（附帯鉄骨等） 鉄骨足場 設計者算出 m2

躯体 鉄骨（附帯鉄骨等） 耐火被覆 一式

躯体 鉄骨（附帯鉄骨等） その他 一式

躯体 鉄骨（附帯鉄骨等） （追加記入欄）

躯体 鉄骨（附帯鉄骨等） （追加記入欄）

躯体 鉄骨（附帯鉄骨等） （追加記入欄）

小　計

工種・部位名

躯体

プロジェクト名

さび止め塗装、高力ボルト・締付、現場溶接等

鋼板・型鋼等

規格   ・仕様

官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン（平成27年改定）　　

国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課 設備・環境課　　 



■工種別・部位別概算工事費算出シート

略号

Ａ－⑤－1/4

屋根・外部床等　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

外部仕上 屋根 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（平面） 屋根面積（ｱｽﾌｧﾙﾄ防水対象平面範囲） m2

外部仕上 屋根 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（立上り） 防水立上り部分長さ（H=650) ｍ

外部仕上 屋根 アルミ笠木 立上り長さ ｍ

外部仕上 屋根 ＰＦ板Ｂ類－３種（＠２５割増兼ねる） 屋根面積（ｱｽﾌｧﾙﾄ防水対象範囲） m2

外部仕上 屋根 伸縮調整目地 成形目地 屋根面積あたりの長さの実績値０.67ｍ／m2 ｍ

外部仕上 屋根 下地ｺﾝｸﾘｰﾄこて仕上げ 金こて 屋根面積 m2

外部仕上 屋根 防水押さえｺﾝｸﾘｰﾄ 打設手間、圧送含む Ａｓ防水対象面積 m2

外部仕上 屋根 溶接金網 ６Φ１５０ Ａｓ防水対象面積 m2

外部仕上 屋根 防水入り隅処理 モルタル 立上り長さの合計値 ｍ

外部仕上 屋根 成形緩衝材 既製品 立上り長さの合計値 ｍ

外部仕上 屋根 防水押さえ金物 アルミ製 立上り長さの合計値 ｍ

外部仕上 屋根 立ち上がり部乾式保護材 立上り長さ ｍ

外部仕上 屋根 金属笠木 立上り長さ ｍ

外部仕上 屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄこて仕上 笠木：５－０２－５ ｍ

外部仕上 屋根 塗膜防水（躯体から仕上面まで含む） (X-2)他 設計者算出 m2

外部仕上 屋根 シート防水（合成高分子系）（躯体から仕上面まで含む） (S-F1)他 設計者算出 m2

外部仕上 屋根 屋上手すり 　共通詳細図5-23-1など 設計者算出 ｍ

外部仕上 屋根 屋上目隠し（鉄骨下地含む） 設計者算出 m2

外部仕上 屋根 金属板葺き等（折版・亜鉛鉄板瓦棒葺等） 設計者算出 m2

外部仕上 （追加欄） （追加欄）

外部仕上 外部床 石、タイル、モルタルコテ（下地共）等 設計者算出 m2

外部仕上 外部天井 スパンドレル等（軽鉄下地含む） 設計者算出 m2

外部仕上 （追加欄） （追加欄）

外部仕上 （追加欄） （追加欄）

小　計

※　単位欄が空白の項目は設計者が数量単位を適宜設定して概算工事費を算出する。

規格   ・仕様

工種・部位名

外部仕上

プロジェクト名
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■工種別・部位別概算工事費算出シート

略号

Ａ－⑤－2/4

外壁　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

外部仕上 外壁 タイル仕上 ＲＣ面目荒らし＋外壁ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙコテ2回 設計者算出 m2

