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さまざま立場や職域で建築業務に関係する人のすべてに必要とされる
基本的な知識や技術となっている。

●建築積算は

1. これまでは、設計図書から建築物の数量を計測・計算し、これに単
価を掛けて建築物のコストを算定すること。

2. 最近では業務の対象領域が拡大し、建築物の品質や安全性を確
保する上で建築コストの重要性が再認識され、建築の生産プロセ
ス（過程）のすべてにおいて建築コストを算定し、建築の生産活動を
コスト面からマネジメント（管理）することも目的になった。

●建築積算の目的

■はじめに

ものづくりの生産プロセス（過程）

1. 発想

2. 企画

3. 製造のための設計

4. 製造手段の準備

5. 製造

6. 販売

7. 修理

8. 処分

１.建築積算とは

●製品のライフサイクル
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• ビジネスの世界におけるものづくりは経済行為であり、お金なしには
成立しません。

• 建築もものづくりであり、一般の製品と同じような生産プロセスでお
こなわれますので、お金の計算が大変重要となっています。

• どのようにしたら効果的にお金が使われるのかを見極めてさまざま
な手法で管理することが、建築積算です。

１.建築積算とは

●設計、施工とのトライアングルを構成

• 建築生産活動は設計（デザイン）、施工（技術）、建築積算（コスト）の
３つの要素から成り立っている。

• お金の問題を扱うのが建築積算であり、設計と施工を経済的な観点
から支える役割がある。

• 設計と施工が表舞舞台に立ち、建築積算は舞台裏に隠れていた為、
一部の人達の思惑で左右されやすく、不透明さが業界の体質となり
産業の近代化を阻害していた。

• 現在では設計や施工とともに建築生産活動支える基本的な柱として
表舞台で活躍し、コストの透明性を高める時代を迎えている。

■建築積算の役割
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施工
（技術）

建築積算
（コスト）

設計
（デザイン）

建築
生産活動

建築生産活動のトライアングル P-2

●建築積算はＰＣＭ（プロジェクトコストマネジメント）

• すべてのプロセスにおけるコストに関与し、建築のものづくりにおい
て機能と経済性のバランスを図り、社会にとって価値（バリュー）の
大きい建築物の創生に貢献する。

• 建築物のライフサイクルにわたってプロジェクトのコストを管理する
ことが建築積算の目的となっている。

• 幅広い知識や技術、さらには経験が必要になりますが、この分野は、
国際的にも活動が活発化している。

●狭義の建築積算
• 基本は、設計図書を基に、工事に必要な資材や労務、そして経費な

どを算定し、工事価格を把握する内訳書を作成すること。

１.建築積算とは
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• 設計図や仕様書などから必要な工事を洗い出し、各工事に必要な
数量を細目別に計測する数量積算が基礎。

• 数量積算によって算出された細目別の数量を基に、対応する単価
を設定し、数量に単価を掛けて工事費を予測したり、完成に要した
工事費を計算したりする。

• 必要な工事は、各工事科目の内訳細目も整理されていますので、こ
の標準化された工事科目と内訳明細を知れば工事費の計算ができ
る。

●どんなことをするのだろうか

１.建築積算とは

表1-1

代表的な工事科目の例 P-3
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• 工事ごとに使われる資材を中心に計測することから始まります。こ
れらの計測は、既に内訳明細や数量の算出基準などが制定されて
おり、正しく効率的におこなう方法が確立されている。

• 最近はコンピューターで計算することが多くなりましたが、手計算に
よる算出方法を学び理解しておくことは、コンピューターのソフトを評
価したり使いこなしたりする上で大切です。

• 実際の建築工事は多種多様で、コンピューター処理に人間の判断
を加えて調整や補足をしなければならないケースが多々ある。

●まずはじめは数量の算出から

１.建築積算とは

1. 内訳書に細目名と数量を記載します。

仕様や寸法などを摘要欄に記載し、

金額の計算に参考となるよう記載する。

（内訳明細書）

2. はじめは金額抜きで作成する。

3. 内訳細目に対応する単価を記載する。

4. 数量と単価を掛けて内訳細目ごとの金額を

算出し、工事ごとの金額を計算する。

5. 内訳細目の金額を合計して全体の工事費を算出

する。（別に計算した経費なども計上）

●次にすることは内訳書の作成

１.建築積算とは
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• 設計図と仕様書を注意深く見るようになり、必ずといっていいほど設
計図のミスや不明な点に気づき指摘することになる。

• 設計者はこれにより設計図の完成度を高める。

• 積算者は、ベテランになればなるほど設計図や仕様書の読解力が
優れます。

●建築積算は、設計図や仕様書の読解力がつく

１.建築積算とは

• ひとつの建築物が誕生し、実際に使用されて最後に解体されるまで、
いくつかの仕事が順番におこなわれる。この順番を生産プロセスと
いう。

• 期限があり、唯一の成果物（モノやコト）を生み出す仕事を、プロジェ
クトという。

• 建築生産の活動はプロジェクトの性格をもっており、建築プロジェク
トと呼ばれ、生産プロセスに従って仕事が進行する。

• 建築プロジェクトに参加する人は多種多様であり、人数も多数となる
が、生産プロセスの進捗とともに仕事の内容や役割が変わり、参加
する人も変わる。

• 建築積算も、生産プロセスの進捗とともに目的や内容が変わる。

２.建築生産プロセスの概要と建築積算
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• 建築物を建設する事業には、需要・資金・土地の3要素があり、しっ
かりと見極め、価値を高めることが求められる。

