
設計変更年月日設計変更年月日設計変更年月日設計変更年月日
設計変更年月日設計変更年月日設計変更年月日

３回　　年　　月　　日３回　　年　　月　　日３回　　年　　月　　日３回　　年　　月　　日３回　　年　　月　　日３回　　年　　月　　日３回　　年　　月　　日

２回　　年　　月　　日２回　　年　　月　　日２回　　年　　月　　日２回　　年　　月　　日２回　　年　　月　　日２回　　年　　月　　日２回　　年　　月　　日

１回　　年　　月　　日１回　　年　　月　　日１回　　年　　月　　日１回　　年　　月　　日１回　　年　　月　　日１回　　年　　月　　日１回　　年　　月　　日

(株)三原建築設計事務所(株)三原建築設計事務所(株)三原建築設計事務所(株)三原建築設計事務所(株)三原建築設計事務所(株)三原建築設計事務所(株)三原建築設計事務所

１級建築士　登録番号第170970号１級建築士　登録番号第170970号１級建築士　登録番号第170970号１級建築士　登録番号第170970号１級建築士　登録番号第170970号１級建築士　登録番号第170970号１級建築士　登録番号第170970号

TEL: 0952（22）0051TEL: 0952（22）0051TEL: 0952（22）0051TEL: 0952（22）0051TEL: 0952（22）0051TEL: 0952（22）0051TEL: 0952（22）0051

三原秀樹三原秀樹三原秀樹三原秀樹三原秀樹三原秀樹三原秀樹

設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日

A-1：A-1：A-1：A-1：A-1：A-1：A-1：

A-3：A-3：A-3：A-3：A-3：A-3：A-3：

担当担当担当担当担当担当担当

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図名図名図名図名図名図名図名

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

佐賀県社会福祉会館移転改修工事佐賀県社会福祉会館移転改修工事佐賀県社会福祉会館移転改修工事佐賀県社会福祉会館移転改修工事佐賀県社会福祉会館移転改修工事佐賀県社会福祉会館移転改修工事佐賀県社会福祉会館移転改修工事

R3.5R3.5R3.5R3.5R3.5R3.5R3.5

部　位部　位部　位部　位部　位部　位部　位

外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表

仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上

改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前

仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上

改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後

部　位部　位部　位部　位部　位部　位部　位

外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表

仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上

改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前

仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上

改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後

部　位部　位部　位部　位部　位部　位部　位

外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表

仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上

改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前

仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上

改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後

部　位部　位部　位部　位部　位部　位部　位

外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表

仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上

改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前

屋外階段　東屋外階段　東屋外階段　東屋外階段　東屋外階段　東屋外階段　東屋外階段　東

仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上

改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後

石膏ボード（ＧＢ-Ｒ）　　    ｔ＝ 9.5　以上　　 　　　準不燃材石膏ボード（ＧＢ-Ｒ）　　    ｔ＝ 9.5　以上　　 　　　準不燃材石膏ボード（ＧＢ-Ｒ）　　    ｔ＝ 9.5　以上　　 　　　準不燃材石膏ボード（ＧＢ-Ｒ）　　    ｔ＝ 9.5　以上　　 　　　準不燃材石膏ボード（ＧＢ-Ｒ）　　    ｔ＝ 9.5　以上　　 　　　準不燃材石膏ボード（ＧＢ-Ｒ）　　    ｔ＝ 9.5　以上　　 　　　準不燃材石膏ボード（ＧＢ-Ｒ）　　    ｔ＝ 9.5　以上　　 　　　準不燃材 ・QM-9828・QM-9828・QM-9828・QM-9828・QM-9828・QM-9828・QM-9828

石膏ボード（ＧＢ-Ｒ）　　    ｔ＝12.5　以上　　 　　　　不燃材石膏ボード（ＧＢ-Ｒ）　　    ｔ＝12.5　以上　　 　　　　不燃材石膏ボード（ＧＢ-Ｒ）　　    ｔ＝12.5　以上　　 　　　　不燃材石膏ボード（ＧＢ-Ｒ）　　    ｔ＝12.5　以上　　 　　　　不燃材石膏ボード（ＧＢ-Ｒ）　　    ｔ＝12.5　以上　　 　　　　不燃材石膏ボード（ＧＢ-Ｒ）　　    ｔ＝12.5　以上　　 　　　　不燃材石膏ボード（ＧＢ-Ｒ）　　    ｔ＝12.5　以上　　 　　　　不燃材 ・NM-8619・NM-8619・NM-8619・NM-8619・NM-8619・NM-8619・NM-8619

・QM-9824・QM-9824・QM-9824・QM-9824・QM-9824・QM-9824・QM-9824

不燃化粧石膏ボード(ＧＢ-ＮＣ) ｔ＝ 9.5 以上　　　  　 　不燃材不燃化粧石膏ボード(ＧＢ-ＮＣ) ｔ＝ 9.5 以上　　　  　 　不燃材不燃化粧石膏ボード(ＧＢ-ＮＣ) ｔ＝ 9.5 以上　　　  　 　不燃材不燃化粧石膏ボード(ＧＢ-ＮＣ) ｔ＝ 9.5 以上　　　  　 　不燃材不燃化粧石膏ボード(ＧＢ-ＮＣ) ｔ＝ 9.5 以上　　　  　 　不燃材不燃化粧石膏ボード(ＧＢ-ＮＣ) ｔ＝ 9.5 以上　　　  　 　不燃材不燃化粧石膏ボード(ＧＢ-ＮＣ) ｔ＝ 9.5 以上　　　  　 　不燃材 ・NM-1864・NM-1864・NM-1864・NM-1864・NM-1864・NM-1864・NM-1864

・NM-8599・NM-8599・NM-8599・NM-8599・NM-8599・NM-8599・NM-8599

・NM-8614・NM-8614・NM-8614・NM-8614・NM-8614・NM-8614・NM-8614

ロックウール化粧吸音板（ＤＲ)ｔ＝9　ｔ＝12　以上　　  　不燃材ロックウール化粧吸音板（ＤＲ)ｔ＝9　ｔ＝12　以上　　  　不燃材ロックウール化粧吸音板（ＤＲ)ｔ＝9　ｔ＝12　以上　　  　不燃材ロックウール化粧吸音板（ＤＲ)ｔ＝9　ｔ＝12　以上　　  　不燃材ロックウール化粧吸音板（ＤＲ)ｔ＝9　ｔ＝12　以上　　  　不燃材ロックウール化粧吸音板（ＤＲ)ｔ＝9　ｔ＝12　以上　　  　不燃材ロックウール化粧吸音板（ＤＲ)ｔ＝9　ｔ＝12　以上　　  　不燃材

繊維混入硅酸カルシウム板　 　ｔ＝ 6　  以上 　　　　　　不燃材繊維混入硅酸カルシウム板　 　ｔ＝ 6　  以上 　　　　　　不燃材繊維混入硅酸カルシウム板　 　ｔ＝ 6　  以上 　　　　　　不燃材繊維混入硅酸カルシウム板　 　ｔ＝ 6　  以上 　　　　　　不燃材繊維混入硅酸カルシウム板　 　ｔ＝ 6　  以上 　　　　　　不燃材繊維混入硅酸カルシウム板　 　ｔ＝ 6　  以上 　　　　　　不燃材繊維混入硅酸カルシウム板　 　ｔ＝ 6　  以上 　　　　　　不燃材

化粧石膏ボード（ＧＢ-Ｄ）    ｔ＝ 9.5　以上　 　　 　 準不燃材化粧石膏ボード（ＧＢ-Ｄ）    ｔ＝ 9.5　以上　 　　 　 準不燃材化粧石膏ボード（ＧＢ-Ｄ）    ｔ＝ 9.5　以上　 　　 　 準不燃材化粧石膏ボード（ＧＢ-Ｄ）    ｔ＝ 9.5　以上　 　　 　 準不燃材化粧石膏ボード（ＧＢ-Ｄ）    ｔ＝ 9.5　以上　 　　 　 準不燃材化粧石膏ボード（ＧＢ-Ｄ）    ｔ＝ 9.5　以上　 　　 　 準不燃材化粧石膏ボード（ＧＢ-Ｄ）    ｔ＝ 9.5　以上　 　　 　 準不燃材

