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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） 

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 下水道維持管理指針             （2014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       （2014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） 

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 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 コンクリート標準示方書（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―カルバート工指針          （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 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・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） 

国土開発技術研究センター ＰＣボックスカルバート道路埋設指針（平成３年10月） 

国土開発技術研究センター 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） 

日本下水道協会 下水道土木工事必携（案）          （平成26年10月） 

 

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） 

国土開発技術研究センター ＰＣボックスカルバート道路埋設指針（平成３年10月） 

国土開発技術研究センター 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） 

日本下水道協会 下水道土木工事必携（案）          （平成26年10月） 

第１節 管きょ工（開削） 
１－１－１ 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。 

１－１－２ 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 （下水道用鉄筋コンクリート管） 

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-13 （下水道用リブ付硬質塩化ビニル

管） 

(3) 下水道用リサイクル塩化ビニル管 JIS K 6741 （硬質ポリ塩化ビニル管） 

(4) 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） 

(5) 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） 

(6) 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） 

(7) 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 （配管用炭素鋼鋼管） 

(8) 鋳鉄管           JSWAS G-1 （下水道用ダクタイル鋳鉄管） 
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