• 建築積算は、設計段階・入札段階・施工段階・維持保全段階という
各プロセスにおいて経営的な側面からお金の課題に対して評価や
支援をおこない、全プロセスに関係する。

• 建築の生産活動に参加する多くの人は、どこかのプロセスで仕事を
することになるが、自分が参加しているプロセスだけではなく、すべ
てのプロセスを理解しておくことが大切で、特にプロジェクトのマネジ
メントの仕事に就く人は、全プロジェクトを意識して最適な管理を進
めることが求められている。

●建築物の誕生から解体廃棄処理まで

■建築生産プロセスとは

企画段階

設計段階

施工段階

建築生産のプロセス
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建築生産のプロセス P-6

• 「企画」プロセスの建築積算

• 「設計」プロセスの建築積算

• 「施工」プロセスの建築積算

• 「維持保全」プロセスの建築積算

企画 事前調査：需要、法律、資金、環境など

設計 施主の要求を満たす設計

入札・契約 業者の決定

工事計画 仮設計画、品質管理、工期、原価管理、安全計画などの検討

施工

竣工・引渡

維持保全 点検と保守、修繕、改善、運用管理

解体

廃棄処分

■各プロセスではどんな仕事をしているのだろうか
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① 敷地調査

土地の形状や周辺の環境、権利や法的な条件（用途地域等）

② 建築計画の概要設定

建物の規模や内容、完成後の運用

③ 事業計画の検討

建設需要や資金計画

④ 事業の推進方策の検討

建設需要や資金計画、設計者や施工者を指揮管理する

専門家の必要性が高まっている

⑤ 発注方法の検討

入札や契約の方法

「企画」のプロセス P-7

① 基本計画

用途、規模、構造、容積、形状など

② 基本設計

実施設計に入る前の詳細決定

（意匠・構造・設備）

③ 実施設計

意匠・構造・設備の整合

仕様書

「設計」のプロセス P-8
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• 施工管理（QCDSE)

• 施工管理の対象（５Ｍ）

１ 品質管理 Quality
２ 原価管理 Cost
３ 工程管理 Delivery
４ 安全管理 Safety
５ 環境管理 Environment

１ 労務 Man
２ 材料 Material
３ 機械 Machine
４ 資金 Money
５ 施工法 Method

「施工」のプロセス P-9

① 準備工事

現地の調査・測量、遣り方・墨出

② 基礎工事

土工事、地業工事（地盤改良、杭工事）

③ 躯体工事

鉄筋工事、コンクリート工事、型枠工事、

鉄骨工事、既製コンクリート工事

④ 仕上工事

防水～ユニット及びその他工事

「施工」のプロセス P-9
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① 環境衛生管理業務

清掃管理業務・衛生管理業務

② 設備管理業務

電気通信設備管理業務

空気調和設備管理業務・給排水設備管理業務

消防用設備管理業務・昇降機設備管理業務

③ 点検整備業務

経年劣化の日常または定期点検

「維持保全」のプロセス P-11

企画設計コスト 1億1100万円 1.17%

建設コスト 17億8400万円 18.87%

保全コスト（点検・保守） 27億8300万円 29.44%

修繕コスト 14億4800万円 15.32%

改善コスト 1億5500万円 1.64%

運用コスト（光熱水費） 26億7100万円 28.26%

運用管理コスト
（一般管理費・運用支援）

3億4500万円 3.65%

廃棄処分コスト 1億5500万円 1.64%

合計 94億5200万円

建物の一生（60年間）のコストで最も高額なのは保全コスト
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３.入札とは

設計事務所

ゼネコン

2億7千万円

2億9千万円

3億円

3億1千万円

見積り

発注者（建築主）が設計者や施工者を選定するときに、設計料や工事費を
いちばん安い金額で提示したところが受注できる（落札）方式。金額の他
に実績や技術力を評価したり、公共工事では金額以外の実績、技術力、
各種の提案なども求めて、総合的に評価して落札者を決めることもある。

競争入札

一般競争入札
参加資格を満たすゼネコンは誰でも参加できる
参加資格：技術力・経験・技術者数など

指名競争入札 発注者が見積に参加するゼネコンを指名する

随意契約

特命随意契約
指名するのは１社のみであり、見積内容を検討し
て契約する

見積合わせ

主に民間物件で採用される
複数のゼネコンを指名し、見積内容の検討後に
金額折衝をして契約する
１番安い金額を提示しても契約できないこともあ
る

３ｰ１.入札の種類 P-12
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当別ダムの入札結果（総合評価）

Competition
（コンペティション）

複数の業者を競わせて、その中で優劣をつ
け、業者をひとつ選ぶ方式。

コンペを主催する発注者や、参加企業側に
多額の費用が発生し、負担が大きいという
問題もある。

Proposal
（プロポーザル）
（企画競争入札）

工事や設計の請負などで、入札参加者に企
画書の提出を求め、採点により点数が高い
業者に発注する入札方式。

受注者に特殊な施設や技術、企画力などが
求められ、価格のみで決まる一般競争入札
が適していない場合に採用される。

●提案の内容や質で決定する方式

■その他の入札方式 P-13



(建築生産・積算業務の概要)

