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[土木施工単価　本誌掲載分]

土木工事標準単価



区画線工 362頁1表

区画線工　昼　除豪雪地　［手間］

01510-5011 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-5012 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-5013 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-36

-5014 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-39

区画線工　昼　豪雪地　［手間］

01510-6011 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-6012 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-6013 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-36

-6014 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-39

区画線工 370頁1表

区画線工　昼　除豪雪地　［手間］

01510-5031 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-5032 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5051 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-12

-5052 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-15

01510-5053 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-18

区画線工　昼　豪雪地　［手間］

01510-6031 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-6032 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6051 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-12

-6052 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-15

-6053 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-18

区画線工（北海道特殊規格） 370頁2表

区画線工　北海道規格　昼　除豪雪［手間］

01510-5021 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-5022 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5031 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-5032 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-5041 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-21

-5043 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-24

区画線工　北海道規格　昼　豪雪　［手間］

01510-6021 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-6022 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6031 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-6032 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-6041 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-21

-6043 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-24

区画線工 378頁1表

区画線工　夜　除豪雪地　［手間］

01510-7011 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-7012 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

－2－
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01510-7012 -450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-7013 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-36

-7014 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-39

区画線工　夜　豪雪地　［手間］

01510-8011 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-8012 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-8013 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-36

-8014 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-39

区画線工 386頁1表

区画線工　夜　除豪雪地　［手間］

01510-7031 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-7032 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7051 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-12

-7052 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-15

-7053 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-18

区画線工　夜　豪雪地　［手間］

01510-8031 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-8032 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8051 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-12

-8052 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-15

-8053 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-18

区画線工（北海道特殊規格） 386頁2表

区画線工　北海道規格　夜　除豪雪［手間］

01510-7021 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-7022 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7031 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-7032 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-7041 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-21

-7043 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-24

区画線工　北海道規格　夜　豪雪　［手間］

01510-8021 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-8022 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8031 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-8032 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-8041 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-21

-8043 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-24

高視認性区画線工 398頁1表

高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］

01511-5011 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5021 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-5023 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-5051 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-36

高視認性区画線工　昼　豪雪地　［手間］

01511-6011 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07
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01511-6011 -301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6021 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-6023 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-6051 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-36

高視認性区画線工 406頁1表

高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］

01511-7011 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7021 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-7023 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-7051 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-36

高視認性区画線工　夜　豪雪地　［手間］

01511-8011 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8021 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-8023 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

01511-8023 -452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-8051 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-36

排水構造物工 418頁1表

排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］

01535-1011 -100 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-06

-1015 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-07

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-08

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-10

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-11

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-12

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-13

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-14

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-15

排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］

01535-1025 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-16

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-17

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-18

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-19

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-20

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-21

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-22

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-23

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-24

排水構造物工　昼　蓋版　［手間］

01535-1051 -100 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-25

-101 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-26

-102 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-27

-200 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-28

-201 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-29

-202 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-30

排水構造物工 422頁1表

排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］

01535-2011 -100 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-06

-2015 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-07

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-08

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-10

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-11

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-12

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-13

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-14

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-15

排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］

01535-2025 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-16

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-17

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-18

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-19

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-20

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-21

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-22

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-23

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-24

排水構造物工　夜　蓋版　［手間］

01535-2051 -100 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-25

-101 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-26

-102 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-27

-200 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-28

-201 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-29

-202 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-30

コンクリートブロック積工 428頁1表

コンクリートブロック積工　昼　［手間］

01540-1020 -100 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

コンクリートブロック積工　夜　［手間］

01540-2020 -100 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-101 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-102 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

橋梁塗装工 438頁1表

橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］

01560-1011 -100 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２ 1-01

-101 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２ 1-02

-102 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２ 1-03

-200 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２ 1-04

-201 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２ 1-05

-202 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２ 1-06
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01560-1011 -900 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-07

-901 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-08

-902 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-09

-1013 -100 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２ 1-10

-101 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２ 1-11

-102 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２ 1-12

-1021 -100 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２ 1-13

-101 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２ 1-14

-102 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-15

-200 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２ 1-16

-201 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２ 1-17

-202 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２ 1-18

-210 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２ 1-19

-211 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２ 1-20

-212 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-21

-300 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２ 1-22

-301 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２ 1-23

-302 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２ 1-24

-400 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２ 1-25

-401 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２ 1-26

-402 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２ 1-27

-500 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２ 1-28

-501 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２ 1-29

-502 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２ 1-30

橋梁塗装工 442頁1表

橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］

01560-1012 -100 準備・補修　制約なし ｍ２ 1-01

-101 準備・補修　制約受 ｍ２ 1-02

-102 準備・補修　制約著受 ｍ２ 1-03

-1022 -100 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-04

-101 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-05

-102 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-06

-110 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-07

-111 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-08

-112 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-120 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-10

-121 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-11

-122 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-12

-200 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-201 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-202 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-210 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-211 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-212 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-220 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-19

-221 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-20

-222 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-1023 -100 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-22

-101 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-23

-102 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-24

-110 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-25

-111 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-26

-112 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-27

-120 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-28

-121 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-29

-122 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-30

-200 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-31

-201 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-32

-202 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-33

-210 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-34

-211 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-35

-212 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-220 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-37

-221 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-38

-222 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-39

橋梁塗装工 446頁1表

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］

01560-1051 -100 清掃・水洗い　制約なし ｍ２ 1-01

-101 清掃・水洗い　制約受 ｍ２ 1-02

-102 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２ 1-03

-1052 -100 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２ 1-04

-101 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２ 1-05

-102 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-06

-200 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２ 1-07

-201 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２ 1-08

-202 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-09

-310 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２ 1-10

-311 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２ 1-11

-312 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２ 1-12

-320 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２ 1-13

-321 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２ 1-14

-322 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２ 1-15

-330 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２ 1-16

-331 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２ 1-17

-332 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２ 1-18

-400 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２ 1-19

-401 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２ 1-20

-402 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-21

-900 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-22

-901 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-23

-902 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-24

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］

01560-1055 -100 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２ 1-25

-101 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２ 1-26

-102 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２ 1-27

-110 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-28

-111 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-29

01560-1055 -112 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-30

-120 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２ 1-31

-121 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２ 1-32

-122 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２ 1-33

-200 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-34

-201 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-35

-202 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-36

-300 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２ 1-37

-301 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２ 1-38

-302 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２ 1-39

-310 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２ 1-40

-311 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２ 1-41

-312 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２ 1-42

-320 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２ 1-43

-321 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２ 1-44

-322 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２ 1-45

-400 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-46

-401 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-47

-402 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-48

橋梁塗装工 450頁1表

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］

01560-1056 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-01

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-02

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-03

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-04

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-05

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-06

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-07

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-08

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-10

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-11

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-12

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-19

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-20

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-22

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-23

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-24

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-25

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-26

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-27

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］

01560-1057 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-28

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-29

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-30

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-31

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-32

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-33

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-34

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-35

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-37

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-38

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-39

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-40

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-41

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-42

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-43

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-44

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-45

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-46

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-47

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-48

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-49

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-50

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-51

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-52

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-53

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-54

橋梁塗装工 454頁1表

橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］

01560-2011 -100 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２ 1-01

-101 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２ 1-02

-102 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２ 1-03

-200 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２ 1-04

-201 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２ 1-05

-202 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２ 1-06

-900 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-07

-901 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-08

-902 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-09

-2013 -100 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２ 1-10

-101 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２ 1-11

-102 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２ 1-12

-2021 -100 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２ 1-13

-101 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２ 1-14

-102 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-15

-200 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２ 1-16

-201 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２ 1-17

-202 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２ 1-18

-210 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２ 1-19

－5－
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01560-2021 -211 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２ 1-20

-212 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-21

-300 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２ 1-22

-301 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２ 1-23

-302 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２ 1-24

-400 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２ 1-25

-401 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２ 1-26

-402 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２ 1-27

-500 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２ 1-28

-501 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２ 1-29

-502 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２ 1-30

橋梁塗装工 458頁1表

橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］

01560-2012 -100 準備・補修　制約なし ｍ２ 1-01

-101 準備・補修　制約受 ｍ２ 1-02

-102 準備・補修　制約著受 ｍ２ 1-03

-2022 -100 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-04

-101 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-05

-102 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-06

-110 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-07

-111 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-08

-112 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-120 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-10

-121 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-11

-122 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-12

-200 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-201 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-202 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-210 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-211 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-212 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-220 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-19

-221 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-20

-222 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-2023 -100 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-22

-101 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-23

-102 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-24

-110 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-25

-111 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-26

-112 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-27

-120 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-28

-121 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-29

-122 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-30

-200 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-31

-201 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-32

-202 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-33

-210 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-34

-211 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-35

-212 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-220 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-37

-221 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-38

-222 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-39

橋梁塗装工 462頁1表

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］

01560-2051 -100 清掃・水洗い　制約なし ｍ２ 1-01

-101 清掃・水洗い　制約受 ｍ２ 1-02

-102 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２ 1-03

-2052 -100 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２ 1-04

-101 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２ 1-05

-102 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-06

-200 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２ 1-07

-201 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２ 1-08

-202 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-09

-310 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２ 1-10

-311 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２ 1-11

-312 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２ 1-12

-320 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２ 1-13

-321 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２ 1-14

-322 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２ 1-15

-330 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２ 1-16

-331 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２ 1-17

-332 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２ 1-18

-400 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２ 1-19

-401 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２ 1-20

-402 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-21

-900 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-22

-901 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-23

-902 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-24

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］

01560-2055 -100 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２ 1-25

-101 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２ 1-26

-102 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２ 1-27

-110 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-28

-111 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-29

-112 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-30

-120 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２ 1-31

-121 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２ 1-32

-122 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２ 1-33

-200 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-34

-201 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-35

-202 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-36

-300 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２ 1-37

-301 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２ 1-38

-302 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２ 1-39

-310 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２ 1-40

-311 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２ 1-41

-312 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２ 1-42

01560-2055 -320 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２ 1-43

-321 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２ 1-44

-322 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２ 1-45

-400 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-46

-401 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-47

-402 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-48

橋梁塗装工 466頁1表

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］

01560-2056 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-01

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-02

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-03

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-04

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-05

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-06

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-07

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-08

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-10

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-11

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-12

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-19

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-20

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-22

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-23

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-24

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-25

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-26

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-27

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］

01560-2057 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-28

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-29

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-30

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-31

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-32

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-33

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-34

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-35

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-37

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-38

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-39

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-40

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-41

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-42

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-43

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-44

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-45

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-46

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-47

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-48

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-49

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-50

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-51

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-52

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-53

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-54

構造物とりこわし工 472頁1表

構造物とりこわし工　昼　［手間］

01585-1010 -100 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-01

-101 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-02

-102 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-03

-200 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-04

-201 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-05

-202 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-06

-1020 -100 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-07

-101 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-08

-102 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-09

-200 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-10

-201 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-11

-202 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-12

構造物とりこわし工　夜　［手間］

01585-2010 -100 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-13

-101 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-14

-102 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-15

-200 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-16

-201 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-17

-202 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-18

-2020 -100 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-19

-101 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-20

-102 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-21

-200 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-22

-201 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-23

-202 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-24

機械式継手工 478頁1表

機械式継手工　昼　［手間］

01110-1001 -010 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約なし 箇所 1-01

-011 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約受 箇所 1-02

－6－

2022年春号 土木工事標準単価 資材コード表



01110-1001 -012 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約著受 箇所 1-03

-020 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約なし 箇所 1-04

-021 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約受 箇所 1-05

-022 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約著受 箇所 1-06

-030 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約なし 箇所 1-07

-031 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約受 箇所 1-08

-032 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約著受 箇所 1-09

-040 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約なし 箇所 1-10

-041 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約受 箇所 1-11

-042 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約著受 箇所 1-12

-050 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約なし 箇所 1-13

-051 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約受 箇所 1-14

-052 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約著受 箇所 1-15

-060 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約なし 箇所 1-16

-061 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約受 箇所 1-17

-062 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約著受 箇所 1-18

-070 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約なし 箇所 1-19

-071 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約受 箇所 1-20

-072 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約著受 箇所 1-21

-080 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約なし 箇所 1-22

-081 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約受 箇所 1-23

-082 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約著受 箇所 1-24

-090 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約なし 箇所 1-25

-091 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約受 箇所 1-26

-092 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約著受 箇所 1-27

-100 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約なし 箇所 1-28

-101 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約受 箇所 1-29

-102 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約著受 箇所 1-30

-110 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約なし 箇所 1-31

-111 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約受 箇所 1-32

-112 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 482頁1表

機械式継手工　昼　［手間］

01110-1002 -010 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約なし 箇所 1-01

-011 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約受 箇所 1-02

-012 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約著受 箇所 1-03

-020 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約なし 箇所 1-04

-021 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約受 箇所 1-05

-022 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約著受 箇所 1-06

-030 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約なし 箇所 1-07

-031 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約受 箇所 1-08

-032 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約著受 箇所 1-09

-040 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約なし 箇所 1-10

-041 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約受 箇所 1-11

-042 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約著受 箇所 1-12

-050 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約なし 箇所 1-13

-051 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約受 箇所 1-14

-052 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約著受 箇所 1-15

-060 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約なし 箇所 1-16

-061 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約受 箇所 1-17

-062 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約著受 箇所 1-18

-070 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約なし 箇所 1-19

-071 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約受 箇所 1-20

-072 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約著受 箇所 1-21

-080 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約なし 箇所 1-22

-081 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約受 箇所 1-23

-082 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約著受 箇所 1-24

-090 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約なし 箇所 1-25

-091 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約受 箇所 1-26

-092 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約著受 箇所 1-27

-100 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約なし 箇所 1-28

-101 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約受 箇所 1-29

-102 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約著受 箇所 1-30

-110 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約なし 箇所 1-31

-111 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約受 箇所 1-32

-112 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 486頁1表

機械式継手工　夜　［手間］

01110-2001 -010 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約なし 箇所 1-01

-011 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約受 箇所 1-02

-012 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約著受 箇所 1-03

-020 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約なし 箇所 1-04

-021 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約受 箇所 1-05

-022 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約著受 箇所 1-06

-030 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約なし 箇所 1-07

-031 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約受 箇所 1-08

-032 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約著受 箇所 1-09

-040 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約なし 箇所 1-10

-041 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約受 箇所 1-11

-042 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約著受 箇所 1-12

-050 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約なし 箇所 1-13

-051 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約受 箇所 1-14

-052 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約著受 箇所 1-15

-060 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約なし 箇所 1-16

-061 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約受 箇所 1-17

-062 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約著受 箇所 1-18

-070 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約なし 箇所 1-19

-071 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約受 箇所 1-20

-072 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約著受 箇所 1-21

-080 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約なし 箇所 1-22

-081 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約受 箇所 1-23

-082 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約著受 箇所 1-24

-090 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約なし 箇所 1-25

-091 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約受 箇所 1-26

-092 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約著受 箇所 1-27

-100 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約なし 箇所 1-28

-101 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約受 箇所 1-29

-102 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約著受 箇所 1-30

01110-2001 -110 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約なし 箇所 1-31

-111 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約受 箇所 1-32

-112 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 490頁1表

機械式継手工　夜　［手間］

01110-2002 -010 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約なし 箇所 1-01

-011 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約受 箇所 1-02

-012 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約著受 箇所 1-03

-020 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約なし 箇所 1-04

-021 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約受 箇所 1-05

-022 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約著受 箇所 1-06

-030 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約なし 箇所 1-07

-031 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約受 箇所 1-08

-032 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約著受 箇所 1-09

-040 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約なし 箇所 1-10

-041 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約受 箇所 1-11

-042 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約著受 箇所 1-12

-050 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約なし 箇所 1-13

-051 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約受 箇所 1-14

-052 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約著受 箇所 1-15

-060 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約なし 箇所 1-16

-061 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約受 箇所 1-17

-062 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約著受 箇所 1-18

-070 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約なし 箇所 1-19

-071 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約受 箇所 1-20

-072 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約著受 箇所 1-21

-080 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約なし 箇所 1-22

-081 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約受 箇所 1-23

-082 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約著受 箇所 1-24

-090 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約なし 箇所 1-25

-091 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約受 箇所 1-26

-092 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約著受 箇所 1-27

-100 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約なし 箇所 1-28

-101 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約受 箇所 1-29

-102 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約著受 箇所 1-30

-110 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約なし 箇所 1-31

-111 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約受 箇所 1-32

-112 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約著受 箇所 1-33

表面含浸工 498頁1表

表面含浸工　昼　１００ｍ２以上　［手間］

01310-1101 -020 簡易清掃工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 簡易清掃工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 簡易清掃工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1102 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1111 -020 含浸材塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 含浸材塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 含浸材塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面含浸工 502頁1表

表面含浸工　夜　１００ｍ２以上　［手間］

01310-2101 -020 簡易清掃工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 簡易清掃工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 簡易清掃工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2102 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2111 -020 含浸材塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 含浸材塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 含浸材塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27
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連続繊維シート補強工 510頁1表

連続繊維シート補強工　昼５０以上［手間］

01320-1101 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

-1102 -020 プライマー塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1103 -020 不陸修正工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 不陸修正工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 不陸修正工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-25

-031 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-26

-032 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-27

-1111 -020 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

-1112 -020 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-37

-021 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-38

-022 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-39

-040 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-40

-041 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-41

-042 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-42

-030 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-43

-031 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-44

-032 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-45

連続繊維シート補強工 514頁1表

連続繊維シート補強工　昼５０以上［手間］

01320-1113 -020 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1121 -020 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

連続繊維シート補強工 518頁1表

連続繊維シート補強工　夜５０以上［手間］

01320-2101 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

-2102 -020 プライマー塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2103 -020 不陸修正工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 不陸修正工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 不陸修正工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-25

-031 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-26

-032 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-27

01320-2111 -020 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

-2112 -020 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-37

-021 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-38

-022 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-39

-040 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-40

-041 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-41

-042 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-42

-030 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-43

-031 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-44

-032 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-45

連続繊維シート補強工 522頁1表

連続繊維シート補強工　夜５０以上［手間］

01320-2113 -020 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2121 -020 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

剥落防止工（アラミドメッシュ） 530頁1表

剥落防止工　昼　５０ｍ２以上　［手間］

01330-1111 -020 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

剥落防止工（アラミドメッシュ） 534頁1表

剥落防止工　夜　５０ｍ２以上　［手間］

01330-2111 -020 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

バキュームブラスト工 540頁1表

バキュームブラスト工　昼　［材工］

01340-1110 -010 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-011 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-012 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

バキュームブラスト工　夜　［材工］

01340-2110 -010 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-011 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-012 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 546頁1表

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［手間］

01315-1101 -020 下地処理　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［材工］

01315-1102 -020 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17
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01315-1102 -032 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1103 -020 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 550頁1表

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［材工］

01315-1111 -020 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1112 -020 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1121 -020 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

-1122 -020 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 554頁1表

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［手間］

01315-2101 -020 下地処理　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［材工］

01315-2102 -020 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2103 -020 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 558頁1表

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［材工］

01315-2111 -020 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2112 -020 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

01315-2112 -030 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2121 -020 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

-2122 -020 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

抵抗板付鋼製杭基礎工 564頁1表

抵抗板付鋼製杭基礎工　昼　［手間］

01350-1010 -100 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約なし 回 1-01

-101 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約受 回 1-02

-102 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約著受 回 1-03

-200 打込または引抜　施工条件Ⅱ 式 1-04

-300 打込または引抜　施工条件Ⅲ 式 1-05

抵抗板付鋼製杭基礎工　夜　［手間］

01350-2010 -100 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約なし 回 1-06

-101 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約受 回 1-07

-102 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約著受 回 1-08

-200 打込または引抜　施工条件Ⅱ 式 1-09

-300 打込または引抜　施工条件Ⅲ 式 1-10

鋼製排水溝設置工 568頁1表

鋼製排水溝設置工　昼　設置［手間］

01360-1010 -100 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約なし ｍ 1-01

-101 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約受 ｍ 1-02

-102 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約著受 ｍ 1-03

-200 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約なし ｍ 1-04

-201 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約受 ｍ 1-05

-202 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約著受 ｍ 1-06

塗膜除去工（塗膜剥離剤） 574頁1表

塗膜除去工（塗膜剥離剤）　昼　［手間］

01345-1010 -100 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 弦材を有する構造　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 弦材を有する構造　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 弦材を有する構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-300 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-301 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-302 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-400 高欄部（単独施工）　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-401 高欄部（単独施工）　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-402 高欄部（単独施工）　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-1050 -100 廃材の回収・積込　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 廃材の回収・積込　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 廃材の回収・積込　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

塗膜除去工（塗膜剥離剤） 578頁1表

塗膜除去工（塗膜剥離剤）　夜　［手間］

01345-2010 -100 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 弦材を有する構造　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 弦材を有する構造　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 弦材を有する構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-300 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-301 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-302 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-400 高欄部（単独施工）　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-401 高欄部（単独施工）　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-402 高欄部（単独施工）　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-2050 -100 廃材の回収・積込　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 廃材の回収・積込　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 廃材の回収・積込　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

ノンコーキング式ひび割誘発目地設置工 584頁1表

ひび割れ誘発目地設置工　昼　［材工］

01370-1010 -100 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約なし ｍ 1-01

-101 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約受 ｍ 1-02

-102 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-06

-1015 -100 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約なし ｍ 1-07

-101 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約受 ｍ 1-08

-102 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-09

-200 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-12

－9－

2022年春号 土木工事標準単価 資材コード表



01370-1020 -100 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約なし ｍ 1-13

-101 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約受 ｍ 1-14

-102 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約著受 ｍ 1-15

-200 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約なし ｍ 1-16

-201 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約受 ｍ 1-17

-202 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約著受 ｍ 1-18

-300 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約なし ｍ 1-19

-301 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約受 ｍ 1-20

-302 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約著受 ｍ 1-21

-400 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約なし ｍ 1-22

-401 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約受 ｍ 1-23

-402 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約著受 ｍ 1-24

-1030 -100 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約なし ｍ 1-25

-101 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約受 ｍ 1-26

-102 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-27

ＦＲＰ製格子状パネル設置工 590頁1表

ＦＲＰ製格子状パネル設置工　昼　［材工］

01380-1010 -100 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-01

-101 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-02

-102 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-03

-200 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-04

-201 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-05

-202 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-06

-300 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-07

-301 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-08

-302 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-09

防草シート設置工 594頁1表

防草シート設置工　昼　［手間］

01210-1011 -100 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-1012 -100 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-101 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-102 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-200 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-201 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-202 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-1021 -100 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

-200 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-16

-201 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-17

-202 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-18

-1022 -100 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-19

-101 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-20

-102 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-21

-200 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-22

-201 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-23

-202 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-24

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） 600頁1表

仮設防護柵設置工　昼　設置　［手間］

01250-1011 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-01

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-02

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-03

-1012 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-04

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-05

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-06

-1013 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-07

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-08

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-10

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-11

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-12

仮設防護柵設置工　昼　撤去　［手間］

01250-1021 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-13

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-14

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-15

-1022 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-16

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-17

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-18

-1023 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-19

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-20

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-21

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-22

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-23

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-24

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） 604頁1表

仮設防護柵設置工　夜　設置　［手間］

01250-2011 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-01

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-02

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-03

-2012 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-04

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-05

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-06

-2013 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-07

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-08

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-10

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-11

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-12

仮設防護柵設置工　夜　撤去　［手間］

01250-2021 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-13

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-14

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-15

-2022 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-16

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-17

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-18

-2023 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-19

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-20

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-21

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-22

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-23

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-24

侵食防止用植生マット工（養生マット工） 610頁1表

侵食防止用植生マット工　昼　［手間］

01220-1011 -000 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-01

-001 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-02

-002 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-03

-1012 -000 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-04

-001 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-05

-002 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-06

-100 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-07

-101 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-08

-102 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-10

-201 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-11

-202 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-12

-300 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-13

-301 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-14

-302 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-15

-400 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-16

-401 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-17

-402 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1021 -000 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-19

