
土木工事共通仕様書 新旧対照表 主な改定内容 表現の変更等軽微な改定事項は、掲載しておりません。 

新（２８．４） 旧（２６．４） 

第 1 編 共 通 編

第 1 章 総 則

第 1 節 総 則

1-1-1-1 適用 

2.共通仕様書の適用 

受注者は、共通仕様書の適用にあたっては、「川崎市請負工事監督規程」（以下「監督規程」という。）及び

「同検査規程」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。

第 1 編 共 通 編

第 1 章 総 則

第 1 節 総 則

1-1-1-1 適用 

2.共通仕様書の適用 

受注者は、共通仕様書の適用にあたっては、「川崎市請負工事監督規程」及び「同検査規程」（以下「監

督・検査規程」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。 

4.設計図書間の不整合 

特記仕様書、図面、または工事設計書の間に相違がある場合、また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。

4.設計図書間の不整合 

特記仕様書、図面、または共通仕様書の間に相違がある場合、また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。

1-1-1-2 用語の定義 

2.総括監督員 

総括監督員とは、「監督規程」に定める監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協

議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、 

1-1-1-2 用語の定義 

2.総括監督員 

総括監督員とは、「監督・検査規程」に定める監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾ま

たは協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、

3.主任監督員 

主任監督員とは、「監督規程」に定める現場監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾また

は協議（重要なもの及び軽易なものを除く）の処理、工事実施のための詳細図等（軽易なものを除く）の

作成及び交付または受注者が作成した図面の承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段

階確認、工事材料の試験または検査の実施（他のものに実施させ当該実施を確認することを含む）で重要

なものの処理、関連工事の調整（重要なものを除く）、設計図書の変更（重要なものを除く）、一時中止ま

たは打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、監督員の指揮監督並

びに現場監督総括業務及び一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。

3.主任監督員 

主任監督員とは、「監督・検査規程」に定める現場監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承

諾または協議（重要なもの及び軽易なものを除く）の処理、工事実施のための詳細図等（軽易なものを除

く）の作成及び交付または受注者が作成した図面の承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立

会、段階確認、工事材料の試験または検査の実施（他のものに実施させ当該実施を確認することを含む）

で重要なものの処理、関連工事の調整（重要なものを除く）、設計図書の変更（重要なものを除く）、一時

中止または打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、監督員の指揮

監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。

4.一般監督員 

一般監督員とは、「監督規程」に定める一般監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協

議で軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付または受注者が作成した

図面のうち軽易なものの承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の

試験の実施（重要なものは除く）を行い、設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める

場合における主任監督員への報告を行うとともに、一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。

4.一般監督員 

一般監督員とは、「事務処理要領」に定める一般監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾また

は協議で軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付または受注者が作成

した図面のうち軽易なものの承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材

料の試験の実施（重要なものは除く）を行い、設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認

める場合における主任監督員への報告を行うとともに、一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。

12.図面 

図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図等

をいう。 

12.図面 

図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図をいう。 
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13.工事設計書 

工事設計書とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。

13.工事設計書 

工事設計書とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。 

なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書類及び受注者が提出し監督員が承諾した書類は、工

事設計書に含まれる。同様の内容が特記仕様書に記載されているため削除

20.通知 

通知とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、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。

20.通知 

通知とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、監督員が受注者に対し、または受注者

が監督員に対し、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。

21.連絡 

連絡とは、監督員と受注者または現場代理人の間で、契約書第19条に該当しない事項または緊急で伝達す

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また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。

21.連絡 

連絡とは、監督員と受注者または現場代理人の間で、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対

し、契約書第19条に該当しない事項または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

ールなどの署名また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。

1-1-1-3 設計図書の照査等 

1.図面原図の貸与 

受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図等を貸与することができる。

ただし、川崎市土木工事共通仕様書、川崎市土木工事施工管理基準及び規格値等、市販・公表されている

ものについては、受注者が備えなければならない。

1-1-1-3 設計図書の照査等 

1.図面原図の貸与 

受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図等を貸与することができる。

ただし、共通仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値等、市販されているものについては、受注者が備