15

設計施工分離方式

設計事務所

建設会社

設計施工一括発注方式
（デザイン・ビルド）

 デザイン
 設計
 施工

マネージメント

新国立競技場は
デザイン・ビルド

３ｰ２.工事の発注方式 P-14

●一括発注と分離方式

一括発注方式

分離発注方式

発注者から一つの会社にまとめ
て発注。
設計、施工、監理。

設計：設計事務所
監理：監理事務所
建築：建設会社
設備：設備会社

建築
 躯体工事
 仕上工事

この方式は
マネージメント会社

の管理が必要

３ｰ２.工事の発注方式 P-14
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総価請負契約

実費精算契約

単価請負契約

全体工事の見積書を提出し、総
額のみの金額で契約する。
大半の工事はこの方式。

工事の進捗と出来高に応じて、
発注者が実際にかかった費用を
受注者に支払う方式。

工事費の項目ごとに単価を固定
して契約。

設計図の完成度が低く、完成日
時が決められている場合。

３ｰ３.工事の契約方式 P-15

• 建築主と建設会社は見積書によって工事契約を結び、着工する。

• 建設会社も協力会社（下請け業者）と工事契約を結んでから施工を
してもらう。

• 協力会社が資材を仕入れるのであれば、メーカーとの間に契約行
為が発生する。

• 工事のお金を決めずに「いいから仕事を進めてくれ」は、ありえない。

請負契約を結んで着工
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主に公共工事の分野で行われている
 発注者が前もって建築積算を行い、内訳書を作成
 入札参加企業に内訳書を公開
 入札参加企業は単価を記入し、工事費を算出
 競争入札の実施
 落札企業が決定

 数量に疑義が生じた場合は、契約後であっても協議
を行うことができる

 入札参加企業の積算経費を削減し、公共工事の情
報公開の一端を担う

 公共工事に対する発注者の説明責任を果たすととも
に公共工事の透明性、公平性の向上を図るために有
効

３ｰ４.数量公開 P-16

1､ 設計図書の受領

［積算要領、見積条件、入札の方法や日時、提出書類

現場説明書、図面種類や枚数、仕様書縮尺、質疑の書式等]
2､ 積算作業の分担（社内担当者への説明）

［躯体工事、仕上工事]
［電気設備工事、機械設備工事]
［工程表、仮設計画]

3､ 建築数量の計測・計算

質問書による図面確認、集計表の作成

寸法や倍数などの数量の誤りがないかどうか確認

4､ 内訳書の作成

下見積の徴収、値入れ、最終のチェック

5､ 工事価格の算定

現場管理費、一般管理費、共通仮設費

6､ 提出価格の算定

7､ 書類の提出

４.積算業務の概要 P-17 ■積算業務の流れ
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共通仮設

現場経費

建築工事

ＣＯＮ、型枠、鉄筋

押えＣＯＮ、押え型枠、増しＣＯＮ
は仕上工事で積算

ＲＣ

鉄骨 基本的には外注

土工事 山留め含む

杭 場所打ち杭

仮設 直接仮設

設備関連 鉄筋、鉄骨、人通口、点検口等

積算作業の分担（共通・現経・躯体） P-18

建築工事

建具 数量、モルタル詰、内外コーキン
グ、ウレタン、塗装、枠、額縁

外装 床、屋根、 外壁、軒天、ピット、ドラ
イエリア、地下外壁（外防水）

内装 床、巾木、壁、天井、柱、梁

断熱 ＦＰ版、ＧＷ、ブローイング、岩綿、
ウレタン、複合板、ポリフィルム

間仕切 ＬＧＳ、既製ＣＯＮ（ＣＢ・ＡＬＣ・押出
し成型板）、木

積算作業の分担（建築） P-18
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注意すべき項目など

1 工事概要書 構造、規模、階数、最高高さ、工事範囲

2 特記仕様書 別途工事の取扱に関する事項

3 仕上表 他図面と整合性が取れているか他同様

4 配置図

5 案内図

6 求積図 建築面積、延床面積

7 平面図 縮尺は正しいか他同様

8 立面図

9 断面図

10 矩計図

11 展開図

12 天井伏図

13 建具表

14 部分詳細図

５.設計図書とは P-22～ ５-１.設計図の構成と種類（意匠図）

図面

1 基礎伏図 基礎（Ｆ）、基礎梁（ＦＧ）、基礎小梁（ＦＢ）、
底盤（ＦＳ）

2 基礎詳細図

3 各階伏図 見下げ図

4 軸組図

5 架構詳細図

6 配筋詳細図

7 部材リスト

8 その他

５-１.設計図の構成と種類（構造図） P-26
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基礎 Ｆ Foundation

基礎梁 ＦＧ Foundation Girder

底盤 ＦＳ Foundation Slab

柱 Ｃ Column

間柱 Ｐ Post（鉄骨の間柱）

大梁 Ｇ Girder

片持ち大梁 ＣＧ Cantilever Girder

小梁 Ｂ Beam

スラブ Ｓ Slab

壁 Ｗ Wall

２Ｇ ２階の大梁

２Ｂ ２階の小梁

構造図の記号

５-１.設計図の構成と種類（構造図） P-26

1 電力引込工事 10 火災報知工事

2 発電機工事 11 防煙制御工事

3 蓄電池工事 12 通信信号工事

4 幹線工事 13 情報通信工事

5 動力工事 14 ロードヒーティング

6 電灯コンセント工事 15 避雷針

7 照明器具工事 16 警備

8 フロアダクト工事 17 電波障害（対策、調査）

9 電話工事

５-１.設計図の構成と種類（電気設備図） P-27
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1 給水設備工事 9 換気設備工事

