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倉吉市学校施設等個別施設計画策定支援業務

第１章 総 則

（名称）

第１条 本業務の名称は『倉吉市学校施設等個別施設計画策定支援業務』とする。

（業務目的）

第２条 本業務は、倉吉市が過去に策定した「倉吉市公共施設等総合管理計画」に基づき、ファシ

リティマネジメントの考え方を導入し、発注者が所有する学校施設等の総量最適化や、ライ

フサイクルコストの低減を含めた戦略的な学校施設等の経営を推進するため、発注者の将来

的な学校施設等のあり方を立案し、個別施設計画（長寿命化計画）を策定するものである。

（定義）

第３条 本仕様書における用語の定義は、倉吉市を「発注者」とし、業務受注者を「受注者」とす

る。

（業務の範囲）

第４条 本業務は、倉吉市内における以下の施設を対象とする。（詳細は別紙のとおり）

（法令等の関係）

第５条 本業務は、本仕様書によるほか、次の関係法令等に準拠して行うものとする。

（１）地方自治法（昭和22年法律第67号）

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

（３）地方自治法施行規則（昭和22年内務省令第29号）

（４）建築基準法（昭和25年法律第201号）

（５）都市計画法（昭和43年法律第100号）

（６）インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月29日インフラ老朽化対策の推進に関す

る関係省庁連絡会議決定）

（７）「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の策定について」（平成26年４

月22日総財務第75号総務省自治財政局財務調査課長通知）

（８）個別施設計画の策定のためのマニュアル・ガイドライン等

分類 所管課 施設数 棟数

教育系施設

教育総務課 19 123

学校教育課 1 1

生涯学習課 18 45

文化財課 6 14

図書館 1 11

博物館 1 3

給食センター 1 2

合計 47 199

総延床面積 127,298㎡
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（９）倉吉市財務規則（平成12年倉吉市規則第30号）

（10）学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（平成27年４月文部科学省）

（11）学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（平成29年３月文部科学省）

（12）スポーツ施設のストック適正化ガイドライン（平成30年３月スポーツ庁）

（13）その他関係法令、規則等

２ 本業務の仕様書に定めのない事項については、受注者は発注者と事前に協議し、監督員の

指示に従わなければならない。

（提出書類）

第６条 受注者は、契約後速やかに次の各号に掲げる事項の書類を提出し、発注者の承認を得るも

のとする。

（１）業務着手届

（２）主任技術者届

（３）業務工程表

（４）その他発注者の指示する書類

（受注者の資格）

第７条 本業務における受注者資格は、次に掲げる事項のとおりとする。

（１）官公庁が発注する公共施設等個別施設計画（長寿命化計画）の支援業務を受注した実績

を持つ業者であること。（業務の完了は問わない。）

（業務計画）

第８条 受注者は、本業務の着手にあたり業務計画を立案し発注者と十分な打ち合わせを行い、業

務内容を十分に理解した後に着手するものとする。

２ 業務遂行中にあっては、発注者は受注者に対して進捗状況等の報告を求めることができる

ものとする。

(業務実施体制)

第９条 受注者は、次の業務実施体制を有するものとする。

（１）主任技術者 １名

（２）業務担当者 １名

２ 受注者は、発注者から本業務に関する問い合わせについて、随時対応するものとする。

（品質サービスの帰属）

第１０条 本業務における品質サービス及び業務作成上の資料等については、全て発注者に帰属す

るものとし、発注者の指定する時期に速やかに引き渡すものとする。

２ 受注者は、発注者の承認を受けずに複製、公表、貸与してはならない。

（受注者の責任）

第１１条 本業務において、次の各号に掲げる事項は受注者の責任とする。

（１）本業務の実施にあたり、受注者の行為に起因して第三者に損害を与えた場合及び紛糾が

生じた場合は受注者の責任において解決するものとする。

（２）本業務において必要な手続き及び発注者が貸与する以外の資料収集は、原則として受注

者が行うものとする。
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（３）受注者は、本業務に関して知り得た事項を漏らし、または作成した資料を他の目的で利