外部仕上 外壁 ＲＣ打放＋塗装１ 塗装ＲＥ 設計者算出 m2

外部仕上 外壁 ＲＣ打放＋塗装２ 塗装Ｅ 設計者算出 m2

外部仕上 外壁 押出し成形セメント板 押出し成形版＋○仕上　取り合いｼｰﾙ含む 設計者算出 m2

外部仕上 外壁 ＡＬＣパネル ＡＬＣ版＋○○仕上 設計者算出 m2

外部仕上 外壁 金属外装仕上 （仕様、形状、下地、金物込み） 設計者算出 m2

外部仕上 外壁 メタルカーテンウォール （仕様、寸法、表面処理等） 設計者算出 m2

外部仕上 外壁 ＰＣカーテンウォール （厚み、形状、寸法、表面仕上等） 設計者算出 m2

外部仕上 外壁 地下外壁防水 Ｙ－１ 設計者算出 m2

外部仕上 外壁 その他（石、セラミック、金属ボーダー等） 設計者算出

外部仕上 外壁 （追加記入欄）

外部仕上 外壁 （追加記入欄）

小　計

外部仕上

規格   ・仕様

工種・部位名 プロジェクト名
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■工種別・部位別概算工事費算出シート

略号

Ａ－⑤－3/4

外部開口部　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

外部仕上 外部開口部 AW引き違い窓 枠見込・性能・表面処理 見付合計面積 ｍ2 or 箇所

外部仕上 外部開口部 AW片引き1段窓 枠見込・性能・表面処理 見付合計面積 ｍ2 or 箇所

外部仕上 外部開口部 AW片引き２段窓 枠見込・性能・表面処理 見付合計面積 ｍ2 or 箇所

外部仕上 外部開口部 ＡＷ突出・外倒＋fixの段窓枠見込・性能・表面処理 見付合計面積 ｍ2 or 箇所

外部仕上 外部開口部 ＡＷ縦すべり系の単窓 枠見込・性能・表面処理 見付合計面積 ｍ2 or 箇所

外部仕上 外部開口部 ｱﾙﾐCW（高さ4.5m未満） 枠見込・性能・表面処理 見付合計面積 ｍ2 or 箇所

外部仕上 外部開口部 ｱﾙﾐCW（高さ4.5m以上） 枠見込・性能・表面処理 見付合計面積 ｍ2 or 箇所

外部仕上 外部開口部 SSD両袖付き引き分け 100、框扉、HL仕上、自動扉エンジン付き 設計者算出 ｍ2 or 箇所

外部仕上 外部開口部 ＳＤ両開き 100、簡易気密、SUS沓づり 設計者算出 ｍ2 or 箇所

外部仕上 外部開口部 ＡＤ親子開き ７０、B2、框扉、 設計者算出 ｍ2 or 箇所

外部仕上 外部開口部 ＡＧアルミガラリ 枠見込・性能・表面処理 見付合計面積 ｍ2 or 箇所

外部仕上 外部開口部 ＳＳ 設計者算出 ｍ2 or 箇所

外部仕上 外部開口部 ＬＳ 設計者算出 ｍ2 or 箇所

外部仕上 外部開口部 ＯＨＤ 設計者算出 ｍ2 or 箇所

外部仕上 外部開口部 ガラス 種類・厚み 設計者算出 m2

外部仕上 外部開口部 建具廻り 設計者算出 m

外部仕上 外部開口部 （追加欄）

外部仕上 外部開口部 （追加欄）

小　計

外部仕上

規格   ・仕様

工種・部位名 プロジェクト名
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■工種別・部位別概算工事費算出シート

略号

Ａ－⑤－4/4

外部雑　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

外部仕上 外部雑 屋上緑化（ユニット含む） 設計者算出 m2

外部仕上 外部雑 屋上機械基礎類 設計者算出 箇所 or 一式

外部仕上 外部雑 煙突 設計者算出 箇所 or 一式

外部仕上 外部雑 庇（出が１ｍ以下又は既製品） 設計者算出 箇所 or m

外部仕上 外部雑 EXP.J（仕様、寸法） 設計者算出 m

外部仕上 外部雑 旗竿、懸垂幕受け金物等 設計者算出 箇所

外部仕上 外部雑 屋外手摺（屋根以外） 設計者算出 m

外部仕上 外部雑 外部金属（屋根樋、丸環等） 一般に建物に附属するもの 設計者算出 m2

外部仕上 外部雑 その他 （玄関庇・車寄せ等）

外部仕上 外部雑 その他 （外部階段）

外部仕上 外部雑 （追加欄）

外部仕上 外部雑 （追加欄）

小　計

※　単位欄が空白の項目は設計者が数量単位を適宜設定して概算工事費を算出する。

規格   ・仕様

工種・部位名 プロジェクト名

外部仕上
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■工種別・部位別概算工事費算出シート

略号

Ａ－⑥－1/4

内部床・内部壁・内部天井　概算金額算出シート（１／２）
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