2 排水設備工事 10 排煙設備工事

3 給湯設備工事 11 ロードヒーティング設備工事

4 衛生器具設備工事 12 自動制御設備工事

5 消火設備工事 13 医療ガス設備工事

6 ガス設備工事 14 濾過設備工事

7 厨房器具設備工事

8 空調設備工事
 冷暖房
 空気調和
 空気浄化

５-１.設計図の構成と種類（機械設備図） P-27

１. 質問回答書 図面の食い違い等に関する質問と回答

２. 現場説明書 施主、工期、支払条件、見積提出（入札）日時、
質疑提出日時、諸注意事項

３. 特記仕様書 設計図に書かれている特記仕様書（意匠、構造、設備）

４. 標準仕様書
共通仕様書

公共建築工事標準仕様書（建築）

公共建築工事標準仕様書（電気）
公共建築工事標準仕様書（機械）
建築工事共通仕様書

５-２.仕様書の種類と優先順位 P-28
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• 注文服も市庁舎も受注製品であり、販売価格がある。

• 洋服と異なり建築生産は高額であり、それ自体が経済活動であり、
会社がビジネスとして建築物を作ったり販売したりしているため、工
事費の算出は会社の経営に大きな影響を及ぼします。しかし工事
費の計算やまとめ方が会社や担当者によって項目が統一されてい
ないと、他社との比較検討ができなくなる。

• 建築積算のルールを定め、内訳書も同様に書式を統一することで
各社の比較検討が容易になる。

６.工事費の構成 P-29

２０,０００円
（税別）

５億３０００万円
（税別）

布地 6,000 円

ボタン 1,000 円

縫製料 8,000 円

運搬費 1,000 円

販売費 1,500 円

店舗費 500 円

経費、利益 2,000 円

計 20,000 円

コンクリート 1,550 ㎥ 14,500

ポンプ車 10 台 80,000

型枠 3,800 ㎡ 4,500

鉄筋 52 ㌧ 110,000

クロス 1,000 ㎡ 1,200

ユニットバス 30 台 350,000

明細は不要

明細は必要
内訳書

モノの値段
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工事費

直接工事費

現場管理費

一般管理費等 共通費

工事価格

純工事費

工事原価

消費税等相当額

共通仮設費

直接工事費

建築工事費

電気設備工事費

機械設備工事費

■工事費とは何なのだろうか P-30

●直接工事費を基本とした経費の積み重ね

●積み重ねによって工事費はいくらになるのだろうか
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○○建設業会館 新築工事 内訳書
名 称 仕様寸法 数量 単位 単価 金 額

Ａ 共通仮設工事 1.  式 10,230,000 

Ｂ 建築工事 1.  式 245,089,580 

Ｃ 電気設備工事 1.  式 41,550,000 

Ｄ 機械設備工事 1.  式 67,300,000 

Ｅ 外構工事 1.  式 12,300,000 

Ｆ 現場経費 1.  式 27,300,000 

合 計 403,769,580 

Ｇ 一般管理費 1.  式 26,230,420 

総 計 430,000,000 

消費税相当額 1.  式 43,000,000 

総 合 計 473,000,000 

工事費（全体） P-30

　名称 仕様寸法 数量 単位 単価 金 　額
Ｂ 建築工事

1 仮設工事 1. 式 15,283,200
2 土工事 1. 式 8,258,000
3 鉄筋コンクリート工事 1. 式 92,658,300
4 防水工事 1. 式 13,456,000
5 断熱工事 1. 式 8,550,200
6 タイル工事 1. 式 7,550,200
7 木工事 1. 式 1,554,900
8 金属工事 1. 式 12,001,300
9 左官工事 1. 式 8,724,000

10 建具工事 1. 式 52,302,700
11 ガラス工事 1. 式 7,566,000
12 塗装工事 1. 式 5,883,500
13 内装工事 1. 式 2,100,280
14 仕上ユニット工事 1. 式 9,201,000

計 245,089,580

直接工事費の中身 P-30
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名　称 仕様寸法 数量 単位 単価 金 額
13 内装工事

床 タイルカーペット 厚5.5 120. ㎡ 2,560 307,200
床 ビニールタイル 厚2.0 35. ㎡ 1,080 37,800
床 長尺塩ビシート 厚2.3 100. ㎡ 1,760 176,000

巾木 ソフト巾木 H=100 120. ｍ 320 38,400

壁 ビニールクロス 中級品 355. ㎡ 1,440 511,200
壁 石膏ボード 厚12.5 521. ㎡ 880 458,480

天井 ビニールクロス 中級品 255. ㎡ 1,440 367,200
天井 石膏ボード 厚9.5 255. ㎡ 800 204,000

小    計 2,100,280

内装工事費の中身 P-30

準備費
敷地測量、敷地整理、道路占有料、仮設用借地料、埋設物調査、
地質や水質調査他

仮設建物費
監理事務所、現場事務所、倉庫、下小屋、宿舎、仮設WC、守衛
所他

工事施設費
仮囲い、工事用仮設道路、歩道構台、場内通信設備、ゲート、看
板他

環境安全費
安全標識、消火設備等の設置、安全管理や合図等の要員、隣接
物等の養生及び補償復旧に要する費用、イメージアップ資材他

動力用水光熱費 工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用と料金

屋外整理清掃費 屋外及び敷地周辺の整理清掃と発生材処分、除排雪費用他

機械器具費
共通的な工事用機械器具（測量機器・クレーン等の揚重機械・
ロープ・電工ドラム等の雑機械器具）他

その他 材料及び製品の品質管理試験費用、各種申請費用他

共通仮設費とは複数の工事種目に共通して使用する仮設工事費
P31、158
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共通仮設（仮囲い）

共通仮設（現場の入口）
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オーバーブリッジ組み立て
都心部の歩道を使うため
道路の借地料が発生する