用してはならない。

（４）受注者は、本業務終了後3年以内において過失または疎漏等に起因する箇所及び誤りが発

見された場合は、受注者の責任と負担において直ちに訂正補充等の処理をするものとす

る。

（検査）

第１２条 発注者は、受注者の行う各作業について必要に応じて適宜検査を行い、不備な箇所につ

いて必要な指示を与えるものとし、受注者は訂正等の指示を受けたときは、速やかにその

指示に従うものとする。

（調査協力）

第１３条 発注者は、受注者より文書の提示及び調査依頼を受けた場合は、支障のない限り調査協

力しなければならない。

（貸与資料）

第１４条 本業務の実施にあたり、発注者は受注者に、以下の資料を貸与するものとする。

（１）倉吉市公共施設白書（平成28年3月）

（２）倉吉市公共施設等総合管理計画（平成30年5月）

（３）その他関連・参考資料

（履行期間）

第１５条 本業務の履行期間は、契約締結の翌日から令和３年２月28日までとする。
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第２章 業 務 内 容

（業務概要）

第１６条 本業務における業務項目は、以下のとおりとする。

（１）計画準備

（２）資料収集整理

（３）学校施設等の実態把握

（４）学校施設等の評価

（５）学校施設等個別施設計画（案）の策定

（６）庁内職員向け説明会の運営支援

（７）学校施設等個別施設計画の策定

（８）報告書作成

（９）打合せ協議

（計画準備）

第１７条 受注者は、本業務の主旨を十分に理解し、適正かつ公正な支援作業を行うための計画を

立案し、当該計画内容について発注者と適宜協議を行うものとする。また、作業の効率化

を図るため、地方公会計制度で整備した情報を利用し計画を図るものとする。

（資料収集整理）

第１８条 受注者は、本業務に必要な各種資料を収集し、わかりやすく整理するものとする。

なお、借用を希望する資料があるときは、資料名、資料提供先、借用希望期間等を記した

借用希望資料リストを作成し、発注者に提出するものとする。

（学校施設等の実態把握）

第１９条 受注者は以下の業務を行うこととする。

（１）施設カルテ様式の作成

本業務を実施するにあたって、施設カルテの様式（Excelファイル形式等）を作成す

るものとする。なお、施設カルテには、施設の基本的情報、修繕履歴、劣化状況等を記

入するものとする。

（２）学校施設等の現状調査

受注者は、学校施設等の現状を施設毎に、利用状況・配置状況・老朽化の進行状況・ユ

ニバーサルデザイン対応の有無・省エネ化への対応状況・施設の維持・管理費用を取り纏

めるものとする。また、施設の劣化状況の実態については、「学校施設の長寿命化計画策

定に係る手引」や「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」等を参照して把握するも

のとし、①対象建物の整理、②構造躯体の健全性、③躯体以外の劣化状況を調査し、分析

を行うものとする。

（３）施設カルテの更新

施設の基本情報や劣化状況調査等により取得した情報に基づき、作成した施設カルテ

の更新を行うものとする。

（４）学校施設等管理データベースの作成

施設の評価を行う上で必要となる情報について、これまでに取得した情報および発注

者が保有する固定資産台帳データ等を基に個別施設計画に資する管理データベースを作

成するものとする。
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（学校施設等の評価）

第２０条 前項までに整理した調査結果および作成したデータベースを基に各施設について簡易

評価を行うものとする。なお、評価においては、建物の状況や利用状況（児童生徒数及

び学級数の変化、保有教室の活用状況等）に係る複数の評価項目を設定し、判定を行う

ものとする。

（学校施設等個別施設計画（案）の策定）

第２１条

（１）計画の基本的方針の検討

上位関連計画の考え方や前項までの調査・評価等の結果を踏まえ、倉吉市における地

域の特性、現状、将来予測を十分に把握した上で、個別施設の総合評価に基づき、学校

施設等の最適化に向けた考え方を検討するものとする。

（２）基本的項目の検討

各学校施設等において、それぞれの施設の目的や機能および利用状況等を踏まえ、目

標耐用年数、改修周期、維持管理、統廃合および整備方針等の必要な項目について検討

するものとする。なお、検討にあたり、各学校施設等の管理や再配置等の方針について

は、各施設管理者へのヒアリング等を実施し、計画に反映するものとする。

（３）概算コスト等の算定

前項における検討結果を基に、今後の施設の改修等に関する優先順位付けの考え方を

示した上で、各施設における概算コストを積算するものとする。その際、「学校施設等

の適正管理の更なる推進について」（平成30年4月25日付け総務省自治財政局財務調

査課事務連絡）に基づく長寿命化対策等の効果額の算出も併せて実施するものとする。

（４）学校施設等個別施設計画（案）の策定

前項までの調査、分析および検討結果等を踏まえ、学校施設等個別施設計画（案）を

策定するものとする。計画の策定にあたっては、ＧＩＳ等を活用して作成した図表やグ

ラフ等により、わかりやすく見やすい原稿を作成するものとする。

（庁内職員向け説明会の運営支援）

第２２条 計画の策定にあたり、各施設管理者を対象として開催する説明会における資料及び

議事録の作成を行い、不用な場合を除き資料説明及び質疑に対する回答等を行うものと

する。なお、説明会の開催スケジュール（案）は、以下のとおりである。

（学校施設等個別施設計画の策定）

回 内 容（予定）

第1回 ・学校施設等個別施設計画の策定について

第2回
・学校施設等の現状調査結果の報告

・学校施設等個別施設計画（案）の提示

第3回 ・学校施設等個別施設計画（最終版・概要版）の提示
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第２３条 説明会等により聴収した意見等を踏まえ、学校施設等個別施設計画としてとりまと