えなければならない。
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1-1-1-4 施工計画書 

1.一般事項 

受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を

監督員に提出しなければならない。 

受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。 

この場合、受注者は、施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。また、監督員が

その他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持工事等簡

易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 

（1）工事概要 

（2）計画工程表 

（3）現場組織表 

（4）指定機械 

（5）主要船舶・機械 

（6）主要資材 

（7）施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む） 

（8）施工管理計画 

（9）安全管理 

（10）緊急時の体制及び対応 

（11）施工体制台帳（下請け契約書の写し添付） 

   ※建設業者との下請負契約がない場合は作成しなくてよい。 

（12）交通管理 

（13）環境対策 

（14）現場作業環境の整備 

（15）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

（16）その他（消火設備等） 

1-1-1-4 施工計画書 

1.一般事項 

受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を

監督員に提出しなければならない。 

受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。 

この場合、受注者は、施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。また、監督員が

その他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持工事等簡

易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 

（1）工事概要 

（2）計画工程表 

（3）現場組織表 

（4）指定機械 

（5）主要船舶・機械 

（6）主要資材 

（7）施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む） 

（8）施工管理計画 

（9）安全管理 

（10）緊急時の体制及び対応 

（11）施工体系図（契約金額入り、下請け契約書の写し添付） 

   ※下請負契約の請負金額が 3,000万円未満の場合は下請負業者編成表でもよい。 

（12）交通管理        建設業法、入契法改訂による変更 

（13）環境対策 

（14）現場作業環境の整備 

（15）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

（16）その他（消火設備等） 

1-1-1-8 工事着手 

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、工事始期日以降 30 日以内に工

事着手しなければならない。

また、共同企業体が行う工事については、工事始期日以降すみやかに川崎市共同企業体取扱要綱にもと

づく「共同企業体編成表」を監督員に提出しなければならない。

1-1-1-8 工事着手 

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、工事始期日以降 30 日以内に工

事着手しなければならない。

監査対応

1-1-1-9 工事の下請負

3）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。 

   なお、下請契約を締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約に努めるとともに社会保険

未加入業者には加入指導をおこなうこと。

1-1-1-9 工事の下請負

3）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。 

   なお、社会保険加入業者から下請負者の選定に努めること。

改正品確法第８条「受注者の責務」及び社会保険等の未加入対策 
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1-1-1-10 施工体制台帳 

1.一般事項 

受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に

関する法律」の定めに従って記載した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。 

1-1-1-10 施工体制台帳 

1.一般事項 

受注者は、工事を施工するために締結した下請負契約の請負金額（当該 下請負契約が2以上ある

場合は、それらの請負代金の総額）が 3,000万円以上になる場合、「公共工事の入札及び契約の適

正化の促進に関する法律」の定めに従って記載した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。 入契法改訂により変更

3.名札等の着用 

第1項の受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負者を含む）及び第1項の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。名札は図1-1-1を標準とする。 

 〔注１〕 用紙サイズは名刺サイズ以上とする。 

       〔注２〕 所属会社の社印とする。 

図1-1-1 名札の標準図 

3.名札等の着用 

第1項の受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負者を含む）及び第1項の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。 

名札の標準図を記載

1-1-1-16 支給材料及び貸与品 

3.支給品の精算、支給材料の精算 

受注者は、工事完成時（完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点。）に、

使用数量が確認できる書類を監督員に提出しなければならない。

1-1-1-16 支給材料及び貸与品 

3.支給品精算書、支給材料精算書  任意様式で提出すればよい

受注者は、工事完成時（完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点。）に、

土木工事にあっては支給品精算書を、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。

監理（主任）技術者 

氏名   ○○ ○○ 

工事名  ○○○○工事 

工期   自○○年○○月○○日 

              至○○年○○月○○日 

会社   ○○建設株式会社  

写 真 

2cm×3cm 

程 度 

印 
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 1-1-1-18 建設副産物 

4.再生資源利用計画 

受注者は、土砂（1000ｍ3以上）、砕石（500ｔ以上）または加熱アスファルト混合物（200ｔ以上）

のいずれかに該当する建設資材を工事現場に搬入する場合には、再生資源利用計画を作成し、施工

計画書に含め監督員に提出しなければならない。

 1-1-1-18 建設副産物 

5.再生資源利用促進計画 

受注者は、1000ｍ3以上の建設発生土、コンクリート塊とアスファルト・コンクリート塊と建設発生

木材の合計で 200ｔ以上のいずれかを工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を作成

し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。

 1-1-1-18 建設副産物 

4.再生資源利用計画 

受注者は、土砂、砕石または加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には、再生資源利

用計画を作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。

    対象となる搬入量を記載

 1-1-1-18 建設副産物 

5.再生資源利用促進計画 

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚

泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を作成し、施工計

画書に含め監督員に提出しなければならない。

        対象となる搬出量を記載し、対象外を削除

6.実施書の提出 

受注者は、最終契約金額が100万円（消費税を含む）以上の工事の場合には、工事完了後速やかに

実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を発注者に提出しなけ

ればならない。 

6.実施書の提出 

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに

実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を発注者に提出しなけ

ればならない。  対象工事を修正 

1-1-1-23 部分使用 

1.一般事項 

発注者は、受注者の承諾を得て部分使用できる。

1-1-1-23 部分使用 

1.一般事項 

発注者は、受注者の同意を得て部分使用できる。   契約約款 34 条は「承諾」となっている

1-1-1-24 施工管理 

6.労働環境の改善 

受注者は、作業員の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。また、

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。 

1-1-1-24 施工管理 

6.良好な作業環境の確保 

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。 

                      改正品確法第８条「受注者の責務」により改訂

8.記録及び関係書類 

受注者は、川崎市建設緑政局が定める「土木工事施工管理基準及び規格値」により施工管理を行い、

また、写真監理基準により土木工事の工事写真による写真監理を行って、その記録及び関係書類を作

成、保管し、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。なお、電子納品対象工事は、「川崎市

電子納品要領」に基づき整理し、電子媒体で提出するものとする。ただし、それ以外で監督員からの

請求があった場合は提示しなければならない。 

なお、「土木工事施工管理基準及び規格値」が定められていない工種又は項目については、監督員

と協議の上、施工管理を行うものとする。

8.記録及び関係書類 

受注者は、川崎市建設緑政局が定める「土木工事施工管理基準及び規格値」により施工管理を行い、

その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督員へ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提示しなければならない。 

なお、「土木工事施工管理基準及び規格値」が定められていない工種については、監督員と協議の

上、施工管理を行うものとする。

      写真監理基準と川崎市電子納品要領を追記
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1-1-1-27 工事中の安全確保 

10.安全教育・訓練等の記録 

受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資

料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するものとともに、検査時に提示しな

ければならない。 

1-1-1-27 工事中の安全確保 

10.安全教育・訓練等の記録 

受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資

料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するものとともに、検査時に提出しな

ければならない。 

11.関係機関との連絡 

受注者は、発注者と常時連絡が取れる体制を整えるとともに、所轄警察署、所管海上保安部、道路

管理者、鉄道事業者、河川管理者、港湾管理者、空港管理者、海岸管理者、漁港管理者、海上保安部、

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。 

11.関係機関との連絡 

受注者は、所轄警察署、所管海上保安部、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、港湾管理者、空

港管理者、海岸管理者、漁港管理者、海上保安部、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。 

              発注者との連絡体制確保を明記
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1-1-1-31 環境対策 