-001 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-20

-002 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-21

-1022 -000 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-22

-001 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-23

-002 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-24

-100 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-25

-101 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-26

-102 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-27

侵食防止用植生マット工（養生マット工） 614頁1表

侵食防止用植生マット工　昼　［手間］

01220-1031 -000 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-01

-001 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-02

-002 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-03

-1032 -000 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-04

-001 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-05

-002 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-06

-100 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-07

-101 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-08

-102 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-10

-201 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-11

-202 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-12

-300 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-13

-301 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-14

-302 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-15

-400 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-16

-401 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-17

-402 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-18

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 620頁1表

耐圧ポリエチレンリブ管設置工　昼［手間］

01390-1010 -100 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-09

-400 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-10

-401 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-11

-402 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-12

-1020 -100 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-13

-101 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-14

-102 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-21

-400 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-22

-401 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-23

-402 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-24

-1030 -100 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-25

-101 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-26

-102 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-31

－10－
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01390-1030 -301 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-33

-400 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-34

-401 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-35

-402 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-36
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[ホームページ掲載分]

土木工事標準単価

週休2日補正単価

（4週6休以上 4週7休未満）



区画線工 362頁1表

区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休

01510-5611 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-5612 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-5613 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-36

-5614 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-39

区画線工　昼　豪雪地　［手間］補正６休

01510-6611 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-6612 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-6613 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-36

-6614 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-39

区画線工 370頁1表

区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休

01510-5631 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-5632 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5651 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-12

-5652 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-15

01510-5653 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-18

区画線工　昼　豪雪地　［手間］補正６休

01510-6631 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-6632 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6651 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-12

-6652 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-15

-6653 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-18

区画線工（北海道特殊規格） 370頁2表

区画線工　北海道規格　昼　除豪雪［手間］補正６休

01510-5621 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-5622 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5631 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-5632 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-5641 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-21

-5643 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-24

区画線工　北海道規格　昼　豪雪　［手間］補正６休

01510-6621 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-6622 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6631 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-6632 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-6641 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-21

-6643 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-24

区画線工 378頁1表

区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休

01510-7611 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-7612 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21
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01510-7612 -450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-7613 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-36

-7614 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-39

区画線工　夜　豪雪地　［手間］補正６休

01510-8611 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-8612 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-8613 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-36

-8614 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-39

区画線工 386頁1表

区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休

01510-7631 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-7632 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7651 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-12

-7652 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-15

-7653 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-18

区画線工　夜　豪雪地　［手間］補正６休

01510-8631 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-8632 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8651 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-12

-8652 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-15

-8653 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-18

区画線工（北海道特殊規格） 386頁2表

区画線工　北海道規格　夜　除豪雪［手間］補正６休

01510-7621 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-7622 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7631 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-7632 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-7641 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-21

-7643 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-24

区画線工　北海道規格　夜　豪雪　［手間］補正６休

01510-8621 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-8622 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8631 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-8632 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-8641 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-21

-8643 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-24

高視認性区画線工 398頁1表

高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休

01511-5611 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5621 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-5623 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-5651 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-36

高視認性区画線工　昼　豪雪地　［手間］補正６休

01511-6611 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07
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01511-6611 -301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6621 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-6623 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-6651 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-36

高視認性区画線工 406頁1表

高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休

01511-7611 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7621 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-7623 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-7651 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-36

高視認性区画線工　夜　豪雪地　［手間］補正６休

01511-8611 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8621 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-8623 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

01511-8623 -452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-8651 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-36

排水構造物工 418頁1表

排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正６休

01535-1611 -100 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-06

-1615 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-07

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-08

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-10

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-11

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-12

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-13

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-14

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-15

排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正６休

01535-1625 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-16

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-17

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-18

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-19

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-20

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-21

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-22

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-23

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-24

排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正６休

01535-1651 -100 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-25

-101 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-26

-102 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-27

-200 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-28

-201 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-29

-202 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-30

排水構造物工 422頁1表

排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正６休

01535-2611 -100 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-06

-2615 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-07

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-08

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-10

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-11

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-12

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-13

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-14

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-15

排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正６休

01535-2625 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-16

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-17

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-18

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-19

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-20

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-21

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-22

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-23

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-24

排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正６休

01535-2651 -100 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-25

-101 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-26

-102 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-27

-200 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-28

-201 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-29

-202 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-30

コンクリートブロック積工 428頁1表

コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正６休

01540-1620 -100 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正６休

01540-2620 -100 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-101 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-102 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

橋梁塗装工 438頁1表

橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休

01560-1611 -100 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２ 1-01

-101 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２ 1-02

-102 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２ 1-03

-200 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２ 1-04

-201 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２ 1-05

-202 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２ 1-06
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01560-1611 -900 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-07

-901 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-08

-902 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-09

-1613 -100 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２ 1-10

-101 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２ 1-11

-102 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２ 1-12

-1621 -100 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２ 1-13

-101 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２ 1-14

-102 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-15

-200 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２ 1-16

-201 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２ 1-17

-202 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２ 1-18

-210 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２ 1-19

-211 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２ 1-20

-212 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-21

-300 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２ 1-22

-301 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２ 1-23

-302 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２ 1-24

-400 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２ 1-25

-401 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２ 1-26

-402 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２ 1-27

-500 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２ 1-28

-501 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２ 1-29

-502 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２ 1-30

橋梁塗装工 442頁1表

橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休

01560-1612 -100 準備・補修　制約なし ｍ２ 1-01

-101 準備・補修　制約受 ｍ２ 1-02

-102 準備・補修　制約著受 ｍ２ 1-03

-1622 -100 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-04

-101 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-05

-102 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-06

-110 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-07

-111 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-08

-112 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-120 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-10

-121 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-11

-122 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-12

-200 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-201 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-202 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-210 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-211 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-212 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-220 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-19

-221 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-20

-222 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-1623 -100 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-22

-101 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-23

-102 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-24

-110 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-25

-111 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-26

-112 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-27

-120 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-28

-121 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-29

-122 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-30

-200 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-31

-201 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-32

-202 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-33

-210 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-34

-211 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-35

-212 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-220 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-37

-221 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-38

-222 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-39

橋梁塗装工 446頁1表

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休

01560-1651 -100 清掃・水洗い　制約なし ｍ２ 1-01

-101 清掃・水洗い　制約受 ｍ２ 1-02

-102 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２ 1-03

-1652 -100 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２ 1-04

-101 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２ 1-05

-102 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-06

-200 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２ 1-07

-201 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２ 1-08

-202 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-09

-310 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２ 1-10

-311 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２ 1-11

-312 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２ 1-12

-320 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２ 1-13

-321 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２ 1-14

-322 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２ 1-15

-330 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２ 1-16

-331 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２ 1-17

-332 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２ 1-18

-400 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２ 1-19

-401 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２ 1-20

-402 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-21

-900 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-22

-901 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-23

-902 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-24

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休

01560-1655 -100 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２ 1-25

-101 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２ 1-26

-102 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２ 1-27

-110 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-28

-111 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-29

01560-1655 -112 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-30

-120 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２ 1-31

-121 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２ 1-32

-122 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２ 1-33

-200 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-34

-201 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-35

-202 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-36

-300 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２ 1-37

-301 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２ 1-38

-302 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２ 1-39

-310 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２ 1-40

-311 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２ 1-41

-312 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２ 1-42

-320 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２ 1-43

-321 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２ 1-44

-322 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２ 1-45

-400 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-46

-401 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-47

-402 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-48

橋梁塗装工 450頁1表

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休

01560-1656 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-01

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-02

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-03

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-04

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-05

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-06

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-07

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-08

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-10

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-11

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-12

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-19

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-20

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-22

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-23

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-24

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-25

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-26

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-27

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休

01560-1657 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-28

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-29

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-30

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-31

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-32

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-33

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-34

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-35

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-37

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-38

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-39

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-40

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-41

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-42

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-43

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-44

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-45

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-46

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-47

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-48

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-49

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-50

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-51

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-52

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-53

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-54

橋梁塗装工 454頁1表

橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休

01560-2611 -100 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２ 1-01

-101 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２ 1-02

-102 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２ 1-03

-200 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２ 1-04

-201 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２ 1-05

-202 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２ 1-06

-900 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-07

-901 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-08

-902 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-09

-2613 -100 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２ 1-10

-101 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２ 1-11

-102 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２ 1-12

-2621 -100 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２ 1-13

-101 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２ 1-14

-102 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-15

-200 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２ 1-16

-201 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２ 1-17

-202 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２ 1-18

-210 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２ 1-19
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01560-2621 -211 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２ 1-20

-212 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-21

-300 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２ 1-22

-301 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２ 1-23

-302 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２ 1-24

-400 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２ 1-25

-401 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２ 1-26

-402 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２ 1-27

-500 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２ 1-28

-501 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２ 1-29

-502 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２ 1-30

橋梁塗装工 458頁1表

橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休

01560-2612 -100 準備・補修　制約なし ｍ２ 1-01

-101 準備・補修　制約受 ｍ２ 1-02

-102 準備・補修　制約著受 ｍ２ 1-03

-2622 -100 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-04

-101 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-05

-102 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-06

-110 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-07

-111 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-08

-112 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-120 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-10

-121 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-11

-122 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-12

-200 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-201 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-202 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-210 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-211 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-212 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-220 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-19

-221 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-20

-222 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-2623 -100 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-22

-101 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-23

-102 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-24

-110 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-25

-111 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-26

-112 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-27

-120 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-28

-121 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-29

-122 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-30

-200 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-31

-201 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-32

-202 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-33

-210 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-34

-211 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-35

-212 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-220 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-37

-221 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-38

-222 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-39

橋梁塗装工 462頁1表

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休

01560-2651 -100 清掃・水洗い　制約なし ｍ２ 1-01

-101 清掃・水洗い　制約受 ｍ２ 1-02

-102 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２ 1-03

-2652 -100 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２ 1-04

-101 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２ 1-05

-102 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-06

-200 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２ 1-07

-201 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２ 1-08

-202 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-09

-310 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２ 1-10

-311 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２ 1-11

-312 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２ 1-12

-320 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２ 1-13

-321 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２ 1-14

-322 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２ 1-15

-330 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２ 1-16

-331 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２ 1-17

-332 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２ 1-18

-400 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２ 1-19

-401 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２ 1-20

-402 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-21

-900 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-22

-901 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-23

-902 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-24

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休

01560-2655 -100 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２ 1-25

-101 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２ 1-26

-102 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２ 1-27

-110 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-28

-111 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-29

-112 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-30

-120 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２ 1-31

-121 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２ 1-32

-122 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２ 1-33

-200 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-34

-201 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-35

-202 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-36

-300 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２ 1-37

-301 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２ 1-38

-302 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２ 1-39

-310 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２ 1-40

-311 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２ 1-41

-312 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２ 1-42

01560-2655 -320 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２ 1-43

-321 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２ 1-44

-322 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２ 1-45

-400 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-46

-401 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-47

-402 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-48

橋梁塗装工 466頁1表

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休

01560-2656 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-01

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-02

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-03

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-04

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-05

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-06

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-07

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-08

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-10

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-11

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-12

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-19

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-20

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-22

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-23

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-24

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-25

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-26

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-27

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休

01560-2657 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-28

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-29

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-30

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-31

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-32

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-33

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-34

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-35

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-37

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-38

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-39

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-40

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-41

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-42

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-43

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-44

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-45

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-46

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-47

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-48

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-49

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-50

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-51

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-52

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-53

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-54

構造物とりこわし工 472頁1表

構造物とりこわし工　昼　［手間］補正６休

01585-1610 -100 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-01

-101 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-02

-102 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-03

-200 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-04

-201 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-05

-202 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-06

-1620 -100 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-07

-101 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-08

-102 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-09

-200 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-10

-201 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-11

-202 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-12

構造物とりこわし工　夜　［手間］補正６休

01585-2610 -100 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-13

-101 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-14

-102 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-15

-200 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-16

-201 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-17

-202 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-18

-2620 -100 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-19

-101 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-20

-102 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-21

-200 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-22

-201 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-23

-202 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-24

機械式継手工 478頁1表

機械式継手工　昼　［手間］補正６休

01110-1601 -010 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約なし 箇所 1-01

-011 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約受 箇所 1-02
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01110-1601 -012 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約著受 箇所 1-03

-020 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約なし 箇所 1-04

-021 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約受 箇所 1-05

-022 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約著受 箇所 1-06

-030 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約なし 箇所 1-07

-031 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約受 箇所 1-08

-032 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約著受 箇所 1-09

-040 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約なし 箇所 1-10

-041 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約受 箇所 1-11

-042 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約著受 箇所 1-12

-050 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約なし 箇所 1-13

-051 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約受 箇所 1-14

-052 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約著受 箇所 1-15

-060 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約なし 箇所 1-16

-061 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約受 箇所 1-17

-062 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約著受 箇所 1-18

-070 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約なし 箇所 1-19

-071 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約受 箇所 1-20

-072 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約著受 箇所 1-21

-080 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約なし 箇所 1-22

-081 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約受 箇所 1-23

-082 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約著受 箇所 1-24

-090 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約なし 箇所 1-25

-091 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約受 箇所 1-26

-092 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約著受 箇所 1-27

-100 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約なし 箇所 1-28

-101 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約受 箇所 1-29

-102 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約著受 箇所 1-30

-110 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約なし 箇所 1-31

-111 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約受 箇所 1-32

-112 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 482頁1表

機械式継手工　昼　［手間］補正６休

01110-1602 -010 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約なし 箇所 1-01

-011 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約受 箇所 1-02

-012 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約著受 箇所 1-03

-020 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約なし 箇所 1-04

-021 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約受 箇所 1-05

-022 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約著受 箇所 1-06

-030 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約なし 箇所 1-07

-031 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約受 箇所 1-08

-032 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約著受 箇所 1-09

-040 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約なし 箇所 1-10

-041 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約受 箇所 1-11

-042 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約著受 箇所 1-12

-050 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約なし 箇所 1-13

-051 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約受 箇所 1-14

-052 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約著受 箇所 1-15

-060 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約なし 箇所 1-16

-061 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約受 箇所 1-17

-062 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約著受 箇所 1-18

-070 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約なし 箇所 1-19

-071 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約受 箇所 1-20

-072 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約著受 箇所 1-21

-080 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約なし 箇所 1-22

-081 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約受 箇所 1-23

-082 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約著受 箇所 1-24

-090 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約なし 箇所 1-25

-091 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約受 箇所 1-26

-092 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約著受 箇所 1-27

-100 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約なし 箇所 1-28

-101 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約受 箇所 1-29

-102 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約著受 箇所 1-30

-110 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約なし 箇所 1-31

-111 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約受 箇所 1-32

-112 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 486頁1表

機械式継手工　夜　［手間］補正６休

01110-2601 -010 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約なし 箇所 1-01

-011 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約受 箇所 1-02

-012 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約著受 箇所 1-03

-020 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約なし 箇所 1-04

-021 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約受 箇所 1-05

-022 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約著受 箇所 1-06

-030 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約なし 箇所 1-07

-031 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約受 箇所 1-08

-032 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約著受 箇所 1-09

-040 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約なし 箇所 1-10

-041 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約受 箇所 1-11

-042 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約著受 箇所 1-12

-050 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約なし 箇所 1-13

-051 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約受 箇所 1-14

-052 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約著受 箇所 1-15

-060 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約なし 箇所 1-16

-061 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約受 箇所 1-17

-062 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約著受 箇所 1-18

-070 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約なし 箇所 1-19

-071 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約受 箇所 1-20

-072 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約著受 箇所 1-21

-080 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約なし 箇所 1-22

-081 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約受 箇所 1-23

-082 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約著受 箇所 1-24

-090 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約なし 箇所 1-25

-091 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約受 箇所 1-26

-092 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約著受 箇所 1-27

-100 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約なし 箇所 1-28

-101 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約受 箇所 1-29

-102 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約著受 箇所 1-30

01110-2601 -110 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約なし 箇所 1-31

-111 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約受 箇所 1-32

-112 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 490頁1表

機械式継手工　夜　［手間］補正６休

01110-2602 -010 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約なし 箇所 1-01

-011 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約受 箇所 1-02

-012 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約著受 箇所 1-03

-020 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約なし 箇所 1-04

-021 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約受 箇所 1-05

-022 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約著受 箇所 1-06

-030 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約なし 箇所 1-07

-031 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約受 箇所 1-08

-032 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約著受 箇所 1-09

-040 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約なし 箇所 1-10

-041 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約受 箇所 1-11

-042 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約著受 箇所 1-12

-050 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約なし 箇所 1-13

-051 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約受 箇所 1-14

-052 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約著受 箇所 1-15

-060 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約なし 箇所 1-16

-061 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約受 箇所 1-17

-062 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約著受 箇所 1-18

-070 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約なし 箇所 1-19

-071 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約受 箇所 1-20

-072 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約著受 箇所 1-21

-080 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約なし 箇所 1-22

-081 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約受 箇所 1-23

-082 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約著受 箇所 1-24

-090 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約なし 箇所 1-25

-091 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約受 箇所 1-26

-092 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約著受 箇所 1-27

-100 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約なし 箇所 1-28

-101 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約受 箇所 1-29

-102 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約著受 箇所 1-30

-110 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約なし 箇所 1-31

-111 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約受 箇所 1-32

-112 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約著受 箇所 1-33

表面含浸工 498頁1表

表面含浸工　昼　１００ｍ２以上　［手間］補正６休

01310-1601 -020 簡易清掃工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 簡易清掃工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 簡易清掃工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1602 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1611 -020 含浸材塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 含浸材塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 含浸材塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面含浸工 502頁1表

表面含浸工　夜　１００ｍ２以上　［手間］補正６休

01310-2601 -020 簡易清掃工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 簡易清掃工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 簡易清掃工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2602 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2611 -020 含浸材塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 含浸材塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 含浸材塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27
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連続繊維シート補強工 510頁1表

連続繊維シート補強工　昼５０以上［手間］補正６休

01320-1601 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

-1602 -020 プライマー塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1603 -020 不陸修正工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 不陸修正工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 不陸修正工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-25

-031 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-26

-032 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-27

-1611 -020 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

-1612 -020 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-37

-021 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-38

-022 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-39

-040 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-40

-041 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-41

-042 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-42

-030 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-43

-031 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-44

-032 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-45

連続繊維シート補強工 514頁1表

連続繊維シート補強工　昼５０以上［手間］補正６休

01320-1613 -020 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1621 -020 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

連続繊維シート補強工 518頁1表

連続繊維シート補強工　夜５０以上［手間］補正６休

01320-2601 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

-2602 -020 プライマー塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2603 -020 不陸修正工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 不陸修正工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 不陸修正工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-25

-031 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-26

-032 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-27

01320-2611 -020 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

-2612 -020 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-37

-021 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-38

-022 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-39

-040 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-40

-041 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-41

-042 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-42

-030 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-43

-031 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-44

-032 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-45

連続繊維シート補強工 522頁1表

連続繊維シート補強工　夜５０以上［手間］補正６休

01320-2613 -020 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2621 -020 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

剥落防止工（アラミドメッシュ） 530頁1表

剥落防止工　昼　５０ｍ２以上　［手間］補正６休

01330-1611 -020 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

剥落防止工（アラミドメッシュ） 534頁1表

剥落防止工　夜　５０ｍ２以上　［手間］補正６休

01330-2611 -020 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

バキュームブラスト工 540頁1表

バキュームブラスト工　昼　［材工］補正６休

01340-1610 -010 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-011 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-012 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

バキュームブラスト工　夜　［材工］補正６休

01340-2610 -010 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-011 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-012 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 546頁1表

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［手間］補正６休

01315-1601 -020 下地処理　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［材工］補正６休

01315-1602 -020 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

－7－

2022年春号 土木工事標準単価 資材コード表補正単価：4週6休



01315-1602 -032 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1603 -020 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 550頁1表

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［材工］補正６休

01315-1611 -020 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1612 -020 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1621 -020 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

-1622 -020 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 554頁1表

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［手間］補正６休

01315-2601 -020 下地処理　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［材工］補正６休

01315-2602 -020 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2603 -020 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 558頁1表

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［材工］補正６休

01315-2611 -020 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2612 -020 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

01315-2612 -030 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2621 -020 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

-2622 -020 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

抵抗板付鋼製杭基礎工 564頁1表

抵抗板付鋼製杭基礎工　昼　［手間］補正６休

01350-1610 -100 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約なし 回 1-01

-101 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約受 回 1-02

-102 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約著受 回 1-03

-200 打込または引抜　施工条件Ⅱ 式 1-04

-300 打込または引抜　施工条件Ⅲ 式 1-05

抵抗板付鋼製杭基礎工　夜　［手間］補正６休

01350-2610 -100 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約なし 回 1-06

-101 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約受 回 1-07

-102 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約著受 回 1-08

-200 打込または引抜　施工条件Ⅱ 式 1-09

-300 打込または引抜　施工条件Ⅲ 式 1-10

鋼製排水溝設置工 568頁1表

鋼製排水溝設置工　昼　設置［手間］補正６休

01360-1610 -100 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約なし ｍ 1-01

-101 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約受 ｍ 1-02

-102 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約著受 ｍ 1-03

-200 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約なし ｍ 1-04

-201 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約受 ｍ 1-05

-202 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約著受 ｍ 1-06

塗膜除去工（塗膜剥離剤） 574頁1表

塗膜除去工（塗膜剥離剤）　昼　［手間］補正６休

01345-1610 -100 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 弦材を有する構造　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 弦材を有する構造　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 弦材を有する構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-300 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-301 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-302 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-400 高欄部（単独施工）　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-401 高欄部（単独施工）　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-402 高欄部（単独施工）　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-1650 -100 廃材の回収・積込　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 廃材の回収・積込　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 廃材の回収・積込　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

塗膜除去工（塗膜剥離剤） 578頁1表

塗膜除去工（塗膜剥離剤）　夜　［手間］補正６休

01345-2610 -100 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 弦材を有する構造　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 弦材を有する構造　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 弦材を有する構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-300 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-301 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-302 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-400 高欄部（単独施工）　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-401 高欄部（単独施工）　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-402 高欄部（単独施工）　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-2650 -100 廃材の回収・積込　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 廃材の回収・積込　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 廃材の回収・積込　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

ノンコーキング式ひび割誘発目地設置工 584頁1表

ひび割れ誘発目地設置工　昼　［材工］補正６休

01370-1610 -100 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約なし ｍ 1-01

-101 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約受 ｍ 1-02

-102 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-06

-1615 -100 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約なし ｍ 1-07

-101 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約受 ｍ 1-08

-102 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-09

-200 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-12
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01370-1620 -100 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約なし ｍ 1-13