め、計画を作成するものとする。併せて、計画の要点を整理した概要版を作成する。な

お、作成にあたっては、市民にとってわかりやすい資料となるような工夫を行うものと

する。

（報告書作成）

第２４条 上記までの検討内容および結果について、わかりやすく報告書としてとりまとめるもの

とする。

（打合せ協議）

第２５条 受注者は、本業務を円滑に進めるため、業務着手時、中間時：2回、成果納品時の計4回

の打合せ協議を行うものとする。なお、業務の遂行上、発注者もしくは受注者が必要と判断

した場合は、随時、実施するものとする。

第３章 成 果 品

（納入成果物）

第２６条 本業務で納入すべき成果物は、以下のとおりとする。

（１） 報告書（A4版チューブファイル）·································2部

（２） 倉吉市学校施設等個別施設計画（レザック製本）···················20部

（３） 倉吉市学校施設等個別施設計画（概要版）························ 20部

（４） 打合せ記録簿·················································· 1式

（５） 電子データ（CD-R）············································ 1式

（６） その他担当職員が必要とするもの································· 1式

なお、電子成果品の提出にあたっては、ウィルス対策を実施した上で、提出を行うものとす

る。



　　　　　別紙

施設名称 建物名称 所管部署 棟別延床面積
関金小学校 校舎 教育総務課 3610.72
関金小学校 屋内運動場 教育総務課 1200.08
関金小学校 プール付属室 教育総務課 77.40
関金小学校 倉庫 教育総務課 40.00
山守小学校 校舎 教育総務課 1997.81
山守小学校 屋内運動場 教育総務課 999.00
山守小学校 プール機械室 教育総務課 6.25
山守小学校 プールポンプ室 教育総務課 9.75
山守小学校 陶芸室 教育総務課 15.52
山守小学校 倉庫 教育総務課 26.50
上北条小学校 校舎 教育総務課 2809.41
上北条小学校 屋内運動場 教育総務課 992.00
上北条小学校 プール専用付属室 教育総務課 71.00
河北小学校 校舎 教育総務課 4628.00
河北小学校 屋内運動場 教育総務課 992.00
河北小学校 プール付属室 教育総務課 90.94
河北小学校 倉庫 教育総務課 79.50
西郷小学校 管理教室棟 教育総務課 1536.36
西郷小学校 教室・特別教室棟 教育総務課 1462.74
西郷小学校 屋内運動場 教育総務課 992.00
西郷小学校 プール専用付属室 教育総務課 51.68
西郷小学校 倉庫 教育総務課 22.46
西郷小学校 ポンプ室 教育総務課 6.65
上灘小学校 管理特別教室棟 教育総務課 1101.60
上灘小学校 普通教室棟 教育総務課 2154.80
上灘小学校 特別普通教室 教育総務課 1126.80
上灘小学校 屋内運動場 教育総務課 745.15
上灘小学校 プール付 教育総務課 89.38
上灘小学校 ポンプ室 教育総務課 4.84
上灘小学校 物置 教育総務課 92.23
成徳小学校 教室棟 教育総務課 2104.20
成徳小学校 管理特別教室 教育総務課 1741.28
成徳小学校 昇降口 教育総務課 79.24