6.排出ガス対策型建設機械 

受注者は、工事の施工にあたり表1-1-1に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガ

スの規制等に関する法律」(平成17年法律第51号）に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、ま

たは、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号）、「排出ガス

対策型建設機械の普及促進に関する規程」（平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号）もしくは

「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成18年3月17日付け国総施第215号）に基づき指定され

た排出ガス対策型建設機械（以下「排出ガス対策型建設機械等」という。）を使用するとともに、施

工計画書に記載しなければならない。また、受注者は使用機械が排出ガス対策機械であることを証明

するために使用機械に貼ってあるステッカー等の写真を撮り、検査時に提示すること。 

排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価

制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民

間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化

装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議するもの

とする。 

受注者はトンネル坑内作業において表1-1-2に示す建設機械を使用する場合は、2011年以降の排出

ガス基準に適合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」（平成18

年3月28日経済産業省・国土交通省・環境省令第1号）第16条第1項第2号もしくは第20条第1項第2号に

定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8

日付け建設省経機発第249号）もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成18年3月17

日付け国総施第215号）に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械（以下「トンネ

ル工事用排出ガス対策型建設機械等」という。）を使用するとともに、施工計画書に記載しなければ

ならない。また、受注者は使用機械が排出ガス対策機械であることを証明するために使用機械に貼っ

てあるステッカー等の写真を撮り、検査時に提示すること。 

トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成7年

度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標

で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価され

た排出ガス浄化装置（黒煙浄化装置付）を装着した建設機械を使用することができるが、これにより

難い場合は、監督員と協議するものとする。 

1-1-1-31 環境対策 

6.排出ガス対策型建設機械 

受注者は、工事の施工にあたり表1-1-1に示す建設機械を使用する場合は、表1-1-1の下欄に示す「特

定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成17年法律第51号）に基づく技術基準に適合する

特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付け建設省経機発第

249号）、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（平成18年3月17日付け国土交通省告示

第348号）もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成18年3月17日付け国総施第215号）

に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。 

排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械

の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審

査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された

排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより

難い場合は、監督員と協議するものとする。 

受注者はトンネル坑内作業において表1-1-2に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス2011年基

準に適合するものとして、表1-1-2の下欄に示す「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施

行規則」（平成18年3月28日経済産業省・国土交通省・環境省令第1号）第16条第1項第2号もしくは第

20条第1項第2号のロに定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定

要領」（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号）もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要

領」（平成18年3月17日付け国総施第215号）に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設

機械を使用しなければならない。 

トンネル工事用排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募

課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建

設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業に

より評価された排出ガス浄化装置を装着（黒煙浄化装置付）することで、トンネル工事用排出ガス対

策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。 

            法令等の改正による

            特記仕様書の内容を共通仕様に格上げ
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8.低騒音型・低振動型建設機械 

受注者は、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（国土交通省告示、平成13年4月9日

改正）に基づき指定された建設機械を使用するとともに、施工計画書に記載しなければならない。

また、受注者は使用機械が対策機械であることを証明するために使用機械に貼ってあるステッカー

等の写真を撮り、検査時に提示すること。ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が

不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種または対策をもって協議することができる。

8.低騒音型・低振動型建設機械 

受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術参事官通達、昭和62年3月30

日改正）によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒

音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（国土交通省告示、平成13年4月9日改正）に基づき指

定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調

達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種または対策をもって協議することができ

る。       特記仕様書の内容を共通仕様に格上げ

9.特定調達品目 

受注者は、資材、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等「国等による環境

物品等の調達の推進等に関する法律（平成15年7月改正 法律第119号。「グリーン購入法」という。）」

第10条の規定に基づく「川崎市グリーン購入推進方針」で定める特定調達品目の使用を積極的に推進

するものとし、それを使用する場合には、原則として判断基準を満たすものを使用するものとする。

なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これによ

り難い場合は、監督員と協議する。 

また、その調達実績の集計結果を監督員に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、監

督員の指示による。 

9.特定調達品目 

受注者は、資材、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏まえ、必

要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「国等による環境物品等の調達の推

進等に関する法律（平成15年7月改正 法律第119号。「グリーン購入法」という。）」第10条の規定に基

づく「川崎市グリーン購入推進方針」で定める特定調達品目の使用を積極的に推進するものとし、そ

の調達実績の集計結果を監督員に提出するものとする。 

なお、集計及び提出の方法や、特定調達品目を使用するに際して必要となる設計図書の変更につい

ては、監督員と協議するものとする。 

 法令等の改正による（グリーン購入法との整合） 

1-1-1-33 交通安全管理 

2.輸送災害の防止

受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機

関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通

誘導警備員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害

の防止を図らなければならない。 

1-1-1-33 交通安全管理 

2.輸送災害の防止

受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機

関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通

誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防

止を図らなければならない。 

 1-1-1-35 諸法令の遵守 

1.諸法令の遵守 

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27年9月改正 法律第63号） 

（2）建設業法 （平成25年6月改正 法律第69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26年6月改正 法律第82号） 

