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第１編 共通編 
 

第１章 総則 
 

第１節 総則 

１－１－１ 適用 

１．新潟市土木工事共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は，新潟市が発注する

道路工事，公園工事，河川工事，下水道工事，その他これらに類する工事（以下「工

事」という。）に係る工事請負契約書（頭書を含み以下「契約書」という。）及び設

計図書の内容について，統一的な解釈及び運用を図るとともに，その他必要な事項を

定め，もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

２．受注者は，共通仕様書の適用にあたっては，「請負工事の監督及び検査に関する規

程（昭和33年新潟市訓示第12号）」及び「新潟市請負工事検査要綱」（以下「監督検

査規程」及び「検査要綱」という。）」に従った監督・検査体制のもとで，建設業法

第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければな

らない。また，受注者はこれら監督，検査（完成検査，既成部分検査）にあたっては，

地方自治法（平成25年12月13日法律第111号）第234条の２に基づくものであることを

認識しなければならない。 

３．契約図書は相互に補完し合うものとし，契約書及び設計図書のいずれかによって定

められている事項は，契約の履行を拘束するものとする。 

４．特記仕様書，図面，工事数量総括表，共通仕様書の間に相違がある場合，又は図面

からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合，受注者は監督員に確認して指

示を受けなければならない。 

５．設計図書は，ＳＩ単位を使用するものとする。ＳＩ単位については，ＳＩ単位と非

ＳＩ単位が併記されている場合は（ ）内を非ＳＩ単位とする。 

１－１－２ 用語の定義 

１．工事請負契約約款とは，新潟市契約規則（昭和59年新潟市規則第24号，以下「契約

規則」という。）第50条の規定による新潟市契約規則の規定により，新潟市が発注す

る建設工事（建設業法第２条第１項に定める建設工事をいう。以下同じ）の請負契約

に関する約定を定めたものをいう。（以下，この共通仕様書において「約款」とい

う。） 

２．監督員とは，約款第10条第１項及び第３項に基づき発注者が選任し，その職名及び

氏名を受注者に通知した者をいう。 

３．契約図書とは，契約書及び設計図書をいう。 

４．設計図書とは，設計書，図面，仕様書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 

５．設計書とは，工事数量総括表をいう。 

６．仕様書とは，各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を

総称していう。 

７．共通仕様書とは，各建設作業の順序，使用材料の品質，数量，仕上げの程度，施工

方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求，工事内容を説明したもののうち，あ
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らかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。 

８．特記仕様書とは，共通仕様書を補足し，工事の施工に関する明細，又は工事に固有

の技術的要求を定める図書をいう。 

 なお，設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員

が承諾した書面は，特記仕様書に含まれる。 

９．質問回答書とは，入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。 

10．図面とは，入札に際して発注者が示した設計図，発注者から変更又は追加された設

計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。また，契約図書及び監督員の指示

に従って作成され，監督員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むものとする。 

11．指示とは，契約図書の定めに基づき，監督員が受注者に対し，工事の施工上必要な

事項について書面により示し，実施させることをいう。 

12．承諾とは，契約図書で明示した事項について，発注者若しくは監督員又は受注者が

書面により同意することをいう。 

13．協議とは，書面により契約図書の協議事項について，発注者と受注者が対等の立場

で合議し，結論を得ることをいう。 

14．提出とは，監督員が受注者に対し，又は受注者が監督員に対し工事に係わる書面又

はその他の資料を説明し，差し出すことをいう。 

15．提示とは，監督員が受注者に対し，又は受注者が監督員に対し工事に係わる書面又

はその他の資料を示し，説明することをいう。 

16．報告とは，受注者が監督員に対し，工事の状況又は結果について書面により知らせ

ることをいう。 

17．通知とは，発注者又は監督員と受注者又は現場代理人の間で，監督員が受注者又は

現場代理人に対し，又は受注者が受注者又は監督員に対し，工事の施工に関する事項

について，書面により互いに知らせることをいう。 

18．連絡とは，監督員と受注者の間で，監督員が受注者に対し，又は受注者が監督員に

対し，緊急で伝達すべき事項について，口頭，ファクシミリ，電子メールなどの署名

又は押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。なお，後日書面による連絡

内容の伝達は不要とする。 

19．納品とは，受注者が監督員に工事完成時に成果品を納めることをいう。 

20．電子納品とは，電子成果品を納品することをいう。 

21．書面とは，手書き，印刷等の伝達物をいい，発行年月日を記載し，署名又は押印し

たものを有効とする。 

(1) 緊急を要する場合は，ファクシミリ又はＥメールにより伝達できるものとするが，

後日有効な書面と差し換えるものとする。 

(2) 電子納品を行う場合は，別途監督員と協議するものとする。 

22．工事写真とは，工事着手前及び工事完成，また，施工管理の手段として各工事の施

工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況，出来形寸法，品質管理状況，工

事中の災害写真等を写真管理基準に基づき撮影したものをいう。 

23．工事帳票とは，施工計画書，工事打合せ簿，品質管理資料，出来形管理資料等の定

型様式の資料，及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。 
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１－１－６ ＣＯＲＩＮＳへの登録 

受注者は，受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について，

工事実績情報サービス（CORINS）に基づき，受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報

として「登録のための確認の願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ，受注時は契約

後，土曜日，日曜日，祝日等を除き10日以内に，登録内容の変更時は変更があった日か

ら，土曜日，日曜日，祝日等を除き10日以内に，完成時は工事完成後，土曜日，日曜日，

祝日等を除き10日以内に，訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。 

登録対象は，工事請負代金額500万円以上（単価契約の場合は契約総額）の全ての工事

とし，受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。 

なお，変更登録時は，工期，技術者に変更が生じた場合に行うものとし，工事請負代

金のみ変更の場合は，原則として登録を必要としない。ただし，工事請負代金2,500万円

を超えて変更する場合には変更時登録を行うものとする。 

また，登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には，速やかに監督員

に提示しなければならない。なお，変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は，

変更時の提示を省略できるものとする。 

１－１－７ 監督員 

１．当該工事における監督員の権限は，約款第10条第２項に規定によるものとする。 

２．監督員がその権限を行使するときは，書面により行うものとする。ただし，緊急を

要する場合は監督員が，受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭に

よる指示等が行われた場合には，後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等

を確認するものとする。 

１－１－８ 現場技術員 

受注者は，設計図書で建設コンサルタント等に委託した現場技術員の配置が明示され

た場合には，次の各号によらなければならない。 

(1) 受注者は，現場技術員が監督員に代わり現場に臨場し，立会等を行う場合には，

その業務に協力しなければならない。また，書類（計画書，報告書，データ，図面

等）の提出に際し，説明を求められた場合はこれに応じなければならない。 

(2) 現場技術員は，約款第10条第1項に規定する監督員ではなく，指示，承諾，協議及

び確認の適否等を行う権限は有しないものである。ただし，監督員から受注者に対

する指示又は，通知等を現場技術員を通じて行うことがある。 

 また，受注者が監督員に対して行う報告又は通知は，現場技術員を通じて行うこ

とができる。 

１－１－９ 工事用地等の使用 

１．受注者は，発注者から工事用地等の提供を受けた場合は，善良なる管理者の注意を

もって維持・管理するものとする。 

２．設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必

要とする用地については，自ら準備し，確保するものとする。この場合において，工

事の施工上受注者が必要とする用地とは，営繕用地（受注者の現場事務所，宿舎，駐

車場），及び型枠又は鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に

伴う借地等をいう。 
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３．受注者は，工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収したときは，その

土地等の所有者との間の契約を遵守し，その土地等の使用による苦情又は紛争が生じ

ないように努めなければならない。 

４．受注者は，第１項に規定した工事用地等の使用終了後は，設計図書の定め又は監督

員の指示に従い復旧の上，速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前

に発注者が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。 

５．発注者は，第１項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しない

ときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし，その費用は受

注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合，受注者は，復旧に

要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。 

６．受注者は，提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはなら

ない。 

１－１－１０ 工事の着手 

受注者は，特記仕様書に定めのある場合を除き，特別の事情がない限り，契約の日か

ら起算して５日以内に着手しなければならない。 

１－１－１１ 工事の下請負 

受注者は，下請負に付する場合には，次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければ

ならない。 

(1) 受注者が，工事の施工につき総合的に企画，指導及び調整するものであること。 

(2) 下請負者が新潟市の建設工事入札参加資格者である場合には，営業停止，指名停

止期間中でないこと。 

(3) 下請負者は，当該下請負工事の施工能力を有すること。 

１－１－１２ 施工体制台帳 

１．受注者は，工事を施工するために下請契約を締結するときは，施工体制台帳を作成

し，工事現場に備えるとともに，その写しを監督員に提出しなければならない。 

２．受注者は，各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し，公共工事

の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って，工事関係者が見やすい場所及

び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督員に提出しなければならない。 

３．受注者は，監理技術者，主任技術者（下請負者を含む）及び受注者の専門技術者

（専任している場合のみ）に，工事現場内において，工事名，工期，顔写真，所属会

社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。  

４．受注者は，施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は，その都度速やかに

監督員に提出しなければならない。  

１－１－１３ 受注者相互の協力 

受注者は，約款第２条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の請負業者と相互に協力

し，施工しなければならない。 

また，関連のある電力，通信，水道施設等の工事及び地方公共団体等が施工する関連

工事が同時に施工される場合にも，これら関係者と相互に協力しなければならない。 
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かに標示板を撤去しなければならない。ただし，標示板の設置が困難な場合は，監督

員の承諾を得て省略することができるものとする。 

４．受注者は，工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。 

５．受注者は，施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさ

ないよう施工しなければならない。また，影響が生じた場合には直ちに監督員へ通知

し，その対応方法等に関して協議するものとする。また，損傷が受注者の過失による

ものと認められる場合，受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。 

６．受注者は，作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所，現場事務所及び

作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。 

７．受注者は，工事中に物件を発見，又は拾得した場合，直ちに監督員及び関係官公庁

へ通知し，その指示を受けるものとする。 

８．受注者は，「土木工事施工管理基準」により施工管理を行い，その記録及び関係書

類を直ちに作成，保管し，完成検査時に提出しなければならない。ただし，それ以外

で監督員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。 

 なお，「土木工事施工管理基準」に定められていない工種については，監督職と協

議の上，施工管理を行うものとする。 

１－１－３１ 履行報告 

受注者は，約款第12条の規定に基づき，履行状況を所定の様式に基づき作成し，監督

員に提出しなければならない。 

１－１－３２ 工事関係者に対する措置請求 

１．発注者は，現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関し 

て，著しく不適当と認められるものがあるときは，受注者に対して，その理由を明 

示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

２．発注者又は監督員は，主任技術者(監理技術者)，専門技術者(これらの者と現場代 

理人を兼務する者を除く。）が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関

して，著しく不適当と認められるものがあるときは，受注者に対して，その理由を明

示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

１－１－３３ 工事中の安全確保 

１．受注者は，土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達平成21 年

３月31 日）及び建設機械施工安全技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課長、国土

交通省総合政策局建設施工企画課長通達平成17 年３月31日）、JIS A 8972（ 斜面・

法面工事用仮設設備）を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の

防止を図らなければならない。 

ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではな

い。  

２．受注者は，建設工事公衆災害防止対策要綱（建設事務次官通達，平成５年１月）を

遵守して災害の防止を図らなければならない。 

３．受注者は，工事施工中，監督員及び管理者の許可なくして，流水及び水陸交通の支

障となるような行為，又は公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。 

４．受注者は，土木工事に使用する建設機械の選定，使用等について，設計図書により



 

 14

建設機械が指定されている場合には，これに適合した建設機械を使用しなければなら

ない。ただし，より条件に合った機械がある場合には，監督員の承諾を得て，それを

使用することができる。 

５．受注者は，工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼ

さないよう必要な措置を施さなければならない。 

６．受注者は，豪雨，出水，土石流，その他天災に対しては，天気予報などに注意を払

い，常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。 

７．受注者は，工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合は板囲，ロープ

等により囲うとともに，立入り禁止の標示をしなければならない。 

８．受注者は，工事期間中，安全巡視を行い，工事区域及びその周辺の監視あるいは連

絡を行い安全を確保しなければならない。 

９．受注者は，工事現場のイメージアップを図るため，現場事務所，作業員宿舎，休憩

所又は作業環境等の改善を施工計画書に記載するとともに実施し，快適な職場を形成

するとともに，地域との積極的なコミニュケーション及び現場周辺の美装化に努める

ものとする。 

10．受注者は，工事着手後、作業員全員の全員参加により月あたり、半日以上の時間を

割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練を実

施しなければならない。  

(1)  安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

(2)  当該工事内容等の周知徹底 

(3)  交通安全に関する法令，通達，指針等の周知徹底 

(4)  当該工事における災害対策訓練 

(5)  当該工事現場で予想される事故対策 

(6)  その他，安全・訓練等として必要な事項 

11.受注者は、安全の確保に必要な責任者や安全活動の方針、工事の内容に応じた安全教

育及び安全教育訓練等の具体的な計画等を作成し、施工計画書に記載しなければなら

ない。 

12.受注者は、各種の安全確保に関する活動記録や安全教育および安全訓練等の実施状況

についてのビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備および保管するとともに、

それを整理した安全管理総括表を提出するものとする。また、監督職員の請求があっ

た場合は保管している資料を直ちに提示するものとする。 

13.受注者は，所轄警察署，道路管理者，鉄道事業者，河川管理者，労働基準監督署等の

関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り，工事中の安全を確保しなければならない。 

14.受注者は，工事現場が隣接し，又は同一場所において別途工事がある場合は，請負業

者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに，非常時における臨機の措置

を定める等の連絡調整を行うため，関係者による工事関係者連絡会議を組織するもの

とする。 

15.監督員が，労働安全衛生法（平成23年6月法律第74号）第30条第１項に規定する措置

を講じる者として，同条第２項の規定に基づき，受注者を指名した場合には，受注者

はこれに従うものとする。 
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明らかにして使用するものとする。 

７．公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管し

てはならない。受注者は，毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断

するときには，交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用さ

れる路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。 

８．工事の性質上，受注者が，水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」

は，水門，又は水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替える

ものとする。 

９．受注者は，工事の施工にあたっては，作業区域の標示及び関係者への周知など，必

要な安全対策を講じなければならない。また，作業船等が船舶の輻輳している区域を

航行又はえい航する場合，見張りを強化する等，事故の防止に努めなければならない。 

10．受注者は，船舶の航行又は漁業の操業に支障をきたす恐れのある物体を水中に落と

した場合，直ちに，その物体を取り除かなければならない。なお，直ちに取り除けな

い場合は，標識を設置して危険個所を明示し，関係機関に通報及び監督員へ連絡しな

ければならない。 

11．受注者は，作業船舶機械が故障した場合，安全の確保に必要な措置を講じなければ

ならない。なお，故障により二次災害を招く恐れがある場合は，直ちに応急の措置を

講じ，関係機関に通報及び監督員へ連絡しなければならない。 

12．受注者は，建設機械，資材等の運搬にあたり，車両制限令（平成16年12月８日改正 

政令第387号）第３条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは，道路法

第47条の２に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。 
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表１－３ 一般的制限値