成徳小学校 体育館 教育総務課 730.89
成徳小学校 器具庫 教育総務課 17.89
成徳小学校 プール付属棟 教育総務課 81.50
成徳小学校 便所 教育総務課 17.25
成徳小学校 物置 教育総務課 10.58
明倫小学校 管理教室棟 教育総務課 3052.60
明倫小学校 普通特別教室棟 教育総務課 1470.05
明倫小学校 屋内運動場 教育総務課 992.00
明倫小学校 プール付属棟 教育総務課 72.00
明倫小学校 油庫 教育総務課 7.76
明倫小学校 倉庫 教育総務課 46.37
灘手小学校 校舎 教育総務課 1770.24
灘手小学校 屋内運動場 教育総務課 707.85
灘手小学校 プール付属棟 教育総務課 12.00
灘手小学校 更衣室 教育総務課 26.20
灘手小学校 校舎 教育総務課 3.91
社小学校 本校舎 教育総務課 2664.79
社小学校 新校舎 教育総務課 980.92
社小学校 屋内運動場 教育総務課 992.00
社小学校 プール付属棟 教育総務課 52.00
社小学校 消火栓ポンプ室 教育総務課 3.94
北谷小学校 校舎 教育総務課 1710.15
北谷小学校 屋内運動場 教育総務課 797.08
北谷小学校 プール付属棟 教育総務課 70.00
北谷小学校 倉庫 教育総務課 78.92
北谷小学校 ポンプ室 教育総務課 7.75
北谷小学校 物置 教育総務課 34.40
高城小学校 校舎 教育総務課 2924.06
高城小学校 体育館 教育総務課 662.12
高城小学校 プール付属棟 教育総務課 78.44
高城小学校 倉庫 教育総務課 22.59
小鴨小学校 校舎 教育総務課 4776.88
小鴨小学校 体育館 教育総務課 1133.65
小鴨小学校 ﾌﾟｰﾙ付属棟 教育総務課 106.29
上小鴨小学校 教室 教育総務課 1923.37
上小鴨小学校 体育館 教育総務課 804.29
上小鴨小学校 プール付属棟 教育総務課 70.00
上小鴨小学校 倉庫1 教育総務課 23.29
上小鴨小学校 倉庫2 教育総務課 24.00
河北中学校 校舎 教育総務課 3222.96
河北中学校 西校舎 教育総務課 1368.32
河北中学校 音楽室 教育総務課 215.50
河北中学校 屋内運動場 教育総務課 1122.43
河北中学校 柔剣道場 教育総務課 644.76
河北中学校 プール付属棟 教育総務課 65.00
河北中学校 部室 教育総務課 166.84
河北中学校 部室2 教育総務課 96.02
河北中学校 器具庫 教育総務課 28.30
河北中学校 倉庫 教育総務課 21.06
河北中学校 自転車置場1 教育総務課 54.00
河北中学校 自転車置場2 教育総務課 149.44
東中学校 校舎 教育総務課 6195.98
東中学校 屋内運動場 教育総務課 1384.12
東中学校 武道館 教育総務課 350.80
東中学校 プール付属棟 教育総務課 64.80
東中学校 部室 教育総務課 155.62
東中学校 部室 教育総務課 124.50
東中学校 倉庫 教育総務課 36.60
東中学校 自転車置き場 教育総務課 16.38
東中学校 自転車置き場 教育総務課 10.92
西中学校 管理室・教室 教育総務課 2922.00
西中学校 校舎(特別教室) 教育総務課 2849.60
西中学校 昇降口・下足場 教育総務課 90.90
西中学校 楽焼釜 教育総務課 23.01
西中学校 屋内運動場 教育総務課 1419.77
西中学校 柔剣道場 教育総務課 320.40