（6）作業環境測定法 （平成26年6月改正 法律第82号） 

（7）じん肺法 （平成26年6月改正 法律第82号） 

（8）雇用保険法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

 1-1-1-35 諸法令の遵守 

1.諸法令の遵守 

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） 
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（9）労働者災害補償保険法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（10）健康保険法 （平成 26 年 6 月改正 法律第 83 号）

（11）中小企業退職金共済法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（12）建設労働者の雇用の改善等に関する法律 （平成25年11月改正 法律第86号） 

（13）出入国管理及び難民認定法 （平成26年6月改正 法律第74号） 

（14）道路法 （平成26年6月改正 法律第72号） 

（15）道路交通法 （平成27年9月改正 法律第76号） 

（16）道路運送法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（17）道路運送車両法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（18）砂防法 （平成25年11月改正 法律第76号） 

（19）地すべり等防止法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（20）河川法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（21）海岸法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（22）港湾法 （平成26年6月改正 法律第91号） 

（23）港則法 （平成21年7月改正 法律第69号） 

（24）漁港漁場整備法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（25）下水道法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（26）航空法 （平成26年6月改正 法律第70号） 

（27）公有水面埋立法 （平成26年6月改正 法律第51号） 

（28）軌道法 （平成18年3月改正 法律第19号） 

（29）森林法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（30）環境基本法 （平成26年6月改正 法律第46号） 

（31）火薬類取締法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（32）大気汚染防止法 （平成26年6月改正 法律第72号） 

（33）騒音規制法 （平成26年6月改正 法律第72号） 

（34）水質汚濁防止法 （平成25年6月改正 法律第60号） 

（35）湖沼水質保全特別措置法 （平成26年6月改正 法律第72号） 

（36）振動規制法 （平成26年6月改正 法律第72号） 

（37）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（38）文化財保護法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（39）砂利採取法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（40）電気事業法 （平成26年6月改正 法律第72号） 

（41）消防法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（42）測量法 （平成23年6月改正 法律第61号） 

（43）建築基準法 （平成26年6月改正 法律第92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） 

（14）道路法 （平成23年12月改正 法律第122号） 

（15）道路交通法 （平成24年8月改正 法律第67号） 

（16）道路運送法 （平成23年6月改正 法律第74号） 

（17）道路運送車両法 （平成23年6月改正 法律第74号） 

（18）砂防法 （平成22年3月改正 法律第20号） 

（19）地すべり等防止法 （平成24年6月改正 法律第42号） 

（20）河川法 （平成23年12月改正 法律第122号） 

（21）海岸法 （平成23年5月改正 法律第37号） 

（22）港湾法 （平成24年3月改正 法律第15号） 

（23）港則法 （平成21年7月改正 法律第69号） 

（24）漁港漁場整備法 （平成23年8月改正 法律第105号） 

（25）下水道法 （平成23年12月改正 法律第122号） 

（26）航空法 （平成23年5月改正 法律第54号） 

（27）公有水面埋立法 （平成16年6月改正 法律第84号） 

（28）軌道法 （平成18年3月改正 法律第19号） 

（29）森林法 （平成24年6月改正 法律第42号） 

（30）環境基本法 （平成24年6月改正 法律第47号） 

（31）火薬類取締法 （平成23年6月改正 法律第74号） 

（32）大気汚染防止法 （平成23年8月改正 法律第105号） 

（33）騒音規制法 （平成23年12月改正 法律第122号） 

（34）水質汚濁防止法 （平成23年8月改正 法律第105号） 

（35）湖沼水質保全特別措置法 （平成23年8月改正 法律第105号） 

（36）振動規制法 （平成23年12月改正 法律第122号） 

（37）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （平成24年8月改正 法律第53号） 

（38）文化財保護法 （平成23年5月改正 法律第37号） 

（39）砂利採取法 （平成23年7月改正 法律第84号） 

（40）電気事業法 （平成24年6月改正 法律第47号） 

（41）消防法 （平成24年6月改正 法律第38号） 

（42）測量法 （平成23年6月改正 法律第61号） 

（43）建築基準法 （平成24年8月改正 法律第67号） 



土木工事共通仕様書 新旧対照表 主な改定内容 表現の変更等軽微な改定事項は、掲載しておりません。 

新（２８．４） 旧（２６．４） 

（44）都市公園法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（45）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

 （平成26年6月改正 法律第55号） 

（46）土壌汚染対策法 （平成26年6月改正 法律第51号） 

（47）駐車場法 （平成23年12月改正 法律第122号） 

（48）海上交通安全法 （平成21年7月改正 法律第69号） 

（49）海上衝突予防法 （平成15年6月改正 法律第63号） 

（50）海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 （平成26年6月改正 法律第73号） 

（51）船員法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（52）船舶職員及び小型船舶操縦者法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（53）船舶安全法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（54）自然環境保全法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（55）自然公園法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（56）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

 （平成26年6月改正 法律第55号） 

（57）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 

 （平成15年7月改正 法律第119号） 

（58）河川法施行法 （平成11年12月改正 法律第160号） 

（59）技術士法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（60）漁業法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（61）空港法 （平成26年6月改正 法律第76号） 

（62）計量法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（63）厚生年金保険法 （平成25年6月改正 法律第63号） 

（64）航路標識法 （平成16年6月改正 法律第84号） 

（65）資源の有効な利用の促進に関する法律 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（66）最低賃金法 （平成24年4月改正 法律第27号） 

（67）職業安定法 （平成26年6月改正 法律第67号） 

（68）所得税法 （平成26年6月改正 法律第91号） 

（69）水産資源保護法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（70）船員保険法 （平成26年6月改正 法律第83号） 

（71）著作権法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（72）電波法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（73）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 