車両の諸元 一 般 的 制 限 値

幅 

長さ 

高さ 

重量 総 重 量 

軸  重

隣接軸重

の 合 計

輪 荷 重

 最小回転半径

2.5ｍ 

  12.0ｍ 

3.8ｍ 

20.0ｔ（但し，高速自動車国道・指定道路については， 

軸距・長さに応じ最大25.0ｔ） 

10.0ｔ 

隣り合う車軸に係る軸距1.8ｍ未満の場合は18ｔ 

（隣り合う車軸に係る軸距が1.3ｍ以上で，かつ，当該隣

り合う車軸に係る軸重が9.5ｔ以下の場合は19ｔ），1.8

ｍ以上の場合は20ｔ 

5.0ｔ 

12.0ｍ 

ここでいう車両とは，人が乗車し，又は貨物が積載されている場合にはその状態に

おけるものをいい，他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を

含む。 

１－１－４０ 施設管理

受注者は，工事現場における公物（各種公益企業施設を含む。）又は部分使用施設

（約款第34条の適用部分）について，施工管理上，契約図書における規定の履行を以っ

ても不都合が生ずる恐れがある場合には，その処置について監督員と協議できる。なお，

当該協議事項は，約款第10条の規定に基づき処理されるものとする。 

１－１－４１ 諸法令の遵守

１．受注者は，当該工事に関する諸法令を遵守し，工事の円滑な進捗を図るとともに，

諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお，主な法令は

以下に示す通りである。 

(1) 地方自治法                （平成25年12月改正 法律第111号）

(2) 建設業法                 （平成24年８月改正 法律第53号） 

(3) 下請代金支払遅延等防止法         （平成21年６月改正 法律第51号） 

(4) 労働基準法                （平成24年６月改正 法律第42号） 

(5) 労働安全衛生法              （平成23年６月改正 法律第74号） 

(6) 作業環境測定法              （平成23年６月改正 法律第74号） 

(7) じん肺法                 （平成16年12月改正 法律第150号） 

(8) 雇用保険法                （平成24年３月改正 法律第９号） 

(9) 労働者災害補償保険法           （平成24年８月改正 法律第63号） 

(10)健康保険法                （平成24年８月改正 法律第67号） 

(11)中小企業退職金共済法           （平成23年４月改正 法律第26号） 

(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律   （平成24年８月改正 法律第53号） 

(13)出入国管理及び難民認定法         （平成24年４月改正 法律第27号） 
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１－１－４２ 官公庁等への手続等 

１．受注者は，工事期間中，関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければ

ならない。 

２．受注者は，工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関へ

の届出等を，法令，条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。 

３．受注者は，諸手続きにおいて許可，承諾等を得たときは，その書面を監督員に提示

しなければならない。 

 なお，監督員から請求があった場合は，写しを提出しなければならない 

４．受注者は，手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。なお，

受注者は，許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合，監督員と協議しなけ

ればならない。 

５．受注者は，工事の施工にあたり，地域住民との間に紛争が生じないように努めなけ

ればならない。 

６．受注者は，地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり，受注者が対応すべき

場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。 

７．受注者は，国，地方公共団体，地域住民等と工事の施工上必要な交渉を，自らの責

任において行わなければならない。受注者は，交渉に先立ち，監督員に連絡の上，こ

れらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。 

８．受注者は，前項までの交渉等の内容は，後日紛争とならないよう文書で取り交わす

等明確にしておくとともに，状況を随時監督員に報告し，指示があればそれに従うも

のとする。 

１－１－４３ 施工時期及び施工時間の変更 

１．受注者は，設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要が

ある場合は，あらかじめ監督員と協議するものとする。 

２．受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、施工計画書等で事前に

作業実施報告をしていない官公庁の休日または夜間に作業を行うにあたっては、事前

にその理由を監督員に書面により提出しなければならない。 

１－１－４４ 工事測量 

１．受注者は，工事着手後速やかに測量を実施し，測量標（仮ＢＭ），工事用多角点の

設置及び用地境界，中心線，縦断，横断等を確認しなければならない。測量結果が設

計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員に測量結果を速やかに提出し

指示を受けなければならない。なお，測量標（仮ＢＭ）及び多角点を設置するための

基準となる点の選定は，監督員の指示を受けなければならない。また受注者は，測量

結果を監督員に提出しなければならない。 

２．受注者は，工事施工に必要な仮水準点，多角点，基線，法線，境界線の引照点等を

設置し，施工期間中適宜これらを確認し，変動や損傷のないように努めなければなら

ない。変動や損傷が生じた場合，監督員に連絡し，速やかに水準測量，多角測量等を

実施し，仮の水準点，多角点，引照点等を復元しなければならない。 

３．受注者は，用地幅杭，測量標（仮ＢＭ），工事用多角点及び重要な工事用測量標を

移設してはならない。ただし，これを存置することが困難な場合は，監督員の承諾を
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得て移設することができる。また，用地幅杭が現存しない場合は，監督員と協議しな

ければならない。なお，移設する場合は，隣接土地所有者との間に紛争等が生じない

ようにしなければならない。 

４．受注者は，工事の施工にあたり，損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の

設置換え，移設及び復元を含めて，発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負

わなければならない。 

５．水準測量及び水深測量は，設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面

を基準として行うものとする。 

１－１－４５ 提出書類 

１．受注者は，提出書類を約款及び仕様書等に定めた様式に基づいて，監督員に提出し

なければならない。これに定めのないものは，監督員の指示する様式によらなければ

ならない。 

２．約款第10条第５項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額に係わる請

求書，代金代理受領諾申請書，遅延利息請求書，監督員に関する措置請求に係わる書

類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。 

１－１－４６ 不可抗力による損害 

１．受注者は，災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し，当該被害が約款第30条の

規定の適用を受けると思われる場合には，直ちに被害状況通知書を監督員を通じて発

注者に通知しなければならない。 

２．約款第30条第１項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは，次の各号に掲

げるものをいう。 

(1)  降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。 

① 24時間雨量（任意の連続24時間における雨量をいう。）が80㎜以上 

② １時間雨量（任意の60分における雨量をいう。）が20㎜以上 

③ その他設計図書で定めた基準 

(2)  強風に起因する場合最大風速（10分間の平均風速で最大のもの）が15ｍ/秒以上あ

った場合 

(3)  地震，津波，高潮及び豪雪に起因する場合地震，津波，高潮及び豪雪により生じ

た災害にあっては，周囲の状況により判断し，相当の範囲に渡って，他の一般物件

にも被害を及ぼしたと認められる場合 

３．約款第30条第２項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基

づくもの」とは，１－１－３３及び約款第27条に規定する予防措置を行ったと認めら

れないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。 

１－１－４７ 特許権等 

１．受注者は，特許権等を使用する場合，設計図書に特許権等の対象である旨明示が無

く，その使用に関した費用負担を約款第９条に基づき発注者に求める場合，権利を有

する第三者と使用条件の交渉を行う前に，監督員と協議しなければならない。 

２．受注者は，業務の遂行により発明又は考案したときは，これを保全するために必要

な措置を講じ，出願及び権利の帰属等については，発注者と協議しなければならない。 

３．発注者が，引渡を受けた契約の目的物が著作権法（平成24年６月改正 法律第43号
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第２条第１項第１号）に規定される著作物に該当する場合は，当該著作物の著作権は

発注者に帰属するものとする。 

 なお，前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については発注

者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。 

１－１－４８ 保険の付保及び事故の補償 

１．受注者は，残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗

組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険，傷害保険及

び動産総合保険を付保しなければならない。 

２．受注者は，作業船，ケーソン等を回航する場合，回航保険を付保しなければならな

い。 

３．受注者は，雇用保険法，労働者災害補償保険法，健康保険法及び中小企業退職金共

済法の規定により，雇用者等の雇用形態に応じ，雇用者等を被保険者とするこれらの

保険に加入しなければならない。 

４．受注者は，雇用者等の業務に関して生じた負傷，疾病，死亡及びその他の事故に対

して責任をもって適正な補償をしなければならない。 

５．受注者は，建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し，その掛金収納

書（発注者用）を工事請負契約締結後原則１ヵ月以内に，監督員に提示するとともに

工事完成時に提出しなければならない。 

１－１－４９ 臨機の措置 

１．受注者は，災害防止等のため必要があると認めるときは，臨機の措置をとらなけれ

ばならない。また，受注者は，措置をとった場合には，その内容を速やかに監督員に

通知しなければならない。 

２．監督員は，暴風，豪雨，洪水，高潮，地震，津波，地すべり，落盤，火災，騒乱，

暴動その他自然的又は人為的事象（以下「天災等」という。）に伴い，工事目的物の

品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは，受注者

に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 

１－１－５０ 公共工事等における新技術活用の促進 

受注者は，使用することが有用と思われる新技術等が明らかになった場合は，監督員

に報告するものとする。  
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第２章 土工 
 

第１節 適用 
１．本章は，河川土工，道路土工その他これらに類する工種について適用する。 

２．本章に特に定めのない事項については，第２編材料編の規定による。 

 

第２節 適用すべき諸基準 
設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類による。これにより

難い場合は，受注者は，監督員の承諾を得なければならない。なお，基準類と設計図書

に相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑義がある場合は監

督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路土工－施工指針  （昭和61年11月） 

日本道路協会 道路土工要綱  （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工－軟弱地盤対策工指針  （平成24年８月） 

日本道路協会 道路土工－盛土工指針 （平成22年４月） 

日本道路協会 道路土工－切土工・斜面安定工指針 （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工－土質調査指針 （昭和61年11月） 

土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル （平成16年９月） 

国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 （平成14年５月） 

建設省 堤防余盛基準について （昭和44年１月） 

土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル 

 （平成12年２月） 

土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法 設計・施工マニュアル 

 （平成14年10月） 

土木研究センター 補強土（テールアルメ）壁工法 設計・施工マニュアル 

 （平成11月12月） 

国土技術研究センター 河川土工マニュアル （平成21年４月） 

国土交通省 建設汚泥処理土利用技術基準 （平成18年６月） 

国土交通省 発生土利用基準 （平成18年８月） 

 

第３節 河川土工 
２－３－１ 一般事項 

１．本節は，河川土工として掘削工，盛土工，盛土補強工，法面整形工，堤防天端工，

残土処理工その他これらに類する工種について定める。 

２．地山の土及び岩の分類は，表２－１によるものとする。 

 受注者は，設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界を確められた時点で，

監督員の確認を受けなければならない。 

 また，受注者は，設計図書に示された土及び岩の分類の境界が現地の状況と一致し

ない場合は，約款第19条第１項の規定により監督員の指示を受けなければならない。 

 なお，確認のための資料を整備及び保管し，監督員の請求があった場合は速やかに
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２．受注者は，盛土部法面整形の施工にあたり，法面の崩壊が起こらないように締固め

を行わなければならない。 

２－４－６ 残土処理工 

残土処理工については，第１編２－３－７残土処理工の規定による。 
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第３章 無筋・鉄筋コンクリート 
 

第１節 適用 
１．本章は，無筋・鉄筋コンクリート構造物，プレストレストコンクリート構造物に使

用するコンクリート，鉄筋，型枠等の施工その他これらに類する事項について適用す

る。 

２．本章に特に定めのない事項については，第２編材料編の規定による。 

３．コンクリートの施工について，設計図書に定めのない事項については，「コンクリ

ート標準示方書（施工編）」（土木学会，平成25年３月）のコンクリートの品質の規

定による。これ以外による場合は，受注者は，施工前に，設計図書に関して監督員の

承諾を得なければならない。 

４．受注者は，コンクリートの使用にあたって「アルカリ骨材反応抑制対策について」

（国土交通省大臣官房技術審議官，国土交通省大臣官房技術参事官，国土交通省航空

局飛行場部長通達，平成14年７月31日）及び「アルカリ骨材反応抑制対策について」

の運用について（国土交通省官房技術調査課長，国土交通省港湾局環境・技術課長，

国土交通省航空局飛行場部建設課長通達，平成14年７月31日）を遵守し，アルカリ骨

材反応抑制対策の適合を確かめなければならない。 

 

第２節 適用すべき諸基準 
１．設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類による。これによ

り難い場合，受注者は，監督員の承諾を得なければならない。なお，基準類と設計図

書に相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑義がある場合

は監督員と協議しなければならない。 

土木学会 コンクリート標準示方書【施工編】 （平成25年３月） 

土木学会 コンクリート標準示方書【設計編】 （平成25年３月） 

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針 （平成24年６月） 

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について （平成14年７月31日） 

国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について 

 （平成14年７月31日） 

土木学会 鉄筋定着・継手指針 （平成19年８月） 

（社）日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事工事標準仕様書 （平成21年４月） 

２．受注者は，コンクリートの使用にあたって，以下に示す許容塩化物量以下のコンク

リートを使用しなければならない。 

(1) 鉄筋コンクリート部材，ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部

材（シース内のグラウトを除く）及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材にお

ける許容塩化物量（Cl-）は，0.30㎏/ｍ3以下とする。 

(2) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生

を行う製品における許容塩化物量（Cl-）は0.30㎏/ｍ3以下とする。また，グラウト

に含まれる塩化物イオン総量は，セメント質量の0.08％以下としなければならない。 

(3) アルミナセメントを用いる場合，電食の恐れがある場合等は，試験結果等から適
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(8) ミキサは，練上げコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造で

なければいけない。 

(9) 受注者は，連続ミキサを用いる場合，練混ぜ開始後，最初に排出されるコンクリ

ートを用いてはならない。なお，この場合の廃棄するコンクリート量は，ミキサ部

の容積以上とする。 

(10)受注者は，コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は，水密性が確保された

練り台の上で行わなければならない。 

(11) 受注者は，練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜ

なければならない。 

第６節 運搬・打設

３－６－１ 一般事項 

本節は，コンクリートの運搬及び打設に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

３－６－２ 準備

１．受注者は，レディーミクストコンクリートの運搬に先立ち，搬入間隔，経路，荷下

し場所等の状況を把握しておかなければならない。 

２．受注者は，コンクリート打設が潮待ち作業となる場合，打設に要する時間と潮位の

関係を十分に把握し，施工しなければならない。 

３．受注者は，コンクリートの打設前に型わく，鉄筋等が設計図書に従って配置されて

いることを確かめなければならない。

４．受注者は，打設に先立ち，打設場所を清掃し，鉄筋を正しい位置に固定しなければ

ならない。また，コンクリートと接して吸水の恐れのあるところは，あらかじめ湿ら

せておかなければならない。 

３－６－３ 運搬

１．受注者は，コンクリートの練混ぜ後，速やかに運搬しなければならない。 

２．受注者は，材料の分離その他コンクリートの品質を損なうことのないように，コン

クリートを運搬しなければならない。 

３．受注者は，運搬車の使用にあたって，練り混ぜたコンクリートを均一に保持し，材

料の分離を起こさずに，容易に完全に排出できるトラックアジテータを使用しなけれ

ばならない。これにより難い場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければなら

ない。 

３－６－４ 打設

１．受注者は，コンクリートを速やかに運搬し，直ちに打設し，十分に締固めなければ

ならない。練混ぜてから打ち終わるまでの時間は，原則として外気温が25℃を超える

場合で1.5時間，25℃以下の場合で２時間を超えないものとし，かつコンクリートの運

搬時間（練り混ぜ開始から荷卸し地点に到達するまでの時間）は，1.5時間以内としな

ければならない。これ以外で施工する可能性がある場合は，監督員と協議しなければ

ならない。なお，この時間中，コンクリートを日光，風雨等に対し保護しなければな

らない。 

２．受注者は，コンクリートの打設を，日平均気温が４℃を超え25℃以下の範囲に予想
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されるときに実施しなければならない。日平均気温の予想がこの範囲にない場合には，