厳冬期に基礎工事をする場
合、上屋をかけて施工する
ことがある

共通仮設（その他）

従業員給料手当 現場従業員や現場雇用従業員の給与・諸手当・賞与

退職金 現場従業員の退職金給与引当金繰入額・現場雇用従業員の退職金

法定福利費
労災保険料・雇用保険料・健康保険料・厚生年金保険料の事業主負担
額

労務管理費 安全衛生、作業用被服等に要する費用

租税公課 工事契約印紙代等

保険料 火災保険・建設工事保険・組立保険・賠償責任保険・労災上積保険

福利厚生費 健康診断・慶弔見舞・厚生費用

事務用品費 事務消耗品・パソコン・FAX・新聞・図書・工事写真・契約図書・竣工図

通信交通費 通信費・旅費・交通費

補償費 近隣挨拶・説明会・騒音や振動の補償費

施工図作成費 施工図を外注したときの費用

交際費 顧客交際費・町内会費

その他 式典費用・会議費・竣工写真・竣工記念品

現場管理費とは現場の運営管理にかかわる費用 P31
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• 労災保険：工事中の事故対応

• 建設工事保険：工事期間中の火災、爆発、盗難による損害、作業
ミスによる損害

（地震・噴火・津波・放射能汚染は除く）

• 賠償責任保険：工事期間中に発生した第三者に対する保険

（資材が道路に落下して通行人を死傷させた）

• 工事完成引渡し後の保険もあるが、杭の施工不良が対象になるか
どうかは不明

漏水事故、電線の絶縁ミスによる火災など

例えば【建築工事の保険】

共通仮設  外部足場や墨出は直接仮設工事
 複数の工事種目に共通して使用する仮設工事

 現場事務所や仮囲い、電気や仮設水道、仮設トイレなどは現
場で作業をするために必要な設備である

現場管理費  「現場経費」とも呼ばれる
 建築現場の運営に要する費用

 最も比率が高いのは、従業員給料手当
 会社の利益は一般管理費に属す

一般管理費  役職員の給与、賞与、退職金、各種保険料
 本支店の維持修繕、家賃、水光熱費
 調査研究、新技術の開発、市場開拓
 利益
 企業が存続するための費用

【現場管理費＋一般管理費】で諸経費として計上することがある

共通仮設、現場管理費、一般管理費 P31～
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1. 設計数量
設計図に表示されている個数や設計寸法から求める
正味の数量のこと。
材料のロスは単価に含まれる。

2. 計画数量
設計図に具体的に記載されていない数量のこと。
ゼネコンで計画する足場や、土工事で掘削
する数量のこと。建築物が完成しても後に形として
残るものが余りないものが特徴

3. 所要数量
鉄筋、鉄骨、木材などの定尺寸法でロスを含んだ
数量のこと。（市場で売られている材料の規格寸法）

７.建築コストにおける数量と単価 P-33 ■いろいろある数量

1. 単価
労務費や材料費の基本となる価格のこと。
土工､大工、鳶、左官などの労務費や、
砂、セメント、木材などの材料費です。

2. 複合単価
通常もっとも多く使われる単価。
材料、副資材、労務、機械、経費などの費用を
まとめた単価。

3. 合成単価
いくつかの複合単価をまとめた単価。

4. その他の単価
原価償却費、維持修繕費、管理費などから計算
した単位当たりの料金。

■建築工事における単価 P-35
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砂セメント
水

単価

手間
左官工

材料
モルタル

複合単価

＋ ＋

＋

材工

■建築工事における単価 P-35

コンクリート工事 仕様 数量 単位 単価 金額

シンダーコンクリート 4.55 ｍ3 20,000 91,000

タイル工事

磁器タイル 45.5 ｍ2 8,500 386,750

左官工事

下地モルタル 45.5 ｍ2 1,500 68,250

金属工事

ワイヤーメッシュ 45.5 ｍ2 700 31,850

下地モルタル（左官工事）

100角磁器タイル（タイル工事）

シンダーコンクリート（コンクリート工事）

ワイヤーメッシュ（金属工事）

複合単価の内訳書 P-36
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仕様・寸法 数量 単位 単価 金 額

部位別内訳書

床 １００角磁器タイル ﾀｲﾙ 下地ﾓﾙﾀﾙ ｼﾝﾀﾞｰ ﾒｯｼｭ 45.5 ｍ2 12,700 577,850

8,500 1,500 2,000 700

※ ｼﾝﾀﾞｰCON＝ 20,000 × 0.1 ＝ 2,000

名　　称

下地モルタル（左官工事）

100角磁器タイル（タイル工事）

シンダーコンクリート（コンクリート工事）

ワイヤーメッシュ（金属工事）

合成単価の内訳書 P-36

軽量鉄骨天井下地
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この単価のみを記入

見積書には、どこまで記入する？

名　称 仕様寸法 数量 単位 単価 金 額

（外部）
軒天 軽量鉄骨下地 25型@303 4.6 ㎡ 1,340 6,164
軒天 軽量鉄骨下地 25型 スパンド 25.8 ㎡ 1,340 34,572

（内部）
壁 軽量鉄骨間仕切 W65 @303 700. ㎡ 1,390 973,000

同上開口補強 321. ｍ 830 266,430

天井 軽量鉄骨下地 19型@227 480. ㎡ 1,340 643,200
天井 軽量鉄骨下地 19型@303 1,158. ㎡ 1,330 1,540,140

天井 開口補強 建築 450*450 26. カ所 1,100 28,600
天井 開口補強 電気 700*700 17. カ所 1,710 29,070
天井 開口補強 機械 300φ 11. カ所 650 7,150