内部仕上 内部床 ビニルシート ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ下地 設計者算出 m2

内部仕上 内部床 ビニル床タイル ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ下地 設計者算出 m2

内部仕上 内部床 タイルカーペット ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 設計者算出 m2

内部仕上 内部床 ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ仕上 防塵塗料 設計者算出 m2

内部仕上 内部床 ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ仕上 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ t10 設計者算出 m2

内部仕上 内部床 石張 花崗岩等 設計者算出 m2

内部仕上 内部床 木フローリング 床組（ころばし）合板下地 設計者算出 m2

内部仕上 内部床 磁器質タイル モルタル下地 設計者算出 m2

内部仕上 （追加記入欄）

内部仕上 （追加記入欄）

計

内部仕上 内部天井 ロックウール化粧吸音板 DR t9 + GB-R t12.5 設計者算出 m2

内部仕上 内部天井 不燃積層石膏ボード GB-NC t9.5 化粧ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 設計者算出 m2

内部仕上 内部天井 石膏ボード EP塗 GB-R t9.5+9.5、継目処理 設計者算出 m2

内部仕上 内部天井 無石綿ケイカル板 t6　EP 設計者算出 m2

内部仕上 内部天井 化粧石膏ボード 木目　t12.5 LGS共 設計者算出 m2

内部仕上 内部天井 グラスウールボード 32kg t25 張付け表面押え 設計者算出 m2

内部仕上 内部天井 打放補修 B種＋塗装ＥＰ 設計者算出 m2

内部仕上 内部天井 回り縁 木製 設計者算出 m

内部仕上 内部天井 回り縁 アルミ製 設計者算出 m

内部仕上 （追加記入欄）

内部仕上 （追加記入欄）

計

工種・部位名 プロジェクト名

内部仕上

規格   ・仕様
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■工種別・部位別概算工事費算出シート

略号

Ａ－⑥－2/4

内部床・内部壁・内部天井　概算金額算出シート（２／２）
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

内部仕上 内壁 石膏ボード EP塗 GB-R t12.5 継目処理 GL工法 設計者算出 m2

内部仕上 内壁 石膏ボード EP塗 GB-R t12.5 突付 GL工法 設計者算出 m2

内部仕上 内壁 石膏ボード EP塗 設計者算出 m2

内部仕上 内壁 石膏ボード EP塗 設計者算出 m2

内部仕上 内壁 打放補修 B種 ｺｰﾝ　EP 設計者算出 m2

内部仕上 内壁 ケイカル版　EP 下地GB 突付GL工法(S) 設計者算出 m2

内部仕上 内壁 GW ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り t25 設計者算出 m2

内部仕上 内壁 壁紙 設計者算出 m2

内部仕上 内壁 壁紙 設計者算出 m2

内部仕上 内壁 天然木練付ケイカル板 GB-R t12.5  突付GL工法 設計者算出 m2

内部仕上 内壁 堅羽目板張り（腰壁） GB-R t12.5 設計者算出 m2

内部仕上 内壁 ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ t1.6 ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗装 設計者算出 m2