施設名称 建物名称 所管部署 棟別延床面積
西中学校 部室 教育総務課 76.80
西中学校 部室 教育総務課 93.38
西中学校 部室 教育総務課 93.38
西中学校 プール部室 教育総務課 58.32
西中学校 プール更衣室 教育総務課 58.32
西中学校 プール機械室 教育総務課 15.19
久米中学校 校舎(管理特別教室) 教育総務課 1560.30
久米中学校 校舎(教室棟) 教育総務課 1413.00
久米中学校 校舎(教室棟) 教育総務課 409.30
久米中学校 特別活動室 教育総務課 30.00
久米中学校 屋内運動場 教育総務課 1017.00
久米中学校 武道館 教育総務課 292.89
久米中学校 部室 教育総務課 350.84
久米中学校 プール付属機械室 教育総務課 16.00
久米中学校 寄宿舎 教育総務課 255.36
鴨川中学校 管理棟 教育総務課 719.35
鴨川中学校 教室棟 教育総務課 1818.00
鴨川中学校 技術棟 教育総務課 151.20
鴨川中学校 屋内運動場 教育総務課 1338.36
鴨川中学校 部室1 教育総務課 111.99
鴨川中学校 部室2 教育総務課 15.52
鴨川中学校 プール付属棟① 教育総務課 134.69
鴨川中学校 プール付属棟② 教育総務課 18.14
鴨川中学校 寄宿舎 教育総務課 516.18
鳥取県中部子ども支援センター 鳥取県中部子ども支援センター 学校教育課 277.81
総合運動公園 野球場管理棟 生涯学習課 424.27
総合運動公園 テニスコート便益施設 生涯学習課 70.00
総合運動公園 多目的広場便益施設 生涯学習課 76.85
総合運動公園 屋根付多目的広場 生涯学習課 1738.35
総合運動公園 屋根付多目的広場便益施設 生涯学習課 59.31
総合運動公園 総合運動公園管理棟 生涯学習課 44.13
関金町B&G海洋センター 艇庫 生涯学習課 196.02
農林漁業者等健康増進施設 体育館 生涯学習課 1573.67
倉吉パークスクエア 温水プール 生涯学習課 2283.14
上北条コミュニティーセンター 上北条コミュニティーセンター 生涯学習課 737.59
上北条コミュニティーセンター 自転車置場 生涯学習課 21.63
上井公民館・上井児童センター 上井公民館 生涯学習課 799.69
上井公民館・上井児童センター 自転車置場 生涯学習課 37.50
西郷公民館 西郷公民館 生涯学習課 450.00
上灘中央交流センター 上灘中央交流センター 生涯学習課 865.99
上灘中央交流センター 自転車置場 生涯学習課 15.75
成徳公民館 成徳公民館 生涯学習課 683.27
成徳公民館 自転車置場 生涯学習課 13.23
明倫公民館 公民館 生涯学習課 647.99
明倫公民館 倉庫 生涯学習課 22.01
明倫公民館 自転車置場 生涯学習課 17.28
灘手公民館 灘手公民館 生涯学習課 497.56
社コミュニティーセンター 社コミュニティーセンター 生涯学習課 806.74
北谷公民館 北谷公民館 生涯学習課 449.91
高城公民館 高城公民館 生涯学習課 681.64
やまびこ人権文化センター・小鴨公民館 小鴨公民館 生涯学習課 436.92