小    計 3,528,326

軽量鉄骨下地工事の内訳書
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工事費

直接工事費

現場管理費

一般管理費等 共通費

工事価格

純工事費

工事原価

消費税等相当額

共通仮設費

直接工事費

建築工事費

電気設備工事費

機械設備工事費

８.内訳書とは

工事費の構成
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○○建設保養施設 新築工事 内訳書

名 称 仕様寸法 数量 単位 単価 金 額

Ａ 共通仮設工事 1.  式 26,710,000 

Ｂ 建築工事 1.  式 332,442,000 

Ｃ 電気設備工事 1.  式 38,220,000

Ｄ 機械設備工事 1.  式 58,700,000

Ｅ 外構工事 1.  式 12,800,000

Ｆ 現場経費 1.  式 32,800,000

合 計 501,672,000

Ｇ 一般管理費 1.  式 34,328,000

総 計 536,000,000

消費税 1.  式 53,600,000

総 合 計 589,600,000

内訳書はこのようになっている

　名称 仕様寸法 数量 単位 単価 金 　額
Ｂ 建築工事

1 仮設工事 1. 式 20,730,000
2 土工事 1. 式 11,201,000
3 鉄筋コンクリート工事 1. 式 125,683,000
4 防水工事 1. 式 18,252,000
5 断熱工事 1. 式 11,598,000
6 タイル工事 1. 式 10,241,000
7 木工事 1. 式 2,109,000
8 金属工事 1. 式 16,279,000
9 左官工事 1. 式 11,833,000

10 建具工事 1. 式 70,944,000
11 ガラス工事 1. 式 10,263,000
12 塗装工事 1. 式 7,980,000
13 内装工事 1. 式 2,849,000
14 仕上ユニット工事 1. 式 12,480,000

計 332,442,000

８-１.工種別内訳書標準書式 P-38
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コンクリート工事 仕様 数量 単位 単価 金額

シンダーコンクリート 4.55 ｍ3 20,000 91,000

タイル工事

磁器タイル 45.5 ｍ2 8,500 386,750

左官工事

下地モルタル 45.5 ｍ2 1,500 68,250

金属工事

ワイヤーメッシュ 45.5 ｍ2 700 31,850

下地モルタル（左官工事）

100角磁器タイル（タイル工事）

シンダーコンクリート（コンクリート工事）

ワイヤーメッシュ（金属工事）

工種別は工事の種類ごと

外部仕上 屋根 間仕切下地

外壁 コンクリート材仕上

外部開口部 防水材仕上

外部天井 石材仕上

外部雑 タイル材仕上

木材仕上

内部仕上 内部床 屋根及び樋材仕上

内壁 金属材仕上

内部開口部 左官材仕上

内部天井 建具材仕上

内部雑 カーテンウォール

内部△△仕上 内外装材仕上

ユニット及びその他

８-２.部位別内訳書標準書式 P-40
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仕様・寸法 数量 単位 単価 金 額

部位別内訳書

床 １００角磁器タイル ﾀｲﾙ 下地ﾓﾙﾀﾙ ｼﾝﾀﾞｰ ﾒｯｼｭ 45.5 ｍ2 12,700 577,850

8,500 1,500 2,000 700

※ ｼﾝﾀﾞｰCON＝ 20,000 × 0.1 ＝ 2,000

名　　称

下地モルタル（左官工事）

100角磁器タイル（タイル工事）

シンダーコンクリート（コンクリート工事）

ワイヤーメッシュ（金属工事）

部位別は施工の部位ごと

発注者にとっての内訳書

1. 事業収支にそった工事費の算出根拠

2. 請負契約が成立する過程での基礎資料

受注者（ゼネコン）にとっての内訳書

1. 設計図に対する工事原価の算出資料

2. 請負契約が成立する契約書の参考資料

3. 施工現場での原価管理業務の資料

８-３.内訳書の作成 P-41 ■内訳書の役割
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① 用紙、筆記方法 所定の内訳書の用紙を用いて、黒鉛筆書き、または、ワープロ、パソ
コンなどの電算処理
1.工事別に細目を記入する用紙
2.総工費を掲示する用紙
3.工事費目ごとの合計金額を1式計上する用紙
4見積条件など列記する用紙(工期、支給品(あった場合)、
支払条件、別途工事等

② 文字、字体および
文体

できるだけ常用漢字とひらがなを用い文字は楷書で明瞭に書く
難解な漢字、当て字、略字は用いない

③ 外来語 基本的には「カタカナ」

④ 内訳書に書く字の
大きさと配字

細目を表現する場合は行の1/3線より上に小さく
細目は行の1/2せんより下に収まるように
場所は細目の前に書く
内容欄左側に規格や仕様
内容欄右側に寸法などの数字

⑤ 表示 (a)寸法記号の表示･･･長さ(L)×高さ・成(H)×奥行・深さ(D)
厚さ(T)、幅 (W)、径(Φ)他

(b)大きさの表示･･･450、1,800等
(c)単位の表示･･･整数物(か所、本、枚、組)、数量値(ｍ、㎡、㎥、t)等
(d)数量の表示

■内訳書作成の基本事項

⑥ 数量計上の要点に
ついて

(a)直接仮設･･･計画数量
(b)土工･･･計画数量
(c)地業･･･砂利事業、捨てコンクリート、既成杭･･･設計数量

場所打ちコンクリート杭のコンクリート・鉄筋は所要数量
(d)鉄筋･･･材料は所要数量、加工組立及びその他は設計数量
(e)コンクリート・型枠･･･設計数量
(f)鉄骨･･･材料は所要数量、加工組立及びその他は設計数量
(g)木工･･･原則所要数量、材工共の場合は設計数量
(h)他の項目･･･設計数量

