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令和２年度　富谷市総合運動公園施設塗装等修繕工事（繰越）　仕様書

起　　　　工　　　　事　　　　由

一金 円也

工費

線
富谷市　一ノ関臑合山６－８（富谷市総合運動公園）　地内

筋

修繕工

施　　工　　方　　法　　其　　他

内消費税相当額
工事請負

円

工　期
自　契 約 締 結 日 の 翌日

100日間
至　令和 ３ 年１１月３０日

計　画　構　造　　　仕　様　概　要

富谷市教育委員会

　街路灯修繕　ケレン・錆止め・塗装　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝１１基

　屋外消火ポンプ施設防火扉修繕　ケレン・錆止め・塗装　　　　Ｎ＝　８扉

　キャンプ場倉庫修繕　ケレン・錆止め・塗装　　　　　　　　　Ｎ＝　１棟

　スポーツ交流館木柱修繕　ケレン・灰汁抜き・塗装　　　　　　Ｎ＝　４本



令和２年度　富谷市総合運動公園施設塗装等修繕工事（繰越）

統　　括　　書

数　量 単　　価 金　　額

修繕工

街路灯修繕 式 1.0 内訳書①

屋外消火ポンプ施設防火扉修繕 式 1.0 内訳書②

キャンプ場倉庫修繕 式 1.0 内訳書③

スポーツ交流館木柱修繕 式 1.0 内訳書④

直接工事費 計

諸経費

改め

消費税及び地方消費税相当額 ％ 10.0

合計

工　種 名　　　　称 形　状　寸　法 単位 摘  　　要



令和２年度　富谷市総合運動公園施設塗装等修繕工事（繰越）

内　　訳　　書　　①

数　量 単　　価 金　　額

街路灯修繕

　街路灯（低タイプ）

　ケレン下処理（サビフィックス・錆止め） 箇所 11.0
　街路灯（低タイプ）

　トップ塗装（弱溶剤シリコン２回） 日塗工 K19-20B 箇所 11.0
　駐車場灯

　ケレン下処理（サビフィックス・錆止め） 箇所 8.0
　駐車場灯

　トップ塗装（弱溶剤シリコン２回） 日塗工 K19-20B 箇所 8.0

　高所作業車 日 3.0
　電気引込ポール

　ケレン下処理（塩ビ剥離部撤去・錆止め） 箇所 1.0
　電気引込ポール

　トップ塗装（弱溶剤シリコン２回） 箇所 1.0
　街路灯・ポール（公園内）

　電気設備開口部蓋・ボルト交換 箇所 3.0

　電気ＢＯＸ交換 台 1.0

　ＢＯＸ・蓋取付金具 式 1.0

工　種 名　　　　称 形　状　寸　法 単位 摘  　　要



令和２年度　富谷市総合運動公園施設塗装等修繕工事（繰越）

内　　訳　　書　　② （１／４）

数　量 単　　価 金　　額

屋外消火ポンプ施設防火扉修繕

送風棟送風機室扉

　扉下端板金（表面のみ） t=0.6mm

　カラーガルバリウム鋼板 1200*240 箇所 2.0

　板金取合シール 箇所 2.0

送風棟ポンプ室扉

　扉下端板金（両面） t=0.6mm

　カラーガルバリウム鋼板 1100*145 箇所 4.0

　板金取合シール 箇所 4.0

　ケレン・錆止め・塗装（外側のみ） 枚 2.0

送風棟ポンプ室西隣扉

　扉下端板金（両面） t=0.6mm

　カラーガルバリウム鋼板 1620*150 箇所 4.0

　板金取合シール 箇所 4.0

　ケレン・錆止め・塗装（外側のみ） 枚 2.0

工　種 名　　　　称 形　状　寸　法 単位 摘  　　要



令和２年度　富谷市総合運動公園施設塗装等修繕工事（繰越）

内　　訳　　書　　② （２／４）

数　量 単　　価 金　　額

送風棟排風機室扉

　扉下端板金（両面） t=0.6mm

　カラーガルバリウム鋼板 1120*200 箇所 4.0

　板金取合シール 箇所 4.0

　ケレン・錆止め・塗装（外側のみ） 枚 2.0

送風棟西面北側扉

　扉下端板金（両面） t=0.6mm

　カラーガルバリウム鋼板 830*200 箇所 4.0

　板金取合シール 箇所 4.0

　ケレン・錆止め・塗装（外側のみ） 枚 2.0

送風棟西面南側扉

　扉下端板金（両面） t=0.6mm

　カラーガルバリウム鋼板 830*200 箇所 4.0

　板金取合シール 箇所 4.0

　ケレン・錆止め・塗装（外側のみ） 枚 2.0

工　種 名　　　　称 形　状　寸　法 単位 摘  　　要



令和２年度　富谷市総合運動公園施設塗装等修繕工事（繰越）