やまびこ人権文化センター・小鴨公民館 自転車置場 生涯学習課 16.00
やまびこ人権文化センター・小鴨公民館 倉庫１ 生涯学習課 22.68
やまびこ人権文化センター・小鴨公民館 倉庫２ 生涯学習課 19.58
やまびこ人権文化センター・小鴨公民館 倉庫３ 生涯学習課 19.44
上小鴨コミュニティーセンター 上小鴨公民館 生涯学習課 679.87
倉吉スポーツセンター スポーツセンター合宿所 生涯学習課 1323.45
倉吉スポーツセンター スポーツセンター併設体育館 生涯学習課 585.92
倉吉スポーツセンター 野球場観覧席 生涯学習課 368.09
倉吉スポーツセンター ダックアウト１塁 生涯学習課 50.02
倉吉スポーツセンター ダックアウト３塁 生涯学習課 50.02
倉吉スポーツセンター 野球場トイレ 生涯学習課 40.34
倉吉スポーツセンター 武道館 生涯学習課 1456.85
倉吉スポーツセンター 市営射撃場 生涯学習課 42.43
倉吉スポーツセンター 市営体育センター 生涯学習課 1118.00
倉吉スポーツセンター 相撲場 生涯学習課 196.80
倉吉スポーツセンター 庭球場管理棟 生涯学習課 90.00
倉吉スポーツセンター 庭球場トイレ 生涯学習課 26.14
倉吉スポーツセンター 陸上競技場器具庫 生涯学習課 66.10
うわなだ中央住宅 地域交流倉庫 生涯学習課 37.92
文化財鳥飼家住宅 鳥飼家住宅主屋 文化財課 147.00
防災センターくら用心 主屋 文化財課 115.69
防災センターくら用心 蔵１ 文化財課 46.46
防災センターくら用心 蔵２ 文化財課 36.36
防災センターくら用心 蔵３ 文化財課 38.34
史跡法華寺畑遺跡 四脚門・板塀 文化財課 31.50
史跡法華寺畑遺跡 公衆トイレ 文化財課 56.64
大御堂廃寺跡トイレ 公衆トイレ 文化財課 68.89
旧牧田家 居宅① 文化財課 179.89
旧牧田家 居宅② 文化財課 260.45
旧牧田家 居宅③ 文化財課 18.17
旧牧田家 居宅④ 文化財課 12.86
旧牧田家 居宅⑤ 文化財課 4.73
旧倉吉町水源地ポンプ室 文化財課 71.58
倉吉パークスクエア 倉吉交流プラザ 図書館 4296.08
倉吉パークスクエア 身障者キャノピー 図書館 138.70
倉吉パークスクエア 駐輪場1 図書館 95.00
倉吉パークスクエア 倉庫1 図書館 66.03
倉吉パークスクエア 東コロネード 図書館 293.50
倉吉パークスクエア 西コロネード 図書館 396.80
倉吉パークスクエア 西トレラス 図書館 244.60
倉吉パークスクエア 公衆便所1 図書館 49.00
倉吉パークスクエア 公衆便所2 図書館 49.00
倉吉パークスクエア 駐輪場2 図書館 110.88
倉吉パークスクエア 東トレラス 図書館 271.60
倉吉博物館・倉吉歴史民俗資料館 倉吉博物館 博物館 2220.55
倉吉博物館・倉吉歴史民俗資料館 収蔵庫棟 博物館 719.40
倉吉博物館・倉吉歴史民俗資料館 資料館棟 博物館 1481.80
学校給食センター 学校給食センター 学校給食センター 1999.70
学校給食センター 倉庫 学校給食センター 38.05