⑦ 細目記載の順序 1.材料ごとに順序よく並べる方法
2.部位(床から天井)ごとに並べる方法
3.細目の名称と順序は「建築工事内訳書標準書式」に従う

■内訳書作成の基本事項
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名称 数量 単位 単価

事務室 T

床 タイルカーペット 6.0 72.5 ㎡

壁 石膏ボード 12.5 250. ㎡

枠見込 W H

SD-2 両開きフラッシュドア 100   1,800×2,100 1. カ所

適   用

P-43の内訳（EXCEL）は２行を使用して、名称欄を２段配置としたり、摘要欄で材
料の厚さなどを表現している。
数量、単価、金額の欄で「桁区切り」の点線は不要であるので、削除した。
テキストでは、壁の石膏ボードの数量が「２５０.０」とあるが、整数値の小数点は
不要である。

２行

セルの書式設定 ？,？？０.？

④内訳書に書く字の大きさと配字記載例 P-43

1.寸法記号

Ｗ（長さ、幅）×Ｈ（高さ、せい）×Ｄ（奥行、厚さ）
この順番は建築の基本であり、Ｗ・Ｈ・Ｄの表示を書き忘れても
建築に携わる者は常識として覚えているので、重要である。
ただ、会社によってはW・D・Hの場合もあるため、確認が必要で
ある。

2.大きさ表示

建築はメートルとミリ表示のため、センチメートルは使用しない。
内訳には数字のみで表示し、単位は使わない。
４５０mm ⇒  ４５０ または ０.４５
１,８００mm ⇒  １,８００ または １.８

3.単位の表示
ｍ、㎡、ｍ2、㎥、ｍ3、ｔ、T、カ所、か所、箇所、ヶ所、本、組、枚
「1式」

内訳書は専用ソフトやＥＸＣＥＬで作られていると思うが、基本ルールを守
り、自己流では表現しないこと。

「自分が見て分かればいい」のではなく、「誰が見ても理解できる」書き方
が重要である。

⑤表示 P-42
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計算過程では

長さは

２５２mm ⇒ ０.２５ｍ

４５ｃｍ３mm ⇒ ０.４５ｍ

１ｍ８０cm６mm ⇒ １.８１ｍ

面積や体積は

面
積

1.25ｍ×3.75ｍ ＝ 4.6875㎡ ⇒ 4.69㎡

体
積

1.25ｍ×1.25ｍ×3.75ｍ ＝ 5.859375㎥ ⇒ 5.86㎥

建築でセンチメートルは使わない！ P-50

• ［小数点以下第２位を四捨五入して第１位］

• ［数量が１００以上の場合は、小数点以下を
四捨五入して整数］

19.16 ⇒ 19.2

161.36 ⇒ 161. 

99.94 ⇒ 99.9

99.95 ⇒ 100. 

内訳に記入する数量は
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工 種

(a)直接仮設 仮設計画図に基づいて数量を算出 計画数量

(b)土工 掘削計画図に基づいて数量を算出 計画数量

(c)地業
（場所打ち杭）

場所打ち杭
コンクリート：工法、土質で割増
鉄筋：＋３％

所要数量

(d)鉄筋 積算数量＋４％ 所要数量

(e)コンクリート・型枠 積算数量 設計数量

(f)鉄骨 積算数量＋積算基準で定めた割増 所要数量

(g)木工 定尺寸法、削り代を加える 所要数量

(h)他の項目 設計数量

⑥数量計上の要点について P-43、44

（ｂ）土工の数量 P-44

 根切り、埋め戻し、山留め、排水等の計測・計算は
、原則として計画数量とする。

 土砂量は地山（ぢやま）数量とし、掘削による増加
、締固めによる減少は考慮しない。

１.０ｍ3

１.３ｍ3

掘削後に体積が増えて１.３ ｍ3となっても、
ダンプに積んで１.５ ｍ3となっても、
計算は１.０ ｍ3である。

単価で調整する。
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• 仕上の数量（面積・長さ）は複合で積算し、集計
表に転記した後に工種別内訳に記入する。

仕上表

仕 上 下 地

床
ビニールタイル モルタルコテ

ビニールシート モルタルコテ

巾木 ソフト巾木

壁
ビニールクロス 石膏ボード 軽量鉄骨間仕切

ビニールクロス モルタルコテ

天井 ジプトーン 軽量鉄骨天井

床面積は【ビニールタイル＋モルタルコテ】の面積と【ビニールシート＋モ
ルタルコテ】の面積を積算し、集計表に記入する

仕上表、集計表と内訳書 P-45

仕上表

仕 上 下 地

床
ビニールタイル モルタルコテ

ビニールシート モルタルコテ

巾木 ソフト巾木

壁
ビニールクロス 石膏ボード 軽量鉄骨間仕切

ビニールクロス モルタルコテ

天井 ジプトーン 軽量鉄骨天井

床の仕上は「ビニールタイル」と「ビニールシート」の２種類があるが、
下地の「モルタルコテ」は同じ。
壁の仕上は「ビニールクロス」だが、ABD面の下地は軽量鉄骨に石膏ボード、C
面の下地はモルタルコテ。

仕上と下地を一緒に計測し、内訳書に書く際に工事種別で分ける。

仕上表
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8.
5

AW-1

AW
-1

WD-1

10.0

6.0 4.0

4.
5CH=2.4

ビニールタイル

ビニールシート

1.5

1
.0

AW-1

WD-1
0.85

2.
0

CHとは、Ceilling Heightの略称。
Ceilingとは天井のことで、Heightと
は高さのこと。

開口部の面積は
AW-1 1.5×1.0 ＝ 1.5㎡
WD-1 0.85×2.0 ＝ 1.7㎡

床面積と壁面積を求める
8.