第１編 第３章 第９節 暑中コンクリート，第１０節 寒中コンクリートの規定に

よる。 

３．受注者は，１回の打設で完了するような小規模構造物を除いて１回（１日）のコン

クリート打設高さを施工計画書に記載しなければならない。また，受注者は，これを

変更する場合には，施工前に施工計画書の記載内容を変更しなければならない。 

４．受注者は，コンクリートの打設作業中，型枠のずれ，浮上り，目地材の離れ及び鉄

筋の配置を乱さないように注意しなければならない。 

５．受注者はコンクリートポンプを用いる場合は，「コンクリートのポンプ施工指針

（案）５章圧送」（土木学会，平成12年２月）の規定による。これにより難い場合は，

監督員の承諾を得なければならない。また，受注者はコンクリートプレーサ，ベルト

コンベア，その他を用いる場合も，材料の分離を防ぐようこれらを配置しなければな

らない。 

６．受注者は，ベルトコンベヤを使用する場合，適切な速度で十分容量のある機種を選

定し，終端にはバッフルプレート及びシュートを設け，材料が分離しない構造のもの

としなければならない。なお，配置にあたっては，コンクリートの横移動ができるだ

け少なくなるようにしなければならない。 

７．受注者は，バケット及びスキップを使用する場合，コンクリートに振動を与えない

よう適切な処置を講じなければならない。また，排出口は，排出時に材料が分離しな

い構造のものとしなければならない。 

８．受注者は，打設にシュートを使用する場合には縦シュートを用いるものとし，漏斗

管，フレキシブルなホース等により，自由に曲がる構造のものを選定しなければなら

ない。なお，これにより難い場合は，事前に監督員の承諾を得なければならない。 

９．受注者は，打設したコンクリートを型枠内で横移動させてはならない。 

10．受注者は，一区画内のコンクリートの一層を打設が完了するまで連続して打設しな

ければならない。 

11．受注者は，コンクリートの打上り面が一区画内でほぼ水平になるように打設しなけ

ればならない。なお，締固め能力等を考慮して，コンクリート打設の１層の高さを定

めなければならない。 

12．受注者は，コンクリートの打設作業に際しては，あらかじめ打設計画書を作成し，

適切な高さに設定してこれに基づき，打設作業を行わなければならない。また，受注

者は，型枠の高さが高い場合には，型枠にコンクリートが付着して硬化するのを防ぐ

ため，型枠に投入口を設けるか，縦シュートあるいはポンプ配管の吐出口を打設面近

くまで下げてコンクリートを打ち込まなければならない。この場合，シュート，ポン

プ配管，バケット，ホッパー等の吐出口と打込み面までの高さは1.5ｍ以下とするもの

とする。 

13．受注者は，著しい材料分離が生じないように打込まなければならない。 

14．受注者は，コンクリートを２層以上に分けて打込む場合，上層のコンクリートの打

込みは，下層のコンクリートが固まり始める前に行い，上層と下層が一体になるよう

に施工しなければならない。 
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15．受注者は，コンクリートの打設中，表面にブリーディング水がある場合には，これ

を取り除いてからコンクリートを打たなければならない。 

16．受注者は，コンクリートの打上がりに伴い，不要となったスペーサを可能な限り取

除かなければならない。 

17．受注者は，壁又は柱のような幅に比べて高さが大きいコンクリートを連続して打込

む場合には，打込み及び締固めの際，ブリーディングの悪影響を少なくするように，

コンクリートの１回の打設高さや打上り速度を調整しなければならない。 

18．受注者は，アーチ形式のコンクリートの打込みにあたって，その端面がなるべくア

ーチと直角になるように打込みを進めなければならない。 

19．受注者は，アーチ形式のコンクリートの打込みにあたって，アーチの中心に対し，

左右対称に同時に打たなければならない。 

20．受注者は，アーチ形式のコンクリートの打継目を設ける場合は，アーチ軸に直角と

なるように設けなければならない。また，打込み幅が広いときはアーチ軸に平行な方

向の鉛直打継目を設けてもよいものとする。 

３－６－５ 締固め 

１．受注者は，コンクリートの締固めに際し，バイブレーターを用いなければならない。

なお，薄い壁等バイブレーターの使用が困難な場所には，型枠振動機を使用しなけれ

ばならない。 

２．受注者は，コンクリートが鉄筋の周囲及び型枠のすみずみに行き渡るように打設し，

速やかにコンクリートを十分締め固めなければならない。 

３．受注者は，コンクリートを２層以上に分けて打設する場合，バイブレーターを下層

のコンクリート中に10㎝程度挿入し，上層と下層が一体になるように入念に締め固め

なければならない。 

３－６－６ 沈下ひび割れに対する処置 

１．受注者は，スラブ又は梁のコンクリートが壁又は柱のコンクリートと連続している

場合，沈下，ひび割れを防止するため，壁又は柱のコンクリートの沈下がほぼ終了し

てから，スラブ又は梁のコンクリートを打設しなければならない。また，張出し部分

を持つ構造物の場合も，前記と同様にして施工しなければならない。 

２．受注者は，沈下ひび割れが発生した場合，直ちにタンピングや再振動を行い，これ

を消さなければならない。 

３－６－７ 打継目 

１．打継目の位置及び構造は，図面の定めによるものとする。ただし，受注者は，やむ

を得ず図面で定められていない場所に打継目を設ける場合，構造物の強度，耐久性及

び外観を害さないように，その位置，方向及び施工方法を定め，監督員と協議しなけ

ればならない。 

２．受注者は，打継目を設ける場合には，せん断力の小さい位置に設け打継面を部材の

圧縮力の作用する方向と直角に施工しなければならない。 

３．受注者は，やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には，打継目に

ほぞ又は溝を造るか，鋼材を配置して，これを補強しなければならない。 

４．受注者は，硬化したコンクリートに，新コンクリートを打継ぐ場合には，その打込
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み前に，型枠を締め直し，硬化したコンクリートの表面のレイタンス，緩んだ骨材粒，

品質の悪いコンクリート，雑物等を取り除き吸水させなければならない。 

 また，受注者は，構造物の品質を確保する必要がある場合には，旧コンクリートの

打継面を，ワイヤブラシで表面を削るか，チッピング等により粗にして十分吸水させ，

セメントペースト，モルタルあるいは湿潤面用エポキシ樹脂等を塗った後，新コンク

リートを打ち継がなければならない。 

５．受注者は，床組みと一体になった柱又は壁の打継目を設ける場合には，床組みとの

境の付近に設けなければならない。スラブと一体となるハンチは，床組みと連続して

コンクリートを打つものとする。張出し部分を持つ構造物の場合も，同様にして施工

するものとする。 

６．受注者は，床組みにおける打継目を設ける場合は，スラブ，又は梁のスパンの中央

付近に設けなければならない。ただし，受注者は，梁がそのスパンの中央で小梁と交

わる場合には，小梁の幅の約２倍の距離を隔てて，梁の打継目を設け，打継目を通る

斜めの引張鉄筋を配置して，せん断力に対して補強しなければならない。 

７．目地の施工は，設計図書の定めによるものとする。 

８．受注者は，伸縮継目の目地の材質，厚，間隔については，設計図書によるものとす

るが，特に定めのない場合は瀝青系目地材料厚は１㎝，施工間隔10ｍ程度とする。 

９．受注者は，温度変化や乾燥収縮などにより生じるひび割れを集中させる目的で，必

要に応じてひび割れ誘発目地を設ける場合は監督員と協議の上，設置するものとする。

ひび割れ誘発目地は，構造物の強度及び機能を害さないように，その構造及び位置を

定めなければならない。 

３－６－８ 表面仕上げ 

１．受注者は，せき板に接して露出面となるコンクリートの仕上げにあたっては，平ら

なモルタルの表面が得られるように打込み，締固めをしなければならない。 

２．受注者は，せき板に接しない面の仕上げにあたっては，締固めを終り，ならしたコ

ンクリートの上面に，しみ出た水がなくなるか又は上面の水を処理した後でなければ

仕上げ作業にかかってはならない。 

３．受注者は，コンクリート表面にできた突起，すじ等はこれらを除いて平らにし，豆

板，欠けた箇所等は，その不完全な部分を取り除いて水で濡らした後，本体コンクリ

ートと同等の品質を有するコンクリート，又はモルタルのパッチングを施し平らな表

面が得られるように仕上げなければならない。 

３－６－９ 養生 

１．受注者はコンクリートの打設後の一定期間を，硬化に必要な温度及び湿度条件を保

ち，有害な作用の影響を受けないように，養生しなければならない。 

２．受注者は，コンクリートの露出面を養生用マット，ぬらした布等で，これを覆うか，

又は散水，湛水を行い，少なくとも表３－３の期間，常に湿潤状態を保たなければな

らない。 
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第３編 土木工事共通編

第１章 一般施工

第１節 適用

１．本章は，各工事において共通的に使用する工種，基礎工，石・ブロック積（張）工，

一般舗装工，地盤改良工，工場製品輸送工，構造物撤去工，仮設工その他これらに類

する工種について適用する。 

２．本章に特に定めのない事項については，第１編 第３章 無筋・鉄筋コンクリート

及び第２編 材料編及びの規定による。 

第２節 適用すべき諸基準

設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類による。これにより

難い場合，受注者は，監督員の承諾を得なければならない。なお，基準類と設計図書に

相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑義がある場合は監督

員と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編） （平成24年３月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編）（平成24年３月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 （昭和60年２月） 

日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧 （平成17年12月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 （平成19年６月） 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 （平成４年12月） 

日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針（案） （平成２年11月） 

建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 （昭和49年７月） 

建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について （平成２年９月） 

日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針 （平成元年６月） 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案）         （平成22年６月一部改正） 

環境庁 水質汚濁に係わる環境基準              （平成23年10月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成20年１月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧 （平成19年１月） 

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針 （平成25年10月）

地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 （平成24年５月） 

日本道路協会 道路土工－軟弱地盤対策工指針 （平成24年８月） 

日本道路協会 道路土工要綱 （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工－盛土工指針 （平成22年４月） 

日本道路協会 道路土工－切土工・斜面安定工指針 （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針 （平成24年７月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針 （平成22年３月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針 （平成11年３月） 

日本道路協会 舗装再生便覧 （平成22年12月） 
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日本道路協会 舗装施工便覧 （平成18年２月） 

日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧 （平成９年12月） 

建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について （昭和53年７月） 

建設業労働災害防止協会 ずい道工事等における換気技術指針（設計及び保守管理）

 （平成24年３月） 

建設省 道路付属物の基礎について （昭和50年７月） 

日本道路協会 道路標識設置基準・同解説 （昭和62年１月） 

日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説 （昭和59年10月） 

建設省 土木構造物設計マニュアル(案)［土木構造物・橋梁編］ （平成11年11月） 

建設省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き（案） 

［ボックスカルバート・擁壁編］ （平成11年11月） 

国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 （平成14年５月） 

厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン 

 （平成23年３月） 

国土交通省 土木構造物設計マニュアル（案）［樋門編］ （平成13年12月） 

国土交通省 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の 

手引き（案）（樋門編） （平成13年12月） 

労働省 騒音障害防止のためのガイドライン （平成４年10月） 

厚生労働省 手すり先行工法等に関するガイドライン （平成21年４月） 

 

第３節 共通的工種 
１－３－１ 一般事項 

本節は，各工事に共通的に使用する工種として作業土工，矢板工，縁石工，小型標識

工，防止柵工，路側防護柵工，区画線工，道路付属物工，コンクリート面塗装工，プレ

テンション桁製作工（購入工），ポストテンション桁製作工，プレキャストセグメント

主桁組立工，ＰＣホロースラブ製作工，ＰＣ箱桁製作工，根固めブロック工，沈床工，

捨石工，笠コンクリート工，ハンドホール工，階段工，現場継手工，伸縮装置工，銘板

工，多自然型護岸工，羽口工，プレキャストカルバート工，側溝工，集水桝工，現場塗

装工その他これらに類する工種について定める。 

１－３－２ 材料 

１．縁石工で使用するアスカーブの材料は，第３編１－６－２材料の規定による。 

２．縁石工において，縁石材料にコンクリート二次製品を使用する場合は，使用する材

料は，第２編２－７－２セメントコンクリート製品の規定によるものとする。また，

長尺物の緑石については JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）に準ずる。 

３．小型標識工に使用する反射シートは，JIS Z 9117（保安用反射シート及びテープ），

又はカプセルレンズ型反射シートを用いるものとする。 

４．塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は，以下によるものとする。 

(1) 受注者は，溶融亜鉛めっき仕上げの場合は，溶融亜鉛めっき法により，亜鉛めっ

きを施し，その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合めっき

面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。 
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１－３－１２ プレテンション桁製作工（購入工）

１．受注者は，プレテンション桁を購入する場合は，JISマーク表示認証工場において製

作したものを用いなければならない。 

２．受注者は，以下の規定を満足した桁を用いなければならない。 

(1) ＰＣ鋼材に付いた油，土，ごみなどのコンクリートの付着を害するおそれのある

ものを除去し製作されたもの。 

(2) プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が30Ｎ/mm2以上であることを確認

し，製作されたもの。 

なお，圧縮強度の確認は，構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いるも

のとする。 

(3) コンクリートの施工について，以下の規定により製作されたもの。 

① 振動数の多い振動機を用いて，十分に締固めて製作されたもの。 

② 蒸気養生を行う場合は，コンクリートの打込み後２時間以上経過してから加熱

を始めて製作されたもの。また，養生室の温度上昇は１時間あたり15度以下とし，

養生中の温度は65度以下として製作されたものとする。 

(4) プレストレスの導入については，固定装置を徐々にゆるめ，各ＰＣ鋼材が一様に

ゆるめられるようにして製作されたもの。また，部材の移動を拘束しないようにし

て製作されたものとする。 

３．受注者は，型枠を取り外したプレテンション方式の桁に速やかに下記の事項を表示

するものとする。 

① 工事名または記号 

② コンクリート打設年月日 

③ 通し番号 

１－３－１３ ポストテンション桁製作工

１．受注者は，コンクリートの施工については，下記の事項によるものとする。 

(1) 主桁型枠製作図面を作成し，設計図書との適合を確認しなければならない。 

(2) 桁の荷重を直接受けている部分の型枠の取りはずしにあたっては，プレストレス

導入後に行わなければならない。その他の部分は，乾燥収縮に対する拘束を除去す

るため，部材に有害な影響を与えないよう早期に取り外さなければならない。 

(3) 内部及び外部振動によってシースの破損，移動がないように締固めなければなら

ない。 

(4) 桁端付近のコンクリートの施工については，鋼材が密集していることを考慮し，

コンクリートが鉄筋，シースの周囲及び型枠のすみずみまで行き渡るように行わな

ければならない。 

２．受注者は，ＰＣケーブルの施工については，下記の規定によるものとする。 

(1) 横組シースおよび縦組シースは，コンクリート打設時の振動，締固めによって，

その位置および方向が移動しないように組立てなければならない。 

(2) ＰＣ鋼材をシースに挿入する前に清掃し，油，土，ごみなどが付着しないよう，

挿入しなければならない。 

(3) シースの継手部をセメントペーストの漏れない構造で，コンクリート打設時も必
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要な強度を有し，また，継手箇所が少なくなるようにするものとする。 

(4) ＰＣ鋼材またはシースが設計図書で示す位置に確実に配置できるよう支持間隔を

定めるものとする。 

(5) ＰＣ鋼材またはシースがコンクリート打設時の振動，締固めによって，その位置

及び方向が移動しないように組立てるものとする。 

(6) 定着具の支圧面をＰＣ鋼材と垂直になるように配慮しなければならない。また， 

ねじ部分は緊張完了までの期間，さびや損傷から保護するものとする。 

３．受注者は，ＰＣ緊張の施工について，下記の規定によるものとする。 

(1) プレストレッシング時のコンクリートの圧縮強度が，プレストレッシング直後に

コンクリートに生じる最大圧縮応力度の1.7倍以上であることを確認するものとする。

なお，圧縮強度の確認は，構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて行う

ものとする。 

(2) プレストレッシング時の定着部付近のコンクリートが，定着により生じる支圧応 

力度に耐える強度以上であることを確認するものとする。 

(3) プレストレッシングに先立ち，次の調整及び試験を行うものとする。 

① 引張装置のキャリブレーション 

② ＰＣ鋼材のプレストレッシングの管理に用いる摩擦係数及びＰＣ鋼材の見かけ

のヤング係数を求める試験 

(4) プレストレスの導入に先立ち，(3) の試験に基づき，監督員に緊張管理計画書を

提出するものとする。 

(5) 緊張管理計画書に従ってプレストレスを導入するように管理するものとする。 

(6) 緊張管理計画書で示された荷重計の示度と，ＰＣ鋼材の抜出し量の測定値との関

係が許容範囲を超える場合は，直ちに監督員に連絡するとともに原因を調査し，適

切な措置を講ずるものとする。 

(7) プレストレッシングの施工については，各桁ともできるだけ同一強度の時期に行

うものとする。 

(8) プレストレッシングの施工は，「道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋編）

19.8 ＰＣ鋼材工及び緊張工」（日本道路協会，平成14年３月）に基づき管理する

ものとし，順序，緊張力，ＰＣ鋼材の抜出し量，緊張の日時，コンクリートの強度

等の記録を整備及び保管し，監督員又は検査員から請求があった場合は速やかに提

示しなければならない。 

(9) プレストレッシング終了後のＰＣ鋼材の切断は，機械的手法によるもとする。こ

れによりがたい場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

(10） 緊張装置の使用については，ＰＣ鋼材の定着部及びコンクリートに有害な影響

を与えるものを使用してはならない。 

(11) ＰＣ鋼材を順次引張る場合には，コンクリートの弾性変形を考えて，引張の順序

及び各々のＰＣ鋼材の引張力を定めるものとする。 

４．受注者は，グラウトの施工について，下記の規定によるものとする。 

(1)本条で使用するグラウト材料は，次の規定によるものを使用しなければならない。 

① グラウトに用いるセメントは，JIS R 5210（ポルトランドセメント）に適合する
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４．受注者は，片梯子土台及び梯子土台の施工にあたっては，部材接合部に隙間が生じ