壁　紙（Ｃ）織物壁紙壁　紙（Ｃ）織物壁紙壁　紙（Ｃ）織物壁紙壁　紙（Ｃ）織物壁紙壁　紙（Ｃ）織物壁紙壁　紙（Ｃ）織物壁紙壁　紙（Ｃ）織物壁紙 壁　紙（Ｖ）ビニール壁紙壁　紙（Ｖ）ビニール壁紙壁　紙（Ｖ）ビニール壁紙壁　紙（Ｖ）ビニール壁紙壁　紙（Ｖ）ビニール壁紙壁　紙（Ｖ）ビニール壁紙壁　紙（Ｖ）ビニール壁紙

下地の種類下地の種類下地の種類下地の種類下地の種類下地の種類下地の種類 壁　紙（Ｃ）壁　紙（Ｃ）壁　紙（Ｃ）壁　紙（Ｃ）壁　紙（Ｃ）壁　紙（Ｃ）壁　紙（Ｃ） 壁　紙（Ｖ）壁　紙（Ｖ）壁　紙（Ｖ）壁　紙（Ｖ）壁　紙（Ｖ）壁　紙（Ｖ）壁　紙（Ｖ） 壁　紙（Ｉ）壁　紙（Ｉ）壁　紙（Ｉ）壁　紙（Ｉ）壁　紙（Ｉ）壁　紙（Ｉ）壁　紙（Ｉ）

Ａ．法定不燃材料（Bは除く）Ａ．法定不燃材料（Bは除く）Ａ．法定不燃材料（Bは除く）Ａ．法定不燃材料（Bは除く）Ａ．法定不燃材料（Bは除く）Ａ．法定不燃材料（Bは除く）Ａ．法定不燃材料（Bは除く） ・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃 ・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231 ・不 燃　NM-4082・不 燃　NM-4082・不 燃　NM-4082・不 燃　NM-4082・不 燃　NM-4082・不 燃　NM-4082・不 燃　NM-4082

Ｂ．法定不燃石膏ﾎﾞ-ﾄﾞＢ．法定不燃石膏ﾎﾞ-ﾄﾞＢ．法定不燃石膏ﾎﾞ-ﾄﾞＢ．法定不燃石膏ﾎﾞ-ﾄﾞＢ．法定不燃石膏ﾎﾞ-ﾄﾞＢ．法定不燃石膏ﾎﾞ-ﾄﾞＢ．法定不燃石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ ・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃 ・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231 ・不 燃　NM-3991・不 燃　NM-3991・不 燃　NM-3991・不 燃　NM-3991・不 燃　NM-3991・不 燃　NM-3991・不 燃　NM-3991

・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃 ・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231・準不燃　QM-9231 ・準不燃 QM-0822・準不燃 QM-0822・準不燃 QM-0822・準不燃 QM-0822・準不燃 QM-0822・準不燃 QM-0822・準不燃 QM-0822

壁　紙（Ｉ）無機質壁紙壁　紙（Ｉ）無機質壁紙壁　紙（Ｉ）無機質壁紙壁　紙（Ｉ）無機質壁紙壁　紙（Ｉ）無機質壁紙壁　紙（Ｉ）無機質壁紙壁　紙（Ｉ）無機質壁紙

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

A-10A-10A-10A-10A-10A-10A-10

Ｃ．法定準不燃材料Ｃ．法定準不燃材料Ｃ．法定準不燃材料Ｃ．法定準不燃材料Ｃ．法定準不燃材料Ｃ．法定準不燃材料Ｃ．法定準不燃材料

内装（下地共）、建具、造り付け家具、天井裏の使用材料（接着剤を含む）はF☆☆☆☆を使用すること。内装（下地共）、建具、造り付け家具、天井裏の使用材料（接着剤を含む）はF☆☆☆☆を使用すること。内装（下地共）、建具、造り付け家具、天井裏の使用材料（接着剤を含む）はF☆☆☆☆を使用すること。内装（下地共）、建具、造り付け家具、天井裏の使用材料（接着剤を含む）はF☆☆☆☆を使用すること。内装（下地共）、建具、造り付け家具、天井裏の使用材料（接着剤を含む）はF☆☆☆☆を使用すること。内装（下地共）、建具、造り付け家具、天井裏の使用材料（接着剤を含む）はF☆☆☆☆を使用すること。内装（下地共）、建具、造り付け家具、天井裏の使用材料（接着剤を含む）はF☆☆☆☆を使用すること。

外部・1階内部仕上表(1)（改修前・改修後）外部・1階内部仕上表(1)（改修前・改修後）外部・1階内部仕上表(1)（改修前・改修後）外部・1階内部仕上表(1)（改修前・改修後）外部・1階内部仕上表(1)（改修前・改修後）外部・1階内部仕上表(1)（改修前・改修後）外部・1階内部仕上表(1)（改修前・改修後）

スロープスロープスロープスロープスロープスロープスロープ
屋外階段　西屋外階段　西屋外階段　西屋外階段　西屋外階段　西屋外階段　西屋外階段　西

水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え

軒先：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.8　L=300曲げ加工貼り替え軒先：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.8　L=300曲げ加工貼り替え軒先：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.8　L=300曲げ加工貼り替え軒先：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.8　L=300曲げ加工貼り替え軒先：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.8　L=300曲げ加工貼り替え軒先：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.8　L=300曲げ加工貼り替え軒先：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.8　L=300曲げ加工貼り替え

屋上屋根：既存軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄ+塩化ビニル樹脂系シート屋上屋根：既存軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄ+塩化ビニル樹脂系シート屋上屋根：既存軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄ+塩化ビニル樹脂系シート屋上屋根：既存軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄ+塩化ビニル樹脂系シート屋上屋根：既存軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄ+塩化ビニル樹脂系シート屋上屋根：既存軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄ+塩化ビニル樹脂系シート屋上屋根：既存軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄ+塩化ビニル樹脂系シート

軒先：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.8　L=300曲げ加工軒先：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.8　L=300曲げ加工軒先：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.8　L=300曲げ加工軒先：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.8　L=300曲げ加工軒先：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.8　L=300曲げ加工軒先：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.8　L=300曲げ加工軒先：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.8　L=300曲げ加工

ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.5葺断熱工法ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.5葺断熱工法ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.5葺断熱工法ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.5葺断熱工法ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.5葺断熱工法ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.5葺断熱工法ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.5葺断熱工法

二丁掛タイル貼二丁掛タイル貼二丁掛タイル貼二丁掛タイル貼二丁掛タイル貼二丁掛タイル貼二丁掛タイル貼

屋　根屋　根屋　根屋　根屋　根屋　根屋　根
外　壁外　壁外　壁外　壁外　壁外　壁外　壁

ポーチポーチポーチポーチポーチポーチポーチ

一部【改修】外壁改修調査図面による一部【改修】外壁改修調査図面による一部【改修】外壁改修調査図面による一部【改修】外壁改修調査図面による一部【改修】外壁改修調査図面による一部【改修】外壁改修調査図面による一部【改修】外壁改修調査図面による

【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】

天井：アルミスパンドレルカラ－天井：アルミスパンドレルカラ－天井：アルミスパンドレルカラ－天井：アルミスパンドレルカラ－天井：アルミスパンドレルカラ－天井：アルミスパンドレルカラ－天井：アルミスパンドレルカラ－

一部新規点字シート貼一部新規点字シート貼一部新規点字シート貼一部新規点字シート貼一部新規点字シート貼一部新規点字シート貼一部新規点字シート貼

屋根：水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え屋根：水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え屋根：水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え屋根：水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え屋根：水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え屋根：水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え屋根：水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え
屋根：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.5葺屋根：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.5葺屋根：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.5葺屋根：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.5葺屋根：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.5葺屋根：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.5葺屋根：ｶﾗ－ｽﾃﾝﾚｽｔ0.5葺

床：御影石ｼﾞｪｯﾄﾊﾞ-ﾅ-仕上床：御影石ｼﾞｪｯﾄﾊﾞ-ﾅ-仕上床：御影石ｼﾞｪｯﾄﾊﾞ-ﾅ-仕上床：御影石ｼﾞｪｯﾄﾊﾞ-ﾅ-仕上床：御影石ｼﾞｪｯﾄﾊﾞ-ﾅ-仕上床：御影石ｼﾞｪｯﾄﾊﾞ-ﾅ-仕上床：御影石ｼﾞｪｯﾄﾊﾞ-ﾅ-仕上
床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】