-101 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約受 ｍ 1-14

-102 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約著受 ｍ 1-15

-200 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約なし ｍ 1-16

-201 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約受 ｍ 1-17

-202 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約著受 ｍ 1-18

-300 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約なし ｍ 1-19

-301 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約受 ｍ 1-20

-302 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約著受 ｍ 1-21

-400 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約なし ｍ 1-22

-401 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約受 ｍ 1-23

-402 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約著受 ｍ 1-24

-1630 -100 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約なし ｍ 1-25

-101 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約受 ｍ 1-26

-102 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-27

ＦＲＰ製格子状パネル設置工 590頁1表

ＦＲＰ製格子状パネル設置工　昼　［材工］補正６休

01380-1610 -100 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-01

-101 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-02

-102 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-03

-200 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-04

-201 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-05

-202 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-06

-300 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-07

-301 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-08

-302 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-09

防草シート設置工 594頁1表

防草シート設置工　昼　［手間］補正６休

01210-1611 -100 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-1612 -100 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-101 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-102 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-200 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-201 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-202 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-1621 -100 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

-200 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-16

-201 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-17

-202 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-18

-1622 -100 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-19

-101 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-20

-102 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-21

-200 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-22

-201 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-23

-202 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-24

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） 600頁1表

仮設防護柵設置工　昼　設置　［手間］補正６休

01250-1611 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-01

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-02

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-03

-1612 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-04

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-05

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-06

-1613 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-07

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-08

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-10

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-11

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-12

仮設防護柵設置工　昼　撤去　［手間］補正６休

01250-1621 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-13

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-14

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-15

-1622 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-16

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-17

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-18

-1623 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-19

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-20

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-21

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-22

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-23

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-24

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） 604頁1表

仮設防護柵設置工　夜　設置　［手間］補正６休

01250-2611 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-01

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-02

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-03

-2612 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-04

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-05

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-06

-2613 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-07

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-08

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-10

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-11

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-12

仮設防護柵設置工　夜　撤去　［手間］補正６休

01250-2621 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-13

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-14

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-15

-2622 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-16

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-17

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-18

-2623 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-19

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-20

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-21

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-22

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-23

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-24

侵食防止用植生マット工（養生マット工） 610頁1表

侵食防止用植生マット工　昼　［手間］補正６休

01220-1611 -000 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-01

-001 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-02

-002 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-03

-1612 -000 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-04

-001 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-05

-002 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-06

-100 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-07

-101 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-08

-102 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-10

-201 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-11

-202 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-12

-300 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-13

-301 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-14

-302 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-15

-400 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-16

-401 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-17

-402 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1621 -000 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-19

-001 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-20

-002 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-21

-1622 -000 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-22

-001 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-23

-002 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-24

-100 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-25

-101 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-26

-102 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-27

侵食防止用植生マット工（養生マット工） 614頁1表

侵食防止用植生マット工　昼　［手間］補正６休

01220-1631 -000 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-01

-001 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-02

-002 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-03

-1632 -000 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-04

-001 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-05

-002 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-06

-100 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-07

-101 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-08

-102 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-10

-201 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-11

-202 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-12

-300 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-13

-301 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-14

-302 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-15

-400 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-16

-401 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-17

-402 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-18

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 620頁1表

耐圧ポリエチレンリブ管設置工　昼［手間］補正６休

01390-1610 -100 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-09

-400 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-10

-401 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-11

-402 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-12

-1620 -100 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-13

-101 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-14

-102 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-21

-400 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-22

-401 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-23

-402 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-24

-1630 -100 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-25

-101 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-26

-102 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-31
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01390-1630 -301 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-33

-400 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-34

-401 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-35

-402 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-36
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区画線工 362頁1表

区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休

01510-5711 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-5712 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-5713 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-36

-5714 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-39

区画線工　昼　豪雪地　［手間］補正７休

01510-6711 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-6712 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-6713 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-36

-6714 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-39

区画線工 370頁1表

区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休

01510-5731 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-5732 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5751 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-12

-5752 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-15

01510-5753 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-18

区画線工　昼　豪雪地　［手間］補正７休

01510-6731 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-6732 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6751 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-12

-6752 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-15

-6753 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-18

区画線工（北海道特殊規格） 370頁2表

区画線工　北海道規格　昼　除豪雪［手間］補正７休

01510-5721 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-5722 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5731 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-5732 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-5741 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-21

-5743 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-24

区画線工　北海道規格　昼　豪雪　［手間］補正７休

01510-6721 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-6722 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6731 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-6732 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-6741 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-21

-6743 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-24

区画線工 378頁1表

区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休

01510-7711 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-7712 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21
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01510-7712 -450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-7713 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-36

-7714 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-39

区画線工　夜　豪雪地　［手間］補正７休

01510-8711 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-8712 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-8713 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-36

-8714 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-39

区画線工 386頁1表

区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休

01510-7731 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-7732 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7751 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-12

-7752 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-15

-7753 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-18

区画線工　夜　豪雪地　［手間］補正７休

01510-8731 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-8732 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8751 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-12

-8752 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-15

-8753 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-18

区画線工（北海道特殊規格） 386頁2表

区画線工　北海道規格　夜　除豪雪［手間］補正７休

01510-7721 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-7722 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7731 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-7732 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-7741 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-21

-7743 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-24

区画線工　北海道規格　夜　豪雪　［手間］補正７休

01510-8721 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-8722 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8731 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-8732 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-8741 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-21

-8743 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-24

高視認性区画線工 398頁1表

高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休

01511-5711 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5721 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-5723 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-5751 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-36

高視認性区画線工　昼　豪雪地　［手間］補正７休

01511-6711 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07
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01511-6711 -301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6721 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-6723 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-6751 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-36

高視認性区画線工 406頁1表

高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休

01511-7711 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7721 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-7723 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-7751 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-36

高視認性区画線工　夜　豪雪地　［手間］補正７休

01511-8711 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8721 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-8723 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

01511-8723 -452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-8751 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-36

排水構造物工 418頁1表

排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正７休

01535-1711 -100 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-06

-1715 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-07

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-08

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-10

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-11

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-12

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-13

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-14

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-15

排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正７休

01535-1725 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-16

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-17

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-18

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-19

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-20

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-21

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-22

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-23

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-24

排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正７休

01535-1751 -100 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-25

-101 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-26

-102 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-27

-200 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-28

-201 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-29

-202 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-30

排水構造物工 422頁1表

排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正７休

01535-2711 -100 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-06

-2715 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-07

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-08

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-10

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-11

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-12

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-13

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-14

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-15

排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正７休

01535-2725 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-16

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-17

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-18

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-19

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-20

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-21

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-22

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-23

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-24

排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正７休

01535-2751 -100 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-25

-101 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-26

-102 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-27

-200 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-28

-201 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-29

-202 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-30

コンクリートブロック積工 428頁1表

コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正７休

01540-1720 -100 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正７休

01540-2720 -100 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-101 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-102 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

橋梁塗装工 438頁1表

橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休

01560-1711 -100 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２ 1-01

-101 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２ 1-02

-102 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２ 1-03

-200 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２ 1-04

-201 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２ 1-05

-202 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２ 1-06
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01560-1711 -900 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-07

-901 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-08

-902 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-09

-1713 -100 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２ 1-10

-101 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２ 1-11

-102 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２ 1-12

-1721 -100 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２ 1-13

-101 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２ 1-14

-102 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-15

-200 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２ 1-16

-201 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２ 1-17

-202 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２ 1-18

-210 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２ 1-19

-211 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２ 1-20

-212 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-21

-300 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２ 1-22

-301 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２ 1-23

-302 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２ 1-24

-400 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２ 1-25

-401 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２ 1-26

-402 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２ 1-27

-500 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２ 1-28

-501 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２ 1-29

-502 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２ 1-30

橋梁塗装工 442頁1表

橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休

01560-1712 -100 準備・補修　制約なし ｍ２ 1-01

-101 準備・補修　制約受 ｍ２ 1-02

-102 準備・補修　制約著受 ｍ２ 1-03

-1722 -100 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-04

-101 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-05

-102 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-06

-110 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-07

-111 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-08

-112 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-120 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-10

-121 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-11

-122 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-12

-200 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-201 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-202 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-210 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-211 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-212 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-220 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-19

-221 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-20

-222 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-1723 -100 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-22

-101 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-23

-102 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-24

-110 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-25

-111 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-26

-112 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-27

-120 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-28

-121 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-29

-122 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-30

-200 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-31

-201 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-32

-202 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-33

-210 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-34

-211 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-35

-212 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-220 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-37

-221 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-38

-222 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-39

橋梁塗装工 446頁1表

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休

01560-1751 -100 清掃・水洗い　制約なし ｍ２ 1-01

-101 清掃・水洗い　制約受 ｍ２ 1-02

-102 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２ 1-03

-1752 -100 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２ 1-04

-101 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２ 1-05

-102 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-06

-200 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２ 1-07

-201 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２ 1-08

-202 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-09

-310 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２ 1-10

-311 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２ 1-11

-312 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２ 1-12

-320 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２ 1-13

-321 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２ 1-14

-322 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２ 1-15

-330 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２ 1-16

-331 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２ 1-17

-332 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２ 1-18

-400 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２ 1-19

-401 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２ 1-20

-402 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-21

-900 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-22

-901 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-23

-902 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-24

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休

01560-1755 -100 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２ 1-25

-101 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２ 1-26

-102 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２ 1-27

-110 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-28

-111 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-29

01560-1755 -112 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-30

-120 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２ 1-31

-121 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２ 1-32

-122 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２ 1-33

-200 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-34

-201 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-35

-202 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-36

-300 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２ 1-37

-301 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２ 1-38

-302 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２ 1-39

-310 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２ 1-40

-311 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２ 1-41

-312 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２ 1-42

-320 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２ 1-43

-321 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２ 1-44

-322 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２ 1-45

-400 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-46

-401 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-47

-402 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-48

橋梁塗装工 450頁1表

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休

01560-1756 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-01

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-02

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-03

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-04

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-05

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-06

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-07

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-08

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-10

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-11

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-12

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-19

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-20

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-22

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-23

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-24

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-25

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-26

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-27

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休

01560-1757 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-28

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-29

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-30

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-31

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-32

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-33

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-34

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-35

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-37

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-38

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-39

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-40

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-41

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-42

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-43

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-44

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-45

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-46

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-47

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-48

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-49

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-50

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-51

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-52

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-53

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-54

橋梁塗装工 454頁1表

橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休

01560-2711 -100 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２ 1-01

-101 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２ 1-02

-102 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２ 1-03

-200 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２ 1-04

-201 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２ 1-05

-202 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２ 1-06

-900 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-07

-901 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-08

-902 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-09

-2713 -100 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２ 1-10

-101 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２ 1-11

-102 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２ 1-12

-2721 -100 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２ 1-13

-101 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２ 1-14

-102 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-15

-200 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２ 1-16

-201 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２ 1-17

-202 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２ 1-18

-210 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２ 1-19
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01560-2721 -211 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２ 1-20

-212 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-21

-300 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２ 1-22

-301 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２ 1-23

-302 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２ 1-24

-400 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２ 1-25

-401 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２ 1-26

-402 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２ 1-27

-500 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２ 1-28

-501 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２ 1-29

-502 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２ 1-30

橋梁塗装工 458頁1表

橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休

01560-2712 -100 準備・補修　制約なし ｍ２ 1-01

-101 準備・補修　制約受 ｍ２ 1-02

-102 準備・補修　制約著受 ｍ２ 1-03

-2722 -100 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-04

-101 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-05

-102 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-06

-110 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-07

-111 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-08

-112 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-120 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-10

-121 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-11

-122 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-12

-200 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-201 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-202 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-210 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-211 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-212 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-220 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-19

-221 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-20

-222 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-2723 -100 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-22

-101 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-23

-102 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-24

-110 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-25

-111 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-26

-112 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-27

-120 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-28

-121 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-29

-122 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-30

-200 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-31

-201 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-32

-202 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-33

-210 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-34

-211 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-35

-212 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-220 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-37

-221 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-38

-222 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-39

橋梁塗装工 462頁1表

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休

01560-2751 -100 清掃・水洗い　制約なし ｍ２ 1-01

-101 清掃・水洗い　制約受 ｍ２ 1-02

-102 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２ 1-03

-2752 -100 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２ 1-04

-101 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２ 1-05

-102 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-06

-200 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２ 1-07

-201 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２ 1-08

-202 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-09

-310 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２ 1-10

-311 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２ 1-11

-312 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２ 1-12

-320 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２ 1-13

-321 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２ 1-14

-322 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２ 1-15

-330 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２ 1-16

-331 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２ 1-17

-332 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２ 1-18

-400 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２ 1-19

-401 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２ 1-20

-402 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-21

-900 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-22

-901 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-23

-902 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-24

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休

01560-2755 -100 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２ 1-25

-101 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２ 1-26

-102 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２ 1-27

-110 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-28

-111 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-29

-112 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-30

-120 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２ 1-31

-121 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２ 1-32

-122 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２ 1-33

-200 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-34

-201 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-35

-202 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-36

-300 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２ 1-37

-301 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２ 1-38

-302 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２ 1-39

-310 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２ 1-40

-311 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２ 1-41

-312 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２ 1-42

01560-2755 -320 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２ 1-43

-321 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２ 1-44

-322 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２ 1-45

-400 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-46

-401 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-47

-402 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-48

橋梁塗装工 466頁1表

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休

01560-2756 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-01

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-02

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-03

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-04

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-05

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-06

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-07

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-08

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-10

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-11

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-12

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-19

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-20

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-22

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-23

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-24

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-25

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-26

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-27

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休

01560-2757 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-28

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-29

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-30

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-31

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-32

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-33

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-34

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-35

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-37

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-38

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-39

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-40

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-41

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-42

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-43

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-44

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-45

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-46

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-47

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-48

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-49

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-50

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-51

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-52

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-53

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-54

構造物とりこわし工 472頁1表

構造物とりこわし工　昼　［手間］補正７休

01585-1710 -100 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-01

-101 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-02

-102 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-03

-200 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-04

-201 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-05

-202 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-06

-1720 -100 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-07

-101 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-08

-102 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-09

-200 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-10

-201 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-11

-202 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-12

構造物とりこわし工　夜　［手間］補正７休

01585-2710 -100 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-13

-101 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-14

-102 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-15

-200 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-16

-201 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-17

-202 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-18

-2720 -100 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-19

-101 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-20

-102 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-21

-200 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-22

-201 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-23

-202 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-24

機械式継手工 478頁1表

機械式継手工　昼　［手間］補正７休

01110-1701 -010 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約なし 箇所 1-01

-011 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約受 箇所 1-02
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01110-1701 -012 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約著受 箇所 1-03

-020 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約なし 箇所 1-04

-021 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約受 箇所 1-05

-022 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約著受 箇所 1-06

-030 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約なし 箇所 1-07

-031 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約受 箇所 1-08

-032 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約著受 箇所 1-09

-040 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約なし 箇所 1-10

-041 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約受 箇所 1-11

-042 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約著受 箇所 1-12

-050 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約なし 箇所 1-13

-051 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約受 箇所 1-14

-052 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約著受 箇所 1-15

-060 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約なし 箇所 1-16

-061 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約受 箇所 1-17

-062 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約著受 箇所 1-18

-070 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約なし 箇所 1-19

-071 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約受 箇所 1-20

-072 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約著受 箇所 1-21

-080 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約なし 箇所 1-22

-081 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約受 箇所 1-23

-082 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約著受 箇所 1-24

-090 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約なし 箇所 1-25

-091 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約受 箇所 1-26

-092 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約著受 箇所 1-27

-100 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約なし 箇所 1-28

-101 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約受 箇所 1-29

-102 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約著受 箇所 1-30

-110 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約なし 箇所 1-31

-111 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約受 箇所 1-32

-112 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 482頁1表

機械式継手工　昼　［手間］補正７休

01110-1702 -010 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約なし 箇所 1-01

-011 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約受 箇所 1-02

-012 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約著受 箇所 1-03

-020 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約なし 箇所 1-04

-021 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約受 箇所 1-05

-022 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約著受 箇所 1-06

-030 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約なし 箇所 1-07

-031 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約受 箇所 1-08

-032 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約著受 箇所 1-09

-040 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約なし 箇所 1-10

-041 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約受 箇所 1-11

-042 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約著受 箇所 1-12

-050 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約なし 箇所 1-13

-051 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約受 箇所 1-14

-052 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約著受 箇所 1-15

-060 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約なし 箇所 1-16

-061 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約受 箇所 1-17

-062 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約著受 箇所 1-18

-070 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約なし 箇所 1-19

-071 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約受 箇所 1-20

-072 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約著受 箇所 1-21

-080 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約なし 箇所 1-22

-081 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約受 箇所 1-23

-082 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約著受 箇所 1-24

-090 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約なし 箇所 1-25

-091 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約受 箇所 1-26

-092 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約著受 箇所 1-27

-100 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約なし 箇所 1-28

-101 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約受 箇所 1-29

-102 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約著受 箇所 1-30

-110 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約なし 箇所 1-31

-111 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約受 箇所 1-32

-112 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 486頁1表

機械式継手工　夜　［手間］補正７休

01110-2701 -010 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約なし 箇所 1-01

-011 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約受 箇所 1-02

-012 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約著受 箇所 1-03

-020 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約なし 箇所 1-04

-021 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約受 箇所 1-05

-022 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約著受 箇所 1-06

-030 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約なし 箇所 1-07

-031 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約受 箇所 1-08

-032 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約著受 箇所 1-09

-040 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約なし 箇所 1-10

-041 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約受 箇所 1-11

-042 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約著受 箇所 1-12

-050 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約なし 箇所 1-13

-051 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約受 箇所 1-14

-052 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約著受 箇所 1-15

-060 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約なし 箇所 1-16

-061 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約受 箇所 1-17

-062 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約著受 箇所 1-18

-070 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約なし 箇所 1-19

-071 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約受 箇所 1-20

-072 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約著受 箇所 1-21

-080 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約なし 箇所 1-22

-081 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約受 箇所 1-23

-082 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約著受 箇所 1-24

-090 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約なし 箇所 1-25

-091 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約受 箇所 1-26

-092 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約著受 箇所 1-27

-100 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約なし 箇所 1-28

-101 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約受 箇所 1-29

-102 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約著受 箇所 1-30

01110-2701 -110 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約なし 箇所 1-31

-111 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約受 箇所 1-32

-112 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 490頁1表

機械式継手工　夜　［手間］補正７休

01110-2702 -010 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約なし 箇所 1-01

-011 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約受 箇所 1-02

-012 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約著受 箇所 1-03

-020 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約なし 箇所 1-04

-021 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約受 箇所 1-05

-022 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約著受 箇所 1-06

-030 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約なし 箇所 1-07

-031 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約受 箇所 1-08

-032 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約著受 箇所 1-09

-040 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約なし 箇所 1-10

-041 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約受 箇所 1-11

-042 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約著受 箇所 1-12

-050 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約なし 箇所 1-13

-051 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約受 箇所 1-14

-052 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約著受 箇所 1-15

-060 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約なし 箇所 1-16

-061 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約受 箇所 1-17

-062 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約著受 箇所 1-18

-070 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約なし 箇所 1-19

-071 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約受 箇所 1-20

-072 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約著受 箇所 1-21

-080 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約なし 箇所 1-22

-081 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約受 箇所 1-23

-082 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約著受 箇所 1-24

-090 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約なし 箇所 1-25

-091 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約受 箇所 1-26

-092 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約著受 箇所 1-27

-100 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約なし 箇所 1-28

-101 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約受 箇所 1-29

-102 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約著受 箇所 1-30

-110 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約なし 箇所 1-31

-111 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約受 箇所 1-32

-112 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約著受 箇所 1-33

表面含浸工 498頁1表

表面含浸工　昼　１００ｍ２以上　［手間］補正７休

01310-1701 -020 簡易清掃工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 簡易清掃工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 簡易清掃工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1702 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1711 -020 含浸材塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 含浸材塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 含浸材塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面含浸工 502頁1表

表面含浸工　夜　１００ｍ２以上　［手間］補正７休

01310-2701 -020 簡易清掃工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 簡易清掃工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 簡易清掃工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2702 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2711 -020 含浸材塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 含浸材塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 含浸材塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27
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連続繊維シート補強工 510頁1表

連続繊維シート補強工　昼５０以上［手間］補正７休

01320-1701 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

-1702 -020 プライマー塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1703 -020 不陸修正工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 不陸修正工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 不陸修正工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-25

-031 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-26

-032 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-27

-1711 -020 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

-1712 -020 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-37

-021 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-38

-022 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-39

-040 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-40

-041 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-41

-042 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-42

-030 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-43

-031 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-44

-032 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-45

連続繊維シート補強工 514頁1表

連続繊維シート補強工　昼５０以上［手間］補正７休

01320-1713 -020 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1721 -020 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

連続繊維シート補強工 518頁1表

連続繊維シート補強工　夜５０以上［手間］補正７休

01320-2701 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

-2702 -020 プライマー塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2703 -020 不陸修正工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 不陸修正工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 不陸修正工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-25

-031 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-26

-032 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-27

01320-2711 -020 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

-2712 -020 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-37

-021 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-38

-022 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-39

-040 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-40

-041 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-41

-042 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-42

-030 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-43

-031 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-44

-032 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-45

連続繊維シート補強工 522頁1表

連続繊維シート補強工　夜５０以上［手間］補正７休

01320-2713 -020 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2721 -020 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

剥落防止工（アラミドメッシュ） 530頁1表

剥落防止工　昼　５０ｍ２以上　［手間］補正７休

01330-1711 -020 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

剥落防止工（アラミドメッシュ） 534頁1表

剥落防止工　夜　５０ｍ２以上　［手間］補正７休

01330-2711 -020 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

バキュームブラスト工 540頁1表

バキュームブラスト工　昼　［材工］補正７休

01340-1710 -010 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-011 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-012 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

バキュームブラスト工　夜　［材工］補正７休

01340-2710 -010 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-011 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-012 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 546頁1表

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［手間］補正７休

01315-1701 -020 下地処理　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［材工］補正７休

01315-1702 -020 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17
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01315-1702 -032 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1703 -020 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 550頁1表

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［材工］補正７休

01315-1711 -020 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1712 -020 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1721 -020 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

-1722 -020 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 554頁1表

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［手間］補正７休

01315-2701 -020 下地処理　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［材工］補正７休

01315-2702 -020 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2703 -020 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 558頁1表

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［材工］補正７休

01315-2711 -020 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2712 -020 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

01315-2712 -030 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2721 -020 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

-2722 -020 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

抵抗板付鋼製杭基礎工 564頁1表

抵抗板付鋼製杭基礎工　昼　［手間］補正７休

01350-1710 -100 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約なし 回 1-01

-101 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約受 回 1-02

-102 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約著受 回 1-03

-200 打込または引抜　施工条件Ⅱ 式 1-04

-300 打込または引抜　施工条件Ⅲ 式 1-05

抵抗板付鋼製杭基礎工　夜　［手間］補正７休

01350-2710 -100 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約なし 回 1-06

-101 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約受 回 1-07

-102 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約著受 回 1-08

-200 打込または引抜　施工条件Ⅱ 式 1-09

-300 打込または引抜　施工条件Ⅲ 式 1-10

鋼製排水溝設置工 568頁1表

鋼製排水溝設置工　昼　設置［手間］補正７休

01360-1710 -100 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約なし ｍ 1-01

-101 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約受 ｍ 1-02

-102 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約著受 ｍ 1-03

-200 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約なし ｍ 1-04

-201 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約受 ｍ 1-05

-202 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約著受 ｍ 1-06

塗膜除去工（塗膜剥離剤） 574頁1表

塗膜除去工（塗膜剥離剤）　昼　［手間］補正７休

01345-1710 -100 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 弦材を有する構造　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 弦材を有する構造　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 弦材を有する構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-300 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-301 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-302 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-400 高欄部（単独施工）　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-401 高欄部（単独施工）　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-402 高欄部（単独施工）　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-1750 -100 廃材の回収・積込　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 廃材の回収・積込　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 廃材の回収・積込　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