ないように土台を組み立てなければならない。 

５．受注者は，止杭一本土台の施工にあたっては，上部からの荷重の偏心が生じないよ

うに設置しなければならない。 

６．受注者は，土台工に用いる木材について設計図書に示されていない場合には，樹皮

をはいだ生松丸太で，有害な腐れ，割れ，曲がり等のない材料を使用しなければなら

ない。 

７．止杭の先端は，角すい形に削るものとし，角すい形の高さは径の1.5倍程度とするも

のとする。 

１－４－３ 基礎工（護岸）

１．受注者は，基礎工（護岸）設置のための掘削に際しては，掘り過ぎのないように施

工しなければならない。 

２．受注者は，基礎工（護岸）のコンクリート施工において，水中打込みを行ってはな

らない。 

３．受注者は，基礎工（護岸）の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければな

らない。 

４．受注者は，基礎工（護岸）の施工において，裏込め材は，締固め機械等を用いて施

工しなければならない。 

５．受注者は，プレキャスト法留基礎の施工に際しては，本条１項及び３項による他，

沈下等による法覆工の安定に影響が生じないようにしなければならない。 

１－４－４ 既製杭工

１．既製杭工とは，既製コンクリート杭，鋼管杭及びＨ鋼杭をいうものとする。 

２．既製杭工の工法は，打込み杭工法，中掘り杭工法，プレボーリング杭工法，鋼管ソ

イルセメント杭工法又は回転杭工法とし，取扱いは，設計図書によるものとする。 

３．受注者は，試験杭の施工に際して，設計図書に示されていない場合には，各基礎ご

とに，設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本

を試験杭として施工しなければならない。これにより難い場合は，設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。 

４．受注者は，あらかじめ杭の打止め管理方法（ペン書き法による貫入量，リバウンド

の測定あるいは杭頭計測法による動的貫入抵抗の測定など）等を定め施工計画書に記

載し，施工にあたり施工記録を整備・保管し，監督員の請求があった場合は，速やか

に提示するとともに工事完成時に監督員へ提出しなければならない。 

５．受注者は，既製杭工の施工後に，地表面に凹凸や空洞が生じた場合には，第３節１

－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の規定により，これを埋戻さなければならない。 

６．受注者は，既製杭工の杭頭処理に際して，杭本体を損傷させないように行わなけれ

ばならない。 

７．受注者は，既製杭工の打込み方法，使用機械等については打込み地点の土質条件，

立地条件，杭の種類に応じたものを選ばなければならない。 

８．受注者は，コンクリート既製杭工の打込みに際し，キャップは杭径に適したものを

用いるものとし，クッションは変形のないものを用いなければならない。 
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９．受注者は，既製杭工の施工にあたり，杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は，

杭の機能を損なわないように，修補又は取り替えなければならない。 

10．受注者は，既製杭工の施工を行うにあたり，設計図書に示された杭先端の深度に達

する前に打込み不能となった場合は，原因を調査するとともに，設計図書に関して監

督員と協議しなければならない。また，支持力の測定値が，設計図書に示された支持

力に達しない場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

11．受注者は，中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には，掘削及び沈設中は土質性

状の変化や杭の沈設状況などを観察し，杭先端部及び杭周辺地盤を乱さないように，

沈設しなければならない。また，先端処理については，試験杭等の打止め条件に基づ

いて， 終打止め管理を適正に行わなければならない。 

12．受注者は，既製杭工の打込みを終わり，切断した残杭を再び使用する場合は，設計

図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

13．既製コンクリート杭の施工については，以下の各号の規定によるものとする。 

(1) 杭の適用範囲，杭の取扱い，杭の施工法分類は JIS A 7201（遠心力コンクリート

くいの施工標準）の規格による。 

(2) 杭の打込み，埋込みは JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規定

による。 

(3) 杭の継手は JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規定による。 

14．受注者は，杭の施工を行うにあたり，JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工

標準）⑧施工８.３くい施工で，８.３.２埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が，

セメントミルク噴出撹拌方式又はコンクリート打設方式の場合は，杭先端が設計図書

に示された支持層付近に達した時点で支持層の確認をするとともに，確認のための資

料を整備及び保管し，監督員の請求があった場合は，速やかに提示するとともに，工

事完成時に監督員へ提出しなければならない。セメントミルクの噴出撹拌方式の場合

は，受注者は，過度の掘削や長時間の撹拌などによって杭先端周辺の地盤を乱さない

ようにしなければならない。 

 また，コンクリート打設方式の場合においては，受注者は，根固めを造成する生コ

ンクリートを打込むにあたり，孔底沈殿物（スライム）を除去した後，トレミー管な

どを用いて杭先端部を根固めしなければならない。 

15．受注者は，既製コンクリート杭又は鋼管杭の先端処理をセメントミルク噴出攪拌方

式による場合は，杭基礎施工便覧に示されている工法技術又はこれと同等の工法技術

によるものとし，施工に先立ち，当該工法技術について，設計図書に関して監督員の

承諾を得なければならない。 

 ただし， 終打撃方式及びコンクリート打設方式はこれらの規定には該当しない。 

16．受注者は，既製コンクリート杭の施工を行うにあたり，根固め球根を造成するセメ

ントミルクの水セメント比は設計図書に示されていない場合は，60％以上かつ70％以下

としなければならない。掘削時及びオーガ引上げ時に負圧を発生させてボイリングを起

こす可能性がある場合は，杭中空部の孔内水位を常に地下水位より低下させないよう十

分注意して掘削しなければならない。 

 また，撹拌完了後のオーガの引上げに際して，吸引現象を防止する必要がある場合に
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４．受注者は，場所打杭工の杭頭処理に際して，杭の本体を損傷させないように行わな

ければならない。 

５．受注者は，場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安定などを確

保するために，据付け地盤を整備しなければならない。掘削機は，杭位置に据付けな

ければならない。 

６．受注者は，場所打杭工の施工を行うにあたり，周辺地盤及び支持層を乱さないよう

に掘削し，設計図書に示された深度に達する前に掘削不能となった場合は，原因を調

査するとともに，設計図書に関して，監督員と協議しなければならない。 

７．受注者は，場所打杭工の施工を行うにあたり，常に鉛直を保持し，所定の深度まで

確実に掘削しなければならない。 

８．受注者は，場所打杭工の施工にあたり，地質に適した速度で掘削しなければならな

い。 

９．受注者は，場所打杭工の施工にあたり，設計図書に示した支持地盤に達したことを，

掘削深さ，掘削土砂，地質柱状図及びサンプルなどにより確認し，その資料を整備及

び保管し，監督員の請求があった場合は，速やかに提示するとともに，工事完成時に

監督員へ提出しなければならない。また，コンクリート打設に先立ち孔底沈殿物（ス

ライム）を除去しなければならない。 

10．受注者は，場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に，湾曲，脱落座

屈などを防止するとともに，鉄筋かごには，設計図書に示されたかぶりが確保できる

ように，スペーサーを同一深さ位置に４箇所以上，深さ方向５ｍ間隔以下で取付けな

ければならない。 

11．受注者は，場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。

これにより難い場合は，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

12．受注者は，場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては，形状保持などのた

めの溶接を行ってはならない。ただし，これによりがたい場合には監督員と協議する

ものとする。また，コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとし

なければならない。なお，鉄筋かごを運搬する場合には，変形を生じないようにしな

ければならない。 

13．受注者は，場所打杭工のコンクリート打設にあたっては，トレミー管を用いたプラ

ンジャー方式によるものとし，打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。

これにより難い場合は，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。また，

トレミー管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の位置，コンクリート打

設数量より検討し，トレミー管をコンクリート内に打込み開始時を除き，２ｍ以上入

れておかなければならない。 

14．受注者は，場所打杭工の施工にあたり，連続してコンクリートを打込み，レイタン

ス部分を除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より

孔内水を使用しない場合で50㎝以上，孔内水を使用する場合で80㎝以上高く打込み，

硬化後，設計図書に示す高さまで取り壊さなければならない。 

15．受注者は，オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きにあ

たり，鉄筋かごの共上りを起こさないようにするとともに，引抜き最終時を除き，ケ
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ーシングチューブ下端をコンクリート打設面より２ｍ以上コンクリート内に挿入して

おかなければならない。 

16．受注者は，全ての杭について，床堀完了後（杭頭余盛部の撤去前）に杭頭部の杭径

を確認するとともに，その状況について写真撮影を行い監督員に提出するものとする。

その際，杭径が出来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は，補修方法等につ

いて監督員と協議しなければならい。 

17．受注者は，リバース工法，アースドリル工法，ダウンザホールハンマー工法及び大

口径ボーリングマシン工法の施工にあたり，掘削中には孔壁の崩壊を生じないように，

孔内水位を外水位より低下させてはならない。また，掘削深度，排出土砂，孔内水位

の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度，比重等の状況について管理しな

ければならない。 

18．受注者は，リバース工法，アースドリル工法，ダウンザホールハンマー工法及び大

口径ボーリングマシン工法において鉄筋かごを降下させるにあたり，孔壁に接触させ

て孔壁崩壊を生じさせないようにしなければならない。 

19．受注者は，殻運搬処理を行うにあたり，運搬物が飛散しないように行わなければな

らない。 

20．受注者は，泥水処理を行うにあたり，水質汚濁に係わる環境基準について（環境庁

告示），新潟県公害防止条例，新潟市公害防止条例等に従い，適切に処理を行わなけ

ればならない。 

21．受注者は杭土処理を行うにあたり，適切な方法及び機械を用いて処理しなければな

らない。 

22．受注者は，周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼす

恐れのある場合には，あらかじめその調査・対策について設計図書に関して監督員と

協議しなければならない。 

23．受注者は，基礎杭施工時における泥水・油脂等が飛散しないようにしなければなら

ない。 

１－４－６ 深礎工 

１．受注者は，仮巻コンクリートの施工を行う場合は，予備掘削を行いコンクリートは

ライナープレートと隙間無く打設しなければならない。 

２．受注者は，深礎掘削を行うにあたり，常に鉛直を保持し支持地盤まで連続して掘削

するとともに，余掘りは最小限にしなければならない。また，常に孔内の排水を行う

ものとする。 

３．受注者は，掘削孔の全長にわたって土留工を行い，かつ撤去してはならない。これ

により難い場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。なお，掘削

完了後，支持地盤の地質が水を含んで軟化するおそれがある場合には，速やかに孔底

をコンクリートで覆うものとする。 

４．受注者は，孔底が設計図書に示す支持地盤に達したことを，掘削深度，掘削土砂，

地質柱状図などにより確認し，その資料を整備・保管し，監督員の請求があった場合

は，速やかに提示するとともに，工事完成時に監督員へ提出しなければならない。 

５．受注者は，コンクリート打込みにあたっては，打込み量及び打込み高を常に計測し
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行い，無収縮モルタルにより充てんしなければならない。 

(11) 受注者は，工事完成時における足場及び支保工の解体にあたっては，鋼桁部材に

損傷を与えないための措置を講ずるとともに，鋼桁部材や下部工にコンクリート片，

木片等の残材を残さないよう後片付け（第１編１－１－３５後片付け）を行なわな

ければならない。 

(12) 受注者は，床版コンクリート打設前及び完了後，キャンバーを測定し，その記録

を整備及び保管し，監督員又は検査員の請求があった場合は速やかに提示するもの

とする。 

２．鋼床版については，下記の規定によるものとする。 

(1) 床版は，溶接によるひずみが少ない構造とするものとする。縦リブと横リブの連

結部は，縦リブからのせん断力を確実に横リブに伝えることのできる構造とするも

のとする。 

 なお，特別な場合を除き，縦リブは横リブの腹板を通して連続させるものとする。 
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第４編 道路編

第１章 道路改良

第１節 適用 

１．本章は，道路工事における道路土工，工場製作工，地盤改良工，法面工，軽量盛土

工，擁壁工，石・ブロック積（張）工，カルバート工，排水構造物工（小型水路工），

落石雪害防止工，遮音壁工，構造物撤去工，仮設工その他これらに類する工種につい

て適用する。 

２．道路土工，構造物撤去工，仮設工は，第１編第２章第４節道路土工，第３編第１章

第９節構造物撤去工，第１０節仮設工の規定による。 

３．本章に特に定めのない事項については，第１編共通編，第２編材料編，第３編土木

工事共通編の規定による。 

第２節 適用すべき諸基準 

設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類による。これにより

難い場合は，受注者は，監督員の承諾を得なければならない。なお，基準類と設計図書

に相違がある場合，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑義がある場合は監督

員と協議しなければならない。 

地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準，同解説 （平成24年５月）

日本道路協会 道路土工要綱 （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工―切土工・斜面安定工指針 （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工―盛土工指針 （平成22年４月）

日本道路協会 道路土工―擁壁工指針 （平成24年７月）

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針 （平成22年３月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針 （平成11年３月） 

全日本建設技術協会 土木構造物標準設計第２巻 （平成12年９月） 

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計・施工指針 （平成25年10月）

日本道路協会 落石対策便覧 （平成12年６月） 

日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧 （平成17年12月） 

土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル （平成12年２月） 

土木研究センター 補強土（テールアルメ）壁工法設計・施工マニュアル （平成15年11月） 

土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル （平成14年10月） 

日本道路協会 道路防雪便覧 （平成２年５月） 

日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック（除雪編） （平成16年12月） 

日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック（防雪編） （平成16年12月） 

第３節 工場製作工 

１－３－１ 一般事項

１．本節は，工場製作工として遮音壁支柱製作工その他これらに類する工種について定
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第３章 橋梁下部

第１節 適用 

１．本章は，道路工事における工場製作工，工場製品輸送工，道路土工，軽量盛土工，

橋台工，ＲＣ橋脚工，鋼製橋脚工，護岸基礎工，矢板護岸工，法覆護岸工，擁壁護岸

工，仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

２．道路土工，仮設工は，第１編第２章第４節道路土工，第３編第１章第１０節仮設工

の規定による。 

３．本章に特に定めのない事項については，第１編共通編，第２編材料編，第３編土木

工事共通編の規定による。 

４．コンクリート構造物非破壊試験（配筋状態及びかぶり測定）については，次による。 

(1) 受注者は，設計図書において非破壊試験の対象工事と明示された場合は，非破壊

試験により，配筋状態及びかぶり測定を実施しなければならない。 

(2) 非破壊試験は，「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測

定要領（案）（以下，「要領（案）」という。）」に従い行うものとする。 

(3) 受注者は，本試験に関する資料を整備及び保管し，監督員の請求があった場合は，

速やかに提示するとともに工事完成時までに監督員に提出しなければならない。 

(4) 受注者は，要領(案)によりがたい場合，監督員と協議するものとする。 

第２節 適用すべき諸基準 

設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類による。これにより

難い場合，受注者は，監督員の承諾を得なければならない。なお，基準類と設計図書に

相違がある場合，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑義がある場合は監督員

と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編） （平成24年３月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編） （平成24年３月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） （平成24年３月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 （昭和60年２月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧 （平成16年４月） 

日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧 （平成17年12月） 

日本道路協会 道路橋補修便覧 （昭和54年２月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧 （平成19年１月） 