内　　訳　　書　　② （３／４）

数　量 単　　価 金　　額

送風棟南面中央扉

　ケレン・錆止め・塗装

　（外側のみ・ガラリ含む） 枚 1.0

送風棟オイルタンク室扉

　ケレン・錆止め・塗装（外側のみ） 枚 2.0

送風棟西電気BOX

　ケレン・錆止め・塗装

　（外側のみ・シルバー） 箇所 1.0

送風棟消火器BOX

　ケレン・錆止め・塗装

　（外側のみ・表示シール含む） 箇所 1.0

工　種 名　　　　称 形　状　寸　法 単位 摘  　　要



令和２年度　富谷市総合運動公園施設塗装等修繕工事（繰越）

内　　訳　　書　　② （４／４）

数　量 単　　価 金　　額

送風棟屋上清掃・縦樋

　仮設足場（脚立） 式 1.0

　屋上清掃（ゴミ撤去・高圧洗浄） 式 1.0

　既存縦樋解体 箇所 2.0

　発生材処分費費 式 1.0

　新規縦樋 VPφ75 m 9.6
ビルます(大)角

　新規角マス 網付き 個 2.0

　縦継手 個 2.0

　網加工 箇所 2.0

　支持金具 SUSバンド 個 4.0

工　種 名　　　　称 形　状　寸　法 単位 摘  　　要



令和２年度　富谷市総合運動公園施設塗装等修繕工事（繰越）

内　　訳　　書　　③

数　量 単　　価 金　　額

キャンプ場倉庫修繕

　

　屋根・外壁洗浄 高圧水 m2 129.0
　外壁塗装 水性ソフトサーフSG

　凹凸補修＋下塗１回＋トップ２回 +水性セラミシリコン m2 72.6
　倉庫扉・枠塗装（表面）

　ケレン＋錆止め１回 SKマイルドボーセイ 箇所 1.0
　倉庫扉・枠塗装（表面）

　弱溶剤シリコントップ２回 クリーンマイルドシリコン 箇所 1.0

　庇・屋根塗装 防水ウレタン m 23.0
　

　避雷針及び支持管撤去 式 1.0

　導線撤去 式 1.0
　コンクリート基礎部

　モルタル補修 式 1.0

　産廃処分費 式 1.0

工　種 名　　　　称 形　状　寸　法 単位 摘  　　要



令和２年度　富谷市総合運動公園施設塗装等修繕工事（繰越）

内　　訳　　書　　④

数　量 単　　価 金　　額

スポーツ交流館木柱修繕

　仮設養生 式 1.0

　清掃片付 式 1.0

　高所作業車 式 1.0

　ケレン（サンダー） 本 4.0
　灰汁抜き

　（材工共・下端黒ずみ部分） 式 1.0
　塗装

　（材工共・キシラデコール３回塗） 本 4.0

工　種 名　　　　称 形　状　寸　法 単位 摘  　　要



第１　本仕様書は、令和２年度　富谷市総合運動公園施設塗装等修繕工事（繰越）を施工

　　するために必要な作業方法を定める。

第２　この工事は、本仕様書によるほか関係法規等に準拠し実施するものとする。

　　　なお、本仕様書及び関係法令に明示のない事項など疑義が生じた事項は、発注者と、

　　受注者が協議して定めること。

第３　受注者は、発注者と工事着手前に十分な打ち合わせを行い、関係書類を提出し、そ

　　の内容を説明し、発注者の承認を受けること。

　　　また、工事施工中の進捗状況を随時発注者に報告し、担当者の指示を受けること。

第４　受注者は、この工事中に工事に起因して生じた諸事故について責任を負い、受注者

　　において一切を処理すること。

第５　受注者は、工事に先立って現地調査を実施し、設計内容を十分に把握すること。

第６　使用する資材は維持管理コスト縮減や長寿命化の観点から、長期間にわたり使用可

　　能な耐久性を有すること。

第７　消火器BOXの表示は黒川地域行政事務組合火災予防条例に基づき作成、明示すること。

第８　屋上清掃は防水層を傷つけない低水圧、手洗い作業とすること。

第９　扉板金上部には防火性を保つため、シーリング処理も併せて行うこと。

第10　工事の際は、建物、利用者等に損害を与えないよう、また、工事期間中の事故防止

　　のため、安全対策を講ずること。

第11　施工機械・施工方法等について問題が発生した場合には、発注者と受注者とが協議

　　の上決定するもの。

令和２年度　富谷市総合運動公園施設塗装等修繕工事（繰越）

特記仕様書

第１章　　総　　　則

第２章　　施　　　工



位置図

富谷市役所

富谷市総合運動公園

詳細位置図

防火扉修繕箇所

木柱修繕箇所

倉庫修繕箇所



詳細位置図

街路灯修繕 N=11基