床：防水モルタル金ゴテ仕上　　床：防水モルタル金ゴテ仕上　　床：防水モルタル金ゴテ仕上　　床：防水モルタル金ゴテ仕上　　床：防水モルタル金ゴテ仕上　　床：防水モルタル金ゴテ仕上　　床：防水モルタル金ゴテ仕上　　

外側　外装用タイル（笠木共）外側　外装用タイル（笠木共）外側　外装用タイル（笠木共）外側　外装用タイル（笠木共）外側　外装用タイル（笠木共）外側　外装用タイル（笠木共）外側　外装用タイル（笠木共）

手摺：アクリル系リシン吹付　手摺：アクリル系リシン吹付　手摺：アクリル系リシン吹付　手摺：アクリル系リシン吹付　手摺：アクリル系リシン吹付　手摺：アクリル系リシン吹付　手摺：アクリル系リシン吹付　

段受け壁：外装用タイル段受け壁：外装用タイル段受け壁：外装用タイル段受け壁：外装用タイル段受け壁：外装用タイル段受け壁：外装用タイル段受け壁：外装用タイル

段鼻L型ノンストップタイル段鼻L型ノンストップタイル段鼻L型ノンストップタイル段鼻L型ノンストップタイル段鼻L型ノンストップタイル段鼻L型ノンストップタイル段鼻L型ノンストップタイル

天井：水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え天井：水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え天井：水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え天井：水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え天井：水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え天井：水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え天井：水洗い工法+フッ素樹脂塗装塗り替え

床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】

段受け壁：【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による段受け壁：【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による段受け壁：【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による段受け壁：【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による段受け壁：【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による段受け壁：【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による段受け壁：【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による

外側　【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による外側　【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による外側　【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による外側　【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による外側　【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による外側　【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による外側　【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による

手摺：水洗い工法+複層塗材RE塗り替え　手摺：水洗い工法+複層塗材RE塗り替え　手摺：水洗い工法+複層塗材RE塗り替え　手摺：水洗い工法+複層塗材RE塗り替え　手摺：水洗い工法+複層塗材RE塗り替え　手摺：水洗い工法+複層塗材RE塗り替え　手摺：水洗い工法+複層塗材RE塗り替え　

屋　根屋　根屋　根屋　根屋　根屋　根屋　根 外　壁外　壁外　壁外　壁外　壁外　壁外　壁 柱型・基礎柱型・基礎柱型・基礎柱型・基礎柱型・基礎柱型・基礎柱型・基礎竪樋・軒樋竪樋・軒樋竪樋・軒樋竪樋・軒樋竪樋・軒樋竪樋・軒樋竪樋・軒樋

段受け壁：外装用二丁掛タイル段受け壁：外装用二丁掛タイル段受け壁：外装用二丁掛タイル段受け壁：外装用二丁掛タイル段受け壁：外装用二丁掛タイル段受け壁：外装用二丁掛タイル段受け壁：外装用二丁掛タイル手摺：ステンレスパイプФ34手摺：ステンレスパイプФ34手摺：ステンレスパイプФ34手摺：ステンレスパイプФ34手摺：ステンレスパイプФ34手摺：ステンレスパイプФ34手摺：ステンレスパイプФ34

　　　　　　　　　　　　　　

軒　天軒　天軒　天軒　天軒　天軒　天軒　天 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打放＋ポリウレタン樹脂吹付タイルｺﾝｸﾘ-ﾄ打放＋ポリウレタン樹脂吹付タイルｺﾝｸﾘ-ﾄ打放＋ポリウレタン樹脂吹付タイルｺﾝｸﾘ-ﾄ打放＋ポリウレタン樹脂吹付タイルｺﾝｸﾘ-ﾄ打放＋ポリウレタン樹脂吹付タイルｺﾝｸﾘ-ﾄ打放＋ポリウレタン樹脂吹付タイルｺﾝｸﾘ-ﾄ打放＋ポリウレタン樹脂吹付タイル
水洗い工法+複層塗材RE塗り替え水洗い工法+複層塗材RE塗り替え水洗い工法+複層塗材RE塗り替え水洗い工法+複層塗材RE塗り替え水洗い工法+複層塗材RE塗り替え水洗い工法+複層塗材RE塗り替え水洗い工法+複層塗材RE塗り替え

屋　上屋　上屋　上屋　上屋　上屋　上屋　上

室外機基礎：ｺﾝｸﾘ－ﾄ金ゴテ仕上室外機基礎：ｺﾝｸﾘ－ﾄ金ゴテ仕上室外機基礎：ｺﾝｸﾘ－ﾄ金ゴテ仕上室外機基礎：ｺﾝｸﾘ－ﾄ金ゴテ仕上室外機基礎：ｺﾝｸﾘ－ﾄ金ゴテ仕上室外機基礎：ｺﾝｸﾘ－ﾄ金ゴテ仕上室外機基礎：ｺﾝｸﾘ－ﾄ金ゴテ仕上

+軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄｔ60金ゴテ仕上+軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄｔ60金ゴテ仕上+軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄｔ60金ゴテ仕上+軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄｔ60金ゴテ仕上+軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄｔ60金ゴテ仕上+軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄｔ60金ゴテ仕上+軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄｔ60金ゴテ仕上

ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水断熱工法ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水断熱工法ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水断熱工法ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水断熱工法ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水断熱工法ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水断熱工法ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水断熱工法

+塗膜防水【新設】+塗膜防水【新設】+塗膜防水【新設】+塗膜防水【新設】+塗膜防水【新設】+塗膜防水【新設】+塗膜防水【新設】

軽歩行接着工法【新設】軽歩行接着工法【新設】軽歩行接着工法【新設】軽歩行接着工法【新設】軽歩行接着工法【新設】軽歩行接着工法【新設】軽歩行接着工法【新設】

既存軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄ+塩化ビニル樹脂系シート既存軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄ+塩化ビニル樹脂系シート既存軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄ+塩化ビニル樹脂系シート既存軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄ+塩化ビニル樹脂系シート既存軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄ+塩化ビニル樹脂系シート既存軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄ+塩化ビニル樹脂系シート既存軽量ｺﾝｸﾘ-ﾄ+塩化ビニル樹脂系シート

室外機・ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ基礎【既存維持】室外機・ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ基礎【既存維持】室外機・ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ基礎【既存維持】室外機・ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ基礎【既存維持】室外機・ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ基礎【既存維持】室外機・ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ基礎【既存維持】室外機・ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ基礎【既存維持】

床：ノンスリップ床：ノンスリップ床：ノンスリップ床：ノンスリップ床：ノンスリップ床：ノンスリップ床：ノンスリップ

手摺：ｽﾃﾝﾚｽFB60*15手摺手摺：ｽﾃﾝﾚｽFB60*15手摺手摺：ｽﾃﾝﾚｽFB60*15手摺手摺：ｽﾃﾝﾚｽFB60*15手摺手摺：ｽﾃﾝﾚｽFB60*15手摺手摺：ｽﾃﾝﾚｽFB60*15手摺手摺：ｽﾃﾝﾚｽFB60*15手摺

モザイクタイル　モザイクタイル　モザイクタイル　モザイクタイル　モザイクタイル　モザイクタイル　モザイクタイル　

床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】

手摺：ｽﾃﾝﾚｽFB60*15手摺【既存維持清掃】手摺：ｽﾃﾝﾚｽFB60*15手摺【既存維持清掃】手摺：ｽﾃﾝﾚｽFB60*15手摺【既存維持清掃】手摺：ｽﾃﾝﾚｽFB60*15手摺【既存維持清掃】手摺：ｽﾃﾝﾚｽFB60*15手摺【既存維持清掃】手摺：ｽﾃﾝﾚｽFB60*15手摺【既存維持清掃】手摺：ｽﾃﾝﾚｽFB60*15手摺【既存維持清掃】

段裏：吹付タイル段裏：吹付タイル段裏：吹付タイル段裏：吹付タイル段裏：吹付タイル段裏：吹付タイル段裏：吹付タイル

手摺壁、笠木（内外共）：外装用二丁掛タイル手摺壁、笠木（内外共）：外装用二丁掛タイル手摺壁、笠木（内外共）：外装用二丁掛タイル手摺壁、笠木（内外共）：外装用二丁掛タイル手摺壁、笠木（内外共）：外装用二丁掛タイル手摺壁、笠木（内外共）：外装用二丁掛タイル手摺壁、笠木（内外共）：外装用二丁掛タイル