日本道路協会 杭基礎設計便覧 （平成19年１月） 

日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧 （平成９年12月） 

日本道路協会 道路土工要綱 （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針 （平成24年７月）

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針 （平成22年３月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針 （平成11年３月） 
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第３節 工場製作工 

３－３－１ 一般事項 

１．本節は，工場製作工として，刃口金物製作工，鋼製橋脚製作工，アンカーフレーム

製作工，工場塗装工その他これらに類する工種について定める。 

２．受注者は，原寸，工作，溶接，仮組立に関する事項を施工計画書に記載しなければ

ならない。なお，設計図書に示されている場合又は設計図書に関して監督員の承諾を

得た場合は，上記項目の全部又は一部を省略することができるものとする。 

３．受注者は，溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し，監督員の請求があった場合

は速やかに提示しなければならない。 

４．受注者は，鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって，設計図書に示す形状寸法のもので，

応力上問題のあるキズ及びひずみ並びに内部欠陥がないものを使用しなければならな

い。 

５．主要部材とは，主構造と床組，二次部材とは，主要部材以外の二次的な機能を持つ

部材をいうものとする。 

３－３－２ 刃口金物製作工 

刃口金物製作工の施工については，第３編１－１２－３桁製作工の規定による。 

３－３－３ 鋼製橋脚製作工 

１．鋼製橋脚製作工の施工については，第３編１－１２－３桁製作工の規定による。 

２．受注者は，アンカーフレームと本体部（ベースプレート）との接合部の製作にあた

っては，両者の関連を確認して行わなければならない。 

３．製品として購入するボルト・ナットについては，第２編２－５－６ボルト用鋼材の

規定による。また，工場にて製作するボルト・ナットの施工については，設計図書に

よらなければならない。 

３－３－４ アンカーフレーム製作工 

アンカーフレーム製作工の施工については，第３編１－１２－８アンカーフレーム製

作工の規定による。 

３－３－５ 工場塗装工 

工場塗装工の施工については，第３編１－１２－１１工場塗装工の規定による。 

 

第４節 工場製品輸送工 

３－４－１ 一般事項 

本節は，工場製品輸送工として，輸送工その他これらに類する工種について定める。 

３－４－２ 輸送工 

輸送工の施工については，第３編１－８－２輸送工の規定による。 

 

第５節 軽量盛土工 

３－５－１ 一般事項 

本節は，軽量盛土工として，軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 

３－５－２ 軽量盛土工 

軽量盛土工の施工については，第３編１－１１－２軽量盛土工の規定による。 
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４－４－２ 輸送工 

輸送工の施工については，第３編１－８－２輸送工の規定による。 

 

第５節 鋼橋架設工 

４－５－１ 一般事項 

１．本節は，鋼橋架設工として地組工，架設工（クレーン架設），架設工（ケーブルクレ

ーン架設），架設工（ケーブルエレクション架設），架設工（架設桁架設），架設工（送

出し架設），架設工（トラベラークレーン架設），支承工，現場継手工その他これらに

類する工種について定める。 

２．受注者は，架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い，その結果

を監督員に提示しなければならない。なお，測量結果が設計図書に示されている数値

と差異を生じた場合は，監督員に測量結果を速やかに提示し指示を受けなければなら

ない。 

３．受注者は，架設にあたっては，架設時の部材の応力と変形等を十分検討し，上部工

に対する悪影響が無いことを確認しておかなければならない。 

４．受注者は，架設に用いる仮設備及び架設用機材については，工事目的物の品質・性

能が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。 

４－５－２ 材料 

１．受注者は，設計図書に定めた仮設構造物の材料の選定にあたっては，次の各項目に

ついて調査し，材料の品質・性能を確認しなければならない。 

(1) 仮設物の設置条件(設置期間，荷重頻度等） 

(2) 関係法令 

(3) 部材の腐食，変形等の有無に対する条件(既往の使用状態等） 

２．受注者は，仮設構造物の変位が上部構造から決まる許容変位量を超えないように点

検し，調整しなければならない。 

４－５－３ 地組工 

地組工の施工については，第３編１－１３－２地組工の規定による。 

４－５－４ 架設工（クレーン架設） 

架設工（クレーン架設）の施工については，第３編１－１３－３架設工（クレーン架

設）の規定による。 

４－５－５ 架設工（ケーブルクレーン架設） 

架設工（ケーブルクレーン架設）の施工については，第３編１－１３－４架設工（ケ

ーブルクレーン架設）の規定による。 

４－５－６ 架設工（ケーブルエレクション架設） 

架設工（ケーブルエレクション架設）の施工については，第３編１－１３－５架設工

（ケーブルエレクション架設）の規定による。 

４－５－７ 架設工（架設桁架設） 

架設工（架設桁架設）の施工については，第３編１－１３－６架設工（架設桁架設）

の規定による。 
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４－５－８ 架設工（送出し架設） 

架設工（送出し架設）の施工については，第３編１－１３－７架設工（送出し架設）

の規定による。 

４－５－９ 架設工（トラベラークレーン架設） 

架設工（トラベラークレーン架設）の施工については，第３編１－１３－８架設工

（トラベラークレーン架設）の規定による。 

４－５－１０ 支承工 

支承工については，「道路橋支承便覧 第５章 支承部の施工」（日本道路協会，平成

16年４月）による。これにより難い場合，受注者は，監督員の承諾を得なければならな

い。 

４－５－１１ 現場継手工 

現場継手工の施工については，第３編１－３－２３現場継手工の規定による。 

 

第６節 橋梁現場塗装工 

４－６－１ 一般事項 

１．本節は，橋梁現場塗装工として現場塗装工その他これらに類する工種について定め

る。 

２．受注者は，同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなけ

ればならない。 

３．受注者は，作業中に鉄道・道路・河川等に塗料等が落下しないようにしなければな

らない。 

４－６－２ 材料 

現場塗装の材料については，第４編 ４－３－２ 材料の規定による。 

４－６－３ 現場塗装工 

現場塗装工の施工については，第４編 １－３－３１ 現場塗装工の規定による。 

 

第７節 床版工 

４－７－１ 一般事項 

本節は，床版工として床版工その他これらに類する工種について定める。 

４－７－２ 床版工 

床版工の施工については，第３編 １－１８－２ 床版工の規定による。 

 

第８節 橋梁付属物工 

４－８－１ 一般事項 

本節は，橋梁付属物工として伸縮装置工，落橋防止装置工，排水装置工，地覆工，橋

梁用防護柵工，橋梁用高欄工，検査路工，銘板工その他これらに類する工種について定

める。 

４－８－２ 伸縮装置工 

伸縮装置の施工については，第３編 １－３－２４ 伸縮装置工の規定による。 

４－８－３ 落橋防止装置工 

受注者は，設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。 
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第６章 トンネル（ＮＡＴＭ） 
 

第１節 適用 

１．本章は，道路工事における道路土工，トンネル掘削工，支保工，覆工，インバート

工，坑内付帯工，坑門工，掘削補助工，仮設工その他これらに類する工種について適

用する。 

２．道路土工は，第１編第２章第４節道路土工，仮設工は，第３編第１章第１０節仮設

工の規定による。 

３．本章に特に定めのない事項については，第１編共通編，第２編材料編，第３編土木

工事共通編の規定による。 

４．受注者は，トンネルの施工にあたって，工事着手前に測量を行い，両坑口間の基準

点との相互関係を確認の上，坑口付近に中心線及び施工面の基準となる基準点を設置

しなければならない。 

５．受注者は，測点をトンネルの掘削進行に伴って工事中に移動しないよう坑内に測点

を設置しなければならない。 

６．受注者は，坑内に設置された測点のうち，受注者があらかじめ定めた測点において

掘削進行に従い，坑外の基準点から検測を行わなければならない。 

７．受注者は，施工中の地質，湧水，その他の自然現象，支保工覆工の変状の有無を観

察するとともに，その記録を整備し，監督員の請求があった場合は速やかに提示しな

ければならない。 

８．受注者は，施工中異常を発見した場合及び湧水，落盤その他工事に支障を与える恐

れのある場合には，工事を中止し，監督員と協議しなければならない。ただし，緊急

を要する場合には応急措置をとった後，直ちにその措置内容を監督員に連絡しなけれ

ばならない。 

９．受注者は，設計図書により，坑内観察調査等を行わなければならない。なお，地山

条件等に応じて計測Ｂが必要と判断される場合は，設計図書に関して監督員と協議し

なければならない。また，計測は，技術的知識，経験を有する現場責任者により，行

わなければならない。なお，計測記録を整備保管し，監督員の請求があった場合は，

速やかに提示しなければならない。 

10．受注者は，火薬取扱主任を定め，火薬取扱量，火薬取扱主任の経歴書を爆破による

掘削の着手前に監督員に提示しなければならない。また，火薬取扱者は，関係法規を

遵守しなければならない。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類による。これにより

難い場合，受注者は，監督員の承諾を得なければならない。なお，基準類と設計図書に

相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑義がある場合は監督

員と協議しなければならない。 

建設省 道路トンネル技術基準 （平成元年５月） 

日本道路協会 道路トンネル技術基準（構造編）・同解説 （平成15年11月） 
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日本道路協会 道路トンネル非常用施設設置基準・同解説 （平成13年10月） 

土木学会 トンネル標準示方書（山岳工法編）・同解説 （平成18年７月） 

土木学会 トンネル標準示方書（開削工法編）・同解説 （平成18年７月） 

土木学会 トンネル標準示方書（シールド工法編）・同解説 （平成18年７月） 

日本道路協会 道路トンネル観察・計測指針 （平成21年２月） 

建設省 道路トンネルにおける非常用施設（警報装置）の標準仕様 （昭和43年12月） 

建設省 道路トンネル非常用施設設置基準 （昭和56年４月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針 （平成24年７月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針 （平成22年３月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針 （平成11年３月） 

建設労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気技術指針 

（設計及び粉じん等の測定） （平成24年３月）

日本道路協会 道路トンネル安全施工技術指針 （平成８年10月） 

労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン （平成24年３月）

第３節 トンネル掘削工 

６－３－１ 一般事項

本節は，トンネル掘削として掘削工その他これらに類する工種について定める。 

６－３－２ 掘削工

１．受注者は，トンネル掘削により地山をゆるめないように施工するとともに，過度の

爆破をさけ，余掘を少なくするよう施工しなければならない。 

また，余掘が生じた場合は，受注者はこれに対する適切な処理を行うものとする。 

２．受注者は，爆破を行った後のトンネル掘削面のゆるんだ部分や浮石を除去しなけれ

ばならない。 

３．受注者は，爆破に際して，既設構造物に損傷を与える恐れがある場合は，防護施設

を設けなければならない。 

４．受注者は，電気雷管を使用する場合は，爆破に先立って迷走電流の有無を調査し，

迷走電流があるときは，その原因を取り除かねばならない。 

５．受注者は，設計図書に示された設計断面が確保されるまでトンネル掘削を行わなけ

ればならない。ただし，堅固な地山における吹付けコンクリートの部分的突出（原則

として，覆工の設計巻厚の1/3以内。ただし，変形が収束したものに限る。），鋼アーチ

支保工及びロックボルトの突出に限り，設計図書に関して監督員の承諾を得て，設計

巻厚線内にいれることができるものとする。 

６．受注者は，トンネル掘削によって生じたずりを，設計図書又は監督員の指示に従い

処理しなければならない。 

７．受注者は，設計図書における岩区分（支保パターン含む）の境界を確認し，監督員

の確認を受けなければならない。また，設計図書に示された岩の分類の境界が現地の

状況と一致しない場合は，監督員と協議しなければならない。 
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トンネル仮巻コンクリート等の掘削補助工法Ｂを速やかに施工しなければならない。

また，設計図書に示されていない場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。なお，掘削補助工法Ｂの範囲については，地山状態を計測等で確認して，

設計図書に関して監督員と協議し，必要最小限としなければならない。また，その範

囲により周辺環境に影響を与える恐れがあるため，関連法規や周辺環境を調査して，

施工計画書に記載しなければならない。 

２．受注者は，周辺環境に悪影響が出ることが予想される場合は，速やかに中止し，設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。 
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第７章 コンクリートシェッド

第１節 適用 

１．本章は，道路工事における道路土工，プレキャストシェッド下部工，プレキャスト

シェッド上部工，ＲＣシェッド工，シェッド付属物工，仮設工その他これらに類する

工種について適用する。 

２．道路土工は，第１編第２章第４節道路土工の規定による。 

３．仮設工は，第３編第１章第１０節仮設工の規定による。 

４．本章に特に定めのない事項については，第１編共通編，第２編材料編，第３編土木

工事共通編の規定による。 

第２節 適用すべき諸基準 

設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類による。これにより

難い場合，受注者は，監督員の承諾を得なければならない。なお，基準類と設計図書に

相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑義がある場合は監督

員と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅲコンクリート橋編）（平成24年３月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編）  （平成24年３月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）      （平成24年３月） 

日本道路協会 道路土工要綱                  （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針              （平成24年７月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針           （平成22年３月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針           （平成11年３月） 

土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針      （平成３年３月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧                 （平成19年１月） 

日本道路協会 杭基礎設計便覧                 （平成19年１月） 

日本道路協会 コンクリート道路橋設計便覧           （平成６年２月） 

土木学会 コンクリート標準示方書（設計編）          （平成25年３月）

土木学会 コンクリート標準示方書（施工編）          （平成25年３月）

日本道路協会 落石対策便覧                  （平成12年６月） 

日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック（防雪編）     （平成16年４月） 

日本道路協会 道路防雪便覧                   （平成２年５月） 

第３節 プレキャストシェッド下部工 

７－３－１ 一般事項

本節は，プレキャストシェッド下部工として作業土工，既製杭工，場所打杭工，深礎

工，受台工，アンカー工その他これらに類する工種について定める。 

７－３－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工については，第３編１－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 
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る場合は，すりつけ舗装範囲について，監督員の指示を受けるものとする。 

６．受注者は，プレキャストブロックのジョイント部について，2.0°曲げた状態で0.3 

MPa以上加圧し，保持時間60分以上で漏水が無いことを確認する。 

７．受注者は，散水管の敷設について，現地調査により，道路舗装面が適切な消雪機能

を満足しないことが判明した場合は，直ちに監督員に報告するとともに，設計図書に

関して監督員の指示を受けるものとする。 

８．受注者は，道路横断箇所の送水管について，振動や騒音の原因とならないよう，十

分に考慮した構造で施工する。 

９．受注者は，横断樋管等の道路内構造物の伏せ越しや架管について，設計図書につい

て監督員と協議のうえ，その構造物の機能を損なわない構造及び施工とする。 

１0．受注者は，掘削について，舗装版全層を確実に切断し，取り壊し後の掘削は路盤を

乱さないよう路盤を十分な強度に締め固めて施工する。また周囲の舗装を破損しない

ように作業する。なお掘削後の地山が軟弱で十分な強度の締め固めが困難な場合は，

直ちに監督員に報告するとともに，設計図書に関して指示を受けるものとする。 

11．受注者は，配管作業について継手部から漏水のないよう入念に施工する。 

12．受注者は，コンクリート打設について，目地を下記のとおり施工する。 

(1) 配管が鋼管の場合，目地は各管の中央付近とし，管継手と合致させないほか，目

地部分の配管には防食テープを巻き，浸水による配管の腐食を防止する。 

(2) 配管が樹脂管の場合，目地は管継手と合致させ，管の膨張を吸収させるようにす

る。 

13．受注者は，コンクリートの打設について，１区間ごとに片側から順次打設する。ま

た，打設時には以下について確認する。 

(1)散水ノズルが舗装仕上げ面と水平かつ偏りがないこと。 

(2)散水孔の向きが適切であること。 

14．受注者は，コンクリートの打設時に，配管径が変化する位置に管径表示銘板を設置

する。 

15．受注者は，現地完了後，設計数量（設計散水距離）で散水できるよう吐出バルブ及

び散水ノズルを調整する。なおノズル調整はポンプ吐出バルブをしぼり，送水側から

散水距離を調整し，最後にバルブを開き設計水量に合わせるものとする。 
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第５編 公園緑地編