塗膜除去工（塗膜剥離剤） 578頁1表

塗膜除去工（塗膜剥離剤）　夜　［手間］補正７休

01345-2710 -100 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 弦材を有する構造　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 弦材を有する構造　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 弦材を有する構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-300 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-301 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-302 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-400 高欄部（単独施工）　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-401 高欄部（単独施工）　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-402 高欄部（単独施工）　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-2750 -100 廃材の回収・積込　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 廃材の回収・積込　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 廃材の回収・積込　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

ノンコーキング式ひび割誘発目地設置工 584頁1表

ひび割れ誘発目地設置工　昼　［材工］補正７休

01370-1710 -100 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約なし ｍ 1-01

-101 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約受 ｍ 1-02

-102 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-06

-1715 -100 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約なし ｍ 1-07

-101 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約受 ｍ 1-08

-102 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-09

-200 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-12
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01370-1720 -100 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約なし ｍ 1-13

-101 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約受 ｍ 1-14

-102 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約著受 ｍ 1-15

-200 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約なし ｍ 1-16

-201 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約受 ｍ 1-17

-202 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約著受 ｍ 1-18

-300 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約なし ｍ 1-19

-301 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約受 ｍ 1-20

-302 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約著受 ｍ 1-21

-400 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約なし ｍ 1-22

-401 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約受 ｍ 1-23

-402 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約著受 ｍ 1-24

-1730 -100 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約なし ｍ 1-25

-101 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約受 ｍ 1-26

-102 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-27

ＦＲＰ製格子状パネル設置工 590頁1表

ＦＲＰ製格子状パネル設置工　昼　［材工］補正７休

01380-1710 -100 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-01

-101 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-02

-102 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-03

-200 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-04

-201 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-05

-202 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-06

-300 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-07

-301 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-08

-302 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-09

防草シート設置工 594頁1表

防草シート設置工　昼　［手間］補正７休

01210-1711 -100 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-1712 -100 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-101 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-102 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-200 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-201 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-202 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-1721 -100 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

-200 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-16

-201 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-17

-202 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-18

-1722 -100 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-19

-101 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-20

-102 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-21

-200 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-22

-201 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-23

-202 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-24

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） 600頁1表

仮設防護柵設置工　昼　設置　［手間］補正７休

01250-1711 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-01

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-02

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-03

-1712 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-04

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-05

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-06

-1713 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-07

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-08

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-10

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-11

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-12

仮設防護柵設置工　昼　撤去　［手間］補正７休

01250-1721 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-13

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-14

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-15

-1722 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-16

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-17

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-18

-1723 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-19

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-20

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-21

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-22

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-23

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-24

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） 604頁1表

仮設防護柵設置工　夜　設置　［手間］補正７休

01250-2711 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-01

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-02

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-03

-2712 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-04

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-05

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-06

-2713 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-07

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-08

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-10

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-11

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-12

仮設防護柵設置工　夜　撤去　［手間］補正７休

01250-2721 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-13

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-14

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-15

-2722 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-16

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-17

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-18

-2723 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-19

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-20

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-21

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-22

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-23

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-24

侵食防止用植生マット工（養生マット工） 610頁1表

侵食防止用植生マット工　昼　［手間］補正７休

01220-1711 -000 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-01

-001 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-02

-002 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-03

-1712 -000 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-04

-001 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-05

-002 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-06

-100 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-07

-101 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-08

-102 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-10

-201 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-11

-202 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-12

-300 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-13

-301 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-14

-302 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-15

-400 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-16

-401 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-17

-402 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1721 -000 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-19

-001 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-20

-002 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-21

-1722 -000 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-22

-001 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-23

-002 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-24

-100 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-25

-101 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-26

-102 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-27

侵食防止用植生マット工（養生マット工） 614頁1表

侵食防止用植生マット工　昼　［手間］補正７休

01220-1731 -000 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-01

-001 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-02

-002 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-03

-1732 -000 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-04

-001 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-05

-002 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-06

-100 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-07

-101 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-08

-102 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-10

-201 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-11

-202 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-12

-300 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-13

-301 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-14

-302 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-15

-400 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-16

-401 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-17

-402 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-18

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 620頁1表

耐圧ポリエチレンリブ管設置工　昼［手間］補正７休

01390-1710 -100 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-09

-400 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-10

-401 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-11

-402 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-12

-1720 -100 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-13

-101 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-14

-102 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-21

-400 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-22

-401 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-23

-402 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-24

-1730 -100 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-25

-101 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-26

-102 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-31
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01390-1730 -301 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-33

-400 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-34

-401 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-35

-402 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-36
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区画線工 362頁1表

区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休

01510-5811 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-5812 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-5813 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-36

-5814 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-39

区画線工　昼　豪雪地　［手間］補正８休

01510-6811 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-6812 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-6813 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-36

-6814 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-39

区画線工 370頁1表

区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休

01510-5831 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-5832 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5851 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-12

-5852 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-15

01510-5853 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-18

区画線工　昼　豪雪地　［手間］補正８休

01510-6831 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-6832 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6851 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-12

-6852 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-15

-6853 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-18

区画線工（北海道特殊規格） 370頁2表

区画線工　北海道規格　昼　除豪雪［手間］補正８休

01510-5821 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-5822 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5831 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-5832 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-5841 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-21

-5843 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-24

区画線工　北海道規格　昼　豪雪　［手間］補正８休

01510-6821 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-6822 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6831 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-6832 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-6841 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-21

-6843 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-24

区画線工 378頁1表

区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休

01510-7811 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-7812 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21
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01510-7812 -450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-7813 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-36

-7814 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-39

区画線工　夜　豪雪地　［手間］補正８休

01510-8811 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-8812 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-8813 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-36

-8814 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-39

区画線工 386頁1表

区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休

01510-7831 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-7832 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7851 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-12

-7852 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-15

-7853 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-18

区画線工　夜　豪雪地　［手間］補正８休

01510-8831 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-8832 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8851 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-12

-8852 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-15

-8853 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-18

区画線工（北海道特殊規格） 386頁2表

区画線工　北海道規格　夜　除豪雪［手間］補正８休

01510-7821 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-7822 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7831 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-7832 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-7841 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-21

-7843 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-24

区画線工　北海道規格　夜　豪雪　［手間］補正８休

01510-8821 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-8822 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8831 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-8832 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-8841 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-21

-8843 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-24

高視認性区画線工 398頁1表

高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休

01511-5811 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5821 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-5823 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-5851 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-36

高視認性区画線工　昼　豪雪地　［手間］補正８休

01511-6811 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07
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01511-6811 -301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6821 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-6823 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-6851 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-36

高視認性区画線工 406頁1表

高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休

01511-7811 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7821 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-7823 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-7851 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-36

高視認性区画線工　夜　豪雪地　［手間］補正８休

01511-8811 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8821 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-8823 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

01511-8823 -452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-8851 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-36

排水構造物工 418頁1表

排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正８休

01535-1811 -100 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-06

-1815 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-07

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-08

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-10

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-11

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-12

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-13

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-14

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-15

排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正８休

01535-1825 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-16

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-17

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-18

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-19

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-20

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-21

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-22

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-23

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-24

排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正８休

01535-1851 -100 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-25

-101 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-26

-102 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-27

-200 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-28

-201 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-29

-202 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-30

排水構造物工 422頁1表

排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正８休

01535-2811 -100 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-06

-2815 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-07

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-08

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-10

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-11

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-12

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-13

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-14

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-15

排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正８休

01535-2825 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-16

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-17

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-18

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-19

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-20

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-21

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-22

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-23

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-24

排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正８休

01535-2851 -100 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-25

-101 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-26

-102 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-27

-200 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-28

-201 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-29

-202 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-30

コンクリートブロック積工 428頁1表

コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正８休

01540-1820 -100 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正８休

01540-2820 -100 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-101 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-102 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

橋梁塗装工 438頁1表

橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休

01560-1811 -100 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２ 1-01

-101 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２ 1-02

-102 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２ 1-03

-200 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２ 1-04

-201 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２ 1-05

-202 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２ 1-06
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01560-1811 -900 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-07

-901 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-08

-902 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-09

-1813 -100 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２ 1-10

-101 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２ 1-11

-102 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２ 1-12

-1821 -100 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２ 1-13

-101 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２ 1-14

-102 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-15

-200 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２ 1-16

-201 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２ 1-17

-202 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２ 1-18

-210 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２ 1-19

-211 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２ 1-20

-212 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-21

-300 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２ 1-22

-301 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２ 1-23

-302 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２ 1-24

-400 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２ 1-25

-401 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２ 1-26

-402 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２ 1-27

-500 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２ 1-28

-501 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２ 1-29

-502 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２ 1-30

橋梁塗装工 442頁1表

橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休

01560-1812 -100 準備・補修　制約なし ｍ２ 1-01

-101 準備・補修　制約受 ｍ２ 1-02

-102 準備・補修　制約著受 ｍ２ 1-03

-1822 -100 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-04

-101 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-05

-102 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-06

-110 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-07

-111 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-08

-112 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-120 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-10

-121 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-11

-122 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-12

-200 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-201 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-202 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-210 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-211 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-212 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-220 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-19

-221 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-20

-222 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-1823 -100 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-22

-101 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-23

-102 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-24

-110 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-25

-111 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-26

-112 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-27

-120 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-28

-121 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-29

-122 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-30

-200 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-31

-201 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-32

-202 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-33

-210 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-34

-211 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-35

-212 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-220 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-37

-221 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-38

-222 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-39

橋梁塗装工 446頁1表

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休

01560-1851 -100 清掃・水洗い　制約なし ｍ２ 1-01

-101 清掃・水洗い　制約受 ｍ２ 1-02

-102 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２ 1-03

-1852 -100 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２ 1-04

-101 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２ 1-05

-102 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-06

-200 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２ 1-07

-201 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２ 1-08

-202 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-09

-310 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２ 1-10

-311 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２ 1-11

-312 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２ 1-12

-320 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２ 1-13

-321 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２ 1-14

-322 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２ 1-15

-330 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２ 1-16

-331 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２ 1-17

-332 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２ 1-18

-400 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２ 1-19

-401 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２ 1-20

-402 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-21

-900 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-22

-901 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-23

-902 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-24

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休

01560-1855 -100 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２ 1-25

-101 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２ 1-26

-102 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２ 1-27

-110 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-28

-111 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-29

01560-1855 -112 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-30

-120 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２ 1-31

-121 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２ 1-32

-122 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２ 1-33

-200 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-34

-201 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-35

-202 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-36

-300 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２ 1-37

-301 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２ 1-38

-302 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２ 1-39

-310 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２ 1-40

-311 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２ 1-41

-312 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２ 1-42

-320 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２ 1-43

-321 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２ 1-44

-322 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２ 1-45

-400 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-46

-401 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-47

-402 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-48

橋梁塗装工 450頁1表

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休

01560-1856 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-01

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-02

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-03

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-04

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-05

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-06

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-07

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-08

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-10

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-11

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-12

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-19

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-20

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-22

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-23

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-24

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-25

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-26

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-27

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休

01560-1857 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-28

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-29

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-30

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-31

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-32

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-33

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-34

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-35

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-37

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-38

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-39

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-40

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-41

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-42

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-43

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-44

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-45

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-46

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-47

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-48

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-49

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-50

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-51

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-52

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-53

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-54

橋梁塗装工 454頁1表

橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休

01560-2811 -100 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２ 1-01

-101 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２ 1-02

-102 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２ 1-03

-200 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２ 1-04

-201 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２ 1-05

-202 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２ 1-06

-900 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-07

-901 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-08

-902 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-09

-2813 -100 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２ 1-10

-101 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２ 1-11

-102 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２ 1-12

-2821 -100 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２ 1-13

-101 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２ 1-14

-102 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-15

-200 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２ 1-16

-201 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２ 1-17

-202 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２ 1-18

-210 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２ 1-19
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01560-2821 -211 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２ 1-20

-212 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-21

-300 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２ 1-22

-301 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２ 1-23

-302 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２ 1-24

-400 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２ 1-25

-401 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２ 1-26

-402 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２ 1-27

-500 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２ 1-28

-501 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２ 1-29

-502 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２ 1-30

橋梁塗装工 458頁1表

橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休

01560-2812 -100 準備・補修　制約なし ｍ２ 1-01

-101 準備・補修　制約受 ｍ２ 1-02

-102 準備・補修　制約著受 ｍ２ 1-03

-2822 -100 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-04

-101 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-05

-102 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-06

-110 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-07

-111 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-08

-112 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-120 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-10

-121 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-11

-122 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-12

-200 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-201 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-202 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-210 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-211 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-212 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-220 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-19

-221 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-20

-222 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-2823 -100 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-22

-101 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-23

-102 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-24

-110 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-25

-111 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-26

-112 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-27

-120 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-28

-121 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-29

-122 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-30

-200 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-31

-201 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-32

-202 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-33

-210 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-34

-211 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-35

-212 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-220 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-37

-221 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-38

-222 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-39

橋梁塗装工 462頁1表

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休

01560-2851 -100 清掃・水洗い　制約なし ｍ２ 1-01

-101 清掃・水洗い　制約受 ｍ２ 1-02

-102 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２ 1-03

-2852 -100 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２ 1-04

-101 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２ 1-05

-102 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-06

-200 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２ 1-07

-201 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２ 1-08

-202 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-09

-310 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２ 1-10

-311 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２ 1-11

-312 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２ 1-12

-320 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２ 1-13

-321 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２ 1-14

-322 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２ 1-15

-330 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２ 1-16

-331 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２ 1-17

-332 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２ 1-18

-400 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２ 1-19

-401 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２ 1-20

-402 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-21

-900 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-22

-901 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-23

-902 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-24

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休

01560-2855 -100 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２ 1-25

-101 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２ 1-26

-102 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２ 1-27

-110 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-28

-111 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-29

-112 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-30

-120 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２ 1-31

-121 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２ 1-32

-122 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２ 1-33

-200 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-34

-201 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-35

-202 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-36

-300 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２ 1-37

-301 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２ 1-38

-302 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２ 1-39

-310 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２ 1-40

-311 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２ 1-41

-312 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２ 1-42

01560-2855 -320 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２ 1-43

-321 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２ 1-44

-322 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２ 1-45

-400 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-46

-401 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-47

-402 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-48

橋梁塗装工 466頁1表

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休

01560-2856 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-01

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-02

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-03

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-04

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-05

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-06

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-07

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-08

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-10

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-11

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-12

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-19

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-20

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-22

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-23

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-24

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-25

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-26

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-27

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休

01560-2857 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-28

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-29

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-30

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-31

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-32

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-33

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-34

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-35

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-37

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-38

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-39

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-40

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-41

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-42

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-43

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-44

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-45

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-46

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-47

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-48

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-49

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-50

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-51

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-52

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-53

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-54

構造物とりこわし工 472頁1表

構造物とりこわし工　昼　［手間］補正８休

01585-1810 -100 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-01

-101 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-02

-102 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-03

-200 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-04

-201 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-05

-202 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-06

-1820 -100 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-07

-101 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-08

-102 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-09

-200 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-10

-201 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-11

-202 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-12

構造物とりこわし工　夜　［手間］補正８休

01585-2810 -100 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-13

-101 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-14

-102 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-15

-200 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-16

-201 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-17

-202 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-18

-2820 -100 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-19

-101 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-20

-102 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-21

-200 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-22

-201 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-23

-202 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-24

機械式継手工 478頁1表

機械式継手工　昼　［手間］補正８休

01110-1801 -010 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約なし 箇所 1-01

-011 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約受 箇所 1-02
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01110-1801 -012 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約著受 箇所 1-03

-020 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約なし 箇所 1-04

-021 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約受 箇所 1-05

-022 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約著受 箇所 1-06

-030 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約なし 箇所 1-07

-031 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約受 箇所 1-08

-032 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約著受 箇所 1-09

-040 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約なし 箇所 1-10

-041 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約受 箇所 1-11

-042 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約著受 箇所 1-12

-050 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約なし 箇所 1-13

-051 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約受 箇所 1-14

-052 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約著受 箇所 1-15

-060 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約なし 箇所 1-16

-061 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約受 箇所 1-17

-062 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約著受 箇所 1-18

-070 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約なし 箇所 1-19

-071 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約受 箇所 1-20

-072 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約著受 箇所 1-21

-080 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約なし 箇所 1-22

-081 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約受 箇所 1-23

-082 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約著受 箇所 1-24

-090 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約なし 箇所 1-25

-091 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約受 箇所 1-26

-092 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約著受 箇所 1-27

-100 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約なし 箇所 1-28

-101 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約受 箇所 1-29

-102 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約著受 箇所 1-30

-110 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約なし 箇所 1-31

-111 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約受 箇所 1-32

-112 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 482頁1表

機械式継手工　昼　［手間］補正８休

01110-1802 -010 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約なし 箇所 1-01

-011 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約受 箇所 1-02

-012 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約著受 箇所 1-03

-020 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約なし 箇所 1-04

-021 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約受 箇所 1-05

-022 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約著受 箇所 1-06

-030 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約なし 箇所 1-07

-031 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約受 箇所 1-08

-032 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約著受 箇所 1-09

-040 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約なし 箇所 1-10

-041 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約受 箇所 1-11

-042 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約著受 箇所 1-12

-050 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約なし 箇所 1-13

-051 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約受 箇所 1-14

-052 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約著受 箇所 1-15

-060 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約なし 箇所 1-16

-061 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約受 箇所 1-17

-062 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約著受 箇所 1-18

-070 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約なし 箇所 1-19

-071 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約受 箇所 1-20

-072 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約著受 箇所 1-21

-080 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約なし 箇所 1-22

-081 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約受 箇所 1-23

-082 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約著受 箇所 1-24

-090 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約なし 箇所 1-25

-091 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約受 箇所 1-26

-092 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約著受 箇所 1-27

-100 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約なし 箇所 1-28

-101 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約受 箇所 1-29

-102 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約著受 箇所 1-30

-110 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約なし 箇所 1-31

-111 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約受 箇所 1-32

-112 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 486頁1表

機械式継手工　夜　［手間］補正８休

01110-2801 -010 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約なし 箇所 1-01

-011 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約受 箇所 1-02

-012 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約著受 箇所 1-03

-020 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約なし 箇所 1-04

-021 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約受 箇所 1-05

-022 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約著受 箇所 1-06

-030 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約なし 箇所 1-07

-031 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約受 箇所 1-08

-032 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約著受 箇所 1-09

-040 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約なし 箇所 1-10

-041 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約受 箇所 1-11

-042 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約著受 箇所 1-12

-050 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約なし 箇所 1-13

-051 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約受 箇所 1-14

-052 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約著受 箇所 1-15

-060 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約なし 箇所 1-16

-061 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約受 箇所 1-17

-062 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約著受 箇所 1-18

-070 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約なし 箇所 1-19

-071 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約受 箇所 1-20

-072 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約著受 箇所 1-21

-080 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約なし 箇所 1-22

-081 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約受 箇所 1-23

-082 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約著受 箇所 1-24

-090 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約なし 箇所 1-25

-091 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約受 箇所 1-26

-092 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約著受 箇所 1-27

-100 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約なし 箇所 1-28

-101 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約受 箇所 1-29

-102 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約著受 箇所 1-30

01110-2801 -110 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約なし 箇所 1-31

-111 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約受 箇所 1-32

-112 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 490頁1表

機械式継手工　夜　［手間］補正８休

01110-2802 -010 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約なし 箇所 1-01

-011 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約受 箇所 1-02

-012 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約著受 箇所 1-03

-020 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約なし 箇所 1-04

-021 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約受 箇所 1-05

-022 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約著受 箇所 1-06

-030 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約なし 箇所 1-07

-031 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約受 箇所 1-08

-032 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約著受 箇所 1-09

-040 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約なし 箇所 1-10

-041 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約受 箇所 1-11

-042 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約著受 箇所 1-12

-050 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約なし 箇所 1-13

-051 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約受 箇所 1-14

-052 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約著受 箇所 1-15

-060 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約なし 箇所 1-16

-061 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約受 箇所 1-17

-062 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約著受 箇所 1-18

-070 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約なし 箇所 1-19

-071 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約受 箇所 1-20

-072 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約著受 箇所 1-21

-080 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約なし 箇所 1-22

-081 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約受 箇所 1-23

-082 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約著受 箇所 1-24

-090 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約なし 箇所 1-25

-091 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約受 箇所 1-26

-092 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約著受 箇所 1-27

-100 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約なし 箇所 1-28

-101 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約受 箇所 1-29

-102 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約著受 箇所 1-30

-110 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約なし 箇所 1-31

-111 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約受 箇所 1-32

-112 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約著受 箇所 1-33

表面含浸工 498頁1表

表面含浸工　昼　１００ｍ２以上　［手間］補正８休

01310-1801 -020 簡易清掃工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 簡易清掃工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 簡易清掃工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1802 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1811 -020 含浸材塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 含浸材塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 含浸材塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面含浸工 502頁1表

表面含浸工　夜　１００ｍ２以上　［手間］補正８休

01310-2801 -020 簡易清掃工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 簡易清掃工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 簡易清掃工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2802 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2811 -020 含浸材塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 含浸材塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 含浸材塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

－6－
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連続繊維シート補強工 510頁1表

連続繊維シート補強工　昼５０以上［手間］補正８休

01320-1801 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

-1802 -020 プライマー塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1803 -020 不陸修正工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 不陸修正工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 不陸修正工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-25

-031 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-26

-032 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-27

-1811 -020 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

-1812 -020 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-37

-021 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-38

-022 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-39

-040 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-40

-041 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-41

-042 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-42

-030 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-43

-031 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-44

-032 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-45

連続繊維シート補強工 514頁1表

連続繊維シート補強工　昼５０以上［手間］補正８休

01320-1813 -020 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1821 -020 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

連続繊維シート補強工 518頁1表

連続繊維シート補強工　夜５０以上［手間］補正８休

01320-2801 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

-2802 -020 プライマー塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2803 -020 不陸修正工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 不陸修正工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 不陸修正工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-25

-031 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-26

-032 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-27

01320-2811 -020 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

-2812 -020 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-37

-021 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-38

-022 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-39

-040 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-40

-041 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-41

-042 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-42

-030 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-43

-031 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-44

-032 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-45

連続繊維シート補強工 522頁1表

連続繊維シート補強工　夜５０以上［手間］補正８休

01320-2813 -020 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2821 -020 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

剥落防止工（アラミドメッシュ） 530頁1表

剥落防止工　昼　５０ｍ２以上　［手間］補正８休

01330-1811 -020 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

剥落防止工（アラミドメッシュ） 534頁1表

剥落防止工　夜　５０ｍ２以上　［手間］補正８休

01330-2811 -020 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

バキュームブラスト工 540頁1表

バキュームブラスト工　昼　［材工］補正８休

01340-1810 -010 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-011 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-012 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