内部仕上 内壁 軽鉄間仕切り下地ｽﾀｯﾄﾞ式 設計者算出 m2

内部仕上 内壁 軽鉄下地耐火間仕切 設計者算出 m2

内部仕上 内壁 軽鉄下地耐火間仕切 設計者算出 m2

内部仕上 内壁 既製コンクリート板　　等 押出成形セメント板　＠65 設計者算出 m2

内部仕上 内壁 幅木 ビニル幅木 設計者算出 m

内部仕上 内壁 幅木 木製幅木 設計者算出 m

内部仕上 内壁 （追加記入欄）

内部仕上 内壁 （追加記入欄）

計

内部仕上 内部仕上その他 外壁内側断熱材等 スタイロフォーム保温版ｔ＝25 設計者算出 m2

内部仕上 内部仕上その他 出角部　堅木集成材 木ボーダー６０×６０　Ｃ．Ｌ 設計者算出 m

内部仕上 内部仕上その他 和室　畳敷き床壁天井 和室４．５畳＋押入一間＋踏込み 設計者算出 箇所

内部仕上 内部仕上その他 和室　畳敷き床壁天井 和室６畳＋押入一間＋踏込み 設計者算出 箇所

内部仕上 内部仕上その他 内部防水 （小規模の場合は省略） 設計者算出 m2

内部仕上 内部仕上その他 地下外壁廻り2重壁 （小規模の場合は省略） 設計者算出 m2

内部仕上 （追加記入欄）

内部仕上 （追加記入欄）

計

小　計

規格   ・仕様

（追加）　間仕切り壁補正

内部仕上

内壁LGS下地　CH=2800、65形＠450

耐火壁（CH=3.8＜4m　LGS＋GB-R　ｔ15+15）

工種・部位名 プロジェクト名

GB-R t12.5 継目処理　軽量鉄骨下地

GB-R t12.5 突付　軽量鉄骨下地

下地GB-R t12.5 継目処理 GL工法

下地GB-R t12.5 継目処理　軽量鉄骨
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■工種別・部位別概算工事費算出シート