第１章 基盤整備

第１節 適 用

１． 本章は，公園緑地工事における敷地造成工，公園土工，植栽基盤工，法面工，軽量

盛土工，擁壁工，公園カルバート工，構造物撤去工，公園施設等撤去・移設工，仮設

工その他これらに類する工種について適用する。 

２． 構造物撤去工は，第３編第１章第９節構造物撤去工の規定による。 

３． 仮設工は，第３編第１章第１０節仮設工の規定による。 

４． 本章に特に定めのない事項については，第１編共通編，第２編材料編，第３編土木

工事共通編の規定による。 

第２節 適用すべき諸基準

設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類及びその他の関係基

準等によらなければならない。これにより難い場合は，受注者は，監督員の承諾を得な

ければならない。なお，基準類と設計図書に相違がある場合は，原則として設計図書の

規定に従うものとし，疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書 （平成25年６月）

日本道路協会 道路土工－施工指針 （昭和61年11月） 

日本道路協会 道路土工要綱 （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工－軟弱地盤対策工指針 （平成24年８月） 

日本道路協会 道路土工－盛土工指針 （平成22年４月） 

日本道路協会 道路土工－切土工・斜面安定工指針 （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針 （平成24年７月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針 （平成22年３月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針 （平成11年３月） 

日本道路協会 道路土工－排水工指針 （昭和62年６月） 

日本道路協会 道路土工－土質調査指針 （昭和61年11月） 

国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 （平成14年５月） 

建設省 都市緑化における下水汚泥の施用指針 （平成７年９月） 

国土技術研究センター 河川土工マニュアル （平成21年４月） 

土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル 第４版 （平成25年12月）

全日本建設技術協会 土木構造物標準設計 第２巻 （平成12年９月） 

地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準，同解説 （平成24年５月）

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計・施工指針 （平成25年10月）

建設省 土木構造物設計マニュアル（案）〔土木構造物・橋梁編〕 （平成11年11月） 

建設省 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案） 

〔ボックスカルバート・擁壁編〕 （平成11年11月） 

国土交通省 土木構造物設計マニュアル（案）〔樋門編〕 （平成13年12月） 
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合，受注者は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 
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第２章 植栽

第１節 適 用

１．本章は，公園緑地工事における植栽工，移植工，樹木整姿工，構造物撤去工，公園

施設撤去・移設工，仮設工その他これらに類する工種について適用するものとする。 

２．構造物撤去工は，第３編第１章第９節構造物撤去工の規定による。 

３．仮設工は，第３編第１章第１０節仮設工の規定による。 

４．本章に特に定めのない事項については，第１編共通編，第３編土木工事共通編の規

定による。 

第２節 適用すべき基準等

設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類によるものとする。

これにより難い場合，受注者は，監督員の承諾を得なければならない。なお，基準類と

設計図書に相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑義がある

場合は監督員と協議しなければならない。 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書 （平成25年６月）

日本緑化センター 公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案）の解説 

                                 （平成21年２月） 

日本下水道協会 都市緑化における下水汚泥の施用指針 （平成７年９月） 

日本道路協会 道路緑化技術基準・同解説 （昭和63年12月） 

第３節 植栽工

２－３－１ 一般事項

１．本節は，植栽工として高木植栽工，中低木植栽工，特殊樹木植栽工，地被類植栽工，

草花種子散布工，播種工，花壇植栽工，樹木養生工，樹名板工，根囲い保護工，芝生

保護工，壁面緑化施設工その他これらに類する工種について定める。 

２．受注者は，新植樹木又は新植地被植物（地表面を覆う目的を持って植栽される芝類，

笹類の永年性植物）が工事完成引渡し後に，１年以内に植裁したときの状態で枯死又

は形姿不良となった場合は，当初植栽した樹木又は地被植物と同等又はそれ以上の規

格のものに植替えなければならない。枯死又は形姿不良の判定にあたっては，監督員

と受注者が立会うものとし，植替えの時期については，設計図書によるものとするが，

これにより難い場合は，設計図書に関して監督員と協議するものとする。 

 なお，枯死又は形姿不良とは，枯枝が樹冠部のおおむね３分の２以上となった場合，

又は通直な主幹をもつ樹木については，樹高のおおむね３分の１以上の主幹が枯れた

場合をいい，確実に同様の状態となるものを含むものとする。 

 ただし，暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地滑り，落雷・火災・騒乱・暴動により，

流失・折損・倒木・焼失した場合はこの限りではない。 

３．受注者は，樹木の運搬にあたり枝幹等の損傷，鉢崩れ等がないよう十分に保護養生

を行わなければならない。 

 また，樹木の掘取り，荷造り及び運搬は１日の植付け量を考慮し，迅速かつ入念に
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２－５－５ 樹勢回復工 

１．受注者は，樹勢回復工の施工については設計図書によるものとするが，特に施与時

期，施与方法などについては設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

２．樹木修復の施工については，設計図書によるものとし，これにより難い場合は，以

下の各号によるものとする。 

(1) 受注者は，樹木修復については，修復の時期，種類及び方法などについては設計

図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

(2) 受注者は，樹木の樹皮部及び木部の枯死，腐朽，病患，傷の部分は必要に応じて

削って除かなければならない。また，害虫などが侵入してきている部分は，幼虫の

駆除を完全に行わなければならない。 

(3) 受注者は，樹木の腐朽部などを除去した場合は，腐朽菌や害虫を駆除するために

必要に応じて殺菌剤や燻蒸剤を塗布又は燻蒸して消毒しなければならない。 

(4) 受注者は，除去した腐朽部には，充てん後に変化して障害を出さない材料で，傷

口と充てん材の間から雨水等が浸透しないよう充てんし，樹木と傷口の形状に合わ

せて成形しなければならない。 

(5) 受注者は，腐朽部が大きい場合は，回復された表面に崩壊，剥離が生じないよう

補強材で補強しなければならない。 

(6) 受注者は，患部の治療を終えるとき，充てん剤の仕上げ面は周囲の形成層より内

部に仕上げて，術後形成層の発育を阻害しないようにしなければならない。 

(7) 受注者は，施工後の樹木の傷が安定するまで，樹木に控え木やロープ等で補強対

策を行わなければならない。 

 

第６節 公園施設等撤去・移設工 

２－６－１ 公園施設撤去工 

公園施設撤去工については，第５編 １－１０－２ 公園施設撤去工の規定による。 

２－６－２ 移設工 

移設工の施工については，第５編 １－１０－３ 移設工の規定による。 

２－６－３ 伐採工 

伐採工の施工については，第５編 １－１０－４ 伐採工の規定による。 

２－６－４ 発生材再利用工 

発生材再利用工の施工については，第５編 １－１０－５ 発生材再利用工の規定によ

る。 
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第３章 施設整備

第１節 適 用

１．本章は，公園緑地工事における給水設備工，雨水排水設備工，汚水排水設備工，電

気設備工，園路広場整備工，修景施設整備工，遊戯施設整備工，サービス施設整備工，

管理施設整備工，建築施設組立設置工，施設仕上げ工，構造物撤去工，公園施設等撤

去・移設工，仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

２．構造物撤去工は，第１編第３章第９節構造物撤去工の規定による。 

３．仮設工は，第１編第３章第１０節仮設工の規定による。 

４．本章に特に定めのない事項については，第１編共通編，第２編材料編，第３編土木

工事共通編の規定による。 

第２節 適用すべき基準等

設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類によるものとする。

これにより難い場合，受注者は，監督員の承諾を得なければならない。なお，基準類と

設計図書に相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑義がある

場合は監督員と協議しなければならない。 

国土交通省 都市公園移動等円滑化基準 （平成18年12月） 

国土交通省 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン[改定版] （平成24年３月）

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書 （平成25年６月）

日本公園緑地協会 ユニバーサルデザインによるみんなのための公園づくり 

         都市公園の移動等円滑化ガイドラインの解説 （平成20年２月） 

都市緑化技術開発機構 防災公園計画・設計ガイドライン （平成11年８月30日） 

国土交通省 都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂版） 

                                 （平成20年８月） 

日本公園施設業協会 遊具の安全に関する基準 （平成26年６月）

文部科学省・国土交通省 プールの安全標準指針 （平成19年３月） 

日本下水道協会 下水道施設計画・設計指針と解説2009版 （平成21年） 

日本電気協会 内線規程 （平成17年） 

日本道路協会 道路土工－施工指針 （平成21年６月） 

全日本建設技術協会 土木構造物標準設計第２巻 （平成12年９月） 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 （平成４年12月）

インターロッキングブロック舗装技術協会 

インターロッキングブロック舗装設計施工要領 （平成19年３月） 

日本道路協会 視覚障害者用誘導ブロック設置指針・同解説 （昭和60年９月） 

日本道路協会 舗装再生便覧 （平成22年12月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 （平成19年６月） 

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説 （平成19年10月） 

日本道路協会 道路反射鏡設置指針 （昭和55年12月） 

日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説 （昭和59年10月） 
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国土交通省 防護柵の設置基準の改定について （平成16年３月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成20年１月） 

日本道路協会 道路標識設置基準・同解説 （昭和62年１月） 

建設省 道路附属物の基礎について （昭和50年７月） 

日本道路協会 駐車場設計・施工指針・同解説 （平成４年11月） 

全日本建設技術協会 土木工事安全施工技術指針 （平成22年４月） 

日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説 （昭和54年１月） 

日本道路協会 アスファルト混合所便覧（平成８年度版） （平成19年１月） 

日本道路協会 舗装施工便覧 （平成18年12月） 

日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説 （平成13年９月） 

日本道路協会 舗装設計施工指針 （平成18年２月）

日本道路協会 自転車道等の設計基準解説 （昭和49年10月） 

土木学会 舗装標準仕方書 （平成25年３月）

土木学会 コンクリート標準示方書（施工編） （平成25年３月）

土木学会 コンクリート標準示方書（設計編） （平成24年６月）

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針 （平成12年２月） 

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について （平成14年７月31日） 

建設省 コンクリート中の塩化物総量規制について （昭和61年６月） 

第３節 給水設備工

３－３－１ 一般事項

１．本節は，給水設備工として水栓類取付工，貯水施設工，循環設備工，散水施設工，

消火栓工，給水設備修繕工，作業土工，給水管路工その他これらに類する工種につい

て定める。 

２．給水設備工の施工については，設計図書において特に定めのない事項については公

共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）第２編第２章配管工事及び第５編第２章第

２節給排水衛生機器の規定によらなければならない。 

３－３－２ 材料

１．給水設備工の材料は，次の規格に適合したもの又は，これと同等以上の品質を有す

るものとする。 

JIS A 5314（ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング） 

JIS B 2011（青銅弁） 

JIS B 2051（可鍛鋳鉄１０Ｋねじ込み形弁） 

JIS B 2061（給水栓） 

JIS B 2062（水道用仕切弁） 

JIS B 2220（鋼製溶接式フランジ） 

JIS B 2301（ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手） 

JIS B 2302（ねじ込み式鋼管製管継手） 

JIS B 2311（一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手） 

JIS B 2312（配管用鋼製突合せ溶接式管継手） 
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JIS B 2313（配管用鋼板製突合せ溶接式管継手） 

JIS B 2316（配管用鋼製差込み溶接式管継手） 

JIS B 2352（ベローズ形伸縮管継手） 

JIS B 8302（ポンプ吐出し量測定方法） 

JIS B 8313（小形うず巻ポンプ） 

JIS B 8319（小形多段遠心ポンプ） 

JIS B 8322（両吸込うず巻ポンプ） 

JIS B 8323（水封式真空ポンプ） 

JIS B 8331（多翼送風機） 

JIS B 8372-1（空気圧－空気圧用減圧弁及びフィルタ付減圧弁－第1部：供給者の文

書に表示する主要特性及び製品表示要求事項） 

JIS G 3443（水輸送用塗覆装鋼管） 

JIS G 3448（一般配管用ステンレス鋼管） 

JIS G 3451（水輸送用塗覆装鋼管の異形管） 

JIS G 3491（水道用鋼管アスファルト塗覆装方法） 

JIS G 5526（ダクタイル鋳鉄管） 

JIS G 5527（ダクタイル鋳鉄異形管） 

JIS K 1450（水道用硫酸アルミニウム（水道用硫酸ばんど）） 

JIS K 6353（水道用ゴム） 

JIS K 6742（水道用硬質塩化ビニル管） 

JIS K 6743（水道用硬質塩化ビニル管継手） 

JIS K 6762（水道用ポリエチレン二層管） 

２．給水設備工の材料は，ＪＷＷＡ（日本水道協会）の規格に適合したもの又は，これ

と同等以上の品質を有するものとする。 

JWWA B 108（水道用止水栓） 

JWWA B 120（ソフトシール仕切弁） 

JWWA G 112（水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装） 

JWWA G 113（水道用ダクタイル鋳鉄管） 

JWWA G 114（水道用ダクタイル鋳鉄異形管） 

JWWA G 115（水道用ステンレス鋼鋼管） 

JWWA G 116（水道用ステンレス鋼管継手） 

JWWA G 117（水道用塗覆装鋼管） 

JWWA H 101（水道用銅管） 

JWWA K 116（水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管） 

JWWA K 127（水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管） 

JWWA K 128（水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手） 

JWWA K 129（水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管） 

JWWA K 130（水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手） 

JWWA K 131（水道用硬質塩化ビニル管のダクタイル鋳鉄異形管） 

JWWA K 132（水道用ポリエチレン粉体ライニング管） 
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３－１３－７ 石仕上げ工 

１．石仕上げ工については，第５編 ３－７－１４ 石材系舗装工の規定による。 

２．受注者は，乱形平石張の施工については，石材に加工を加えながら，石相互のなじ

み，高さをそろえて目地入れ作業を行い，仕上げなければならない。 

３．受注者は，方形平石張の施工については，石材に加工を加えながら，石相互のなじ

み，高さをそろえ，目地幅は整形とし，目地入れ作業を行い仕上げなければならない。 

 

第１４節  公園施設等撤去・移設工 

３－１４－１ 公園施設撤去工 

公園施設撤去工については，第５編 １－１０－２ 公園施設撤去工の規定による。 

３－１４－２ 移設工 

移設工の施工については，第５編 １－１０－３ 移設工の規定による。 

３－１４－３ 伐採工 

伐採工の施工については，第５編 １－１０－４ 伐採工の規定による。 

３－１４－４ 発生材再利用工 

発生材再利用工の施工については，第５編 １－１０－５ 発生材再利用工の規定に

よる。 



414

第４章 グラウンド・コート整備

第１節 適用

１．本章は，野球場，陸上競技場，サッカー場，ラグビー場，テニスコート，バスケッ

トボール場，バレーボール場，ゲートボール場などの運動施設における，グラウン

ド・コート舗装工，スタンド整備工，グラウンド・コート施設整備工，構造物撤去工，

公園施設等撤去・移設工，仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

２．各競技連盟の公認を必要とする施設については，その団体が定める競技規則による。 

３．構造物撤去工は,第３編第１章第９節構造物撤去工の規定による。 

４．仮設工は，第３編第１章第１０節仮設工の規定による。 

５．本章に特に定めのない事項については，第１編共通編，第２編材料編，第３編土木

工事共通編の規定による。 

第２節 適用すべき諸基準

受注者は，設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類によらな

ければならない。なお，基準類と設計図書に相違がある場合は，原則として設計図書の

規定に従うものとし，疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書 （平成25年６月）

日本道路協会 道路土工要綱 （平成21年６月） 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 （平成４年12月）

日本道路協会 道路土工－施工指針 （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針 （平成24年７月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針 （平成22年３月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針 （平成11年３月） 

日本道路協会 舗装再生便覧 （平成22年12月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 （平成19年６月） 