バキュームブラスト工　夜　［材工］補正８休

01340-2810 -010 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-011 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-012 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 546頁1表

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［手間］補正８休

01315-1801 -020 下地処理　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［材工］補正８休

01315-1802 -020 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17
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01315-1802 -032 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1803 -020 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 550頁1表

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［材工］補正８休

01315-1811 -020 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1812 -020 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1821 -020 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

-1822 -020 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 554頁1表

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［手間］補正８休

01315-2801 -020 下地処理　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［材工］補正８休

01315-2802 -020 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2803 -020 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 558頁1表

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［材工］補正８休

01315-2811 -020 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2812 -020 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

01315-2812 -030 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2821 -020 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

-2822 -020 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

抵抗板付鋼製杭基礎工 564頁1表

抵抗板付鋼製杭基礎工　昼　［手間］補正８休

01350-1810 -100 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約なし 回 1-01

-101 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約受 回 1-02

-102 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約著受 回 1-03

-200 打込または引抜　施工条件Ⅱ 式 1-04

-300 打込または引抜　施工条件Ⅲ 式 1-05

抵抗板付鋼製杭基礎工　夜　［手間］補正８休

01350-2810 -100 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約なし 回 1-06

-101 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約受 回 1-07

-102 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約著受 回 1-08

-200 打込または引抜　施工条件Ⅱ 式 1-09

-300 打込または引抜　施工条件Ⅲ 式 1-10

鋼製排水溝設置工 568頁1表

鋼製排水溝設置工　昼　設置［手間］補正８休

01360-1810 -100 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約なし ｍ 1-01

-101 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約受 ｍ 1-02

-102 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約著受 ｍ 1-03

-200 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約なし ｍ 1-04

-201 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約受 ｍ 1-05

-202 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約著受 ｍ 1-06

塗膜除去工（塗膜剥離剤） 574頁1表

塗膜除去工（塗膜剥離剤）　昼　［手間］補正８休

01345-1810 -100 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 弦材を有する構造　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 弦材を有する構造　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 弦材を有する構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-300 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-301 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-302 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-400 高欄部（単独施工）　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-401 高欄部（単独施工）　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-402 高欄部（単独施工）　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-1850 -100 廃材の回収・積込　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 廃材の回収・積込　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 廃材の回収・積込　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

塗膜除去工（塗膜剥離剤） 578頁1表

塗膜除去工（塗膜剥離剤）　夜　［手間］補正８休

01345-2810 -100 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 弦材を有する構造　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 弦材を有する構造　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 弦材を有する構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-300 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-301 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-302 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-400 高欄部（単独施工）　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-401 高欄部（単独施工）　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-402 高欄部（単独施工）　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-2850 -100 廃材の回収・積込　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 廃材の回収・積込　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 廃材の回収・積込　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

ノンコーキング式ひび割誘発目地設置工 584頁1表

ひび割れ誘発目地設置工　昼　［材工］補正８休

01370-1810 -100 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約なし ｍ 1-01

-101 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約受 ｍ 1-02

-102 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-06

-1815 -100 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約なし ｍ 1-07

-101 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約受 ｍ 1-08

-102 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-09

-200 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-12
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01370-1820 -100 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約なし ｍ 1-13

-101 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約受 ｍ 1-14

-102 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約著受 ｍ 1-15

-200 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約なし ｍ 1-16

-201 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約受 ｍ 1-17

-202 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約著受 ｍ 1-18

-300 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約なし ｍ 1-19

-301 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約受 ｍ 1-20

-302 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約著受 ｍ 1-21

-400 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約なし ｍ 1-22

-401 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約受 ｍ 1-23

-402 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約著受 ｍ 1-24

-1830 -100 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約なし ｍ 1-25

-101 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約受 ｍ 1-26

-102 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-27

ＦＲＰ製格子状パネル設置工 590頁1表

ＦＲＰ製格子状パネル設置工　昼　［材工］補正８休

01380-1810 -100 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-01

-101 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-02

-102 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-03

-200 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-04

-201 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-05

-202 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-06

-300 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-07

-301 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-08

-302 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-09

防草シート設置工 594頁1表

防草シート設置工　昼　［手間］補正８休

01210-1811 -100 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-1812 -100 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-101 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-102 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-200 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-201 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-202 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-1821 -100 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

-200 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-16

-201 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-17

-202 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-18

-1822 -100 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-19

-101 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-20

-102 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-21

-200 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-22

-201 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-23

-202 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-24

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） 600頁1表

仮設防護柵設置工　昼　設置　［手間］補正８休

01250-1811 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-01

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-02

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-03

-1812 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-04

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-05

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-06

-1813 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-07

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-08

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-10

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-11

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-12

仮設防護柵設置工　昼　撤去　［手間］補正８休

01250-1821 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-13

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-14

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-15

-1822 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-16

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-17

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-18

-1823 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-19

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-20

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-21

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-22

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-23

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-24

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） 604頁1表

仮設防護柵設置工　夜　設置　［手間］補正８休

01250-2811 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-01

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-02

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-03

-2812 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-04

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-05

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-06

-2813 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-07

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-08

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-10

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-11

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-12

仮設防護柵設置工　夜　撤去　［手間］補正８休

01250-2821 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-13

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-14

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-15

-2822 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-16

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-17

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-18

-2823 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-19

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-20

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-21

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-22

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-23

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-24

侵食防止用植生マット工（養生マット工） 610頁1表

侵食防止用植生マット工　昼　［手間］補正８休

01220-1811 -000 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-01

-001 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-02

-002 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-03

-1812 -000 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-04

-001 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-05

-002 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-06

-100 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-07

-101 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-08

-102 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-10

-201 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-11

-202 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-12

-300 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-13

-301 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-14

-302 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-15

-400 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-16

-401 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-17

-402 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1821 -000 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-19

-001 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-20

-002 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-21

-1822 -000 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-22

-001 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-23

-002 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-24

-100 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-25

-101 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-26

-102 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-27

侵食防止用植生マット工（養生マット工） 614頁1表

侵食防止用植生マット工　昼　［手間］補正８休

01220-1831 -000 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-01

-001 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-02

-002 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-03

-1832 -000 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-04

-001 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-05

-002 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-06

-100 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-07

-101 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-08

-102 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-10

-201 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-11

-202 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-12

-300 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-13

-301 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-14

-302 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-15

-400 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-16

-401 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-17

-402 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-18

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 620頁1表

耐圧ポリエチレンリブ管設置工　昼［手間］補正８休

01390-1810 -100 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-09

-400 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-10

-401 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-11

-402 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-12

-1820 -100 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-13

-101 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-14

-102 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-21

-400 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-22

-401 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-23

-402 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-24

-1830 -100 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-25

-101 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-26

-102 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-31
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01390-1830 -301 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-33

-400 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-34

-401 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-35

-402 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-36
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[ホームページ掲載分]

土木工事標準単価

週休2日交替制モデル工事補正単価

（4週6休以上 4週7休未満）



区画線工 362頁1表

区画線工　昼　除豪雪地　［手間］交替６休

01510-5311 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-5312 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-5313 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-36

-5314 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-39

区画線工　昼　豪雪地　［手間］交替６休

01510-6311 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-6312 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-6313 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-36

-6314 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-39

区画線工 370頁1表

区画線工　昼　除豪雪地　［手間］交替６休

01510-5331 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-5332 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5351 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-12

-5352 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-15

01510-5353 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-18

区画線工　昼　豪雪地　［手間］交替６休

01510-6331 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-6332 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6351 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-12

-6352 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-15

-6353 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-18

区画線工（北海道特殊規格） 370頁2表

区画線工　北海道規格　昼　除豪雪［手間］交替６休

01510-5321 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-5322 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5331 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-5332 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-5341 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-21

-5343 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-24

区画線工　北海道規格　昼　豪雪　［手間］交替６休

01510-6321 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-6322 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6331 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-6332 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-6341 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-21

-6343 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-24

区画線工 378頁1表

区画線工　夜　除豪雪地　［手間］交替６休

01510-7311 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-7312 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21
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01510-7312 -450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-7313 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-36

-7314 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-39

区画線工　夜　豪雪地　［手間］交替６休

01510-8311 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-8312 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-8313 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-36

-8314 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-39

区画線工 386頁1表

区画線工　夜　除豪雪地　［手間］交替６休

01510-7331 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-7332 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7351 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-12

-7352 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-15

-7353 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-18

区画線工　夜　豪雪地　［手間］交替６休

01510-8331 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-8332 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8351 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-12

-8352 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-15

-8353 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-18

区画線工（北海道特殊規格） 386頁2表

区画線工　北海道規格　夜　除豪雪［手間］交替６休

01510-7321 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-7322 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7331 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-7332 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-7341 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-21

-7343 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-24

区画線工　北海道規格　夜　豪雪　［手間］交替６休

01510-8321 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-8322 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8331 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-8332 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-8341 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-21

-8343 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-24

高視認性区画線工 398頁1表

高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］交替６休

01511-5311 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5321 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-5323 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-5351 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-36

高視認性区画線工　昼　豪雪地　［手間］交替６休

01511-6311 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07
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01511-6311 -301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6321 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-6323 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-6351 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-36

高視認性区画線工 406頁1表

高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］交替６休

01511-7311 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7321 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-7323 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-7351 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-36

高視認性区画線工　夜　豪雪地　［手間］交替６休

01511-8311 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8321 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-8323 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

01511-8323 -452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-8351 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-36

排水構造物工 418頁1表

排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］交替６休

01535-1311 -100 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-06

-1315 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-07

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-08

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-10

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-11

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-12

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-13

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-14

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-15

排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］交替６休

01535-1325 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-16

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-17

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-18

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-19

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-20

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-21

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-22

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-23

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-24

排水構造物工　昼　蓋版　［手間］交替６休

01535-1351 -100 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-25

-101 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-26

-102 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-27

-200 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-28

-201 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-29

-202 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-30

排水構造物工 422頁1表

排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］交替６休

01535-2311 -100 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-06

-2315 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-07

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-08

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-10

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-11

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-12

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-13

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-14

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-15

排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］交替６休

01535-2325 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-16

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-17

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-18

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-19

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-20

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-21

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-22

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-23

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-24

排水構造物工　夜　蓋版　［手間］交替６休

01535-2351 -100 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-25

-101 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-26

-102 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-27

-200 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-28

-201 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-29

-202 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-30

コンクリートブロック積工 428頁1表

コンクリートブロック積工　昼　［手間］交替６休

01540-1320 -100 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

コンクリートブロック積工　夜　［手間］交替６休

01540-2320 -100 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-101 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-102 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

橋梁塗装工 438頁1表

橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］交替６休

01560-1311 -100 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２ 1-01

-101 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２ 1-02

-102 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２ 1-03

-200 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２ 1-04

-201 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２ 1-05

-202 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２ 1-06
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01560-1311 -900 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-07

-901 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-08

-902 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-09

-1313 -100 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２ 1-10

-101 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２ 1-11

-102 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２ 1-12

-1321 -100 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２ 1-13

-101 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２ 1-14

-102 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-15

-200 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２ 1-16

-201 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２ 1-17

-202 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２ 1-18

-210 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２ 1-19

-211 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２ 1-20

-212 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-21

-300 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２ 1-22

-301 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２ 1-23

-302 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２ 1-24

-400 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２ 1-25

-401 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２ 1-26

-402 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２ 1-27

-500 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２ 1-28

-501 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２ 1-29

-502 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２ 1-30

橋梁塗装工 442頁1表

橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］交替６休

01560-1312 -100 準備・補修　制約なし ｍ２ 1-01

-101 準備・補修　制約受 ｍ２ 1-02

-102 準備・補修　制約著受 ｍ２ 1-03

-1322 -100 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-04

-101 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-05

-102 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-06

-110 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-07

-111 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-08

-112 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-120 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-10

-121 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-11

-122 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-12

-200 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-201 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-202 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-210 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-211 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-212 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-220 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-19

-221 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-20

-222 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-1323 -100 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-22

-101 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-23

-102 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-24

-110 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-25

-111 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-26

-112 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-27

-120 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-28

-121 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-29

-122 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-30

-200 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-31

-201 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-32

-202 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-33

-210 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-34

-211 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-35

-212 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-220 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-37

-221 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-38

-222 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-39

橋梁塗装工 446頁1表

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］交替６休

01560-1351 -100 清掃・水洗い　制約なし ｍ２ 1-01

-101 清掃・水洗い　制約受 ｍ２ 1-02

-102 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２ 1-03

-1352 -100 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２ 1-04

-101 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２ 1-05

-102 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-06

-200 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２ 1-07

-201 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２ 1-08

-202 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-09

-310 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２ 1-10

-311 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２ 1-11

-312 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２ 1-12

-320 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２ 1-13

-321 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２ 1-14

-322 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２ 1-15

-330 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２ 1-16

-331 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２ 1-17

-332 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２ 1-18

-400 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２ 1-19

-401 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２ 1-20

-402 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-21

-900 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-22

-901 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-23

-902 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-24

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］交替６休

01560-1355 -100 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２ 1-25

-101 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２ 1-26

-102 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２ 1-27

-110 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-28

-111 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-29

01560-1355 -112 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-30

-120 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２ 1-31

-121 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２ 1-32

-122 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２ 1-33

-200 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-34

-201 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-35

-202 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-36

-300 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２ 1-37

-301 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２ 1-38

-302 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２ 1-39

-310 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２ 1-40

-311 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２ 1-41

-312 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２ 1-42

-320 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２ 1-43

-321 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２ 1-44

-322 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２ 1-45

-400 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-46

-401 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-47

-402 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-48

橋梁塗装工 450頁1表

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］交替６休

01560-1356 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-01

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-02

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-03

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-04

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-05

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-06

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-07

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-08

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-10

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-11

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-12

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-19

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-20

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-22

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-23

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-24

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-25

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-26

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-27

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］交替６休

01560-1357 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-28

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-29

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-30

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-31

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-32

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-33

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-34

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-35

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-37

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-38

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-39

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-40

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-41

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-42

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-43

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-44

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-45

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-46

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-47

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-48

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-49

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-50

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-51

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-52

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-53

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-54

橋梁塗装工 454頁1表

橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］交替６休

01560-2311 -100 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２ 1-01

-101 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２ 1-02

-102 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２ 1-03

-200 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２ 1-04

-201 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２ 1-05

-202 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２ 1-06

-900 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-07

-901 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-08

-902 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-09

-2313 -100 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２ 1-10

-101 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２ 1-11

-102 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２ 1-12

-2321 -100 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２ 1-13

-101 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２ 1-14

-102 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-15

-200 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２ 1-16

-201 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２ 1-17

-202 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２ 1-18

-210 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２ 1-19
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01560-2321 -211 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２ 1-20

-212 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-21

-300 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２ 1-22

-301 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２ 1-23

-302 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２ 1-24

-400 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２ 1-25

-401 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２ 1-26

-402 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２ 1-27

-500 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２ 1-28

-501 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２ 1-29

-502 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２ 1-30

橋梁塗装工 458頁1表

橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］交替６休

01560-2312 -100 準備・補修　制約なし ｍ２ 1-01

-101 準備・補修　制約受 ｍ２ 1-02

-102 準備・補修　制約著受 ｍ２ 1-03

-2322 -100 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-04

-101 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-05

-102 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-06

-110 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-07

-111 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-08

-112 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-120 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-10

-121 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-11

-122 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-12

-200 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-201 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-202 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-210 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-211 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-212 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-220 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-19

-221 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-20

-222 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-2323 -100 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-22

-101 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-23

-102 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-24

-110 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-25

-111 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-26

-112 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-27

-120 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-28

-121 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-29

-122 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-30

-200 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-31

-201 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-32

-202 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-33

-210 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-34

-211 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-35

-212 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-220 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-37

-221 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-38

-222 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-39

橋梁塗装工 462頁1表

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］交替６休

01560-2351 -100 清掃・水洗い　制約なし ｍ２ 1-01

-101 清掃・水洗い　制約受 ｍ２ 1-02

-102 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２ 1-03

-2352 -100 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２ 1-04

-101 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２ 1-05

-102 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-06

-200 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２ 1-07

-201 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２ 1-08

-202 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-09

-310 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２ 1-10

-311 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２ 1-11

-312 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２ 1-12

-320 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２ 1-13

-321 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２ 1-14

-322 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２ 1-15

-330 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２ 1-16

-331 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２ 1-17

-332 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２ 1-18

-400 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２ 1-19

-401 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２ 1-20

-402 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-21

-900 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-22

-901 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-23

-902 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-24

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］交替６休

01560-2355 -100 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２ 1-25

-101 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２ 1-26

-102 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２ 1-27

-110 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-28

-111 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-29

-112 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-30

-120 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２ 1-31

-121 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２ 1-32

-122 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２ 1-33

-200 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-34

-201 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-35

-202 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-36

-300 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２ 1-37

-301 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２ 1-38

-302 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２ 1-39

-310 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２ 1-40

-311 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２ 1-41

-312 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２ 1-42

01560-2355 -320 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２ 1-43

-321 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２ 1-44

-322 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２ 1-45

-400 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-46

-401 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-47

-402 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-48

橋梁塗装工 466頁1表

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］交替６休

01560-2356 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-01

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-02

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-03

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-04

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-05

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-06

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-07

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-08

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-10

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-11

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-12

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-19

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-20

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-22

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-23

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-24

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-25

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-26

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-27

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］交替６休

01560-2357 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-28

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-29

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-30

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-31

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-32

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-33

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-34

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-35

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-37

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-38

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-39

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-40

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-41

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-42

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-43

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-44

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-45

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-46

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-47

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-48

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-49

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-50

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-51

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-52

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-53

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-54

構造物とりこわし工 472頁1表

構造物とりこわし工　昼　［手間］交替６休

01585-1310 -100 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-01

-101 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-02

-102 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-03

-200 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-04

-201 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-05

-202 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-06

-1320 -100 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-07

-101 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-08

-102 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-09

-200 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-10

-201 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-11

-202 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-12

構造物とりこわし工　夜　［手間］交替６休

01585-2310 -100 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-13

-101 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-14

-102 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-15

-200 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-16

-201 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-17

-202 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-18

-2320 -100 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-19

-101 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-20

-102 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-21

-200 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-22

-201 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-23

-202 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-24

機械式継手工 478頁1表

機械式継手工　昼　［手間］交替６休

01110-1301 -010 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約なし 箇所 1-01

-011 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約受 箇所 1-02
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01110-1301 -012 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約著受 箇所 1-03

-020 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約なし 箇所 1-04

-021 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約受 箇所 1-05

-022 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約著受 箇所 1-06

-030 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約なし 箇所 1-07

-031 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約受 箇所 1-08

-032 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約著受 箇所 1-09

-040 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約なし 箇所 1-10

-041 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約受 箇所 1-11

-042 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約著受 箇所 1-12

-050 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約なし 箇所 1-13

-051 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約受 箇所 1-14

-052 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約著受 箇所 1-15

-060 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約なし 箇所 1-16

-061 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約受 箇所 1-17

-062 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約著受 箇所 1-18

-070 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約なし 箇所 1-19

-071 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約受 箇所 1-20

-072 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約著受 箇所 1-21

-080 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約なし 箇所 1-22

-081 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約受 箇所 1-23

-082 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約著受 箇所 1-24

-090 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約なし 箇所 1-25

-091 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約受 箇所 1-26

-092 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約著受 箇所 1-27

-100 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約なし 箇所 1-28

-101 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約受 箇所 1-29

-102 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約著受 箇所 1-30

-110 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約なし 箇所 1-31

-111 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約受 箇所 1-32

-112 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 482頁1表

機械式継手工　昼　［手間］交替６休

01110-1302 -010 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約なし 箇所 1-01

-011 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約受 箇所 1-02

-012 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約著受 箇所 1-03

-020 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約なし 箇所 1-04

-021 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約受 箇所 1-05

-022 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約著受 箇所 1-06

-030 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約なし 箇所 1-07

-031 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約受 箇所 1-08

-032 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約著受 箇所 1-09

-040 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約なし 箇所 1-10

-041 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約受 箇所 1-11

-042 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約著受 箇所 1-12

-050 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約なし 箇所 1-13

-051 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約受 箇所 1-14

-052 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約著受 箇所 1-15

-060 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約なし 箇所 1-16

-061 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約受 箇所 1-17

-062 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約著受 箇所 1-18

-070 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約なし 箇所 1-19

-071 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約受 箇所 1-20

-072 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約著受 箇所 1-21

-080 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約なし 箇所 1-22

-081 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約受 箇所 1-23

-082 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約著受 箇所 1-24

-090 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約なし 箇所 1-25

-091 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約受 箇所 1-26

-092 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約著受 箇所 1-27

-100 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約なし 箇所 1-28

-101 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約受 箇所 1-29

-102 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約著受 箇所 1-30

-110 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約なし 箇所 1-31

-111 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約受 箇所 1-32

-112 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 486頁1表

機械式継手工　夜　［手間］交替６休

01110-2301 -010 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約なし 箇所 1-01

-011 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約受 箇所 1-02

-012 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約著受 箇所 1-03

-020 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約なし 箇所 1-04

-021 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約受 箇所 1-05

-022 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約著受 箇所 1-06

-030 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約なし 箇所 1-07

-031 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約受 箇所 1-08

-032 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約著受 箇所 1-09

-040 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約なし 箇所 1-10

-041 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約受 箇所 1-11

-042 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約著受 箇所 1-12

-050 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約なし 箇所 1-13

-051 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約受 箇所 1-14

-052 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約著受 箇所 1-15

-060 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約なし 箇所 1-16

-061 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約受 箇所 1-17

-062 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約著受 箇所 1-18

-070 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約なし 箇所 1-19

-071 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約受 箇所 1-20

-072 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約著受 箇所 1-21

-080 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約なし 箇所 1-22

-081 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約受 箇所 1-23

-082 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約著受 箇所 1-24

-090 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約なし 箇所 1-25

-091 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約受 箇所 1-26

-092 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約著受 箇所 1-27

-100 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約なし 箇所 1-28

-101 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約受 箇所 1-29

-102 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約著受 箇所 1-30

01110-2301 -110 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約なし 箇所 1-31

-111 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約受 箇所 1-32

-112 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 490頁1表

機械式継手工　夜　［手間］交替６休

01110-2302 -010 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約なし 箇所 1-01

-011 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約受 箇所 1-02

-012 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約著受 箇所 1-03

-020 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約なし 箇所 1-04

-021 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約受 箇所 1-05

-022 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約著受 箇所 1-06

-030 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約なし 箇所 1-07

-031 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約受 箇所 1-08

-032 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約著受 箇所 1-09

-040 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約なし 箇所 1-10

-041 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約受 箇所 1-11

-042 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約著受 箇所 1-12

-050 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約なし 箇所 1-13

-051 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約受 箇所 1-14

-052 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約著受 箇所 1-15

-060 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約なし 箇所 1-16

-061 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約受 箇所 1-17

-062 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約著受 箇所 1-18

-070 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約なし 箇所 1-19

-071 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約受 箇所 1-20

-072 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約著受 箇所 1-21

-080 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約なし 箇所 1-22

-081 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約受 箇所 1-23

-082 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約著受 箇所 1-24

-090 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約なし 箇所 1-25

-091 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約受 箇所 1-26

-092 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約著受 箇所 1-27

-100 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約なし 箇所 1-28

-101 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約受 箇所 1-29

-102 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約著受 箇所 1-30

-110 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約なし 箇所 1-31

-111 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約受 箇所 1-32

-112 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約著受 箇所 1-33

表面含浸工 498頁1表

表面含浸工　昼　１００ｍ２以上　［手間］交替６休

01310-1301 -020 簡易清掃工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 簡易清掃工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 簡易清掃工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1302 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1311 -020 含浸材塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 含浸材塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 含浸材塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面含浸工 502頁1表

