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 ２－５ 運 搬 2-3- 12

 ２－６ 高木掘取工（Ｃ＝90～150cm） 2-3- 13

 ２－７ 高木運搬工（Ｃ＝90～150cm） 2-3- 14
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１－２  硬質塩化ビニル管布設 2-4-1

第２節  園路広場整備工

２－１  適用 2-4-1

２－２  不陸整正 2-4-1

２－３  路盤工 2-4-1



２－４  アスファルト舗装工 2-4-1

２－５  透水性アスファルト舗装工 2-4-1

２－６  混合 2-4-2

２－７  表面処理工 2-4-3

２－８  コンクリ-ト平板ブロック設置工 2-4-4

２－９  レンガ舗装工 2-4-4

２－10  ごろた石張舗装工 2-4-5

２－11  小舗石張舗装工 2-4-6

２－12  コンクリ-ト縁石，境石，舗装止め 2-4-6

２－13  ごろた石縁石，玉石縁石，雑割石縁石 2-4-7

第３節  修景施設整備工

３－１  石組・景石 2-4-8

３－２  化粧砂利敷き 2-4-10

３－３  四ツ目垣 2-4-10

第４節  サ－ビス施設整備工

４－１  ベンチ・スツール 2-4-12

第５節  管理施設整備工

５－１  フェンス（金網柵） 2-4-12

５－２  車止め 2-4-12

第６節  施設仕上げ工

６－１  コンクリートはつり仕上げ，つつき仕上げ 2-4-13

６－２  化粧目地切り 2-4-13

６－３  コンクリートハケ引き仕上げ 2-4-13

６－４  モルタル金ゴテ仕上げ 2-4-14

６－５  モルタルハケ引き仕上げ 2-4-14

６－６  防水モルタル塗り 2-4-14

６－７  人造石研ぎ出し 2-4-15

６－８  床タイル張（一般床タイル・モルタル張り） 2-4-16

６－９  壁タイル張（改良圧着張り） 2-4-17

６－10  平石張 2-4-17

第３編 機械運転経費等

第１章 総則
第１節  建設機械運転経費の算定

 １－１  機械損料の算定 3-1-1

 １－２  燃料消費量及び使用電力料の算定 3-1-3

 １－３  運転労務費の算定 3-1-3

 １－４  消耗部品費の算定 3-1-4

 １－５  用語の定義 3-1-4

 １－６  運転職種別の対象機械 3-1-5

第４編 別表

別表－１  機械運転単価表   4-1- 1 

別表－２  市場単価及び土木工事標準単価の材料のロス率   4-1- 9 

別表－３  仮設電力設備  4-1- 10

別表－４  作業日当り標準作業量  4-1- 32

別表－５  市場単価の１日当り標準施工量 4-1- 73