日本道路協会 舗装施工便覧 （平成18年２月） 

日本道路協会 アスファルト混合所便覧 （平成８年10月）

土木学会 コンクリート標準示方書（設計編） （平成25年３月）

土木学会 コンクリート標準示方書（施工編） （平成25年３月）

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針 （平成24年６月）

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について （平成14年７月31日） 

建設省 コンクリート中の塩化物総量規制について （昭和61年６月） 

全日本建設技術協会 土木構造物標準設計第２巻 （平成12年９月） 

日本体育施設協会 屋外体育施設の建設指針 各種スポーツ施設の設計・施工 

（平成24年改訂版） 

日本テニス協会 テニスコートの建設マニュアル         （平成７年） 

第３節 グラウンド・コート舗装工
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６．受注者は，浚渫工の施工において，渇水位，平水位，最高水位，潮位及び流速・風

浪等の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。 

７．受注者は，流水中の浚渫工の施工において，船の固定，浚渫時の河水汚濁等につい

ての対策を講じなければならない。 

２－４－２ 浚渫船運転工 

浚渫船運転工の施工については，第６編 ２－３－２ 浚渫船運転工の規定による。 

２－４－３ 作業船運転工 

作業船運転工の施工については，第６編 ２－３－３ 作業船運転工の規定による。 

２－４－４ 揚土工 

揚土工の施工については，第６編 ２－３－２ 配土工の規定による。 

 

第５節 浚渫土処理工 

２－５－１ 一般事項 

本節は，浚渫土処理工として，浚渫土処理工その他これらに類する工種について定め

る。 

２－５－２ 浚渫土処理工 

１．受注者は，浚渫土砂を指定した浚渫土砂受入れ地に搬出し，運搬中において漏出等

を起こしてはならない。 

２．受注者は，浚渫土砂受入れ地に土砂の流出を防止する施設を設けなければならない。

また，浚渫土砂受入れ地の状況，排出される土質を考慮し，土砂が流出しない構造と

しなければならない。 

３．受注者は，浚渫土砂受入れ地の計画埋立断面が示された場合において，作業進捗に

伴いこれに満たないこと，もしくは，余剰土砂を生ずる見込みが判明した場合には，

すみやかに設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

４．受注者は，浚渫土砂受入れ地の表面を不陸が生じないようにしなければならない。 

５．受注者は，浚渫土砂受入れ地の作業区域に標識等を設置しなければならない。 
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第３章 樋門・樋管

第１節 適用

１．本章は，河川工事における河川土工，軽量盛土工，地盤改良工，樋門・樋管本体工，

護床工，水路工，付属物設置工，構造物撤去工，仮設工その他これらに類する工種に

ついて適用する。 

２．河川土工は，第１編第２章第３節河川土工の規定による。 

３．構造物撤去工，仮設工は，第３編第１章第９節構造物撤去工，第１０節仮設工の規

定による。 

４．本章に特に定めのない事項については，第１編共通編，第２編材料編，第３編土木

工事共通編の規定による。 

５．受注者は，河川工事においては，水位，潮位の観測を必要に応じて実施しなければ

ならない。 

第２節 適用すべき諸基準

設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類による。これにより

難い場合，受注者は，監督員の承諾を得なければならない。なお，基準類と設計図書に

相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑義がある場合は監督

員と協議しなければならない。 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案）         （平成22年６月一部改正） 

建設省 河川砂防技術基準（案） （平成９年10月） 

（財）国土開発技術研究センター 柔構造樋門設計の手引き （平成10年11月） 

国土交通省 機械工事共通仕様書（案） （平成25年３月）

国土交通省 機械工事施工管理基準（案） （平成22年４月） 

第３節 軽量盛土工

３－３－１ 一般事項

本節は，軽量盛土工として，軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 

３－３－２ 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については，第３編１－１１－２軽量盛土工の規定による。 

第４節 地盤改良工

３－４－１ 一般事項

本節は，地盤改良工として，固結工その他これらに類する工種について定める。 

３－４－２ 固結工

固結工の施工については，第３編１－７－９固結工の規定による。 

第５節 樋門・樋管本体工

３－５－１ 一般事項

１．本節は，樋門・樋管本体工として作業土工，既製杭工，場所打杭工，矢板工，函渠

工，翼壁工，水叩工その他これらに類する工種について定める。 
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第４章 水門

第１節 適用

１．本章は，河川工事における工場製作工，工場製品輸送工，河川土工，軽量盛土工，

水門本体工，護床工，付属物設置工，鋼管理橋上部工，橋梁現場塗装工，床版工，橋

梁付属物工（鋼管理橋），橋梁足場等設置工（鋼管理橋），コンクリート管理橋上部

工（ＰＣ橋），コンクリート管理橋上部工（ＰＣホロースラブ橋），橋梁付属物工

（コンクリート管理橋），橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋），舗装工，仮設

工その他これらに類する工種について適用する。 

２．仮設工は，第３編第１章第１０節仮設工の規定による。 

３．河川土工，第１編第２章第３節河川土工の規定による。 

第２節 適用すべき諸基準

設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類による。これにより

難い場合，受注者は，監督員の承諾を得なければならない。なお，基準類と設計図書に

相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑義がある場合は監督

員と協議しなければならない。 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案）         （平成22年６月一部改正） 

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）（同解説） （平成26年９月）

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編） （平成24年３月）

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅲコンクリート橋編） 

（平成24年３月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編） （平成24年３月）

土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針 （平成３年３月） 

国土交通省 機械工事共通仕様書（案） （平成25年３月）

国土交通省 機械工事施工管理基準（案） （平成22年４月） 

国土交通省 機械工事塗装要領（案）・同解説 （平成22年４月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧 （平成16年４月） 

第３節 工場製作工

４－３－１ 一般事項

本節は，工場製作工として桁製作工，鋼製伸縮継手製作工，落橋防止装置製作工，鋼

製排水管製作工，橋梁用防護柵製作工，鋳造費，仮設材製作工及び工場塗装工その他こ

れらに類する工種について定める。 

４－３－２ 材料

材料については，第３編１－１２－２材料の規定による。 

４－３－３ 桁製作工

桁製作工の施工については，第３編１－１２－３桁製作工の規定による。 

４－３－４ 鋼製伸縮継手製作工

鋼製伸縮継手製作工の施工については，第３編１－１２－５鋼製伸縮継手製作工の規
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定による。 

４－３－５ 落橋防止装置製作工 

落橋防止装置製作工の施工については，第３編１－１２－６落橋防止装置製作工の規

定による。 

４－３－６ 鋼製排水管製作工 

１．製作加工 

(1) 受注者は，排水管及び取付金具の防食については，設計図書によらなければな

らない。 

(2) 受注者は，取付金具と桁本体との取付けピースは工場内で溶接を行うものとし，

工場溶接と同等以上の条件下で行わなければならない。やむを得ず現場で取り付け

る場合は十分な施工管理を行わなければならない。 

(3) 受注者は，桁本体に仮組立て時点で取付け，取合いの確認を行わなければなら

ない。 

２．ボルト・ナットの施工については，第３編１－１２－３桁製作工の規定による。 

４－３－７ 橋梁用防護柵製作工 

橋梁用防護柵製作工の施工については，第３編１－１２－７橋梁用防護柵製作工の規

定による。 

４－３－８ 鋳造費 

受注者は，橋歴板の材質については，JIS H 2202（鋳物用銅合金地金）によらなけ

ればならない。 

４－３－９ 仮設材製作工 

受注者は，製作・仮組・輸送・架設等に用いる仮設材は，工事目的物の品質・性能が

確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。 

４－３－１０ 工場塗装工 

工場塗装工の施工については，第３編１－１２－１１工場塗装工の規定による。 

 

第４節 工場製作輸送工 

４－４－１ 一般事項 

本節は，工場製作輸送工として，輸送工その他これらに類する工種について定める。 

４－４－２ 輸送工 

輸送工の施工については，第３編１－８－２輸送工の規定による。 

 

第５節 軽量盛土工 

４－５－１ 一般事項 

本節は，軽量盛土工として，輸送工その他これらに類する工種について定める。 

４－５－２ 軽量盛土工 

軽量盛土工の施工については，第３編１－１１－２軽量盛土工の規定による。 

 

第６節 水門本体工 

４－６－１ 一般事項 

１．本節は，水門本体工として作業土工，既製杭工，場所打杭工，矢板工（遮水矢板），
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第５章 堰

第１節 適用

１．本章は，河川工事における工場製作工，工場製品輸送工，河川土工，軽量盛土工，

可動堰本体工，固定堰本体工，魚道工，管理橋下部工，鋼管理橋上部工，橋梁現場塗

装工，床版工，橋梁付属物工（鋼管理橋），橋梁足場等設置工（鋼管理橋），コンク

リート管理橋上部工（ＰＣ橋），コンクリート管理橋上部工（ＰＣホロースラブ橋），

コンクリート管理橋上部工（ＰＣ箱桁橋），橋梁付属物工（コンクリート管理橋），

橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋），付属物設置工，仮設工その他これらに類

する工種について適用する。 

２．河川土工，仮設工は，第１編第２章第３節河川土工，第３編第１章第１０節仮設工

の規定による。 

３．本章に特に定めのない事項については，第１編共通編，第２編材料編，第３編土木

工事共通編の規定による。 

４．受注者は，河川工事において，水位，潮位の観測を必要に応じて実施しなければな

らない。 

５．扉体，戸当り及び開閉装置の製作，据付けは機械工事共通仕様書(案)の規定によ

る。 

第２節 適用すべき諸基準

設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類による。これにより

難い場合，受注者は，監督員の承諾を得なければならない。なお，基準類と設計図書に

相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑義がある場合は監

督員と協議しなければならない。 

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）（同解説）（平成26年９月）

国土開発技術研究センター ゴム引布製起伏堰技術基準（案） （平成12年10月） 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案） （平成22年６月一部改正） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編Ⅱ鋼橋編） （平成24年３月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編Ⅲコンクリート橋編） 

 （平成24年３月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編Ⅳ下部構造編）（平成24年３月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 （昭和60年２月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧 （平成16年４月） 

土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針 （平成３年３月） 

国土交通省 機械工事共通仕様書（案） （平成25年３月）

国土交通省 機械工事施工管理基準（案） （平成22年４月）

第３節 工場製作工

５－３－１ 一般事項

１．本節は，工場製作工として，刃口金物製作工，桁製作工，検査路製作工，鋼製伸縮
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継手製作工，落橋防止装置製作工，鋼製排水管製作工，プレビーム用桁製作工，橋梁

用防護柵製作工，鋳造費，アンカーフレーム製作工，仮設材製作工，工場塗装工，そ

の他これらに類する工種について定める。 

２．受注者は，原寸，工作，溶接及び仮組立てに関する事項を施工計画書へ記載しな

ければならない。 

なお，設計図書に示されている場合又は設計図書に関して監督員の承諾を得た場

合は，上記項目の全部又は一部を省略することができるものとする。 

３．受注者は，溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し，監督員の請求があった場合

はすみやかに提示しなければならない。 

４．受注者は，鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって，設計図書に示す形状寸法のもの

で，応力上問題のあるキズ又は著しいひずみ及び内部欠陥がないものを使用しなけれ

ばならない。 

５．主要部材とは，主構造と床組，二次部材とは，主要部材以外の二次的な機能を持つ

部材をいうものとする。 

５－３－２ 材料 

堰の材料については，第６編４－３－２材料の規定による。 

５－３－３ 刃口金物製作工 

刃口金物製作工の施工については，第３編１－１２－３桁製作工の規定による。 

５－３－４ 桁製作工 

桁製作工の施工については，第３編１－１２－３桁製作工の規定による。 

５－３－５ 検査路製作工 

検査路製作工の施工については，第３編１－１２－４検査路製作工の規定による。 

５－３－６ 鋼製伸縮継手製作工 

鋼製伸縮継手製作工については，第６編４－３－４鋼製伸縮継手製作工の規定による。 

５－３－７ 落橋防止装置製作工 

落橋防止装置製作工については，第６編４－３－４落橋防止装置製作工の規定による。 

５－３－８ 鋼製排水管製作工 

鋼製排水管製作工については，第３編１－１２－１０鋼製排水管製作工の規定による。 

５－３－９ プレビーム用桁製作工 

プレビーム用桁製作工については，第３編１－１２－９プレビーム用桁製作工の規定

による。 

５－３－１０ 橋梁用防護柵製作工 

橋梁用防護柵製作工については，第６編４－３－４橋梁用防護柵製作工の規定による。 

５－３－１１ 鋳造費 

鋳造費については，第６編４－３－８鋳造費の規定による。 

５－３－１２ アンカーフレーム製作工 

アンカーフレーム製作工の施工については，第３編１－１２－８アンカーフレーム製

作工の規定による。 

５－３－１３ 仮設材製作工 

仮設材製作工については，第６編４－３－９仮設材製作工の規定による。 
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第６章 排水機場 
第１節 適用 

１．本章は，河川工事における河川土工，軽量盛土工，機場本体工，沈砂池工，吐出水

槽工，仮設工その他これら類する工事について適用する。 

２．河川土工，仮設工は，第１編第２章第３節河川土工，第３編第１章第１０節仮設工

の規定による。 

３．本章に特に定めのない事項については，第１編共通編，第２編材料編，第３編土木

工事共通編の規定による。 

４．受注者は，河川工事においては，水位，潮位の観測を必要に応じて実施しなければ

ならない。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

受注者は，設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類による。

これにより難い場合は，監督員の承諾を得なければならない。なお，基準類と設計図書

に相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑義がある場合は

監督員と協議しなければならない。 

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）基準解説編・マニュアル編 

 （平成26年９月） 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案） （平成22年６月一部改正） 

河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準（案）同解説  （平成13年） 

河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備設計指針（案）同解説  （平成13年） 

国土交通省 機械工事共通仕様書（案） （平成25年３月） 

国土交通省 機械工事施工管理基準（案） （平成22年４月） 

 

第３節 軽量盛土工 

６－３－１ 一般事項 

本節は，軽量盛土工として，軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 

６－３－２ 軽量盛土工 

軽量盛土工の施工については，第３編１－１１－２軽量盛土工の規定による。 

 

第４節 機場本体工 

６－４－１ 一般事項 

１．本節は，機場本体工として作業土工，既製杭工，場所打杭工，矢板工，本体工，燃

料貯油槽工その他これらに類する工種について定める。 

２．受注者は，機場本体工の施工において，既設堤防の開削，仮締切，仮水路等の施工

時期，順序及び構造については，設計図書によらなければならない。 

３．受注者は，堤防に設ける仮締切は，設計図書に基づき施工するものとするが，現

地状況によってこれにより難い仮締切を設置する場合は，設計図書に関して監督員

と協議しなければならない。なお，その場合の仮締切は，堤防機能が保持できるも

のとしなければならない。 
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４．受注者は，機場本体工の施工に必要となる仮水路は，設計図書に基づき施工する

ものとするが，現地状況によってこれにより難い場合は，設計図書に関して監督員

と協議しなければならない。なお，その場合の仮水路は，内水排除のための断面を

確保し，その流量に耐える構造でなければならない。 

６－４－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

１．作業土工の施工については，第３編１－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の規定

による。 

２．受注者は，基礎下面の土質が設計図書と異なる場合には，設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。 

３．受注者は，仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維持しなければなら

ない。 

６－４－３ 既製杭工 

既製杭工の施工については，第３編１－４－４既製杭工の規定による。 

６－４－４ 場所打杭工 

場所打杭工の施工については，第３編１－４－５場所打杭工の規定による。 

６－４－５ 矢板工 

矢板工の施工については，第３編１－３－４矢板工の規定による。 

６－４－６ 本体工 

１．受注者は，基礎材の敷均し，締固めにあたり，支持力が均等となり，かつ不陸を生

じないように施工しなければならない。 

２．受注者は，均しコンクリートの施工については不陸が生じないようにしなければな

らない。 

３．受注者は，均しコンクリートの打設終了後，コンクリート下面の土砂の流出を防止

しなければならない。 

４．受注者は，硬化した本体コンクリートに二次コンクリートを打継ぐ場合，ハンドブ

レーカー，たがね等により打継ぎ面に目荒らし，チッピングを行い，清掃，吸水等の

適切な処理を施さなければならない。 

５．受注者は，二次コンクリートの打設にあたり，材料の分離が生じないよう適切な方

法により施工し，１作業区画内の二次コンクリートについては，これを完了するまで

連続して打設しなければならない。 

６．受注者は，二次コンクリートの打設にあたり，天候，設備能力等を検討して，構造

物の強度，耐久性及び外観を損なわないような，打設順序，締固め方法で施工しなけ

ればならない。 

７．受注者は，目地材の施工位置については，設計図書によらなければならない。 

８．受注者は，設計図書に示す止水板及び伸縮材で継手を施工し，構造上変位が生じ

ても水密性が確保できるよう施工しなければならない。 

６－４－７ 燃料貯油槽工 

１．受注者は，基礎材の敷均し，締固めにあたり，支持力が均等となり，かつ不陸を生

じないように施工しなければならない。 

２．受注者は，均しコンクリートの施工については不陸が生じないようにしなければな
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第１２節 植栽維持工 