床：200角タイル（蹴上・踏面・段鼻共）床：200角タイル（蹴上・踏面・段鼻共）床：200角タイル（蹴上・踏面・段鼻共）床：200角タイル（蹴上・踏面・段鼻共）床：200角タイル（蹴上・踏面・段鼻共）床：200角タイル（蹴上・踏面・段鼻共）床：200角タイル（蹴上・踏面・段鼻共） 床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】床：【既存維持清掃】 手摺壁、笠木（内外共）：【既存維持】手摺壁、笠木（内外共）：【既存維持】手摺壁、笠木（内外共）：【既存維持】手摺壁、笠木（内外共）：【既存維持】手摺壁、笠木（内外共）：【既存維持】手摺壁、笠木（内外共）：【既存維持】手摺壁、笠木（内外共）：【既存維持】

一部【改修】外壁改修調査図面による一部【改修】外壁改修調査図面による一部【改修】外壁改修調査図面による一部【改修】外壁改修調査図面による一部【改修】外壁改修調査図面による一部【改修】外壁改修調査図面による一部【改修】外壁改修調査図面による

段裏：水洗い工法+複層塗材RE塗り替え段裏：水洗い工法+複層塗材RE塗り替え段裏：水洗い工法+複層塗材RE塗り替え段裏：水洗い工法+複層塗材RE塗り替え段裏：水洗い工法+複層塗材RE塗り替え段裏：水洗い工法+複層塗材RE塗り替え段裏：水洗い工法+複層塗材RE塗り替え 手摺：【既存維持清掃】手摺：【既存維持清掃】手摺：【既存維持清掃】手摺：【既存維持清掃】手摺：【既存維持清掃】手摺：【既存維持清掃】手摺：【既存維持清掃】

段受け壁：【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による段受け壁：【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による段受け壁：【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による段受け壁：【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による段受け壁：【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による段受け壁：【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による段受け壁：【既存維持】一部【改修】外壁改修調査図面による

新規EV棟新規EV棟新規EV棟新規EV棟新規EV棟新規EV棟新規EV棟

ＱＬルーフ９９-５０　t=1.2ＱＬルーフ９９-５０　t=1.2ＱＬルーフ９９-５０　t=1.2ＱＬルーフ９９-５０　t=1.2ＱＬルーフ９９-５０　t=1.2ＱＬルーフ９９-５０　t=1.2ＱＬルーフ９９-５０　t=1.2
ＦＰ０３０ＲＦ－０４１３ＦＰ０３０ＲＦ－０４１３ＦＰ０３０ＲＦ－０４１３ＦＰ０３０ＲＦ－０４１３ＦＰ０３０ＲＦ－０４１３ＦＰ０３０ＲＦ－０４１３ＦＰ０３０ＲＦ－０４１３

塩化ビニル樹脂系シート塩化ビニル樹脂系シート塩化ビニル樹脂系シート塩化ビニル樹脂系シート塩化ビニル樹脂系シート塩化ビニル樹脂系シート塩化ビニル樹脂系シート 脱気装置　1ヶ所脱気装置　1ヶ所脱気装置　1ヶ所脱気装置　1ヶ所脱気装置　1ヶ所脱気装置　1ヶ所脱気装置　1ヶ所 ｺﾝｸﾘ-ﾄｔ80ｺﾝｸﾘ-ﾄｔ80ｺﾝｸﾘ-ﾄｔ80ｺﾝｸﾘ-ﾄｔ80ｺﾝｸﾘ-ﾄｔ80ｺﾝｸﾘ-ﾄｔ80ｺﾝｸﾘ-ﾄｔ80

軒樋：塩ビカラ－120角 軒樋：塩ビカラ－120角 
軒樋：塩ビカラ－120角 軒樋：塩ビカラ－120角 軒樋：塩ビカラ－120角 軒樋：塩ビカラ－120角 
軒樋：塩ビカラ－120角 

竪樋：ｶﾗｰVP管管 φ75　 SUS掴み金物竪樋：ｶﾗｰVP管管 φ75　 SUS掴み金物竪樋：ｶﾗｰVP管管 φ75　 SUS掴み金物竪樋：ｶﾗｰVP管管 φ75　 SUS掴み金物竪樋：ｶﾗｰVP管管 φ75　 SUS掴み金物竪樋：ｶﾗｰVP管管 φ75　 SUS掴み金物竪樋：ｶﾗｰVP管管 φ75　 SUS掴み金物

＋防水型複層塗材Ｅ＋防水型複層塗材Ｅ＋防水型複層塗材Ｅ＋防水型複層塗材Ｅ＋防水型複層塗材Ｅ＋防水型複層塗材Ｅ＋防水型複層塗材Ｅ

押出成形セメント板t=60押出成形セメント板t=60押出成形セメント板t=60押出成形セメント板t=60押出成形セメント板t=60押出成形セメント板t=60押出成形セメント板t=60 （ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ）(ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ）（ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ）(ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ）（ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ）(ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ）（ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ）(ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ）（ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ）(ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ）（ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ）(ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ）（ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ）(ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ）

FP060NE-9035、9037FP060NE-9035、9037FP060NE-9035、9037FP060NE-9035、9037FP060NE-9035、9037FP060NE-9035、9037FP060NE-9035、9037

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打放（B種）＋防水型複層塗材Ｅｺﾝｸﾘ-ﾄ打放（B種）＋防水型複層塗材Ｅｺﾝｸﾘ-ﾄ打放（B種）＋防水型複層塗材Ｅｺﾝｸﾘ-ﾄ打放（B種）＋防水型複層塗材Ｅｺﾝｸﾘ-ﾄ打放（B種）＋防水型複層塗材Ｅｺﾝｸﾘ-ﾄ打放（B種）＋防水型複層塗材Ｅｺﾝｸﾘ-ﾄ打放（B種）＋防水型複層塗材Ｅ

＊鉄骨主要構造部は全て耐火被覆ｔ＝25＊鉄骨主要構造部は全て耐火被覆ｔ＝25＊鉄骨主要構造部は全て耐火被覆ｔ＝25＊鉄骨主要構造部は全て耐火被覆ｔ＝25＊鉄骨主要構造部は全て耐火被覆ｔ＝25＊鉄骨主要構造部は全て耐火被覆ｔ＝25＊鉄骨主要構造部は全て耐火被覆ｔ＝25

FP060BM-9408FP060BM-9408FP060BM-9408FP060BM-9408FP060BM-9408FP060BM-9408FP060BM-9408

新規EV棟新規EV棟新規EV棟新規EV棟新規EV棟新規EV棟新規EV棟

内部仕上 表 (改修 前 )内部仕上 表 (改修 前 )内部仕上 表 (改修 前 )内部仕上 表 (改修 前 )内部仕上 表 (改修 前 )内部仕上 表 (改修 前 )内部仕上 表 (改修 前 ) 内部 仕上表 (改修後 )内部 仕上表 (改修後 )内部 仕上表 (改修後 )内部 仕上表 (改修後 )内部 仕上表 (改修後 )内部 仕上表 (改修後 )内部 仕上表 (改修後 )

ーーーーーーーFL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地 FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50

御影石　本磨き御影石　本磨き御影石　本磨き御影石　本磨き御影石　本磨き御影石　本磨き御影石　本磨き

ＡＡＡＡＡＡＡ 2,3002,3002,3002,3002,3002,3002,300

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

ーーーーーーー

LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS

アルミスパンドレル　ブロンズアルミスパンドレル　ブロンズアルミスパンドレル　ブロンズアルミスパンドレル　ブロンズアルミスパンドレル　ブロンズアルミスパンドレル　ブロンズアルミスパンドレル　ブロンズ

2,3002,3002,3002,3002,3002,3002,300

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50下地：RC+モルタル（ア）50下地：RC+モルタル（ア）50下地：RC+モルタル（ア）50下地：RC+モルタル（ア）50下地：RC+モルタル（ア）50下地：RC+モルタル（ア）50下地：RC+モルタル（ア）50