表面含浸工　夜　１００ｍ２以上　［手間］交替６休

01310-2301 -020 簡易清掃工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 簡易清掃工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 簡易清掃工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2302 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2311 -020 含浸材塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 含浸材塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 含浸材塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27
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連続繊維シート補強工 510頁1表

連続繊維シート補強工　昼５０以上［手間］交替６休

01320-1301 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

-1302 -020 プライマー塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1303 -020 不陸修正工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 不陸修正工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 不陸修正工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-25

-031 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-26

-032 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-27

-1311 -020 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

-1312 -020 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-37

-021 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-38

-022 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-39

-040 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-40

-041 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-41

-042 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-42

-030 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-43

-031 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-44

-032 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-45

連続繊維シート補強工 514頁1表

連続繊維シート補強工　昼５０以上［手間］交替６休

01320-1313 -020 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1321 -020 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

連続繊維シート補強工 518頁1表

連続繊維シート補強工　夜５０以上［手間］交替６休

01320-2301 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

-2302 -020 プライマー塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2303 -020 不陸修正工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 不陸修正工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 不陸修正工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-25

-031 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-26

-032 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-27

01320-2311 -020 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

-2312 -020 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-37

-021 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-38

-022 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-39

-040 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-40

-041 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-41

-042 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-42

-030 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-43

-031 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-44

-032 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-45

連続繊維シート補強工 522頁1表

連続繊維シート補強工　夜５０以上［手間］交替６休

01320-2313 -020 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2321 -020 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

剥落防止工（アラミドメッシュ） 530頁1表

剥落防止工　昼　５０ｍ２以上　［手間］交替６休

01330-1311 -020 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

剥落防止工（アラミドメッシュ） 534頁1表

剥落防止工　夜　５０ｍ２以上　［手間］交替６休

01330-2311 -020 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

バキュームブラスト工 540頁1表

バキュームブラスト工　昼　［材工］交替６休

01340-1310 -010 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-011 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-012 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

バキュームブラスト工　夜　［材工］交替６休

01340-2310 -010 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-011 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-012 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 546頁1表

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［手間］交替６休

01315-1301 -020 下地処理　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［材工］交替６休

01315-1302 -020 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17
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01315-1302 -032 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1303 -020 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 550頁1表

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［材工］交替６休

01315-1311 -020 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1312 -020 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1321 -020 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

-1322 -020 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 554頁1表

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［手間］交替６休

01315-2301 -020 下地処理　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［材工］交替６休

01315-2302 -020 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2303 -020 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 558頁1表

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［材工］交替６休

01315-2311 -020 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2312 -020 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

01315-2312 -030 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2321 -020 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

-2322 -020 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

抵抗板付鋼製杭基礎工 564頁1表

抵抗板付鋼製杭基礎工　昼　［手間］交替６休

01350-1310 -100 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約なし 回 1-01

-101 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約受 回 1-02

-102 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約著受 回 1-03

-200 打込または引抜　施工条件Ⅱ 式 1-04

-300 打込または引抜　施工条件Ⅲ 式 1-05

抵抗板付鋼製杭基礎工　夜　［手間］交替６休

01350-2310 -100 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約なし 回 1-06

-101 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約受 回 1-07

-102 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約著受 回 1-08

-200 打込または引抜　施工条件Ⅱ 式 1-09

-300 打込または引抜　施工条件Ⅲ 式 1-10

鋼製排水溝設置工 568頁1表

鋼製排水溝設置工　昼　設置［手間］交替６休

01360-1310 -100 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約なし ｍ 1-01

-101 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約受 ｍ 1-02

-102 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約著受 ｍ 1-03

-200 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約なし ｍ 1-04

-201 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約受 ｍ 1-05

-202 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約著受 ｍ 1-06

塗膜除去工（塗膜剥離剤） 574頁1表

塗膜除去工（塗膜剥離剤）　昼　［手間］交替６休

01345-1310 -100 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 弦材を有する構造　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 弦材を有する構造　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 弦材を有する構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-300 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-301 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-302 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-400 高欄部（単独施工）　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-401 高欄部（単独施工）　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-402 高欄部（単独施工）　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-1350 -100 廃材の回収・積込　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 廃材の回収・積込　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 廃材の回収・積込　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

塗膜除去工（塗膜剥離剤） 578頁1表

塗膜除去工（塗膜剥離剤）　夜　［手間］交替６休

01345-2310 -100 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 弦材を有する構造　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 弦材を有する構造　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 弦材を有する構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-300 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-301 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-302 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-400 高欄部（単独施工）　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-401 高欄部（単独施工）　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-402 高欄部（単独施工）　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-2350 -100 廃材の回収・積込　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 廃材の回収・積込　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 廃材の回収・積込　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

ノンコーキング式ひび割誘発目地設置工 584頁1表

ひび割れ誘発目地設置工　昼　［材工］交替６休

01370-1310 -100 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約なし ｍ 1-01

-101 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約受 ｍ 1-02

-102 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-06

-1315 -100 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約なし ｍ 1-07

-101 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約受 ｍ 1-08

-102 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-09

-200 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-12
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01370-1320 -100 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約なし ｍ 1-13

-101 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約受 ｍ 1-14

-102 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約著受 ｍ 1-15

-200 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約なし ｍ 1-16

-201 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約受 ｍ 1-17

-202 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約著受 ｍ 1-18

-300 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約なし ｍ 1-19

-301 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約受 ｍ 1-20

-302 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約著受 ｍ 1-21

-400 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約なし ｍ 1-22

-401 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約受 ｍ 1-23

-402 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約著受 ｍ 1-24

-1330 -100 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約なし ｍ 1-25

-101 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約受 ｍ 1-26

-102 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-27

ＦＲＰ製格子状パネル設置工 590頁1表

ＦＲＰ製格子状パネル設置工　昼　［材工］交替６休

01380-1310 -100 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-01

-101 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-02

-102 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-03

-200 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-04

-201 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-05

-202 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-06

-300 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-07

-301 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-08

-302 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-09

防草シート設置工 594頁1表

防草シート設置工　昼　［手間］交替６休

01210-1311 -100 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-1312 -100 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-101 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-102 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-200 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-201 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-202 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-1321 -100 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

-200 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-16

-201 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-17

-202 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-18

-1322 -100 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-19

-101 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-20

-102 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-21

-200 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-22

-201 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-23

-202 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-24

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） 600頁1表

仮設防護柵設置工　昼　設置　［手間］交替６休

01250-1311 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-01

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-02

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-03

-1312 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-04

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-05

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-06

-1313 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-07

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-08

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-10

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-11

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-12

仮設防護柵設置工　昼　撤去　［手間］交替６休

01250-1321 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-13

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-14

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-15

-1322 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-16

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-17

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-18

-1323 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-19

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-20

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-21

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-22

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-23

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-24

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） 604頁1表

仮設防護柵設置工　夜　設置　［手間］交替６休

01250-2311 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-01

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-02

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-03

-2312 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-04

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-05

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-06

-2313 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-07

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-08

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-10

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-11

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-12

仮設防護柵設置工　夜　撤去　［手間］交替６休

01250-2321 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-13

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-14

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-15

-2322 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-16

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-17

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-18

-2323 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-19

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-20

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-21

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-22

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-23

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-24

侵食防止用植生マット工（養生マット工） 610頁1表

侵食防止用植生マット工　昼　［手間］交替６休

01220-1311 -000 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-01

-001 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-02

-002 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-03

-1312 -000 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-04

-001 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-05

-002 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-06

-100 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-07

-101 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-08

-102 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-10

-201 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-11

-202 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-12

-300 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-13

-301 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-14

-302 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-15

-400 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-16

-401 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-17

-402 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1321 -000 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-19

-001 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-20

-002 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-21

-1322 -000 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-22

-001 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-23

-002 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-24

-100 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-25

-101 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-26

-102 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-27

侵食防止用植生マット工（養生マット工） 614頁1表

侵食防止用植生マット工　昼　［手間］交替６休

01220-1331 -000 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-01

-001 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-02

-002 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-03

-1332 -000 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-04

-001 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-05

-002 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-06

-100 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-07

-101 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-08

-102 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-10

-201 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-11

-202 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-12

-300 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-13

-301 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-14

-302 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-15

-400 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-16

-401 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-17

-402 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-18

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 620頁1表

耐圧ポリエチレンリブ管設置工　昼［手間］交替６休

01390-1310 -100 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-09

-400 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-10

-401 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-11

-402 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-12

-1320 -100 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-13

-101 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-14

-102 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-21

-400 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-22

-401 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-23

-402 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-24

-1330 -100 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-25

-101 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-26

-102 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-31
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01390-1330 -301 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-33

-400 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-34

-401 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-35

-402 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-36
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[ホームページ掲載分]

土木工事標準単価

週休2日交替制モデル工事補正単価

（4週7休以上 4週8休未満）



区画線工 362頁1表

区画線工　昼　除豪雪地　［手間］交替７休

01510-5411 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-5412 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-5413 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-36

-5414 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-39

区画線工　昼　豪雪地　［手間］交替７休

01510-6411 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-6412 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-6413 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-36

-6414 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-39

区画線工 370頁1表

区画線工　昼　除豪雪地　［手間］交替７休

01510-5431 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-5432 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5451 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-12

-5452 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-15

01510-5453 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-18

区画線工　昼　豪雪地　［手間］交替７休

01510-6431 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-6432 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6451 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-12

-6452 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-15

-6453 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-18

区画線工（北海道特殊規格） 370頁2表

区画線工　北海道規格　昼　除豪雪［手間］交替７休

01510-5421 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-5422 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5431 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-5432 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-5441 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-21

-5443 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-24

区画線工　北海道規格　昼　豪雪　［手間］交替７休

01510-6421 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-6422 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6431 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-6432 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-6441 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-21

-6443 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-24

区画線工 378頁1表

区画線工　夜　除豪雪地　［手間］交替７休

01510-7411 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-7412 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21
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01510-7412 -450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-7413 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-36

-7414 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-39

区画線工　夜　豪雪地　［手間］交替７休

01510-8411 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-8412 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-8413 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-36

-8414 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-39

区画線工 386頁1表

区画線工　夜　除豪雪地　［手間］交替７休

01510-7431 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-7432 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7451 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-12

-7452 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-15

-7453 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-18

区画線工　夜　豪雪地　［手間］交替７休

01510-8431 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-8432 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8451 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-12

-8452 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-15

-8453 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-18

区画線工（北海道特殊規格） 386頁2表

区画線工　北海道規格　夜　除豪雪［手間］交替７休

01510-7421 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-7422 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7431 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-7432 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-7441 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-21

-7443 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-24

区画線工　北海道規格　夜　豪雪　［手間］交替７休

01510-8421 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-8422 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8431 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-8432 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-8441 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-21

-8443 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-24

高視認性区画線工 398頁1表

高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］交替７休

01511-5411 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5421 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-5423 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-5451 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-36

高視認性区画線工　昼　豪雪地　［手間］交替７休

01511-6411 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

－2－

2022年春号 土木工事標準単価 資材コード表補正単価【交替制】：4週7休



01511-6411 -301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6421 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-6423 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-6451 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-36

高視認性区画線工 406頁1表

高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］交替７休

01511-7411 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7421 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-7423 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-7451 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-36

高視認性区画線工　夜　豪雪地　［手間］交替７休

01511-8411 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8421 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-8423 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

01511-8423 -452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-8451 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-36

排水構造物工 418頁1表

排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］交替７休

01535-1411 -100 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-06

-1415 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-07

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-08

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-10

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-11

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-12

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-13

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-14

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-15

排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］交替７休

01535-1425 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-16

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-17

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-18

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-19

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-20

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-21

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-22

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-23

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-24

排水構造物工　昼　蓋版　［手間］交替７休

01535-1451 -100 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-25

-101 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-26

-102 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-27

-200 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-28

-201 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-29

-202 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-30

排水構造物工 422頁1表

排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］交替７休

01535-2411 -100 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-06

-2415 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-07

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-08

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-10

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-11

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-12

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-13

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-14

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-15

排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］交替７休

01535-2425 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-16

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-17

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-18

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-19

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-20

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-21

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-22

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-23

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-24

排水構造物工　夜　蓋版　［手間］交替７休

01535-2451 -100 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-25

-101 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-26

-102 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-27

-200 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-28

-201 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-29

-202 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-30

コンクリートブロック積工 428頁1表

コンクリートブロック積工　昼　［手間］交替７休

01540-1420 -100 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

コンクリートブロック積工　夜　［手間］交替７休

01540-2420 -100 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-101 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-102 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

橋梁塗装工 438頁1表

橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］交替７休

01560-1411 -100 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２ 1-01

-101 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２ 1-02

-102 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２ 1-03

-200 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２ 1-04

-201 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２ 1-05

-202 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２ 1-06
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01560-1411 -900 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-07

-901 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-08

-902 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-09

-1413 -100 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２ 1-10

-101 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２ 1-11

-102 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２ 1-12

-1421 -100 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２ 1-13

-101 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２ 1-14

-102 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-15

-200 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２ 1-16

-201 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２ 1-17

-202 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２ 1-18

-210 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２ 1-19

-211 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２ 1-20

-212 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-21

-300 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２ 1-22

-301 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２ 1-23

-302 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２ 1-24

-400 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２ 1-25

-401 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２ 1-26

-402 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２ 1-27

-500 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２ 1-28

-501 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２ 1-29

-502 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２ 1-30

橋梁塗装工 442頁1表

橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］交替７休

01560-1412 -100 準備・補修　制約なし ｍ２ 1-01

-101 準備・補修　制約受 ｍ２ 1-02

-102 準備・補修　制約著受 ｍ２ 1-03

-1422 -100 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-04

-101 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-05

-102 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-06

-110 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-07

-111 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-08

-112 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-120 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-10

-121 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-11

-122 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-12

-200 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-201 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-202 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-210 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-211 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-212 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-220 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-19

-221 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-20

-222 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-1423 -100 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-22

-101 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-23

-102 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-24

-110 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-25

-111 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-26

-112 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-27

-120 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-28

-121 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-29

-122 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-30

-200 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-31

-201 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-32

-202 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-33

-210 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-34

-211 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-35

-212 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-220 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-37

-221 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-38

-222 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-39

橋梁塗装工 446頁1表

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］交替７休

01560-1451 -100 清掃・水洗い　制約なし ｍ２ 1-01

-101 清掃・水洗い　制約受 ｍ２ 1-02

-102 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２ 1-03

-1452 -100 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２ 1-04

-101 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２ 1-05

-102 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-06

-200 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２ 1-07

-201 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２ 1-08

-202 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-09

-310 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２ 1-10

-311 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２ 1-11

-312 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２ 1-12

-320 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２ 1-13

-321 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２ 1-14

-322 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２ 1-15

-330 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２ 1-16

-331 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２ 1-17

-332 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２ 1-18

-400 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２ 1-19

-401 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２ 1-20

-402 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-21

-900 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-22

-901 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-23

-902 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-24

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］交替７休

01560-1455 -100 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２ 1-25

-101 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２ 1-26

-102 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２ 1-27

-110 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-28

-111 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-29

01560-1455 -112 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-30

-120 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２ 1-31

-121 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２ 1-32

-122 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２ 1-33

-200 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-34

-201 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-35

-202 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-36

-300 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２ 1-37

-301 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２ 1-38

-302 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２ 1-39

-310 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２ 1-40

-311 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２ 1-41

-312 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２ 1-42

-320 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２ 1-43

-321 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２ 1-44

-322 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２ 1-45

-400 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-46

-401 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-47

-402 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-48

橋梁塗装工 450頁1表

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］交替７休

01560-1456 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-01

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-02

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-03

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-04

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-05

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-06

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-07

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-08

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-10

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-11

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-12

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-19

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-20

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-22

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-23

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-24

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-25

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-26

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-27

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］交替７休

01560-1457 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-28

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-29

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-30

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-31

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-32

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-33

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-34

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-35

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-37

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-38

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-39

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-40

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-41

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-42

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-43

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-44

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-45

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-46

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-47

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-48

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-49

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-50

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-51

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-52

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-53

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-54

橋梁塗装工 454頁1表

橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］交替７休

01560-2411 -100 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２ 1-01

-101 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２ 1-02

-102 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２ 1-03

-200 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２ 1-04

-201 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２ 1-05

-202 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２ 1-06

-900 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-07

-901 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-08

-902 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-09

-2413 -100 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２ 1-10

-101 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２ 1-11

-102 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２ 1-12

-2421 -100 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２ 1-13

-101 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２ 1-14

-102 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-15

-200 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２ 1-16

-201 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２ 1-17

-202 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２ 1-18

-210 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２ 1-19
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01560-2421 -211 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２ 1-20

-212 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-21

-300 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２ 1-22

-301 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２ 1-23

-302 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２ 1-24

-400 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２ 1-25

-401 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２ 1-26

-402 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２ 1-27

-500 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２ 1-28

-501 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２ 1-29

-502 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２ 1-30

橋梁塗装工 458頁1表

橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］交替７休

01560-2412 -100 準備・補修　制約なし ｍ２ 1-01

-101 準備・補修　制約受 ｍ２ 1-02

-102 準備・補修　制約著受 ｍ２ 1-03

-2422 -100 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-04

-101 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-05

-102 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-06

-110 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-07

-111 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-08

-112 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-120 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-10

-121 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-11

-122 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-12

-200 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-201 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-202 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-210 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-211 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-212 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-220 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-19

-221 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-20

-222 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-2423 -100 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-22

-101 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-23

-102 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-24

-110 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-25

-111 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-26

-112 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-27

-120 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-28

-121 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-29

-122 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-30

-200 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-31

-201 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-32

-202 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-33

-210 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-34

-211 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-35

-212 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-220 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-37

-221 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-38

-222 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-39

橋梁塗装工 462頁1表

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］交替７休

01560-2451 -100 清掃・水洗い　制約なし ｍ２ 1-01

-101 清掃・水洗い　制約受 ｍ２ 1-02

-102 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２ 1-03

-2452 -100 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２ 1-04

-101 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２ 1-05

-102 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-06

-200 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２ 1-07

-201 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２ 1-08

-202 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-09

-310 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２ 1-10

-311 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２ 1-11

-312 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２ 1-12

-320 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２ 1-13

-321 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２ 1-14

-322 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２ 1-15

-330 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２ 1-16

-331 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２ 1-17

-332 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２ 1-18

-400 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２ 1-19

-401 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２ 1-20

-402 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-21

-900 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-22

-901 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-23

-902 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-24

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］交替７休

01560-2455 -100 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２ 1-25

-101 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２ 1-26

-102 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２ 1-27

-110 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-28

-111 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-29

-112 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-30

-120 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２ 1-31

-121 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２ 1-32

-122 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２ 1-33

-200 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-34

-201 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-35

-202 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-36

-300 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２ 1-37

-301 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２ 1-38

-302 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２ 1-39

-310 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２ 1-40

-311 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２ 1-41

-312 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２ 1-42

01560-2455 -320 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２ 1-43

-321 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２ 1-44

-322 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２ 1-45

-400 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-46

-401 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-47

-402 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-48

橋梁塗装工 466頁1表

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］交替７休

01560-2456 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-01

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-02

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-03

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-04

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-05

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-06

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-07

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-08

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-10

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-11

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-12

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-19

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-20

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-22

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-23

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-24

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-25

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-26

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-27

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］交替７休

01560-2457 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-28

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-29

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-30

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-31

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-32

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-33

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-34

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-35

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-37

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-38

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-39

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-40

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-41

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-42

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-43

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-44

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-45

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-46

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-47

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-48

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-49

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-50

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-51

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-52

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-53

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-54

構造物とりこわし工 472頁1表

構造物とりこわし工　昼　［手間］交替７休

01585-1410 -100 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-01

-101 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-02

-102 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-03

-200 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-04

-201 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-05

-202 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-06

-1420 -100 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-07

-101 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-08

-102 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-09

-200 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-10

-201 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-11

-202 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-12

構造物とりこわし工　夜　［手間］交替７休

01585-2410 -100 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-13

-101 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-14

-102 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-15

-200 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-16

-201 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-17

-202 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-18

-2420 -100 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-19

-101 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-20

-102 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-21

-200 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-22

-201 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-23

-202 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-24

機械式継手工 478頁1表

機械式継手工　昼　［手間］交替７休

01110-1401 -010 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約なし 箇所 1-01

-011 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約受 箇所 1-02
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01110-1401 -012 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約著受 箇所 1-03