面積計 127,298



頁0 -0001

事務所 57 倉吉市

設計書名 全体設計書 当初 01-******-     -10

変更回数 0

事業名

適用単価区分 1 実施単価

適用単価地区 17 倉吉市

単価適用日 0-01.09.10(0)

諸経費体系 5 委託:H23.10以降

ファイル名

当　世　代 前　世　代

発注区分 41  一般（建設）

工事価格端数処理 01  万円止め

消費税率（％） 10.00

01-******-     -10

総 括 情 報 表

倉　吉　市

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

設計業務委託費 X3000

倉吉市学校施設等総合管理計画策定支援 Y1999

         1    一式 　　明第0001　表

直接人件費

旅費交通費 Z0045

旅費交通費 F0001 0

010910

         1    一式

電子成果品作成費・業務成果品費 Z0047

製本印刷費 F0002 0

010910

         1    一式

直接経費

直接原価

01-******-     -10

      ＊設計業務委託費＊　　内訳書

倉　吉　市



頁0 -0003

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

その他原価

業務原価

一般管理費等

業務価格

消費税相当額

業務費計

01-******-     -10

      ＊設計業務委託費＊　　内訳書

倉　吉　市

倉吉市学校施設等総合管理計画策定支援 頁0 -0004

Y1999 　　明第0001　表

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

計画準備 V0001 0

         1    一式 　　単第0-0001　表

資料収集整理 V0002 0

         1    一式 　　単第0-0002　表

施設カルテ様式の作成 V0003 0

         1    一式 　　単第0-0003　表

学校施設等の現状調査 V0004 0

         1    一式 　　単第0-0004　表

施設カルテの更新 V0005 0

         1    一式 　　単第0-0005　表

学校施設等管理データベースの作成 V0006 0

         1    一式 　　単第0-0006　表

学校施設等の評価 V0007 0

         1    一式 　　単第0-0007　表

計画の基本的方針の検討 V0008 0

         1    一式 　　単第0-0008　表

基本的項目の検討 V0009 0

         1    一式 　　単第0-0009　表

01-******-     -10

工種明細書

倉　吉　市



倉吉市学校施設等総合管理計画策定支援 頁0 -0005

Y1999 　　明第0001　表

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

概算コスト等の算定 V0010 0

         1    一式 　　単第0-0010　表

学校施設等個別施設計画(案)の策定 V0011 0

         1    一式 　　単第0-0011　表

庁内職員向け説明会の運営支援 V0012 0

         1    一式 　　単第0-0012　表

学校施設等個別施設計画の策定 V0013 0

3回

         1    一式 　　単第0-0013　表

報告書作成 V0014 0

         1    一式 　　単第0-0014　表

打合せ協議 V0015 0

         1    一式 　　単第0-0015　表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊

         1 　　式

01-******-     -10

工種明細書

倉　吉　市

頁0 -0006

計画準備 V0001 　　単第0-0001　表

     1     式 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

主任技師 R0610

 (内業)        0.5     人

技師 (Ａ) R0620

 (内業)        1.0     人

技師 (Ｂ) R0630

 (内業)        1.0     人

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊        1    一式

01-******-     -10

施 工 単 価 表

倉　吉　市



頁0 -0007

資料収集整理 V0002 　　単第0-0002　表

     1     式 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

技師 (Ａ) R0620

 (内業)        1.0     人

技師 (Ｂ) R0630

 (内業)        2.0     人

技師 (Ｃ) R0640

 (内業)        2.0     人

技術員 R0650

 (内業)        4.0     人

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊        1    一式

01-******-     -10

施 工 単 価 表

倉　吉　市

頁0 -0008

施設カルテ様式の作成 V0003 　　単第0-0003　表

     1     式 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

技師 (Ａ) R0620

 (内業)        1.0     人

技師 (Ｂ) R0630

 (内業)        2.0     人

技師 (Ｃ) R0640

 (内業)        4.0     人

技術員 R0650

 (内業)        4.0     人

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊        1    一式

01-******-     -10

施 工 単 価 表

倉　吉　市



頁0 -0009

学校施設等の現状調査 V0004 　　単第0-0004　表

     1     式 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

技師 (Ａ) R0620

 (内業)        2.0     人

技師 (Ｂ) R0630

 (内業)       25.0     人

技師 (Ｃ) R0640

 (内業)       30.0     人

技術員 R0650

 (内業)       40.0     人

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊        1    一式

01-******-     -10

施 工 単 価 表

倉　吉　市

頁0 -0010

施設カルテの更新 V0005 　　単第0-0005　表

     1     式 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

技師 (Ａ) R0620

 (内業)        0.5     人

技師 (Ｂ) R0630

 (内業)        2.0     人

技師 (Ｃ) R0640

 (内業)        4.0     人

技術員 R0650

 (内業)        8.0     人

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊        1    一式

01-******-     -10

倉　吉　市

施 工 単 価 表



頁0 -0011

学校施設等管理データベースの作成 V0006 　　単第0-0006　表