案内板板【撤去】案内板板【撤去】案内板板【撤去】案内板板【撤去】案内板板【撤去】案内板板【撤去】案内板板【撤去】

ステンレス傘立て【既存維持】ステンレス傘立て【既存維持】ステンレス傘立て【既存維持】ステンレス傘立て【既存維持】ステンレス傘立て【既存維持】ステンレス傘立て【既存維持】ステンレス傘立て【既存維持】

【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】

【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50

H=100　　H=100　　H=100　　H=100　　H=100　　H=100　　H=100　　

樹脂塗床立上げ樹脂塗床立上げ樹脂塗床立上げ樹脂塗床立上げ樹脂塗床立上げ樹脂塗床立上げ樹脂塗床立上げ

RCRCRCRCRCRCRC RCRCRCRCRCRCRC

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】

GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋

岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】

3,0503,0503,0503,0503,0503,0503,050

カーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えRC直RC直RC直RC直RC直RC直RC直

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0 ーーーーーーー

ーーーーーーー

長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】

RC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGS

H=60　スチールH=60　スチールH=60　スチールH=60　スチールH=60　スチールH=60　スチールH=60　スチール

　OP塗装　OP塗装　OP塗装　OP塗装　OP塗装　OP塗装　OP塗装
【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】

Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】
2,7002,7002,7002,7002,7002,7002,700

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

ーーーーーーー

RC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGS

FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50

ーーーーーーー ーーーーーーー

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

ーーーーーーー

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

モルタル（ア）50モルタル（ア）50モルタル（ア）50モルタル（ア）50モルタル（ア）50モルタル（ア）50モルタル（ア）50【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】

GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋

岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】

FL-80FL-80FL-80FL-80FL-80FL-80FL-80 LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】 LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】

GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋

岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】

H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木

RC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGS

【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】

LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】

GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋

岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】

Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】

Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】
3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000

3,0303,0303,0303,0303,0303,0303,030

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

ーーーーーーー

H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木

RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】

LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】

GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋

岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】

ステンレス流し台セット【撤去】ステンレス流し台セット【撤去】ステンレス流し台セット【撤去】ステンレス流し台セット【撤去】ステンレス流し台セット【撤去】ステンレス流し台セット【撤去】ステンレス流し台セット【撤去】

ステンレス掛けパイプ【撤去】ステンレス掛けパイプ【撤去】ステンレス掛けパイプ【撤去】ステンレス掛けパイプ【撤去】ステンレス掛けパイプ【撤去】ステンレス掛けパイプ【撤去】ステンレス掛けパイプ【撤去】

食器棚【撤去】食器棚【撤去】食器棚【撤去】食器棚【撤去】食器棚【撤去】食器棚【撤去】食器棚【撤去】

レンジフード【撤去】レンジフード【撤去】レンジフード【撤去】レンジフード【撤去】レンジフード【撤去】レンジフード【撤去】レンジフード【撤去】
【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】

Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】 3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0 ーーーーーーー

ーーーーーーー

RC直RC直RC直RC直RC直RC直RC直

長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】

H=60　スチールH=60　スチールH=60　スチールH=60　スチールH=60　スチールH=60　スチールH=60　スチール

　OP塗装　OP塗装　OP塗装　OP塗装　OP塗装　OP塗装　OP塗装
【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】

Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】
2,7002,7002,7002,7002,7002,7002,700

LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】

GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋

岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】

LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】

GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋

岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地
FL-90FL-90FL-90FL-90FL-90FL-90FL-90

FL-40FL-40FL-40FL-40FL-40FL-40FL-40
150角インテリアタイル張り【撤去】150角インテリアタイル張り【撤去】150角インテリアタイル張り【撤去】150角インテリアタイル張り【撤去】150角インテリアタイル張り【撤去】150角インテリアタイル張り【撤去】150角インテリアタイル張り【撤去】 ーーーーーーーーーーーーーー

Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】

GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋

岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】

2,5502,5502,5502,5502,5502,5502,550

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

RC直RC直RC直RC直RC直RC直RC直

【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】

ーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーー

Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】

GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋

岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】

2,5502,5502,5502,5502,5502,5502,550

H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木

RCRCRCRCRCRCRC RCRCRCRCRCRCRC

RC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGS

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地
RC直RC直RC直RC直RC直RC直RC直

RC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGS

ーーーーーーー

LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】

ーーーーーーー

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地
FL-90FL-90FL-90FL-90FL-90FL-90FL-90

LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】

ーーーーーーー

Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】

下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】

LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000

ーーーーーーー

Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】

ーーーーーーー

RC直RC直RC直RC直RC直RC直RC直

南廊下南面新規壁は遮音壁南廊下南面新規壁は遮音壁南廊下南面新規壁は遮音壁南廊下南面新規壁は遮音壁南廊下南面新規壁は遮音壁南廊下南面新規壁は遮音壁南廊下南面新規壁は遮音壁

衛生器具開口【塞ぎ】衛生器具開口【塞ぎ】衛生器具開口【塞ぎ】衛生器具開口【塞ぎ】衛生器具開口【塞ぎ】衛生器具開口【塞ぎ】衛生器具開口【塞ぎ】

新規隔て壁は遮音壁新規隔て壁は遮音壁新規隔て壁は遮音壁新規隔て壁は遮音壁新規隔て壁は遮音壁新規隔て壁は遮音壁新規隔て壁は遮音壁

（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。

（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。

床下点検口【塞ぎ】床下点検口【塞ぎ】床下点検口【塞ぎ】床下点検口【塞ぎ】床下点検口【塞ぎ】床下点検口【塞ぎ】床下点検口【塞ぎ】

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】

FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50

FL+50FL+50FL+50FL+50FL+50FL+50FL+50

OAフロアーＨ＝50OAフロアーＨ＝50OAフロアーＨ＝50OAフロアーＨ＝50OAフロアーＨ＝50OAフロアーＨ＝50OAフロアーＨ＝50

置敷タイプ塩ビタイル【新設】置敷タイプ塩ビタイル【新設】置敷タイプ塩ビタイル【新設】置敷タイプ塩ビタイル【新設】置敷タイプ塩ビタイル【新設】置敷タイプ塩ビタイル【新設】置敷タイプ塩ビタイル【新設】

長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】

RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】

RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】

ライニング：150角インテリアタイル張り【撤去】ライニング：150角インテリアタイル張り【撤去】ライニング：150角インテリアタイル張り【撤去】ライニング：150角インテリアタイル張り【撤去】ライニング：150角インテリアタイル張り【撤去】ライニング：150角インテリアタイル張り【撤去】ライニング：150角インテリアタイル張り【撤去】

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

FL-80FL-80FL-80FL-80FL-80FL-80FL-80

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0
ーーーーーーー

ーーーーーーーFL-30FL-30FL-30FL-30FL-30FL-30FL-30

LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】

LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】

一部ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃィｼｮﾝ【撤去】一部ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃィｼｮﾝ【撤去】一部ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃィｼｮﾝ【撤去】一部ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃィｼｮﾝ【撤去】一部ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃィｼｮﾝ【撤去】一部ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃィｼｮﾝ【撤去】一部ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃィｼｮﾝ【撤去】

2,9502,9502,9502,9502,9502,9502,950

RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】

RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000

FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50

～60～60～60～60～60～60～60
ｔ50～65ｍｍ下地ｔ50～65ｍｍ下地ｔ50～65ｍｍ下地ｔ50～65ｍｍ下地ｔ50～65ｍｍ下地ｔ50～65ｍｍ下地ｔ50～65ｍｍ下地 【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】

軽量コンクリート金こて軽量コンクリート金こて軽量コンクリート金こて軽量コンクリート金こて軽量コンクリート金こて軽量コンクリート金こて軽量コンクリート金こて

陶磁器質タイル　パターン張り陶磁器質タイル　パターン張り陶磁器質タイル　パターン張り陶磁器質タイル　パターン張り陶磁器質タイル　パターン張り陶磁器質タイル　パターン張り陶磁器質タイル　パターン張り

キングシスナムフロアーキングシスナムフロアーキングシスナムフロアーキングシスナムフロアーキングシスナムフロアーキングシスナムフロアーキングシスナムフロアー
【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】

【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】

H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木

コンクリート+モルタル塗コンクリート+モルタル塗コンクリート+モルタル塗コンクリート+モルタル塗コンクリート+モルタル塗コンクリート+モルタル塗コンクリート+モルタル塗