 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（74）労働保険の保険料の徴収等に関する法律 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（44）都市公園法 （平成23年12月改正 法律第122号） 

（45）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

 （平成23年8月改正 法律第105号） 

（46）土壌汚染対策法 （平成23年6月改正 法律第74号） 

（47）駐車場法 （平成23年12月改正 法律第122号） 

（48）海上交通安全法 （平成21年7月改正 法律第69号） 

（49）海上衝突予防法 （平成15年6月改正 法律第63号） 

（50）海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 （平成24年9月改正 法律第89号） 

（51）船員法 （平成24年9月改正 法律第87号） 

（52）船舶職員及び小型船舶操縦者法 （平成20年5月改正 法律第26号） 

（53）船舶安全法 （平成24年9月改正 法律第89号） 

（54）自然環境保全法 （平成23年8月改正 法律第105号） 

（55）自然公園法 （平成23年8月改正 法律第105号） 

（56）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

 （平成21年6月改正 法律第51号） 

（57）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 

 （平成15年7月改正 法律第119号） 

（58）河川法施行法 （平成11年12月改正 法律第160号） 

（59）技術士法 （平成23年6月改正 法律第74号） 

（60）漁業法 （平成23年5月改正 法律第35号） 

（61）空港法 （平成23年8月改正 法律第105号） 

（62）計量法 （平成23年8月改正 法律第105号） 

（63）厚生年金保険法 （平成24年8月改正 法律第63号） 

（64）航路標識法 （平成16年6月改正 法律第84号） 

（65）資源の有効な利用の促進に関する法律 （平成14年2月改正 法律第1号） 

（66）最低賃金法 （平成24年4月改正 法律第27号） 

（67）職業安定法 （平成24年8月改正 法律第53号） 

（68）所得税法 （平成24年3月改正 法律第16号） 

（69）水産資源保護法 （平成22年6月改正 法律第41号） 

（70）船員保険法 （平成24年9月改正 法律第87号） 

（71）著作権法 （平成24年6月改正 法律第43号） 

（72）電波法 （平成23年6月改正 法律第74号） 

（73）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 

 （平成24年4月改正 法律第27号） 

（74）労働保険の保険料の徴収等に関する法律 （平成23年5月改正 法律第47号） 



土木工事共通仕様書 新旧対照表 主な改定内容 表現の変更等軽微な改定事項は、掲載しておりません。 

新（２８．４） 旧（２６．４） 

（75）農薬取締法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（76）毒物及び劇物取締法 （平成23年12月改正 法律第122号） 

（77）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 

  （平成17年5月 法律第51号） 

（78）公共工事の品質確保の促進に関する法律 （平成26年6月 法律第56号） 

（79）警備業法 （平成23年6月改正 法律第61号） 

（80）行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 

 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（81）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（82）会計法 （平成18年6月改正 法律第53号） 

（75）農薬取締法 （平成19年3月改正 法律第8号） 

（76）毒物及び劇物取締法 （平成23年12月改正 法律第122号） 

（77）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 

  （平成17年5月法律第51号） 

（78）公共工事の品質確保の促進に関する法律 （平成17年3月法律第18号） 

（79）警備業法 （平成23年6月改正 法律第61号） 

（80）行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 

 （平成24年6月改正 法律第42号） 

（81）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

 （平成23年12月改正 法律第122号） 

（82）会計法                  （平成18年6月改正 法律第53号） 

1-1-1-41 保険の付保及び事故の補償 

5.掛金収納書の提出 

（６）受注者は、（１）から（５）の事項のほか、以下の事項についても留意すること。 

 ・受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し当該労働者の共済手帳に共

済証紙を貼付すること。 

 ・受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用

する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により公布すること、または、

建退共制度の掛金相当額を下請代金中に参入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに

共済証紙の購入及び貼付を促進すること。 

 ・下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、受注者に建退共

制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、受注

者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。 

第 2 章 土  工

  第2節 適用すべき諸基準 

土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル （平成25年12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25年12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26年8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 

1-1-1-41 保険の付保及び事故の補償 

5.掛金収納書の提出 

     （６）を追加 

第 2 章 土  工

  第2節 適用すべき諸基準 

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 



土木工事共通仕様書 新旧対照表 主な改定内容 表現の変更等軽微な改定事項は、掲載しておりません。 

新（２８．４） 旧（２６．４） 

 （平成26年8月）  （平成11年12月） 

1-2-3-4 盛土補強工 

6.盛土縦断方向の面状補強材 

受注者は、面状補強材の引張り強さを考慮しない盛土縦断方向については、面状補強材をすき間な

く、ズレが生じないように施工しなければならない。 

1-2-3-4 盛土補強工 

6.盛土縦断方向の面状補強材 

受注者は、面状補強材の引張り強さを考慮しない盛土縦断方向については、設計図書で特に定めの

ある場合を除き、面状補強材に5cm程度の重ね合せ幅を確保するものとする。 

諸基準の改定に伴う修正

1-3-3-3 配合 

3.水セメント比 

ただし、構造物で、次の物は適用除外とする。

1.仮設構造物(建設後数年の内に撤去するもの) 

2.最大高さ 1m未満の擁壁・水路・側溝及び街渠等の構造物 

3.管(函)渠等(φ600 未満、600×600mm 未満)の構造物 

4.道路照明、標識、防護棚等の構造物 

5.特に耐久性を期待しない構造物 

6.河川における護岸構造物(特殊堤を除く)