     1     式 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

技師 (Ａ) R0620

 (内業)        0.5     人

技師 (Ｂ) R0630

 (内業)        1.0     人

技師 (Ｃ) R0640

 (内業)        4.0     人

技術員 R0650

 (内業)        4.0     人

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊        1    一式

01-******-     -10

倉　吉　市

施 工 単 価 表

頁0 -0012

学校施設等の評価 V0007 　　単第0-0007　表

     1     式 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

技師 (Ａ) R0620

 (内業)        0.5     人

技師 (Ｂ) R0630

 (内業)        2.0     人

技師 (Ｃ) R0640

 (内業)        6.0     人

技術員 R0650

 (内業)        4.0     人

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊        1    一式

01-******-     -10

倉　吉　市

施 工 単 価 表



頁0 -0013

計画の基本的方針の検討 V0008 　　単第0-0008　表

     1     式 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

技師 (Ａ) R0620

 (内業)        0.5     人

技師 (Ｂ) R0630

 (内業)        2.0     人

技師 (Ｃ) R0640

 (内業)        4.0     人

技術員 R0650

 (内業)        4.0     人

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊        1    一式

01-******-     -10

倉　吉　市

施 工 単 価 表

頁0 -0014

基本的項目の検討 V0009 　　単第0-0009　表

     1     式 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

技師 (Ａ) R0620

 (内業)        0.5     人

技師 (Ｂ) R0630

 (内業)        1.0     人

技師 (Ｃ) R0640

 (内業)        6.0     人

技術員 R0650

 (内業)        6.0     人

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊        1    一式

01-******-     -10

倉　吉　市

施 工 単 価 表



頁0 -0015

概算コスト等の算定 V0010 　　単第0-0010　表

     1     式 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

技師 (Ａ) R0620

 (内業)        1.0     人

技師 (Ｂ) R0630

 (内業)        2.0     人

技師 (Ｃ) R0640

 (内業)        6.0     人

技術員 R0650

 (内業)        6.0     人

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊        1    一式

01-******-     -10

倉　吉　市

施 工 単 価 表

頁0 -0016

学校施設等個別施設計画(案)の策定 V0011 　　単第0-0011　表

     1     式 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

技師 (Ａ) R0620

 (内業)        0.5     人

技師 (Ｂ) R0630

 (内業)        1.0     人

技師 (Ｃ) R0640

 (内業)        8.0     人

技術員 R0650

 (内業)        8.0     人

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊        1    一式

01-******-     -10

倉　吉　市

施 工 単 価 表



頁0 -0017

庁内職員向け説明会の運営支援 V0012 　　単第0-0012　表

     1     式 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

主任技師 R0610

 (内業)        0.5     人

技師 (Ａ) R0620

 (内業)        2.0     人

技師 (Ｂ) R0630

 (内業)        2.0     人

技師 (Ｃ) R0640

 (内業)        6.0     人

技術員 R0650

 (内業)        6.0     人

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊        1    一式

01-******-     -10

倉　吉　市

施 工 単 価 表

頁0 -0018

学校施設等個別施設計画の策定 V0013 　　単第0-0013　表

3回      1     式 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

主任技師 R0610

 (内業)        0.5     人

技師 (Ａ) R0620

 (内業)        2.0     人

技師 (Ｂ) R0630

 (内業)        2.0     人

技師 (Ｃ) R0640

 (内業)        8.0     人

技術員 R0650

 (内業)        8.0     人

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊        1    一式

01-******-     -10

倉　吉　市

施 工 単 価 表



頁0 -0019

報告書作成 V0014 　　単第0-0014　表

     1     式 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

主任技師 R0610

 (内業)        0.5     人

技師 (Ａ) R0620

 (内業)        1.0     人

技師 (Ｂ) R0630

 (内業)        2.0     人

技師 (Ｃ) R0640

 (内業)        4.0     人

技術員 R0650

 (内業)        4.0     人

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊        1    一式

01-******-     -10

倉　吉　市

施 工 単 価 表

頁0 -0020

打合せ協議 V0015 　　単第0-0015　表

     1     式 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

主任技師 R0610

 (内業)        1.0     人

技師 (Ａ) R0620

 (内業)        3.0     人

技師 (Ｂ) R0630

 (内業)        3.0     人

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊        1    一式

01-******-     -10

倉　吉　市

施 工 単 価 表