【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】

１５0角タイル貼り【既存維持】１５0角タイル貼り【既存維持】１５0角タイル貼り【既存維持】１５0角タイル貼り【既存維持】１５0角タイル貼り【既存維持】１５0角タイル貼り【既存維持】１５0角タイル貼り【既存維持】

長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り

【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】

長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り

【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

コンクリート【既存維持】コンクリート【既存維持】コンクリート【既存維持】コンクリート【既存維持】コンクリート【既存維持】コンクリート【既存維持】コンクリート【既存維持】

＋モルタル下地【撤去】＋モルタル下地【撤去】＋モルタル下地【撤去】＋モルタル下地【撤去】＋モルタル下地【撤去】＋モルタル下地【撤去】＋モルタル下地【撤去】

150角インテリアタイル張り150角インテリアタイル張り150角インテリアタイル張り150角インテリアタイル張り150角インテリアタイル張り150角インテリアタイル張り150角インテリアタイル張り

【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】

エポキシ樹脂塗床【撤去】エポキシ樹脂塗床【撤去】エポキシ樹脂塗床【撤去】エポキシ樹脂塗床【撤去】エポキシ樹脂塗床【撤去】エポキシ樹脂塗床【撤去】エポキシ樹脂塗床【撤去】

西面：外装用二丁掛けタイル張り【撤去】西面：外装用二丁掛けタイル張り【撤去】西面：外装用二丁掛けタイル張り【撤去】西面：外装用二丁掛けタイル張り【撤去】西面：外装用二丁掛けタイル張り【撤去】西面：外装用二丁掛けタイル張り【撤去】西面：外装用二丁掛けタイル張り【撤去】

東面：人工大理石張り【撤去】東面：人工大理石張り【撤去】東面：人工大理石張り【撤去】東面：人工大理石張り【撤去】東面：人工大理石張り【撤去】東面：人工大理石張り【撤去】東面：人工大理石張り【撤去】

柱型：人工大理石張り【撤去】柱型：人工大理石張り【撤去】柱型：人工大理石張り【撤去】柱型：人工大理石張り【撤去】柱型：人工大理石張り【撤去】柱型：人工大理石張り【撤去】柱型：人工大理石張り【撤去】

目隠し壁：CON下地　レリーフタイル張り【撤去】目隠し壁：CON下地　レリーフタイル張り【撤去】目隠し壁：CON下地　レリーフタイル張り【撤去】目隠し壁：CON下地　レリーフタイル張り【撤去】目隠し壁：CON下地　レリーフタイル張り【撤去】目隠し壁：CON下地　レリーフタイル張り【撤去】目隠し壁：CON下地　レリーフタイル張り【撤去】

GB-R（ア）9　捨貼り【撤去】GB-R（ア）9　捨貼り【撤去】GB-R（ア）9　捨貼り【撤去】GB-R（ア）9　捨貼り【撤去】GB-R（ア）9　捨貼り【撤去】GB-R（ア）9　捨貼り【撤去】GB-R（ア）9　捨貼り【撤去】

＋岩綿吸音板リブ付（ｱ）9＋岩綿吸音板リブ付（ｱ）9＋岩綿吸音板リブ付（ｱ）9＋岩綿吸音板リブ付（ｱ）9＋岩綿吸音板リブ付（ｱ）9＋岩綿吸音板リブ付（ｱ）9＋岩綿吸音板リブ付（ｱ）9

【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】

LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS

アルミスパンドレル　ブロンズアルミスパンドレル　ブロンズアルミスパンドレル　ブロンズアルミスパンドレル　ブロンズアルミスパンドレル　ブロンズアルミスパンドレル　ブロンズアルミスパンドレル　ブロンズ

LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】
Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】 3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000

モルタル金こて【既存維持】+ビニールクロス貼りモルタル金こて【既存維持】+ビニールクロス貼りモルタル金こて【既存維持】+ビニールクロス貼りモルタル金こて【既存維持】+ビニールクロス貼りモルタル金こて【既存維持】+ビニールクロス貼りモルタル金こて【既存維持】+ビニールクロス貼りモルタル金こて【既存維持】+ビニールクロス貼り

【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】

H=60　H=60　H=60　H=60　H=60　H=60　H=60　

ステンレス　ＨＬステンレス　ＨＬステンレス　ＨＬステンレス　ＨＬステンレス　ＨＬステンレス　ＨＬステンレス　ＨＬ

【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】

ロックウールボードt１２㎜【撤去】ロックウールボードt１２㎜【撤去】ロックウールボードt１２㎜【撤去】ロックウールボードt１２㎜【撤去】ロックウールボードt１２㎜【撤去】ロックウールボードt１２㎜【撤去】ロックウールボードt１２㎜【撤去】

+マスチック塗装【撤去】+マスチック塗装【撤去】+マスチック塗装【撤去】+マスチック塗装【撤去】+マスチック塗装【撤去】+マスチック塗装【撤去】+マスチック塗装【撤去】

モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】

+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】

モルタル金こて【既存維持】+VP【撤去】モルタル金こて【既存維持】+VP【撤去】モルタル金こて【既存維持】+VP【撤去】モルタル金こて【既存維持】+VP【撤去】モルタル金こて【既存維持】+VP【撤去】モルタル金こて【既存維持】+VP【撤去】モルタル金こて【既存維持】+VP【撤去】

+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】

石膏ボードt９㎜二重張り【撤去】石膏ボードt９㎜二重張り【撤去】石膏ボードt９㎜二重張り【撤去】石膏ボードt９㎜二重張り【撤去】石膏ボードt９㎜二重張り【撤去】石膏ボードt９㎜二重張り【撤去】石膏ボードt９㎜二重張り【撤去】

+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】

モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】

RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】
RC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGS

コンクリート【既存維持】＋モルタル下地【撤去】コンクリート【既存維持】＋モルタル下地【撤去】コンクリート【既存維持】＋モルタル下地【撤去】コンクリート【既存維持】＋モルタル下地【撤去】コンクリート【既存維持】＋モルタル下地【撤去】コンクリート【既存維持】＋モルタル下地【撤去】コンクリート【既存維持】＋モルタル下地【撤去】

レリーフタイル張り【既存維持】レリーフタイル張り【既存維持】レリーフタイル張り【既存維持】レリーフタイル張り【既存維持】レリーフタイル張り【既存維持】レリーフタイル張り【既存維持】レリーフタイル張り【既存維持】

モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】

+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】

モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】

+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】

モルタル金こて【既存維持】+ＶＰ塗装【撤去】モルタル金こて【既存維持】+ＶＰ塗装【撤去】モルタル金こて【既存維持】+ＶＰ塗装【撤去】モルタル金こて【既存維持】+ＶＰ塗装【撤去】モルタル金こて【既存維持】+ＶＰ塗装【撤去】モルタル金こて【既存維持】+ＶＰ塗装【撤去】モルタル金こて【既存維持】+ＶＰ塗装【撤去】

一部　100角タイル張り【撤去】一部　100角タイル張り【撤去】一部　100角タイル張り【撤去】一部　100角タイル張り【撤去】一部　100角タイル張り【撤去】一部　100角タイル張り【撤去】一部　100角タイル張り【撤去】

モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】

+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】

下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

RC直RC直RC直RC直RC直RC直RC直

長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】長尺塩ビシート貼り【撤去】FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木

【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】

RCRCRCRCRCRCRC
RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】

石膏ボードt９㎜二重張り【撤去】石膏ボードt９㎜二重張り【撤去】石膏ボードt９㎜二重張り【撤去】石膏ボードt９㎜二重張り【撤去】石膏ボードt９㎜二重張り【撤去】石膏ボードt９㎜二重張り【撤去】石膏ボードt９㎜二重張り【撤去】

+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】

ロックウールボードt１２㎜【撤去】ロックウールボードt１２㎜【撤去】ロックウールボードt１２㎜【撤去】ロックウールボードt１２㎜【撤去】ロックウールボードt１２㎜【撤去】ロックウールボードt１２㎜【撤去】ロックウールボードt１２㎜【撤去】

+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】+ビニールクロス貼り【撤去】

LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】
Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】

ーーーーーーー

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000

GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋GB-R（ア）9捨貼り【撤去】＋

岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】岩綿吸音板（ｱ）9【撤去】

カーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替え

処置台（流し付き）【撤去】処置台（流し付き）【撤去】処置台（流し付き）【撤去】処置台（流し付き）【撤去】処置台（流し付き）【撤去】処置台（流し付き）【撤去】処置台（流し付き）【撤去】

ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】

天吊りカーテンレール【撤去】天吊りカーテンレール【撤去】天吊りカーテンレール【撤去】天吊りカーテンレール【撤去】天吊りカーテンレール【撤去】天吊りカーテンレール【撤去】天吊りカーテンレール【撤去】

下地：RC+モルタル（ア）50下地：RC+モルタル（ア）50下地：RC+モルタル（ア）50下地：RC+モルタル（ア）50下地：RC+モルタル（ア）50下地：RC+モルタル（ア）50下地：RC+モルタル（ア）50

御影石　本磨き御影石　本磨き御影石　本磨き御影石　本磨き御影石　本磨き御影石　本磨き御影石　本磨き

【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】

モルタル（ア）50【新設】モルタル（ア）50【新設】モルタル（ア）50【新設】モルタル（ア）50【新設】モルタル（ア）50【新設】モルタル（ア）50【新設】モルタル（ア）50【新設】

塩ビタイル457.2*457.2*t2.5mm塩ビタイル457.2*457.2*t2.5mm塩ビタイル457.2*457.2*t2.5mm塩ビタイル457.2*457.2*t2.5mm塩ビタイル457.2*457.2*t2.5mm塩ビタイル457.2*457.2*t2.5mm塩ビタイル457.2*457.2*t2.5mm

【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】
貼り替え貼り替え貼り替え貼り替え貼り替え貼り替え貼り替え

受付カウンター【撤去】受付カウンター【撤去】受付カウンター【撤去】受付カウンター【撤去】受付カウンター【撤去】受付カウンター【撤去】受付カウンター【撤去】

業務表示３枚）【撤去】業務表示３枚）【撤去】業務表示３枚）【撤去】業務表示３枚）【撤去】業務表示３枚）【撤去】業務表示３枚）【撤去】業務表示３枚）【撤去】

行事用黒板（月行事１枚、行事用黒板（月行事１枚、行事用黒板（月行事１枚、行事用黒板（月行事１枚、行事用黒板（月行事１枚、行事用黒板（月行事１枚、行事用黒板（月行事１枚、

既存表示物【撤去】既存表示物【撤去】既存表示物【撤去】既存表示物【撤去】既存表示物【撤去】既存表示物【撤去】既存表示物【撤去】

ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】

カーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替え

隔て板：スチールパーティション隔て板：スチールパーティション隔て板：スチールパーティション隔て板：スチールパーティション隔て板：スチールパーティション隔て板：スチールパーティション隔て板：スチールパーティション

【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】

隔て板：スチールパーティション隔て板：スチールパーティション隔て板：スチールパーティション隔て板：スチールパーティション隔て板：スチールパーティション隔て板：スチールパーティション隔て板：スチールパーティション

【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】

ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】ブラインド【撤去】

作業台（流し）【撤去】作業台（流し）【撤去】作業台（流し）【撤去】作業台（流し）【撤去】作業台（流し）【撤去】作業台（流し）【撤去】作業台（流し）【撤去】

コンクリート+モルタル塗コンクリート+モルタル塗コンクリート+モルタル塗コンクリート+モルタル塗コンクリート+モルタル塗コンクリート+モルタル塗コンクリート+モルタル塗

【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】

１５0角タイル貼り１５0角タイル貼り１５0角タイル貼り１５0角タイル貼り１５0角タイル貼り１５0角タイル貼り１５0角タイル貼り

【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】【既存維持清掃】

レベル調整モルタルｔ90レベル調整モルタルｔ90レベル調整モルタルｔ90レベル調整モルタルｔ90レベル調整モルタルｔ90レベル調整モルタルｔ90レベル調整モルタルｔ90

+溶接金網Ф9【新設】+溶接金網Ф9【新設】+溶接金網Ф9【新設】+溶接金網Ф9【新設】+溶接金網Ф9【新設】+溶接金網Ф9【新設】+溶接金網Ф9【新設】

タイルカーペット６ｍｍ敷きタイルカーペット６ｍｍ敷きタイルカーペット６ｍｍ敷きタイルカーペット６ｍｍ敷きタイルカーペット６ｍｍ敷きタイルカーペット６ｍｍ敷きタイルカーペット６ｍｍ敷き

【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】

長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】

RC直RC直RC直RC直RC直RC直RC直

一部レベル調整モルタルｔ50一部レベル調整モルタルｔ50一部レベル調整モルタルｔ50一部レベル調整モルタルｔ50一部レベル調整モルタルｔ50一部レベル調整モルタルｔ50一部レベル調整モルタルｔ50

【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】

RC直RC直RC直RC直RC直RC直RC直

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上 FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0
長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】長尺塩ビシート貼り【新設】

RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】

H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木

【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】

H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木

【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】

H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木

【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】

RC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGS

H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木

【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】

【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】

H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木

H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木H=60　　塩ビ巾木

【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】

コンクリート【既存維持】+モルタル塗【既存維持】コンクリート【既存維持】+モルタル塗【既存維持】コンクリート【既存維持】+モルタル塗【既存維持】コンクリート【既存維持】+モルタル塗【既存維持】コンクリート【既存維持】+モルタル塗【既存維持】コンクリート【既存維持】+モルタル塗【既存維持】コンクリート【既存維持】+モルタル塗【既存維持】

3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500

東面、西面、柱型：石膏ボードt9.5㎜二重張りGL工法東面、西面、柱型：石膏ボードt9.5㎜二重張りGL工法東面、西面、柱型：石膏ボードt9.5㎜二重張りGL工法東面、西面、柱型：石膏ボードt9.5㎜二重張りGL工法東面、西面、柱型：石膏ボードt9.5㎜二重張りGL工法東面、西面、柱型：石膏ボードt9.5㎜二重張りGL工法東面、西面、柱型：石膏ボードt9.5㎜二重張りGL工法

石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】

【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】

+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】木ルーバ－【新設】木ルーバ－【新設】木ルーバ－【新設】木ルーバ－【新設】木ルーバ－【新設】木ルーバ－【新設】木ルーバ－【新設】

LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】

木ルーバ－【新設】木ルーバ－【新設】木ルーバ－【新設】木ルーバ－【新設】木ルーバ－【新設】木ルーバ－【新設】木ルーバ－【新設】

壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】

GB-R（ア）9.5R【新設】＋GB-R（ア）9.5R【新設】＋GB-R（ア）9.5R【新設】＋GB-R（ア）9.5R【新設】＋GB-R（ア）9.5R【新設】＋GB-R（ア）9.5R【新設】＋GB-R（ア）9.5R【新設】＋

カーテンボックス　カーテンボックス　カーテンボックス　カーテンボックス　カーテンボックス　カーテンボックス　カーテンボックス　

既存塗装塗替え既存塗装塗替え既存塗装塗替え既存塗装塗替え既存塗装塗替え既存塗装塗替え既存塗装塗替え

石膏ボードt9.5㎜二重張り石膏ボードt9.5㎜二重張り石膏ボードt9.5㎜二重張り石膏ボードt9.5㎜二重張り石膏ボードt9.5㎜二重張り石膏ボードt9.5㎜二重張り石膏ボードt9.5㎜二重張り

+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】

モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】

+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】

FL-30FL-30FL-30FL-30FL-30FL-30FL-30

一部ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃィｼｮﾝ【新設】一部ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃィｼｮﾝ【新設】一部ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃィｼｮﾝ【新設】一部ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃィｼｮﾝ【新設】一部ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃィｼｮﾝ【新設】一部ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃィｼｮﾝ【新設】一部ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃィｼｮﾝ【新設】

モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】

+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】

GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】

GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】

Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】

Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】

3,0303,0303,0303,0303,0303,0303,030

石膏ボードt9.5㎜二重張り石膏ボードt9.5㎜二重張り石膏ボードt9.5㎜二重張り石膏ボードt9.5㎜二重張り石膏ボードt9.5㎜二重張り石膏ボードt9.5㎜二重張り石膏ボードt9.5㎜二重張り