1-3-3-3 配合 

3.水セメント比 

 平成 14 年 3 月 29 日付け 13 川建技第 681 号の通知による追加

 ・適応除外の構造物 1～6 を追加

 ・表 1-3-2 適応・適応除外区分表 を新規追加

1-3-5-4 材料の計量及び練混ぜ 

2.材料の計量 

（1）受注者は、計量については現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の

試験は、JIS A 1111（細骨材の表面水率試験方法）若しくは JIS A 1125（骨材の含水率試験方法及

び含水率に基づく表面水率の試験方法）、JIS A1802「コンクリート生産工程管理用試験方法－遠心

力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンクリート生産工程管理用試験方法－粗

骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督職員の承諾を得た方法

によらなければならない。 

1-3-5-4 材料の計量及び練混ぜ 

2.材料の計量 

（1）受注者は、計量については現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試

験は、JIS A 1111（細骨材の表面水率試験方法）若しくはJIS A 1125（骨材の含水率試験方法及び

含水率に基づく表面水率の試験方法） 

コンクリート標準示方書（施工編）施工標準５章製造 5.3軽量の改定に伴う追加 

または監督員の承諾を得た方法

によらなければならない。 

3.練混ぜ 

（2）受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2（練混ぜ性能試験方法）及び土木学会規準「連

続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。 

3.練混ぜ 

（2）受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 1119（ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタル

の差及び粗骨材量の差の試験方法）及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により

行わなければならない。   諸基準の改定に伴う修正 



土木工事共通仕様書 新旧対照表 主な改定内容 表現の変更等軽微な改定事項は、掲載しておりません。 

新（２８．４） 旧（２６．４） 

1-3-6-5 締固め 

1.一般事項 

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、型枠バイブレータを使用しなければなら

ない。 

1-3-6-5 締固め 

1.一般事項 

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。

諸基準の改定に伴う修正 

1-3-6-9 養生 

2.湿潤状態の保持 

受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露出面を一定期間、

十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切に

湿潤養生期間を定めなければならない。ただし、通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿

潤養生期間は、表1-3-4を標準とする。 

1-3-6-9 養生 

2.湿潤状態の保持 

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、または散水、

湛水を行い、少なくとも表1-3-4の期間、常に湿潤状態を保たなければならない。 

コンクリート示方書の改定に伴う修正 

1-3-7-3 加工 

3.鉄筋の曲げ半径 

受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合は、

「コンクリート標準示方書（設計編）本編第13章鉄筋コンクリートの前提、標準7編第2章鉄筋コンク

リートの前提」（土木学会、平成25年3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。 

1-3-7-3 加工 

3.鉄筋の曲げ半径 

受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合は、

「コンクリート標準示方書（設計編）第13章鉄筋に関する構造細目」（土木学会、平成25年3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。 

 諸基準の改定に伴う修正 

1-3-9-2 施工 

打設時のコンクリート温度は、35℃以下を標準とする。コンクリート温度がこの上限値を超える場合

には、コンクリートが所要の品質を確保できることを確かめなければならない。

1-3-9-2 施工 

打設時のコンクリート温度は、35℃以下とする。 

コンクリート示方書の改定に伴う修正

第 2 編 材料編

第 2 章 土木工事材料

  第3節 骨材 

2-2-3-3 アスファルト舗装用骨材 

4.鉄鋼スラグ 

鉄鋼スラグは、硫黄分による黄濁水が流出せず、かつ、細長いあるいは偏平なもの、ごみ、泥、有機物な

どを有害量含まないものとする。その種類と用途は表2-2-8によるものとする。また、単粒度製鋼スラグ、

クラッシャラン製鋼スラグ及び水硬性粒度調整鉄鋼スラグの粒度規格及び環境安全品質基準は、JIS A 5015

（道路用鉄鋼スラグ）によるものとし、その他は砕石の粒度に準ずるものとする

第 2 編 材料編

第 2 章 土木工事材料

  第3節 骨材 

2-2-3-3 アスファルト舗装用骨材 

4.鉄鋼スラグ 

鉄鋼スラグは、硫黄分による黄濁水が流出せず、かつ、細長いあるいは偏平なもの、ごみ、泥、有

機物などを有害量含まないものとする。その種類と用途は表2-2-8によるものとする。また、単粒度

製鋼スラグ、クラッシャラン製鋼スラグ及び水硬性粒度調整鉄鋼スラグの粒度規格はJIS A 5015（道

路用鉄鋼スラグ）によるものとし、その他は砕石の粒度に準ずるものとする。 

 JIS A 5015の改定に伴う「環境安全品質基準」の追加
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2-2-3-6 安定材 

1.瀝青材料の品質

2-2-3-6 安定材 

1.瀝青材料の品質

舗装再生便覧（H22 年版）の修正による「表 2-2-15 舗装用石油アスファルトの規格」の改定

・「蒸発後の質量変化率 ％」の欄を追加

  ・表中の数値の変更

2-2-5-2 構造用圧延鋼材 

構造用圧延鋼材は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

JIS G 3106（溶接構造用圧延鋼材） 

JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼） 

JIS G 3114（溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材） 

JIS G 3140（橋梁用高降伏点鋼板） 

2-2-5-2 構造用圧延鋼材 

構造用圧延鋼材は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

JIS G 3106（溶接構造用圧延鋼材） 

JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼） 

JIS G 3114（溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材） 

2011年の新規JIS策定によるの追加 

第 13 節 道路照明

2-2-13-1 ポール（照明柱、引込柱） 

 （１）構造は、「最大瞬間風速 60m/Sec」に耐えるものとする。ただし地上高 6.0m 以下の場合は、「最

大瞬間風速 50m/Sec」とすることができる。

 （２）ポールの品質は、以下の規格に適合した鋼材を使用すること。

・JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管 STK400) 
   ・JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材 SS400) 
 （３）ポールにはめっき処理を行い、その付着量は以下の規格に適合したものとする。