5

CH=2.4

AW-1

AW
-1

WD-1

10.0

6.0 4.0

4.
5

A面展開図
PB下地＋LGS

A面

B面

C面

D面

B面展開図
PB下地＋LGS

C面展開図
モルタルコテ

D面展開図
PB下地＋LGS

展開図
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床の全体面積は
10.0×8.5 － 4.0×4.0

＝ 69.0㎡
（全体から部分を引く）

壁の全体面積は
（10.0＋8.5）×2×2.4
△1.5（AW-1）×2
△1.7（WD-1）

＝84.1㎡

AW-1

AW
-1

WD-1

10.0

6.0 4.0
4.

5CH=2.4

ビニールタイル

ビニールシート

8.
5

天井の全体面積は

＝ 69.0㎡（床に同じ）

床、壁、天井の面積
8.

5

CH=2.4

AW-1

AW
-1

WD-1

10.0

6.0

4.
5

4.0

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ

ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ

ビニールタイルの床面積は
10.0×8.5

△ 4.0×4.0
△ 4.0×4.5 ＝ 51.0㎡

ビニールシートの床面積は

4.0×4.5  ＝ 18.0㎡

巾木の長さは
（10.0＋8.5）×2
△ 0.85（WD-1）

＝ 36.15ｍ

天井の面積は
10.0×8.5

△ 4.0×4.0
＝69.0㎡

ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ＋軽鉄天井

数量積算（全体から部分を引く）
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壁の面積は（A,B,D面）
（10.0＋8.5）×2 ×2.4
△ 10.0×2.4
△ 0.85×2.0（WD-1）
△ 1.5×1.0（AW-1）
＝61.6㎡

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ＋
軽量鉄骨間仕切

壁の面積は（C面）
10.0×2.4
△ 1.5×1.0（AW-1）
＝22.5㎡

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ＋モルタルコテ

A面展開図 PB下地＋LGS

B面展開図 PB下地＋LGS

C面展開図 モルタルコテ

D面展開図PB下地＋LGS

C面を引きます

全体面積です

壁の面積は①

床 巾木 壁 天井

①ビニールタイル 51.00 ①ソフト巾木 36.15 ①ビニールクロス 61.60 ①ジプトーン 69.00

（モルタルコテ） （PB、LGS） （LGS）

②ビニールシート 18.00 ②ビニールクロス 22.50

（モルタルコテ） （モルタルコテ）

① ① ① ①

10.0×8.5 （10.0＋8.5）×2 （10.0＋8.5）×2×2.4 10.0×8.5

右上 △4.0×4.0 WD-1 △0.85 36.15 C面 △10.0×2.4 右上 △4.0×4.0 69.00

② △4.0×4.5 51.00 WD-1 △0.85×2.0

AW-1 △1.5×1.0 61.60

 ② ②

4.0×4.5 18.00 10.0×2.4

AW-1 △1.5×1.0 22.50

階 室   名

内装計算用紙
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床

ビニールタイル（モルタルコテ） 51.00 ㎡

ビニールシート（モルタルコテ） 18.00 ㎡

名称 仕様寸法 数量 単位 単価 金額

内装工事

床 ビニールタイル ㎡

床 ビニールシート ㎡

左官工事

床 モルタルコテ 69. ㎡

51.

18.

内訳書への記入 P-46

仕様・寸法 数量 単位 単価 金額
金属工事

軽量鉄骨間仕切 ㎡
軽量鉄骨天井下地 69. ㎡

左官工事
モルタルコテ 床 69. ㎡
モルタルコテ 壁 22.5 ㎡

内装工事
ビニールタイル 床 51. ㎡
ビニールシート 床 18. ㎡
ソフト巾木 巾木 36.2 ｍ
ビニールクロス 壁 84.1 ㎡
石膏ボード 壁 61.6 ㎡
ジプトーン 天井 69. ㎡

名称

内訳書
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1. 共通仮設（ 6. 工事費の構成 で説明済み）

2. 直接仮設

遣り方（建築面積）、墨出し（延べ面積）、足場、

鉄筋、型枠足場、躯体支保工、災害防止、

養生（延べ面積） 、屋内整理清掃後片付け

（延べ面積） 、仮設材の運搬

3. 専用仮設

土工専用仮設･･･排水施設、法面養生手摺、

山留め・支保工

コンクリート足場･･･延べ面積

鉄骨足場

１７.仮設工事の積算 ■仮設の種類

外部本足場の数量は、足場の中心の水平長
さと構築部の上部までの高さによる面積とす
る。

足場の中心は、作業幅を考慮し、構築物の外
壁面から１.０ｍの位置を標準とする。

また、最上部には安全手すりを設けるものと
し、その数量は足場の水平長さとする。

仮設計画図に基づいて数量を算出

外部足場（外部本足場） P-158
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Y1

75＋225

1.0＋11.00＋（75＋225）×2＋1.0＝13.6
足場の中心の水平長さ

1.
0 ＋

7.
0 ＋

（
75

＋
22

5 ）
×

2 ＋
1.

0 ＝
9.

6
足

場
の

中
心

の
水

平
長

さ

外部本足場数量の求め方

13.600 （足場の中心の水平長さ）

7.
40

0
（
足

場
の

高
さ

）

外部本足場の数量は、足場の中心の水平長さと構築部
の上部までの高さによる面積とする

（13.6＋9.6）×2×7.4＝ 343.36ｍ2

手摺

最上部には安全手すりを設けるものとし、その数量は
足場の水平長さとする

（13.6＋9.6）×2＝ 46.4ｍ

外部本足場数量の求め方