-020 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約なし 箇所 1-04

-021 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約受 箇所 1-05

-022 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約著受 箇所 1-06

-030 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約なし 箇所 1-07

-031 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約受 箇所 1-08

-032 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約著受 箇所 1-09

-040 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約なし 箇所 1-10

-041 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約受 箇所 1-11

-042 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約著受 箇所 1-12

-050 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約なし 箇所 1-13

-051 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約受 箇所 1-14

-052 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約著受 箇所 1-15

-060 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約なし 箇所 1-16

-061 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約受 箇所 1-17

-062 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約著受 箇所 1-18

-070 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約なし 箇所 1-19

-071 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約受 箇所 1-20

-072 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約著受 箇所 1-21

-080 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約なし 箇所 1-22

-081 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約受 箇所 1-23

-082 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約著受 箇所 1-24

-090 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約なし 箇所 1-25

-091 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約受 箇所 1-26

-092 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約著受 箇所 1-27

-100 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約なし 箇所 1-28

-101 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約受 箇所 1-29

-102 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約著受 箇所 1-30

-110 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約なし 箇所 1-31

-111 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約受 箇所 1-32

-112 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 482頁1表

機械式継手工　昼　［手間］交替７休

01110-1402 -010 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約なし 箇所 1-01

-011 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約受 箇所 1-02

-012 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約著受 箇所 1-03

-020 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約なし 箇所 1-04

-021 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約受 箇所 1-05

-022 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約著受 箇所 1-06

-030 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約なし 箇所 1-07

-031 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約受 箇所 1-08

-032 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約著受 箇所 1-09

-040 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約なし 箇所 1-10

-041 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約受 箇所 1-11

-042 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約著受 箇所 1-12

-050 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約なし 箇所 1-13

-051 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約受 箇所 1-14

-052 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約著受 箇所 1-15

-060 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約なし 箇所 1-16

-061 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約受 箇所 1-17

-062 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約著受 箇所 1-18

-070 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約なし 箇所 1-19

-071 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約受 箇所 1-20

-072 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約著受 箇所 1-21

-080 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約なし 箇所 1-22

-081 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約受 箇所 1-23

-082 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約著受 箇所 1-24

-090 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約なし 箇所 1-25

-091 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約受 箇所 1-26

-092 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約著受 箇所 1-27

-100 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約なし 箇所 1-28

-101 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約受 箇所 1-29

-102 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約著受 箇所 1-30

-110 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約なし 箇所 1-31

-111 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約受 箇所 1-32

-112 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 486頁1表

機械式継手工　夜　［手間］交替７休

01110-2401 -010 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約なし 箇所 1-01

-011 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約受 箇所 1-02

-012 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約著受 箇所 1-03

-020 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約なし 箇所 1-04

-021 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約受 箇所 1-05

-022 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約著受 箇所 1-06

-030 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約なし 箇所 1-07

-031 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約受 箇所 1-08

-032 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約著受 箇所 1-09

-040 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約なし 箇所 1-10

-041 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約受 箇所 1-11

-042 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約著受 箇所 1-12

-050 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約なし 箇所 1-13

-051 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約受 箇所 1-14

-052 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約著受 箇所 1-15

-060 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約なし 箇所 1-16

-061 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約受 箇所 1-17

-062 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約著受 箇所 1-18

-070 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約なし 箇所 1-19

-071 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約受 箇所 1-20

-072 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約著受 箇所 1-21

-080 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約なし 箇所 1-22

-081 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約受 箇所 1-23

-082 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約著受 箇所 1-24

-090 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約なし 箇所 1-25

-091 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約受 箇所 1-26

-092 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約著受 箇所 1-27

-100 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約なし 箇所 1-28

-101 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約受 箇所 1-29

-102 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約著受 箇所 1-30

01110-2401 -110 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約なし 箇所 1-31

-111 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約受 箇所 1-32

-112 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 490頁1表

機械式継手工　夜　［手間］交替７休

01110-2402 -010 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約なし 箇所 1-01

-011 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約受 箇所 1-02

-012 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約著受 箇所 1-03

-020 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約なし 箇所 1-04

-021 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約受 箇所 1-05

-022 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約著受 箇所 1-06

-030 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約なし 箇所 1-07

-031 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約受 箇所 1-08

-032 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約著受 箇所 1-09

-040 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約なし 箇所 1-10

-041 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約受 箇所 1-11

-042 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約著受 箇所 1-12

-050 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約なし 箇所 1-13

-051 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約受 箇所 1-14

-052 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約著受 箇所 1-15

-060 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約なし 箇所 1-16

-061 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約受 箇所 1-17

-062 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約著受 箇所 1-18

-070 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約なし 箇所 1-19

-071 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約受 箇所 1-20

-072 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約著受 箇所 1-21

-080 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約なし 箇所 1-22

-081 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約受 箇所 1-23

-082 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約著受 箇所 1-24

-090 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約なし 箇所 1-25

-091 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約受 箇所 1-26

-092 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約著受 箇所 1-27

-100 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約なし 箇所 1-28

-101 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約受 箇所 1-29

-102 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約著受 箇所 1-30

-110 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約なし 箇所 1-31

-111 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約受 箇所 1-32

-112 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約著受 箇所 1-33

表面含浸工 498頁1表

表面含浸工　昼　１００ｍ２以上　［手間］交替７休

01310-1401 -020 簡易清掃工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 簡易清掃工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 簡易清掃工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1402 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1411 -020 含浸材塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 含浸材塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 含浸材塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面含浸工 502頁1表

表面含浸工　夜　１００ｍ２以上　［手間］交替７休

01310-2401 -020 簡易清掃工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 簡易清掃工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 簡易清掃工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2402 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2411 -020 含浸材塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 含浸材塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 含浸材塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27
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連続繊維シート補強工 510頁1表

連続繊維シート補強工　昼５０以上［手間］交替７休

01320-1401 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

-1402 -020 プライマー塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1403 -020 不陸修正工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 不陸修正工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 不陸修正工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-25

-031 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-26

-032 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-27

-1411 -020 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

-1412 -020 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-37

-021 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-38

-022 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-39

-040 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-40

-041 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-41

-042 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-42

-030 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-43

-031 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-44

-032 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-45

連続繊維シート補強工 514頁1表

連続繊維シート補強工　昼５０以上［手間］交替７休

01320-1413 -020 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1421 -020 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

連続繊維シート補強工 518頁1表

連続繊維シート補強工　夜５０以上［手間］交替７休

01320-2401 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

-2402 -020 プライマー塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2403 -020 不陸修正工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 不陸修正工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 不陸修正工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-25

-031 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-26

-032 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-27

01320-2411 -020 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

-2412 -020 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-37

-021 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-38

-022 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-39

-040 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-40

-041 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-41

-042 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-42

-030 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-43

-031 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-44

-032 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-45

連続繊維シート補強工 522頁1表

連続繊維シート補強工　夜５０以上［手間］交替７休

01320-2413 -020 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2421 -020 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

剥落防止工（アラミドメッシュ） 530頁1表

剥落防止工　昼　５０ｍ２以上　［手間］交替７休

01330-1411 -020 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

剥落防止工（アラミドメッシュ） 534頁1表

剥落防止工　夜　５０ｍ２以上　［手間］交替７休

01330-2411 -020 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

バキュームブラスト工 540頁1表

バキュームブラスト工　昼　［材工］交替７休

01340-1410 -010 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-011 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-012 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

バキュームブラスト工　夜　［材工］交替７休

01340-2410 -010 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-011 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-012 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 546頁1表

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［手間］交替７休

01315-1401 -020 下地処理　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［材工］交替７休

01315-1402 -020 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17
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01315-1402 -032 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1403 -020 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 550頁1表

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［材工］交替７休

01315-1411 -020 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1412 -020 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1421 -020 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

-1422 -020 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 554頁1表

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［手間］交替７休

01315-2401 -020 下地処理　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［材工］交替７休

01315-2402 -020 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2403 -020 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 558頁1表

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［材工］交替７休

01315-2411 -020 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2412 -020 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

01315-2412 -030 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2421 -020 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

-2422 -020 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

抵抗板付鋼製杭基礎工 564頁1表

抵抗板付鋼製杭基礎工　昼　［手間］交替７休

01350-1410 -100 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約なし 回 1-01

-101 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約受 回 1-02

-102 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約著受 回 1-03

-200 打込または引抜　施工条件Ⅱ 式 1-04

-300 打込または引抜　施工条件Ⅲ 式 1-05

抵抗板付鋼製杭基礎工　夜　［手間］交替７休

01350-2410 -100 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約なし 回 1-06

-101 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約受 回 1-07

-102 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約著受 回 1-08

-200 打込または引抜　施工条件Ⅱ 式 1-09

-300 打込または引抜　施工条件Ⅲ 式 1-10

鋼製排水溝設置工 568頁1表

鋼製排水溝設置工　昼　設置［手間］交替７休

01360-1410 -100 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約なし ｍ 1-01

-101 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約受 ｍ 1-02

-102 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約著受 ｍ 1-03

-200 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約なし ｍ 1-04

-201 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約受 ｍ 1-05

-202 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約著受 ｍ 1-06

塗膜除去工（塗膜剥離剤） 574頁1表

塗膜除去工（塗膜剥離剤）　昼　［手間］交替７休

01345-1410 -100 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 弦材を有する構造　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 弦材を有する構造　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 弦材を有する構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-300 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-301 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-302 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-400 高欄部（単独施工）　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-401 高欄部（単独施工）　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-402 高欄部（単独施工）　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-1450 -100 廃材の回収・積込　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 廃材の回収・積込　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 廃材の回収・積込　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

塗膜除去工（塗膜剥離剤） 578頁1表

塗膜除去工（塗膜剥離剤）　夜　［手間］交替７休

01345-2410 -100 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 弦材を有する構造　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 弦材を有する構造　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 弦材を有する構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-300 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-301 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-302 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-400 高欄部（単独施工）　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-401 高欄部（単独施工）　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-402 高欄部（単独施工）　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-2450 -100 廃材の回収・積込　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 廃材の回収・積込　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 廃材の回収・積込　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

ノンコーキング式ひび割誘発目地設置工 584頁1表

ひび割れ誘発目地設置工　昼　［材工］交替７休

01370-1410 -100 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約なし ｍ 1-01

-101 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約受 ｍ 1-02

-102 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-06

-1415 -100 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約なし ｍ 1-07

-101 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約受 ｍ 1-08

-102 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-09

-200 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-12
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01370-1420 -100 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約なし ｍ 1-13

-101 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約受 ｍ 1-14

-102 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約著受 ｍ 1-15

-200 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約なし ｍ 1-16

-201 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約受 ｍ 1-17

-202 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約著受 ｍ 1-18

-300 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約なし ｍ 1-19

-301 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約受 ｍ 1-20

-302 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約著受 ｍ 1-21

-400 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約なし ｍ 1-22

-401 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約受 ｍ 1-23

-402 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約著受 ｍ 1-24

-1430 -100 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約なし ｍ 1-25

-101 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約受 ｍ 1-26

-102 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-27

ＦＲＰ製格子状パネル設置工 590頁1表

ＦＲＰ製格子状パネル設置工　昼　［材工］交替７休

01380-1410 -100 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-01

-101 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-02

-102 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-03

-200 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-04

-201 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-05

-202 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-06

-300 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-07

-301 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-08

-302 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-09

防草シート設置工 594頁1表

防草シート設置工　昼　［手間］交替７休

01210-1411 -100 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-1412 -100 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-101 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-102 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-200 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-201 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-202 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-1421 -100 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

-200 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-16

-201 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-17

-202 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-18

-1422 -100 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-19

-101 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-20

-102 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-21

-200 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-22

-201 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-23

-202 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-24

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） 600頁1表

仮設防護柵設置工　昼　設置　［手間］交替７休

01250-1411 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-01

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-02

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-03

-1412 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-04

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-05

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-06

-1413 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-07

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-08

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-10

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-11

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-12

仮設防護柵設置工　昼　撤去　［手間］交替７休

01250-1421 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-13

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-14

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-15

-1422 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-16

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-17

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-18

-1423 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-19

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-20

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-21

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-22

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-23

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-24

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） 604頁1表

仮設防護柵設置工　夜　設置　［手間］交替７休

01250-2411 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-01

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-02

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-03

-2412 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-04

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-05

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-06

-2413 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-07

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-08

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-10

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-11

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-12

仮設防護柵設置工　夜　撤去　［手間］交替７休

01250-2421 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-13

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-14

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-15

-2422 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-16

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-17

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-18

-2423 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-19

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-20

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-21

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-22

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-23

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-24

侵食防止用植生マット工（養生マット工） 610頁1表

侵食防止用植生マット工　昼　［手間］交替７休

01220-1411 -000 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-01

-001 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-02

-002 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-03

-1412 -000 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-04

-001 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-05

-002 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-06

-100 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-07

-101 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-08

-102 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-10

-201 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-11

-202 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-12

-300 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-13

-301 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-14

-302 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-15

-400 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-16

-401 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-17

-402 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1421 -000 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-19

-001 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-20

-002 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-21

-1422 -000 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-22

-001 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-23

-002 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-24

-100 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-25

-101 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-26

-102 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-27

侵食防止用植生マット工（養生マット工） 614頁1表

侵食防止用植生マット工　昼　［手間］交替７休

01220-1431 -000 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-01

-001 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-02

-002 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-03

-1432 -000 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-04

-001 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-05

-002 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-06

-100 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-07

-101 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-08

-102 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-10

-201 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-11

-202 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-12

-300 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-13

-301 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-14

-302 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-15

-400 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-16

-401 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-17

-402 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-18

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 620頁1表

耐圧ポリエチレンリブ管設置工　昼［手間］交替７休

01390-1410 -100 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-09

-400 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-10

-401 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-11

-402 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-12

-1420 -100 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-13

-101 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-14

-102 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-21

-400 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-22

-401 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-23

-402 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-24

-1430 -100 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-25

-101 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-26

-102 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-31
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01390-1430 -301 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-33

-400 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-34

-401 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-35

-402 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-36
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土木工事標準単価
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区画線工 362頁1表

区画線工　昼　除豪雪地　［手間］交替８休

01510-5511 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-5512 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-5513 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-36

-5514 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-39

区画線工　昼　豪雪地　［手間］交替８休

01510-6511 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-6512 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-6513 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-36

-6514 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-39

区画線工 370頁1表

区画線工　昼　除豪雪地　［手間］交替８休

01510-5531 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-5532 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5551 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-12

-5552 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-15

01510-5553 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-18

区画線工　昼　豪雪地　［手間］交替８休

01510-6531 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-6532 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6551 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-12

-6552 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-15

-6553 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-18

区画線工（北海道特殊規格） 370頁2表

区画線工　北海道規格　昼　除豪雪［手間］交替８休

01510-5521 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-5522 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5531 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-5532 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-5541 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-21

-5543 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-24

区画線工　北海道規格　昼　豪雪　［手間］交替８休

01510-6521 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-6522 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6531 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-6532 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-6541 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-21

-6543 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-24

区画線工 378頁1表

区画線工　夜　除豪雪地　［手間］交替８休

01510-7511 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-7512 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21
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01510-7512 -450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-7513 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-36

-7514 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-39

区画線工　夜　豪雪地　［手間］交替８休

01510-8511 -150 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-450 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-451 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-452 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-8512 -150 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-151 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-152 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-200 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-201 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-202 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-300 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-301 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-302 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-450 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-451 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-452 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-8513 -150 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-151 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-152 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-200 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-201 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-202 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-300 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-301 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-302 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-450 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-34

-451 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-35

-452 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-36

-8514 -150 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-37

-151 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-38

-152 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-39

区画線工 386頁1表

区画線工　夜　除豪雪地　［手間］交替８休

01510-7531 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-7532 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7551 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-12

-7552 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-15

-7553 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-18

区画線工　夜　豪雪地　［手間］交替８休

01510-8531 -150 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-8532 -150 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-151 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-152 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8551 -150 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-10

-151 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-11

-152 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-12

-8552 -150 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-13

-151 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-14

-152 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-15

-8553 -150 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-16

-151 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-17

-152 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-18

区画線工（北海道特殊規格） 386頁2表

区画線工　北海道規格　夜　除豪雪［手間］交替８休

01510-7521 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-7522 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7531 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-7532 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-7541 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-21

-7543 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-24

区画線工　北海道規格　夜　豪雪　［手間］交替８休

01510-8521 -150 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 溶融式（車載式）　実線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 溶融式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-8522 -150 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-151 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-152 溶融式（車載式）　破線１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8531 -200 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-201 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-202 ペイント式（車載式）　実線２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-250 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-251 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-252 ペイント式（車載式）　実線２５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-8532 -450 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-451 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-452 ペイント式（車載式）　破線４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-8541 -150 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-19

-151 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-20

-152 ペイント式（手動式）　実線１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-21

-8543 -150 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-22

-151 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-23

-152 ペイント式（手動式）ゼブラ１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-24

高視認性区画線工 398頁1表

高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］交替８休

01511-5511 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-5521 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-5523 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-5551 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-36

高視認性区画線工　昼　豪雪地　［手間］交替８休

01511-6511 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07
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01511-6511 -301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-6521 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-6523 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-6551 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-36

高視認性区画線工 406頁1表

高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］交替８休

01511-7511 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-09

-7521 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-21

-7523 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 1-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 1-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 1-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 1-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 1-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 1-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 1-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 1-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 1-32

-452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 1-33

-7551 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 1-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 1-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 1-36

高視認性区画線工　夜　豪雪地　［手間］交替８休

01511-8511 -150 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-01

-151 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-02

-152 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-03

-200 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-04

-201 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-05

-202 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-06

-300 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-07

-301 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-08

-302 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-09

-8521 -150 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-10

-151 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-11

-152 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-12

-200 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-13

-201 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-14

-202 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-15

-300 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-16

-301 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-17

-302 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-18

-450 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-19

-451 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-20

-452 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-21

-8523 -150 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ 2-22

-151 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ 2-23

-152 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-24

-200 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ 2-25

-201 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ 2-26

-202 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-27

-300 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ 2-28

-301 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ 2-29

-302 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ 2-30

-450 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ 2-31

-451 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ 2-32

01511-8523 -452 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ 2-33

-8551 -150 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ 2-34

-151 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ 2-35

-152 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ 2-36

排水構造物工 418頁1表

排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］交替８休

01535-1511 -100 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-06

-1515 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-07

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-08

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-10

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-11

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-12

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-13

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-14

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-15

排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］交替８休

01535-1525 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-16

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-17

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-18

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-19

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-20

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-21

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-22

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-23

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-24

排水構造物工　昼　蓋版　［手間］交替８休

01535-1551 -100 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-25

-101 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-26

-102 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-27

-200 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-28

-201 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-29

-202 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-30

排水構造物工 422頁1表

排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］交替８休

01535-2511 -100 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ 1-06

-2515 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-07

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-08

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-10

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-11

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-12

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-13

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-14

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-15

排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］交替８休

01535-2525 -100 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-16

-101 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-17

-102 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-18

-200 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-19

-201 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-20

-202 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-21

-300 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ 1-22

-301 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ 1-23

-302 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ 1-24

排水構造物工　夜　蓋版　［手間］交替８休

01535-2551 -100 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-25

-101 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-26

-102 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-27

-200 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚 1-28

-201 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚 1-29

-202 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚 1-30

コンクリートブロック積工 428頁1表

コンクリートブロック積工　昼　［手間］交替８休

01540-1520 -100 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

コンクリートブロック積工　夜　［手間］交替８休

01540-2520 -100 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-101 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-102 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

橋梁塗装工 438頁1表

橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］交替８休

01560-1511 -100 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２ 1-01

-101 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２ 1-02

-102 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２ 1-03

-200 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２ 1-04

-201 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２ 1-05

-202 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２ 1-06
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01560-1511 -900 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-07

-901 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-08

-902 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-09

-1513 -100 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２ 1-10

-101 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２ 1-11

-102 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２ 1-12

-1521 -100 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２ 1-13

-101 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２ 1-14

-102 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-15

-200 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２ 1-16

-201 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２ 1-17

-202 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２ 1-18

-210 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２ 1-19

-211 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２ 1-20

-212 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-21

-300 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２ 1-22

-301 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２ 1-23

-302 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２ 1-24

-400 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２ 1-25

-401 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２ 1-26

-402 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２ 1-27

-500 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２ 1-28

-501 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２ 1-29

-502 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２ 1-30

橋梁塗装工 442頁1表

橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］交替８休

01560-1512 -100 準備・補修　制約なし ｍ２ 1-01

-101 準備・補修　制約受 ｍ２ 1-02

-102 準備・補修　制約著受 ｍ２ 1-03

-1522 -100 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-04

-101 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-05

-102 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-06

-110 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-07

-111 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-08

-112 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-120 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-10

-121 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-11

-122 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-12

-200 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-201 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-202 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-210 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-211 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-212 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-220 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-19

-221 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-20

-222 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-1523 -100 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-22

-101 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-23

-102 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-24

-110 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-25

-111 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-26

-112 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-27

-120 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-28

-121 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-29

-122 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-30

-200 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-31

-201 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-32

-202 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-33

-210 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-34

-211 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-35

-212 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-220 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-37

-221 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-38

-222 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-39

橋梁塗装工 446頁1表

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］交替８休

01560-1551 -100 清掃・水洗い　制約なし ｍ２ 1-01

-101 清掃・水洗い　制約受 ｍ２ 1-02

-102 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２ 1-03

-1552 -100 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２ 1-04

-101 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２ 1-05

-102 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-06

-200 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２ 1-07

-201 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２ 1-08

-202 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-09

-310 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２ 1-10

-311 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２ 1-11

-312 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２ 1-12

-320 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２ 1-13

-321 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２ 1-14

-322 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２ 1-15

-330 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２ 1-16

-331 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２ 1-17

-332 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２ 1-18

-400 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２ 1-19

-401 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２ 1-20

-402 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-21

-900 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-22

-901 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-23

-902 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-24

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］交替８休

01560-1555 -100 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２ 1-25

-101 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２ 1-26

-102 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２ 1-27

-110 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-28

-111 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-29

01560-1555 -112 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-30

-120 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２ 1-31

-121 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２ 1-32

-122 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２ 1-33

-200 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-34

-201 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-35

-202 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-36

-300 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２ 1-37

-301 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２ 1-38

-302 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２ 1-39

-310 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２ 1-40

-311 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２ 1-41

-312 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２ 1-42

-320 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２ 1-43

-321 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２ 1-44

-322 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２ 1-45

-400 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-46

-401 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-47

-402 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-48

橋梁塗装工 450頁1表

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］交替８休

01560-1556 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-01

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-02

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-03

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-04

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-05

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-06

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-07

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-08

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-10

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-11

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-12

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-19

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-20

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-22

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-23

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-24

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-25

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-26

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-27

橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］交替８休

01560-1557 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-28

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-29

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-30

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-31

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-32

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-33

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-34

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-35

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-37

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-38

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-39

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-40

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-41

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-42

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-43

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-44

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-45

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-46

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-47

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-48

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-49

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-50

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-51

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-52

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-53

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-54

橋梁塗装工 454頁1表

橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］交替８休

01560-2511 -100 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２ 1-01

-101 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２ 1-02

-102 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２ 1-03

-200 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２ 1-04

-201 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２ 1-05

-202 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２ 1-06

-900 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-07

-901 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-08

-902 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-09

-2513 -100 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２ 1-10

-101 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２ 1-11

-102 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２ 1-12

-2521 -100 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２ 1-13

-101 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２ 1-14

-102 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-15

-200 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２ 1-16

-201 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２ 1-17

-202 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２ 1-18

-210 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２ 1-19

－4－

2022年春号 土木工事標準単価 資材コード表補正単価【交替制】：4週8休



01560-2521 -211 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２ 1-20

-212 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２ 1-21

-300 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２ 1-22

-301 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２ 1-23

-302 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２ 1-24

-400 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２ 1-25

-401 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２ 1-26

-402 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２ 1-27

-500 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２ 1-28

-501 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２ 1-29

-502 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２ 1-30

橋梁塗装工 458頁1表

橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］交替８休

01560-2512 -100 準備・補修　制約なし ｍ２ 1-01

-101 準備・補修　制約受 ｍ２ 1-02

-102 準備・補修　制約著受 ｍ２ 1-03

-2522 -100 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-04

-101 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-05

-102 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-06

-110 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-07

-111 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-08

-112 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-120 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-10

-121 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-11

-122 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-12

-200 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-201 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-202 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-210 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-211 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-212 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-220 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-19

-221 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-20

-222 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-2523 -100 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-22

-101 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-23

-102 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-24

-110 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-25

-111 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-26

-112 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-27

-120 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-28

-121 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-29

-122 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-30

-200 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２ 1-31

-201 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２ 1-32

-202 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２ 1-33

-210 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２ 1-34

-211 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２ 1-35

-212 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-220 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２ 1-37