+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】

+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】

モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】

GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】

+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】

レリーフタイル張り【既存維持清掃】レリーフタイル張り【既存維持清掃】レリーフタイル張り【既存維持清掃】レリーフタイル張り【既存維持清掃】レリーフタイル張り【既存維持清掃】レリーフタイル張り【既存維持清掃】レリーフタイル張り【既存維持清掃】

GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】

Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】

Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】

2,7002,7002,7002,7002,7002,7002,700

2,7002,7002,7002,7002,7002,7002,700

2,7002,7002,7002,7002,7002,7002,700LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】

モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】

コンクリート【既存維持】＋モルタル下地【新設】コンクリート【既存維持】＋モルタル下地【新設】コンクリート【既存維持】＋モルタル下地【新設】コンクリート【既存維持】＋モルタル下地【新設】コンクリート【既存維持】＋モルタル下地【新設】コンクリート【既存維持】＋モルタル下地【新設】コンクリート【既存維持】＋モルタル下地【新設】

+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】

石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】

+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】

樹脂塗床立上げ樹脂塗床立上げ樹脂塗床立上げ樹脂塗床立上げ樹脂塗床立上げ樹脂塗床立上げ樹脂塗床立上げRCRCRCRCRCRCRC

【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】

モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】

+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】

一部　ﾓﾙﾀﾙ補修+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】一部　ﾓﾙﾀﾙ補修+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】一部　ﾓﾙﾀﾙ補修+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】一部　ﾓﾙﾀﾙ補修+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】一部　ﾓﾙﾀﾙ補修+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】一部　ﾓﾙﾀﾙ補修+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】一部　ﾓﾙﾀﾙ補修+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】

石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】

+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】

RC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGS

モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】モルタル金こて【既存維持】

+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】

石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】石膏ボードt9.5㎜二重張り【新設】

+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】+壁　紙（Ｉ）無機質壁紙【新設】

GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】

LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】RCRCRCRCRCRCRC
3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000

Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】Ｖ【新設】

LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】LGS【新設】
RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】

GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】

カーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替え

カーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替えカーテンボックス　既存塗装塗替え

新規隔て壁は遮音壁新規隔て壁は遮音壁新規隔て壁は遮音壁新規隔て壁は遮音壁新規隔て壁は遮音壁新規隔て壁は遮音壁新規隔て壁は遮音壁

（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。（ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填ｔ100）とする。

巾 木巾 木巾 木巾 木巾 木巾 木巾 木床床床床床床床室名室名室名室名室名室名室名 壁・柱壁・柱壁・柱壁・柱壁・柱壁・柱壁・柱壁・柱壁・柱壁・柱壁・柱壁・柱壁・柱壁・柱巾 木巾 木巾 木巾 木巾 木巾 木巾 木 備 考備 考備 考備 考備 考備 考備 考天 井天 井天 井天 井天 井天 井天 井 備 考備 考備 考備 考備 考備 考備 考天 井天 井天 井天 井天 井天 井天 井

天井高天井高天井高天井高天井高天井高天井高廻縁廻縁廻縁廻縁廻縁廻縁廻縁

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ室名札室名札室名札室名札室名札室名札室名札

ＡＡＡＡＡＡＡ

廻縁廻縁廻縁廻縁廻縁廻縁廻縁

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ 室名札室名札室名札室名札室名札室名札室名札

天井高天井高天井高天井高天井高天井高天井高

RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】RC、LGS【撤去】 LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】LGS【撤去】 Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】Ｖ【撤去】 3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000RC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGSRC、LGS

FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50FL-50

～60～60～60～60～60～60～60

一

階

一

階

一

階

一

階

一

階

一

階

一

階

外部劣化改修：外壁・屋根・屋上防水・軒裏・外階段・庇・一部建具外部劣化改修：外壁・屋根・屋上防水・軒裏・外階段・庇・一部建具外部劣化改修：外壁・屋根・屋上防水・軒裏・外階段・庇・一部建具外部劣化改修：外壁・屋根・屋上防水・軒裏・外階段・庇・一部建具外部劣化改修：外壁・屋根・屋上防水・軒裏・外階段・庇・一部建具外部劣化改修：外壁・屋根・屋上防水・軒裏・外階段・庇・一部建具外部劣化改修：外壁・屋根・屋上防水・軒裏・外階段・庇・一部建具

内部劣化改修：床・壁・天井仕上・内部建具内部劣化改修：床・壁・天井仕上・内部建具内部劣化改修：床・壁・天井仕上・内部建具内部劣化改修：床・壁・天井仕上・内部建具内部劣化改修：床・壁・天井仕上・内部建具内部劣化改修：床・壁・天井仕上・内部建具内部劣化改修：床・壁・天井仕上・内部建具

床床床床床床床室名室名室名室名室名室名室名階階階階階階階

通用口通用口通用口通用口通用口通用口通用口

予診相談室予診相談室予診相談室予診相談室予診相談室予診相談室予診相談室

外来検査室外来検査室外来検査室外来検査室外来検査室外来検査室外来検査室

洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所

男子・女子便所男子・女子便所男子・女子便所男子・女子便所男子・女子便所男子・女子便所男子・女子便所

更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

客溜り客溜り客溜り客溜り客溜り客溜り客溜り

湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室

風除室（1）風除室（1）風除室（1）風除室（1）風除室（1）風除室（1）風除室（1）

エントランスエントランスエントランスエントランスエントランスエントランスエントランス

ホールホールホールホールホールホールホール

風除室（1）風除室（1）風除室（1）風除室（1）風除室（1）風除室（1）風除室（1）

ホ－ルホ－ルホ－ルホ－ルホ－ルホ－ルホ－ル

相談室(1)(2)相談室(1)(2)相談室(1)(2)相談室(1)(2)相談室(1)(2)相談室(1)(2)相談室(1)(2)

会議室会議室会議室会議室会議室会議室会議室

南廊下南廊下南廊下南廊下南廊下南廊下南廊下

北廊下北廊下北廊下北廊下北廊下北廊下北廊下

風除室（2）風除室（2）風除室（2）風除室（2）風除室（2）風除室（2）風除室（2）

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

エントランスエントランスエントランスエントランスエントランスエントランスエントランス

ホールホールホールホールホールホールホール

脱気装置　2ヶ所脱気装置　2ヶ所脱気装置　2ヶ所脱気装置　2ヶ所脱気装置　2ヶ所脱気装置　2ヶ所脱気装置　2ヶ所

コンクリート【既存維持】+モルタル塗【既存維持】コンクリート【既存維持】+モルタル塗【既存維持】コンクリート【既存維持】+モルタル塗【既存維持】コンクリート【既存維持】+モルタル塗【既存維持】コンクリート【既存維持】+モルタル塗【既存維持】コンクリート【既存維持】+モルタル塗【既存維持】コンクリート【既存維持】+モルタル塗【既存維持】

RC直RC直RC直RC直RC直RC直RC直

RC直RC直RC直RC直RC直RC直RC直

RC直RC直RC直RC直RC直RC直RC直

床下点検口【撤去】床下点検口【撤去】床下点検口【撤去】床下点検口【撤去】床下点検口【撤去】床下点検口【撤去】床下点検口【撤去】

衛生器具【撤去】衛生器具【撤去】衛生器具【撤去】衛生器具【撤去】衛生器具【撤去】衛生器具【撤去】衛生器具【撤去】

衛生器具【撤去】衛生器具【撤去】衛生器具【撤去】衛生器具【撤去】衛生器具【撤去】衛生器具【撤去】衛生器具【撤去】

長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り長尺塩ビシートｔ2.5ｍｍ貼り

【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】【既存維持】

下地、仕上【既存維持】下地、仕上【既存維持】下地、仕上【既存維持】下地、仕上【既存維持】下地、仕上【既存維持】下地、仕上【既存維持】下地、仕上【既存維持】

RCRCRCRCRCRCRC

RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】RC、LGS【新設】

RCRCRCRCRCRCRC

RCRCRCRCRCRCRC

岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】

岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】

岩綿吸音板リブ付（ｱ）9【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）9【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）9【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）9【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）9【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）9【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）9【新設】

岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】

GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】＋GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】＋GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】＋GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】＋GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】＋GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】＋GB-R（ア）9.5　捨貼り【新設】＋

岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】

岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）12【新設】

岩綿吸音板リブ付（ｱ）9【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）9【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）9【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）9【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）9【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）9【新設】岩綿吸音板リブ付（ｱ）9【新設】