８－１２－１ 一般事項 

本節は，植栽維持工として樹木・芝生管理工その他これらに類する工種について定め

る。 

８－１２－２ 材料 

材料の規定については，第３編１－１７－２材料の規定による。 

８－１２－３ 樹木・芝生管理工 

樹木・芝生管理工の施工については，第３編１－１７－３樹木・芝生管理工の規定に

よる。 

 

第１３節 応急処理工 

８－１３－１ 一般事項 

本節は，応急処理工として応急処理作業工その他これらに類する工種について定める。 

８－１３－２ 応急処理作業工 

受注者は，応急処理作業工の施工完了後は，監督員に報告しなければならない。 

 

第１４節 撤去物処理工 

８－１４－１ 一般事項 

本節は，撤去物処理工として運搬処理工その他これに類する工種について定める。 

８－１４－２ 運搬処理工 

１．受注者は，殻運搬処理及び発生材運搬を行う場合は，運搬物が飛散しないようしな

ければならない。 

２．受注者は，殻及び発生材の受入れ場所及び時間について，設計図書に定めのない

場合は，監督員の指示を受けなければならない。 
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第９章 河川修繕 
 

第１節 適用 

１．本章は，河川工事における河川土工，軽量盛土工，腹付工，側帯工，堤脚保護工，

管理用通路工，現場塗装工，仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

２．河川土工，仮設工は，第１編第２章第３節河川土工，第３編第１章第１０節仮設工

の規定による。 

３．本章に特に定めのない事項については，第１編共通編，第２編材料編，第３編土木

工事共通編及び第６編 第１章～７章の規定による。 

４．受注者は，河川修繕の施工にあたって，河道及び河川管理施設の機能を確保しなけ

ればならない。 

５．受注者は，河川工事において，水位，潮位の観測を必要に応じて実施しなければな

らない。 

第２節 適用すべき諸基準 

設計図書において特に定めのない事項については，下記の関係基準類による。これ

により難い場合，受注者は，監督員の承諾を得なければならない。なお，基準類と設計

図書に相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑義がある場

合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会鋼道路橋塗装・防食便覧 （平成17年12月） 

日本道路協会道路維持修繕要綱 （昭和53年７月） 

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）基準解説編・マニュアル編 

 （平成26年９月）

河川ポンプ施設技術協会揚排水ポンプ設備技術基準（案）同解説 （平成13年） 

 

第３節 軽量盛土工 

９－３－１ 一般事項 

本節は，軽量盛土工として，軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 

９－３－２ 軽量盛土工 

軽量盛土工の施工については，第３編１－１１－２軽量盛土工の規定による。 

 

第４節 腹付工 

９－４－１ 一般事項 

本節は，腹付工として覆土工，植生工その他これらに類する工種について定める。 

９－４－２ 覆土工 

覆土工の施工については，第３編１－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によ

る。 

９－４－３ 植生工 

植生工の施工については，第３編１－１４－２植生工の規定による。 
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表９－１ 素地調整程度と作業内容 

素地調整

程度 
さび面積

塗膜異常

面積 
作業内容 作業方法 

１種 － － 
さび，旧塗膜を完全に除去し鋼材面を

露出させる。 
ブラスト法 

２種 30％以上 － 

旧塗膜，さびを除去し鋼材面を露出さ

せる。 

ただし，さび面積30％以下で旧塗膜が

Ｂ，ｂ塗装系の場合はジンクプライマ

ーやジンクリッチペイントを残し，他

の旧塗膜を全面除去する。 

ディスクサンダ

ー，ワイヤホイル

などの電動工具と

手工具との併用，

ブラスト法 

３種Ａ 15～30％ 30％以上 
活膜は残すが，それ以外の不良部（さ

び，割れ，ふくれ）は除去する。 
同上 

３種Ｂ ５～15％ 15～30％ 同上 同上 

３種Ｃ ５％以下 ５～15％ 同上 同上 

４種 － ５％以下 粉化物，汚れなどを除去する。 同上 

 

２．受注者は，海岸地域に架設又は保管されていた場合，海上輸送を行った場合，その

他臨海地域を長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念された場合には，塩分

付着量の測定を行いNaClが50mg/㎡以上の時は水洗いするものとする。 

３．素地調整程度１種の施工については，第６編 ４－１０－２ 現場塗装工の規定に

よる。 

４．受注者は，素地調整程度１種以外の素地調整を終了したときは，被塗膜面の素地調

整状態を確認したうえで下塗りを施工しなければならない。 

５．素地調整程度１種を行った場合の下塗りの施工については，第６編 ４－１０－２ 

現場塗装工の規定による。 

６．中塗り，上塗りの施工については，第６編 ４－１０－２ 現場塗装工の規定によ

る。 

７．施工管理の記録については，第６編 ４－１０－２ 現場塗装工の規定による。 

９－８－４ コンクリート面塗装工 

コンクリート面塗装工の施工については，第３編１－３－１１コンクリート面塗装工

の規定による。 
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第７編 下水道編

第１章 管きょ

第１節 適用

１．本章は，管きょ工（開削），管きょ工（小口径推進），管きょ工（推進），管きょ

工（シールド），マンホール工，取付け管工，ます工，立坑工について適用する。 

２．本章に特に定めのない事項については，第１編共通編，第２編材料編，第３編土木

工事共通編の規定による。 

第２節 適用すべき諸基準

設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類による。これにより

難い場合，受注者は，監督員の承諾を得なければならない。なお，基準類と設計図書に

相違がある場合，又は疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

なお，次の基準類が改定された場合は，それに従わなければならない。 

建設省 建設工事公衆災害防止対策要綱            （平成５年１月） 

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について        （平成14年７月31日） 

国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について （平成14年７月31日） 

建設省 コンクリート中の塩化物総量規制について       （昭和61年６月） 

建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針  （昭和49年７月） 

建設省 薬液注入工法に係わる施工管理について        （平成２年９月） 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案）         （平成22年６月一部改正） 

国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱           （平成14年５月） 

日本下水道協会 下水道施設計画・設計指針と解説       （2009年版） 

日本下水道協会 下水道維持管理指              （2003年版） 

日本下水道協会 小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説 （2004年版） 

日本下水道協会 下水道工事施工管理指針と解説        （1989年版） 

日本下水道協会 下水道施設の耐震対策指針と解説       （2006年版） 

日本下水道協会 下水道推進工法の指針と解説         （2010年版） 

日本下水道協会 下水道排水設備指針と解説          （2004年版） 

土木学会 トンネル標準仕様書（開削工法編）・同解説     （平成18年７月） 

土木学会 トンネル標準仕様書（シールド工法編）・同解説   （平成18年７月） 

土木学会 トンネル標準仕様書（山岳工法編）・同解説     （平成18年７月） 

土木学会 コンクリート標準仕様書（設計編）         （平成25年３月）

土木学会 コンクリート標準仕様書（施工編）         （平成25年３月）

土木学会 コンクリート標準仕様書（規準編）         （平成25年11月）

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針           （平成24年６月） 

日本道路協会 道路土工要綱                 （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工―仮設構造物工指針          （平成11年３月） 
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日本道路協会 道路土工―カルバート指針           （平成22年３月） 

日本道路協会 道路土工―軟弱地盤対策工指針         （平成24年８月） 

日本道路協会 舗装設計施工指針               （平成18年２月） 

日本道路協会 舗装施工便覧                 （平成18年２月）

日本道路協会 舗装再生便覧                 （平成22年12月） 

日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針（案）      （平成２年11月） 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説（改訂版） （平成４年12月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧             （平成19年６月） 

日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説      （平成13年９月） 

日本道路協会 視覚障害者用誘導ブロック設置指針・同解説   （昭和60年９月） 

日本道路協会 排水性舗装技術指針（案）           （平成８年10月） 

日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事  （平成21年９月）

日本下水道事業団 下水道コンクリート構造物の 

腐食抑制技術及び防食技術マニュアル （平成24年４月）

日本開発研究センター ＰＣボックスカルバート道路埋設指針  （平成３年10月） 

日本開発研究センター 鉄筋コンクリート製 

プレキャストボックスカルバート道路埋設指針 （平成３年７月） 

下水道新技術推進機構 下水道土木工事必携（案）       （平成26年10月）

第３節 管きょ工（開削）

１－３－１ 一般事項

本節は，管きょ工（開削）として管路土工，管布設工，管基礎工，土留工，埋設物防

護工，路面覆工，補助地盤改良，水替工，地下水位低下工その他これらに類する工種に

ついて定める。 

１－３－２ 材料

１．使用する下水道材料は，次の規格に適合するもの，またはこれと同等以上の品質を

有するものとする。 

(1) 鉄筋コンクリート管     JSWAS A-1 （下水道用コンクリート管） 

JSWAS A-5 （下水道用コンクリート卵形管） 

(2) 硬質塩化ビニル管      JSWAS K-1 （下水道用硬質塩化ビニル管） 

JSWAS K-3 （下水道用硬質塩化ビニル卵形管） 

JSWAS K-13 （下水道用リブ付硬質塩化ビニル管） 

JIS K 6741 （下水道用リサイクル塩化ビニル管） 

(3) 強化プラスチック複合管   JSWAS K-2 （下水道用強化プラスチック複合管） 

(4) レジンコンクリート管    JSWAS K-11 （下水道用レジンコンクリート管） 

(5) ポリエチレン管       JSWAS K-14 （下水道用ポリエチレン管） 

JSWAS K-15 （下水道用リブ付ポリエチレン管） 

(6) 鋼管            JIS G 3443 （水輸送用塗覆装鋼管） 

JIS G 3451 （水輸送用塗覆装鋼管の異形管） 

JIS G 3452 （配管用炭素鋼管） 
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(7) 鋳鉄管           JSWAS G-1 （下水道用ダクタイル鋳鉄管） 

JIS G 5526 （ダクタイル鋳鉄管） 

JIS G 5527 （ダクタイル鋳鉄管異形管） 

２．受注者は，施工に使用する材料について，施工前に監督員に承諾を得るとともに,

材料の品質証明書を整備，保管し，監督員から請求があった場合は遅滞なく提出し

なければならない。 

１－３－３ 管路土工 

１．管路土工の施工については，第３編１－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の規定

による。 

２．受注者は，掘削について次により施工しなければならない。 

(1) 掘削は，管きょの布設等に支障がない空間を確保するとともに，地盤の状況に

応じ土留工等を講じなければならない。 

(2) 掘削は掘りすぎないこと。また，機械掘りの場合には，底面を人力で仕上げる

ものとし，掘りすぎた時には，砂，砕石，コンクリート等で埋め戻さなければなら

ない。 

(3) 構造物及び埋設物に近接して掘削する場合には，周辺地盤の緩み，沈下等の防

止に注意して施工し，必要に応じ，当該施設の管理者と協議のうえ防護処置を行わ

なければならない。 

３．受注者は，埋戻しについて次により施工しなければならない。 

(1) 埋戻し土は，指定されたもの又は良質な土砂で監督員の承諾を得たものを使用

すること。 

(2) 埋戻し作業にあたり，管が移動したり破損したりするような荷重や衝撃を与え

ないよう注意しなければならない。 

(3) 管側部の埋戻しの施工にあたり，管の両側より同時に埋戻し，空隙を生じない

よう十分突き固めなければならない。また管の周辺及び管頂30㎝までは特に注意

して施工しなければならない。 

(4) 埋戻しの施工にあたり，設計図書に基づき，各層所定の厚さごとに両側の埋戻

し高さが均等になるように，必ず人力及びタンパ，ランマ等により十分締固めなけ

ればならない。 

 また，一層の仕上がり厚さは20～30㎝を基本とする。 

(5) 掘削構内に埋設物がある場合には，埋設物管理者との協議に基づき，埋設物及

び付近の埋戻し土が将来沈下しないようにしなければならない。 

１－３－４ 管布設工 

１．受注者は，管の取扱いについて，次によらなければならない。 

(1) 現場に管を保管する場合には，交通に支障のないようにし，道路，通路，消火

栓，マンホール類を塞がないようにするとともに，転び止めの処置を行い，第三者

が立ち入らないよう柵等を設ける等十分な安全対策を講じなければならない。 

(2) 管の取扱いは，クレーン，巻上げ機等で吊あげ作業及び吊おろし作業を行い，

管に衝撃を与えないようにしなければならない。また，運搬においても損傷しない

ように取り扱わなければならない。 
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受注者は，立坑内には，仮設階段，昇降設備，転落防止用ネット等の安全施設及び必

要に応じて天井クレーン等を設置し，また昇降に際しては，安全帯，セーフティブロ

ック等を使用して転落防止に努めなければならい。 

１－９－９ 埋設物防護工 

埋設物防護工の施工については，第７編１－３－７埋設物防護工の規定による。 

１－９－１０ 立坑水替工 

立坑水替工の施工については，第７編１－３－１０水替工の規定による。 

１－９－１１ 地下水位低下工 

地下水位低下工の施工については，第７編１－３－１１地下水位低下工の規定による。 

１－９－１２ 補助地盤改良工 

補助地盤改良工の施工については，第７編１－３－９補助地盤改良工の規定による。
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第２章 処理場・ポンプ場

第１節 適用

１．本章は、処理場・ポンプ場工事における本体築造工における防食工，水張試験，気

密試験その他これらに類する工種について適用する。 

２．本章に特に定めのない事項については，第１編共通編の規定による。 

第２節 適用すべき諸基準

設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類によらなければな

らない。なお，基準類と設計図書に相違がある場合は，原則として設計図書の規定に

従うものとし，疑義がある場合，受注者は，監督員に確認をもとめなければならない。 

（社）公共建築協会 公共建築工事標準仕様書           （平成25年）

日本下水道事業団  下水道コンクリート構造物の 

腐食抑制技術及び防食技術マニュアル （平成24年４月）

国土交通省     公共用緑化樹木品質寸法規格基準（案）   （平成15年６月） 

下水道新技術推進  下水道土木工事必携（案）         （平成26年10月）

日本下水道事業団  土木工事一般仕様書・土木工事必携     （平成26年10月）

第３節 本体築造工

２－３－１ 防食工

受注者は，硫酸によるコンクリート腐食の防止を目的とする防食被覆工において，設

計図書および日本下水道事業団発行の「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及

び防食技術マニュアル」に基づいて施工しなければならない。 

２－３－２ 水張試験

受注者は，下記の施設について，設計図書に基づき水張試験を行わなければならな

い。なお，試験に先立ち水張試験計画書を作成し，監督員に提出しなければならない。 

(1) 水張試験を行う施設 

沈砂池，ポンプ井，最初沈殿池，エアレーションタンク，最終沈殿池，塩素混

和池，濃縮タンク，消化タンク，洗浄タンク，受水槽，冷却水槽，その他監督員

が指示した施設。 

２－３－３ 気密試験

１．受注者は，汚泥消化タンクの気密試験等について，原則として本工事で実施しなけ

ればならない。ただし，機械設備工事と共同して行うことが適当と認められる場合に

は，機械設備工事の受注者と協力して実施することができる。 

２．気密試験は，汚泥消化タンクの気密試験要領により実施するものとする。なお，受

注者は，試験に先立ち気密試験計画書を作成し，監督員に提出しなければならない。 