-221 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２ 1-38

-222 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-39

橋梁塗装工 462頁1表

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］交替８休

01560-2551 -100 清掃・水洗い　制約なし ｍ２ 1-01

-101 清掃・水洗い　制約受 ｍ２ 1-02

-102 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２ 1-03

-2552 -100 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２ 1-04

-101 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２ 1-05

-102 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-06

-200 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２ 1-07

-201 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２ 1-08

-202 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-09

-310 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２ 1-10

-311 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２ 1-11

-312 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２ 1-12

-320 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２ 1-13

-321 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２ 1-14

-322 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２ 1-15

-330 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２ 1-16

-331 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２ 1-17

-332 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２ 1-18

-400 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２ 1-19

-401 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２ 1-20

-402 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２ 1-21

-900 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２ 1-22

-901 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２ 1-23

-902 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２ 1-24

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］交替８休

01560-2555 -100 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２ 1-25

-101 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２ 1-26

-102 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２ 1-27

-110 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-28

-111 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-29

-112 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-30

-120 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２ 1-31

-121 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２ 1-32

-122 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２ 1-33

-200 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-34

-201 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-35

-202 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-36

-300 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２ 1-37

-301 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２ 1-38

-302 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２ 1-39

-310 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２ 1-40

-311 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２ 1-41

-312 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２ 1-42

01560-2555 -320 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２ 1-43

-321 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２ 1-44

-322 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２ 1-45

-400 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２ 1-46

-401 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２ 1-47

-402 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２ 1-48

橋梁塗装工 466頁1表

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］交替８休

01560-2556 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-01

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-02

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-03

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-04

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-05

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-06

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-07

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-08

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-10

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-11

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-12

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-13

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-14

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-15

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-16

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-17

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-18

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-19

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-20

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-21

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-22

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-23

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-24

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-25

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-26

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-27

橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］交替８休

01560-2557 -100 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-28

-101 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-29

-102 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-30

-110 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-31

-111 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-32

-112 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-33

-120 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-34

-121 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-35

-122 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-36

-200 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２ 1-37

-201 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２ 1-38

-202 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-39

-210 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２ 1-40

-211 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２ 1-41

-212 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２ 1-42

-220 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-43

-221 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-44

-222 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-45

-230 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２ 1-46

-231 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２ 1-47

-232 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２ 1-48

-240 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-49

-241 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-50

-242 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-51

-250 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２ 1-52

-251 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２ 1-53

-252 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２ 1-54

構造物とりこわし工 472頁1表

構造物とりこわし工　昼　［手間］交替８休

01585-1510 -100 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-01

-101 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-02

-102 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-03

-200 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-04

-201 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-05

-202 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-06

-1520 -100 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-07

-101 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-08

-102 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-09

-200 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-10

-201 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-11

-202 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-12

構造物とりこわし工　夜　［手間］交替８休

01585-2510 -100 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-13

-101 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-14

-102 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-15

-200 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-16

-201 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-17

-202 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-18

-2520 -100 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３ 1-19

-101 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３ 1-20

-102 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-21

-200 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３ 1-22

-201 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３ 1-23

-202 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３ 1-24

機械式継手工 478頁1表

機械式継手工　昼　［手間］交替８休

01110-1501 -010 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約なし 箇所 1-01

-011 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約受 箇所 1-02
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01110-1501 -012 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約著受 箇所 1-03

-020 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約なし 箇所 1-04

-021 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約受 箇所 1-05

-022 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約著受 箇所 1-06

-030 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約なし 箇所 1-07

-031 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約受 箇所 1-08

-032 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約著受 箇所 1-09

-040 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約なし 箇所 1-10

-041 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約受 箇所 1-11

-042 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約著受 箇所 1-12

-050 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約なし 箇所 1-13

-051 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約受 箇所 1-14

-052 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約著受 箇所 1-15

-060 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約なし 箇所 1-16

-061 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約受 箇所 1-17

-062 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約著受 箇所 1-18

-070 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約なし 箇所 1-19

-071 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約受 箇所 1-20

-072 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約著受 箇所 1-21

-080 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約なし 箇所 1-22

-081 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約受 箇所 1-23

-082 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約著受 箇所 1-24

-090 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約なし 箇所 1-25

-091 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約受 箇所 1-26

-092 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約著受 箇所 1-27

-100 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約なし 箇所 1-28

-101 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約受 箇所 1-29

-102 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約著受 箇所 1-30

-110 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約なし 箇所 1-31

-111 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約受 箇所 1-32

-112 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 482頁1表

機械式継手工　昼　［手間］交替８休

01110-1502 -010 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約なし 箇所 1-01

-011 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約受 箇所 1-02

-012 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約著受 箇所 1-03

-020 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約なし 箇所 1-04

-021 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約受 箇所 1-05

-022 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約著受 箇所 1-06

-030 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約なし 箇所 1-07

-031 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約受 箇所 1-08

-032 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約著受 箇所 1-09

-040 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約なし 箇所 1-10

-041 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約受 箇所 1-11

-042 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約著受 箇所 1-12

-050 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約なし 箇所 1-13

-051 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約受 箇所 1-14

-052 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約著受 箇所 1-15

-060 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約なし 箇所 1-16

-061 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約受 箇所 1-17

-062 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約著受 箇所 1-18

-070 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約なし 箇所 1-19

-071 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約受 箇所 1-20

-072 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約著受 箇所 1-21

-080 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約なし 箇所 1-22

-081 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約受 箇所 1-23

-082 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約著受 箇所 1-24

-090 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約なし 箇所 1-25

-091 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約受 箇所 1-26

-092 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約著受 箇所 1-27

-100 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約なし 箇所 1-28

-101 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約受 箇所 1-29

-102 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約著受 箇所 1-30

-110 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約なし 箇所 1-31

-111 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約受 箇所 1-32

-112 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 486頁1表

機械式継手工　夜　［手間］交替８休

01110-2501 -010 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約なし 箇所 1-01

-011 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約受 箇所 1-02

-012 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１３＋Ｄ１３　時間的制約著受 箇所 1-03

-020 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約なし 箇所 1-04

-021 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約受 箇所 1-05

-022 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１６＋Ｄ１６　時間的制約著受 箇所 1-06

-030 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約なし 箇所 1-07

-031 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約受 箇所 1-08

-032 ねじ節鉄筋継手　Ｄ１９＋Ｄ１９　時間的制約著受 箇所 1-09

-040 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約なし 箇所 1-10

-041 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約受 箇所 1-11

-042 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２２＋Ｄ２２　時間的制約著受 箇所 1-12

-050 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約なし 箇所 1-13

-051 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約受 箇所 1-14

-052 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２５＋Ｄ２５　時間的制約著受 箇所 1-15

-060 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約なし 箇所 1-16

-061 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約受 箇所 1-17

-062 ねじ節鉄筋継手　Ｄ２９＋Ｄ２９　時間的制約著受 箇所 1-18

-070 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約なし 箇所 1-19

-071 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約受 箇所 1-20

-072 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３２＋Ｄ３２　時間的制約著受 箇所 1-21

-080 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約なし 箇所 1-22

-081 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約受 箇所 1-23

-082 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３５＋Ｄ３５　時間的制約著受 箇所 1-24

-090 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約なし 箇所 1-25

-091 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約受 箇所 1-26

-092 ねじ節鉄筋継手　Ｄ３８＋Ｄ３８　時間的制約著受 箇所 1-27

-100 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約なし 箇所 1-28

-101 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約受 箇所 1-29

-102 ねじ節鉄筋継手　Ｄ４１＋Ｄ４１　時間的制約著受 箇所 1-30

01110-2501 -110 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約なし 箇所 1-31

-111 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約受 箇所 1-32

-112 ねじ節鉄筋継手　Ｄ５１＋Ｄ５１　時間的制約著受 箇所 1-33

機械式継手工 490頁1表

機械式継手工　夜　［手間］交替８休

01110-2502 -010 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約なし 箇所 1-01

-011 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約受 箇所 1-02

-012 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１３＋Ｄ１３　制約著受 箇所 1-03

-020 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約なし 箇所 1-04

-021 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約受 箇所 1-05

-022 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１６＋Ｄ１６　制約著受 箇所 1-06

-030 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約なし 箇所 1-07

-031 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約受 箇所 1-08

-032 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ１９＋Ｄ１９　制約著受 箇所 1-09

-040 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約なし 箇所 1-10

-041 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約受 箇所 1-11

-042 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２２＋Ｄ２２　制約著受 箇所 1-12

-050 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約なし 箇所 1-13

-051 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約受 箇所 1-14

-052 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２５＋Ｄ２５　制約著受 箇所 1-15

-060 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約なし 箇所 1-16

-061 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約受 箇所 1-17

-062 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ２９＋Ｄ２９　制約著受 箇所 1-18

-070 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約なし 箇所 1-19

-071 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約受 箇所 1-20

-072 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３２＋Ｄ３２　制約著受 箇所 1-21

-080 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約なし 箇所 1-22

-081 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約受 箇所 1-23

-082 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３５＋Ｄ３５　制約著受 箇所 1-24

-090 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約なし 箇所 1-25

-091 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約受 箇所 1-26

-092 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ３８＋Ｄ３８　制約著受 箇所 1-27

-100 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約なし 箇所 1-28

-101 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約受 箇所 1-29

-102 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ４１＋Ｄ４１　制約著受 箇所 1-30

-110 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約なし 箇所 1-31

-111 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約受 箇所 1-32

-112 スリーブ圧着・摩擦圧接　Ｄ５１＋Ｄ５１　制約著受 箇所 1-33

表面含浸工 498頁1表

表面含浸工　昼　１００ｍ２以上　［手間］交替８休

01310-1501 -020 簡易清掃工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 簡易清掃工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 簡易清掃工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1502 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1511 -020 含浸材塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 含浸材塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 含浸材塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面含浸工 502頁1表

表面含浸工　夜　１００ｍ２以上　［手間］交替８休

01310-2501 -020 簡易清掃工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 簡易清掃工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 簡易清掃工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 簡易清掃工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 簡易清掃工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2502 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2511 -020 含浸材塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 含浸材塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 含浸材塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 含浸材塗布工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 含浸材塗布工　高所作業車１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27
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連続繊維シート補強工 510頁1表

連続繊維シート補強工　昼５０以上［手間］交替８休

01320-1501 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

-1502 -020 プライマー塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1503 -020 不陸修正工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 不陸修正工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 不陸修正工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-25

-031 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-26

-032 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-27

-1511 -020 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

-1512 -020 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-37

-021 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-38

-022 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-39

-040 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-40

-041 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-41

-042 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-42

-030 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-43

-031 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-44

-032 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-45

連続繊維シート補強工 514頁1表

連続繊維シート補強工　昼５０以上［手間］交替８休

01320-1513 -020 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1521 -020 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

連続繊維シート補強工 518頁1表

連続繊維シート補強工　夜５０以上［手間］交替８休

01320-2501 -020 下地処理工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

-2502 -020 プライマー塗布工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布工　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布工　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2503 -020 不陸修正工　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 不陸修正工　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 不陸修正工　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 不陸修正工　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-25

-031 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-26

-032 不陸修正工　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-27

01320-2511 -020 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 貼付２００～４００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 貼付２００～４００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 貼付２００～４００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

-2512 -020 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-37

-021 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-38

-022 貼付４００～６００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-39

-040 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-40

-041 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-41

-042 貼付４００～６００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-42

-030 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-43

-031 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-44

-032 貼付４００～６００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-45

連続繊維シート補強工 522頁1表

連続繊維シート補強工　夜５０以上［手間］交替８休

01320-2513 -020 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付６００～８５０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付６００～８５０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付６００～８５０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2521 -020 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 仕上塗装（中１＋上１）　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 仕上塗装（中１＋上１）高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 仕上塗装（中１＋上１）高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

剥落防止工（アラミドメッシュ） 530頁1表

剥落防止工　昼　５０ｍ２以上　［手間］交替８休

01330-1511 -020 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

剥落防止工（アラミドメッシュ） 534頁1表

剥落防止工　夜　５０ｍ２以上　［手間］交替８休

01330-2511 -020 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 貼付　９０・１８０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 貼付　９０・１８０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

バキュームブラスト工 540頁1表

バキュームブラスト工　昼　［材工］交替８休

01340-1510 -010 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-011 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-012 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

バキュームブラスト工　夜　［材工］交替８休

01340-2510 -010 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-011 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-012 施工１７０ｍ２以上　ＲＣ橋脚　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 546頁1表

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［手間］交替８休

01315-1501 -020 下地処理　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［材工］交替８休

01315-1502 -020 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17
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01315-1502 -032 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1503 -020 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 550頁1表

表面被覆工　昼　１００ｍ２以上　［材工］交替８休

01315-1511 -020 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-1512 -020 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1521 -020 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

-1522 -020 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 554頁1表

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［手間］交替８休

01315-2501 -020 下地処理　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 下地処理　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 下地処理　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 下地処理　高所作業車１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約なし ｍ２ 1-07

-031 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約受 ｍ２ 1-08

-032 下地処理　高所作業車１１～１３ｍ以下　制約著受 ｍ２ 1-09

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［材工］交替８休

01315-2502 -020 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 プライマー塗布　１００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 プライマー塗布１００ｇ高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

-030 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 プライマー塗布１００ｇ高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2503 -020 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 下地調整　３００ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 下地調整　３００ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 下地調整　３００ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 558頁1表

表面被覆工　夜　１００ｍ２以上　［材工］交替８休

01315-2511 -020 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-01

-021 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-02

-022 中塗ＣＣ－Ａ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-03

-040 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-04

-041 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-05

-042 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-06

-030 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-07

-031 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-08

-032 中塗ＣＣ－Ａ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-09

-2512 -020 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-10

-021 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-11

-022 中塗ＣＣ－Ｂ　２６０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-12

-040 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-13

-041 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-14

-042 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-15

01315-2512 -030 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-16

-031 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-17

-032 中塗ＣＣ－Ｂ２６０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-18

-2521 -020 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-19

-021 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-20

-022 上塗ＣＣ－Ａ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-21

-040 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-22

-041 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-23

-042 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-24

-030 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-25

-031 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-26

-032 上塗ＣＣ－Ａ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-27

-2522 -020 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約なし ｍ２ 1-28

-021 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約受 ｍ２ 1-29

-022 上塗ＣＣ－Ｂ　１２０ｇ　固定足場　制約著受 ｍ２ 1-30

-040 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約なし ｍ２ 1-31

-041 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約受 ｍ２ 1-32

-042 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１ｍ未満　制約著受 ｍ２ 1-33

-030 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約なし ｍ２ 1-34

-031 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約受 ｍ２ 1-35

-032 上塗ＣＣ－Ｂ１２０ｇ　高所１１～１３ｍ　制約著受 ｍ２ 1-36

抵抗板付鋼製杭基礎工 564頁1表

抵抗板付鋼製杭基礎工　昼　［手間］交替８休

01350-1510 -100 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約なし 回 1-01

-101 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約受 回 1-02

-102 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約著受 回 1-03

-200 打込または引抜　施工条件Ⅱ 式 1-04

-300 打込または引抜　施工条件Ⅲ 式 1-05

抵抗板付鋼製杭基礎工　夜　［手間］交替８休

01350-2510 -100 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約なし 回 1-06

-101 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約受 回 1-07

-102 打込または引抜　施工条件Ⅰ　時間的制約著受 回 1-08

-200 打込または引抜　施工条件Ⅱ 式 1-09

-300 打込または引抜　施工条件Ⅲ 式 1-10

鋼製排水溝設置工 568頁1表

鋼製排水溝設置工　昼　設置［手間］交替８休

01360-1510 -100 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約なし ｍ 1-01

-101 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約受 ｍ 1-02

-102 １００ｋｇ／個未満　溶接有り　時間的制約著受 ｍ 1-03

-200 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約なし ｍ 1-04

-201 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約受 ｍ 1-05

-202 １００ｋｇ／個未満　溶接無し　時間的制約著受 ｍ 1-06

塗膜除去工（塗膜剥離剤） 574頁1表

塗膜除去工（塗膜剥離剤）　昼　［手間］交替８休

01345-1510 -100 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 弦材を有する構造　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 弦材を有する構造　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 弦材を有する構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-300 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-301 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-302 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-400 高欄部（単独施工）　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-401 高欄部（単独施工）　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-402 高欄部（単独施工）　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-1550 -100 廃材の回収・積込　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 廃材の回収・積込　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 廃材の回収・積込　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

塗膜除去工（塗膜剥離剤） 578頁1表

塗膜除去工（塗膜剥離剤）　夜　［手間］交替８休

01345-2510 -100 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 鈑桁構造・箱桁構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 弦材を有する構造　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 弦材を有する構造　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 弦材を有する構造　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-300 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-301 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-302 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-400 高欄部（単独施工）　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-401 高欄部（単独施工）　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-402 高欄部（単独施工）　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-2550 -100 廃材の回収・積込　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 廃材の回収・積込　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 廃材の回収・積込　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

ノンコーキング式ひび割誘発目地設置工 584頁1表

ひび割れ誘発目地設置工　昼　［材工］交替８休

01370-1510 -100 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約なし ｍ 1-01

-101 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約受 ｍ 1-02

-102 止水性能要する箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 止水性能要する箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-06

-1515 -100 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約なし ｍ 1-07

-101 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約受 ｍ 1-08

-102 止水性能要しない箇所　誘発目地５０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-09

-200 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約なし ｍ 1-10

-201 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約受 ｍ 1-11

-202 止水性能要しない箇所　誘発目地７０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-12
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01370-1520 -100 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約なし ｍ 1-13

-101 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約受 ｍ 1-14

-102 誘発と化粧が分割　誘発目地５０（化粧無）制約著受 ｍ 1-15

-200 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約なし ｍ 1-16

-201 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約受 ｍ 1-17

-202 誘発と化粧が分割　誘発目地３０（化粧無）制約著受 ｍ 1-18

-300 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約なし ｍ 1-19

-301 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約受 ｍ 1-20

-302 誘発と化粧が分割　誘発目地５０＋化粧２０制約著受 ｍ 1-21

-400 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約なし ｍ 1-22

-401 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約受 ｍ 1-23

-402 誘発と化粧が分割　誘発目地３０＋化粧２０制約著受 ｍ 1-24

-1530 -100 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約なし ｍ 1-25

-101 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約受 ｍ 1-26

-102 簡易止水箇所　誘発目地４０ｍｍ　制約著受 ｍ 1-27

ＦＲＰ製格子状パネル設置工 590頁1表

ＦＲＰ製格子状パネル設置工　昼　［材工］交替８休

01380-1510 -100 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-01

-101 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-02

-102 □１０００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-03

-200 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-04

-201 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-05

-202 □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-06

-300 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約なし 枚 1-07

-301 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約受 枚 1-08

-302 □４００ｍｍ程度×４０ｍｍ　時間的制約著受 枚 1-09

防草シート設置工 594頁1表

防草シート設置工　昼　［手間］交替８休

01210-1511 -100 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-01

-101 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-02

-102 覆土　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-03

-200 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-04

-201 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-05

-202 覆土　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-06

-1512 -100 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-07

-101 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-08

-102 覆土　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-09

-200 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-10

-201 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-11

-202 覆土　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-12

-1521 -100 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-13

-101 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-14

-102 露出　現場条件Ⅰ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-15

-200 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-16

-201 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-17

-202 露出　現場条件Ⅰ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-18

-1522 -100 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約なし ｍ２ 1-19

-101 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約受 ｍ２ 1-20

-102 露出　現場条件Ⅱ　平面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-21

-200 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約なし ｍ２ 1-22

-201 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約受 ｍ２ 1-23

-202 露出　現場条件Ⅱ　法面部　時間的制約著受 ｍ２ 1-24

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） 600頁1表

仮設防護柵設置工　昼　設置　［手間］交替８休

01250-1511 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-01

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-02

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-03

-1512 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-04

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-05

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-06

-1513 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-07

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-08

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-10

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-11

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-12

仮設防護柵設置工　昼　撤去　［手間］交替８休

01250-1521 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-13

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-14

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-15

-1522 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-16

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-17

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-18

-1523 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-19

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-20

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-21

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-22

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-23

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-24

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） 604頁1表

仮設防護柵設置工　夜　設置　［手間］交替８休

01250-2511 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-01

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-02

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-03

-2512 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-04

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-05

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-06

-2513 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-07

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-08

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-09

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-10

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-11

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-12

仮設防護柵設置工　夜　撤去　［手間］交替８休

01250-2521 -000 Ｈ鋼基礎　制約なし ｍ 1-13

-001 Ｈ鋼基礎　制約受 ｍ 1-14

-002 Ｈ鋼基礎　制約著受 ｍ 1-15

-2522 -000 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約なし ｍ 1-16

-001 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約受 ｍ 1-17

-002 独立基礎ブロック　支柱間隔２ｍ　制約著受 ｍ 1-18

-2523 -100 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約なし ｍ 1-19

-101 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約受 ｍ 1-20

-102 連続基礎ブロック　１０００ｋｇ／基以下　制約著受 ｍ 1-21

-200 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約なし ｍ 1-22

-201 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約受 ｍ 1-23

-202 連続基礎ブロック　１ｔ超２ｔ／基以下　制約著受 ｍ 1-24

侵食防止用植生マット工（養生マット工） 610頁1表

侵食防止用植生マット工　昼　［手間］交替８休

01220-1511 -000 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-01

-001 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-02

-002 切土　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-03

-1512 -000 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-04

-001 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-05

-002 切土　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-06

-100 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-07

-101 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-08

-102 切土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-10

-201 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-11

-202 切土　種子肥料有　土壌改良材１０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-12

-300 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-13

-301 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-14

-302 切土　種子肥料有　土壌改良材２０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-15

-400 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-16

-401 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-17

-402 切土　種子肥料有　土壌改良材３０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-18

-1521 -000 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-19

-001 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-20

-002 盛土　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-21

-1522 -000 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-22

-001 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-23

-002 盛土　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-24

-100 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-25

-101 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-26

-102 盛土　種子肥料有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-27

侵食防止用植生マット工（養生マット工） 614頁1表

侵食防止用植生マット工　昼　［手間］交替８休

01220-1531 -000 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-01

-001 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-02

-002 切土金網　種子肥料無　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-03

-1532 -000 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約なし ｍ２ 1-04

-001 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約受 ｍ２ 1-05

-002 切土金網　種子肥料有　土壌改良材無　制約著受 ｍ２ 1-06

-100 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約なし ｍ２ 1-07

-101 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約受 ｍ２ 1-08

-102 切土金網　種肥有　土壌改良材５００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-09

-200 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-10

-201 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-11

-202 切土金網　種肥有　土壌改良材１０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-12

-300 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-13

-301 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-14

-302 切土金網　種肥有　土壌改良材２０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-15

-400 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約なし ｍ２ 1-16

-401 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約受 ｍ２ 1-17

-402 切土金網　種肥有　土壌改良材３０００ｇ　制約著受 ｍ２ 1-18

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 620頁1表

耐圧ポリエチレンリブ管設置工　昼［手間］交替８休

01390-1510 -100 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-01

-101 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-02

-102 Ｒ３０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-03

-200 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-04

-201 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-05

-202 Ｒ３０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-06

-300 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-07

-301 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-08

-302 Ｒ３０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-09

-400 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-10

-401 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-11

-402 Ｒ３０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-12

-1520 -100 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-13

-101 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-14

-102 Ｒ６０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-15

-200 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-16

-201 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-17

-202 Ｒ６０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-18

-300 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-19

-301 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-20

-302 Ｒ６０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-21

-400 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-22

-401 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-23

-402 Ｒ６０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-24

-1530 -100 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約なし ｍ 1-25

-101 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約受 ｍ 1-26

-102 Ｒ９０　呼び径３００～６００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-27

-200 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-28

-201 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-29

-202 Ｒ９０　呼び径７００～１０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-30

-300 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約なし ｍ 1-31
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01390-1530 -301 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約受 ｍ 1-32

-302 Ｒ９０　呼び径１１００～１５００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-33

-400 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約なし ｍ 1-34

-401 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約受 ｍ 1-35

-402 Ｒ９０　呼び径１６５０～２０００ｍｍ　制約著受 ｍ 1-36
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