   ・JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき HDZ55) 
    また、道路の規模、周囲の状況、景観上等必要に応じ、さらに塗装を行うものとする。

 （４）溶接部は正確ていねいに行い、溶接による伸縮力、ひずみ等をできるだけ少なくすること。

 （５）基礎取付け部は、ベースプレート式(φ450)を標準とする。

 （６）ＬＥＤ制御装置、安全開閉器等の取付スペース、接地端子等を設けなければならない。（照明柱）

 （７）灯具落下防止装置が取り付けられること。（照明柱）

 （８）開口部蓋の裏に、ポール形式、製造年月、製造者名、施工者名を表示すること。（照明柱）

2-2-13-2 ＬＥＤ照明 

 （１）ＬＥＤ照明器具およびＬＥＤモジュール用制御装置の仕様は次の規定に適合したものでなけれ

ばならない。

    ・国土交通省ＬＥＤ・トンネル照明導入ガイドライン（案）（平成 27 年 3 月）

4.1ＬＥＤ道路照明器具

4.3 道路照明・歩道照明用ＬＥＤモジュール・ＬＥＤモジュール用制御装置

（２）灯具の色はダークブラウン(参考マンセル値 10ＹＲ2/1)を標準とす      る。

（３）灯具に、灯具品名・型式、製造年（月）、製造者名を表示すること。

第 13 節 道路照明

2-2-13-1 ポール（照明柱、引込柱） 

 （１）構造は、「最大瞬間風速 60m/Sec」に耐えるものとする。ただし地上高 6.0m 以下の場合は、「最

大瞬間風速 50m/Sec」とすることができる。

 （２）ポールの品質は、以下の規格に適合した鋼材を使用すること。

・JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管 STK400) 
   ・JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材 SS400) 
 （３）ポールにはめっき処理を行い、その付着量は以下の規格に適合したものとする。

   ・JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき HDZ55) 
    また、道路の規模、周囲の状況、景観上等必要に応じ、さらに塗装を行うものとする。

 （４）溶接部は正確ていねいに行い、溶接による伸縮力、ひずみ等をできるだけ少なくすること。

 （５）基礎取付け部は、ベースプレート式(400×400)を標準とする。

 （６）安定器取付け口、接地端子等を設けなければならない。（照明柱）

 （７）灯具落下防止装置が取り付けられること。（照明柱）

 （８）安定器取付蓋の裏に、ポール形式、製造年月、製造者名、施工者名を表示すること。（照明柱）

2-2-13-2 灯 具 

 （１）KSH-2（建電協仕様）を標準とする。

（２）灯具の色は、道路種別により以下の塗装色を標準とする。

   ・国道・県道…ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｵﾚﾝｼﾞ(参考:ﾏﾝｾﾙ値 10R5/14) 
   ・市 道  …ﾊﾟｰﾌﾟﾙ(参考:ﾏﾝｾﾙ値 7.5PB6/8) 
（３）落下防止機能を有すること。

（４）灯具内面に、器具品名・形式、製造年(月)、製造者名、適合ランプ種を表示すること。

 （５）必要に応じ、遮光板を取り付けること。
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（４）必要に応じ、遮光板を取り付けること。

2-2-13-3 安全開閉器

  安全開閉器は、「電気用品安全法」に適合したものでなければならない。

2-2-13-4 自動点滅器

 （１）自動点滅器は、次の規格に適合したものでなければならない。

・JIS C 8369 (光電式自動点滅器) 
 （２）リード線式を標準とする。

2-2-13-5 配線材料

配線に使用する主な材料は、次の規格・施工方法に適合したものでなければならない。

   ・JIS C 3605 (600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(EM-EEF)) 
   ・JIS C 3605 (600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(EM-CE)) 
   ・JIS C 3612 (600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)) 
   ・JIS C 3653 (波付硬質合成樹脂管(FEP)) 
   ・JIS C 8305 (厚鋼電線管(G)めっき処理) 
2-2-13-6 灯柱番号標等

 （１）材質は、反射シート（スコッチライト）とする。

 （２）下地は白、文字及び数字は黒、マークはカラーとする。

 （３）仕様等については以下のとおり。なお、共架柱には、通報ステッカーは貼付しない。

種別 サイズ(mm) 表示内容 表示位置(mm) 
灯柱（管理）番号標

自立柱 200×100 管理番号 車道側 GL+2500 
 共架柱、その他 120× 80 管理番号 安定器蓋下面+50 

分電盤番号標 200×100 管理番号 扉面の WHM 窓下面-50、
または中央部

引込柱（単独）番

号標

200×100(120
×80) 

管理番号 車道側 GL+2500 

通報ステッカー 100×200 ※１ 歩道側安定器蓋上面+50 
     ※１「道路照明が故障している場合は☎(200)2821 建設緑政局道路施設課へ」

2-2-13-3 ランプ

  高圧ナトリウムは、直管型（NHT）を標準とする。

2-2-13-4 安定器

 （１）ナトリウム灯に使用する安定器は、「水銀灯用」を標準とする。

 （２）構造は、JIS 規格に適合したものでなければならない。

2-2-13-5 安全開閉器

  安全開閉器は、「電気用品安全法」に適合したものでなければならない。

2-2-13-6 自動点滅器

 （１）自動点滅器は、次の規格に適合したものでなければならない。

・JIS C 8369 (光電式自動点滅器) 
 （２）リード線式を標準とする。

2-2-13-7 配線材料

配線に使用する主な材料は、次の規格・施工方法に適合したものでなければならない。

   ・JIS C 3605 (600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(EM-EEF)) 
   ・JIS C 3605 (600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(EM-CE)) 
   ・JIS C 3612 (600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)) 
   ・JIS C 3653 (波付硬質合成樹脂管(FEP)) 
   ・JIS C 8305 (厚鋼電線管(G)めっき処理) 
2-2-13-8 灯柱番号標等