略号

Ａ－⑥－3/4

内部建具・内部開口部　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

内部仕上 内部開口部 ＳＳＤ 設計者算出 ｍ2 or 箇所

内部仕上 内部開口部 ＳＤ 設計者算出 ｍ2 or 箇所

内部仕上 内部開口部 ＬＤ 設計者算出 ｍ2 or 箇所

内部仕上 内部開口部 ＡＤ 設計者算出 ｍ2 or 箇所

内部仕上 内部開口部 ＷＤ 設計者算出 ｍ2 or 箇所

内部仕上 内部開口部 木製襖 設計者算出 ｍ2 or 箇所

内部仕上 内部開口部 ＳＳ 設計者算出 ｍ2 or 箇所

内部仕上 内部開口部 ＬＳ 設計者算出 ｍ2 or 箇所

内部仕上 内部開口部 防煙垂れ壁 設計者算出 ｍ2

内部仕上 内部開口部 ガラス 種類・厚み 設計者算出 ｍ2

内部仕上 内部開口部 木工額縁 内部建具寸法、枠寸法 設計者算出 箇所

内部仕上 内部開口部 （追加記入欄）

内部仕上 内部開口部 （追加記入欄）

小計

工種・部位名

規格   ・仕様

プロジェクト名

内部仕上

官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン（平成27年改定）　　

国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課 設備・環境課　　 



■工種別・部位別概算工事費算出シート

略号

Ａ－⑥－4/4

内部雑　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

内部仕上 内部雑 ブラインド 設計者算出 m2

内部仕上 内部雑 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ 設計者算出 ｍ

内部仕上 内部雑 可動間仕切・移動間仕切 設計者算出 m2

内部仕上 内部雑 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｶﾊﾞｰ 金属・木等 設計者算出

内部仕上 内部雑 書架・収納棚等 設計者算出

内部仕上 内部雑 家具類 設計者算出

内部仕上 内部雑 階段手摺 設計者算出

内部仕上 内部雑 トイレブース 設計者算出

内部仕上 内部雑 洗面カウンター 設計者算出

内部仕上 内部雑 便所手摺り 設計者算出

内部仕上 内部雑 流し台・コンロ台 設計者算出

内部仕上 内部雑 水切り 設計者算出

内部仕上 内部雑 吊り戸棚 設計者算出 m2

内部仕上 内部雑 （その他算出すべきもの）

（追加記入欄）

小計

※　単位欄が空白の項目は設計者が数量単位を適宜設定して概算工事費を算出する。

工種・部位名 プロジェクト名

内部仕上

規格   ・仕様

官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン（平成27年改定）　　

国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課 設備・環境課　　 



■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号

Ａ－⑦

附帯施設　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

附属屋 附帯施設 車庫 設計者算出 m2

附属屋 附帯施設 倉庫 設計者算出 m2

附属屋 附帯施設 自転車置き場 設計者算出 m2

附属屋 附帯施設 渡り廊下 設計者算出 m2

附属屋 附帯施設 ごみ置き場 設計者算出 m2

附属屋 附帯施設 （追加記入欄）

小　計

工種・部位名 プロジェクト名

附属屋

規格   ・仕様
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■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号

Ａ－⑧－1/2

工作物　概算算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

屋外 工作物 門 門・門扉 設計者算出

屋外 工作物 庁名板 設計者算出

屋外 工作物 囲　障 設計者算出

屋外 工作物 旗竿 設計者算出

屋外 工作物 車止め支柱 設計者算出

屋外 工作物 懸垂幕塔 設計者算出

屋外 工作物 屋外掲示板 設計者算出

屋外 工作物 屋外サイン 設計者算出

屋外 工作物 くつ洗い流し 設計者算出

屋外 工作物 オイルタンク基礎 設計者算出

屋外 工作物 設備基礎 設計者算出

屋外 工作物 水槽等 設計者算出

屋外 工作物 （追加記入欄）

小　計

※　単位欄が空白の項目は設計者が数量単位を適宜設定して概算工事費を算出する。

規格   ・仕様

工種・部位名 プロジェクト名

屋外
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■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号

Ａ－⑧－2/2

構内舗装　概算算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

屋外 構内舗装 直接仮設 設計者算出 m2

屋外 構内舗装 すき取り、積み込み 設計者算出 m3

屋外 構内舗装 アスファルト舗装１ 設計者算出 m2

屋外 構内舗装 透水性舗装(9-21-4) 設計者算出 m2

屋外 構内舗装 透水性舗装　歩道(9-23-3) 路盤厚さ(150以下） 設計者算出 m2

屋外 構内舗装 インターロッキング舗装 設計者算出 m2

屋外 構内舗装 タイル舗装 設計者算出 m2

屋外 構内舗装 石張り舗装 設計者算出 m2

屋外 構内舗装 コンクリート平板舗装 設計者算出 m2

屋外 構内舗装 縁石１ 設計者算出 ｍ

屋外 構内舗装 縁石２ 設計者算出 ｍ

屋外 構内舗装 建設発生土運搬 設計者算出 m3

屋外 構内舗装 建設発生土処分 設計者算出 m3

屋外 構内舗装 土工機械運搬 （標準１回） 往復

屋外 構内舗装 舗装機械運搬 （標準１回） 往復

屋外 構内舗装 その他

屋外 構内舗装 （追加記入欄）

屋外 構内舗装 （追加記入欄）

小　計

※　単位欄が空白の項目は設計者が数量単位を適宜設定して概算工事費を算出する。

屋外排水　概算算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

屋外 屋外排水 敷地面積 m2

屋外 屋外排水 （追加記入欄）

小　計

植栽　概算算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

屋外 植栽 設計者算出 m2

屋外 植栽 （追加記入欄）

小　計

9-11-6

花こう岩120*150

規格   ・仕様

工種・部位名 プロジェクト名

規格   ・仕様

規格   ・仕様

屋外

区画線、車止めブロック、誘導ブロック等

H300程度

専用仮設
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■工種別・部位別概算工事費算出シート
略号

Ａ－⑨

既存改修　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

その他 既存改修 設計者算出 一式

その他 （追加記入欄）

小計

解体・その他　概算金額算出シート
科目 中科目 細目 数量 数量根拠 単位 単価 単価根拠 金額

その他 仮庁舎 設計者算出 一式

その他 解体 設計者算出 一式

その他 （追加記入欄）

小計

規格   ・仕様

工種・部位名 プロジェクト名

その他

規格   ・仕様
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