 （１）材質は、反射シート（スコッチライト）とする。

 （２）下地は白、文字及び数字は黒、マークはカラーとする。

 （３）仕様等については以下のとおり。なお、共架柱には、通報ステッカーは貼付しない。

種別 サイズ(mm) 表示内容 表示位置(mm) 
灯柱（管理）番号標

自立柱 200×100 管理番号 車道側 GL+2500 
 共架柱、その他 120× 80 管理番号 安定器蓋下面+50 

分電盤番号標 200×100 管理番号 扉面の WHM 窓下面-50、また

は中央部

引込柱（単独）番号

標

200×100(120×
80) 

管理番号 車道側 GL+2500 

通報ステッカー 100×200 ※１ 歩道側安定器蓋上面+50 
ランプ種別ステッカ

ー

80× 30 ※２ 安定器蓋面

     ※１「道路照明が故障している場合は☎(200)2821 建設緑政局道路施設課へ」

     ※２ 光源、Ｗ数を表示する。（下表参照）
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 （４）灯柱番号標参考姿図

ランプ種別 Ｗ数

NHT…高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ

LED…LED ﾗﾝﾌﾟ

CM …ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝ

ﾌﾟ

EVER…無電極放ﾗﾝﾌﾟ

MF  …ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ

F** …蛍光灯
（数字のみ）

 （４）灯柱番号標参考姿図

1
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分電盤番号標

通報ステッカー
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※…電話マーク

ランプ種別

※ 各番号標の記載内容は、その都度指示とする。
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ランプ種別

※ 各番号標の記載内容は、その都度指示とする。

（自立） 
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第 11 編 公園緑地編 

第 1章 基盤整備 

第 2節 適用すべき諸基準 

日本公園緑地協会     都市公園技術標準解説書（平成 25 年度版）（平成 25 年 6 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 3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― 土質調査指針（昭和 61 年 11 月） 

日本緑化センター   植栽基盤整備技術マニュアル（平成 21 年 4 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 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 25年 12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 26 年 8 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） 

国土開発技術研究センター     河川土工マニュアル （平成 5年 6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 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 25 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) 

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) 

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6月） 

国土交通省          東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針（平成24年3月）

第 11 編 公園緑地編 

第 1章 基盤整備 

第2節 適用すべき諸基準 

11-2 適用すべき諸基準 

日本公園緑地協会     都市公園技術標準解説書（平成 22 年度版）（平成 22 年 6 月） 

日本道路協会       道路土工― 施工指針（昭和 21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― 軟弱地盤対策工指針（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― 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 11年 3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― 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） 

国土開発技術研究センター     河川土工マニュアル（平成 5年 6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） 

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 12 年 3 月） 

全国特定法面保護協会    のり枠工の設計施工指針（平成 18 年 11 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) 

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) 

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 6 月） 
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11-1-3-4 掘削工 

掘削工の施工については、第１編２－３－２及び第 1編２－４－２掘削工の規定による。 

11-1-3-4 掘削工 

掘削工の施工については、第１ 編２ －３ －２掘削工の規定による。 

11-1-3-6 路体盛土工 

路体盛土工の施工については、第１編２－４－３路体盛土工の規定による。

11-1-3-6 路体盛土工 

（新設）

11-1-6-1 一般事項 

２ ． 受注者は法面の施工にあたって、「道路土工― 切土工・斜面安定工指針のり面工編、斜面安定工編」

（日本道路協会、平成 2 1 年 6月）、「道路土工―盛土工指針５－６ 盛土のり面の施工」（ 日本道路協会、

平成 22 年 4月）、「のり枠工の設計・施工指針第８章吹付枠工、第 9章プレキャスト枠工、第 10 章現場打

ちコンクリート枠工、第 11 章中詰工」（全国特定法面保護協会、平成２５年１０月）及び「グラウンドア

ンカー設計・施工基準、同解説第７章施工」（地盤工学会、平成２４年５月）の規定による。これ以外の施

工方法による場合は、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。 

11-1-6-1 一般事項 

２ ． 受注者は法面の施工にあたって、「道路土工― 切土工・斜面安定工指針のり面工編、斜面安定工編」

（日本道路協会、平成 2 1 年 6月）、「道路土工―盛土工指針５ － ６ 盛土のり面の施工」（日本道路協会、

平成 22 年 4月）、「のり枠工の設計・施工指針第５ 章施工」（全国特定法面保護協会、平成 1 5 年３月）及

び「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説第７ 章施工」（地盤工学会、平成 1 2 年３月）の規定によ

る。これ以外の施工方法による場合は、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。 

11-1-8-1 一般事項 

１ ． 本節は、擁壁工として作業土工（床掘り・埋戻し）、場所打擁壁工、プレキャスト擁壁工、補強土壁

工、コンクリートブロック工、石積工、土留め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、擁壁工の施工にあたっては、「道路土工－擁壁工指針５－１１・６－１０施工一般」（日

本道路協会、平成２４年７月）及び「土木構造物標準設計第２巻解説書４ ．３施工上の注意事項」（全日

本建設技術協会、平成1 2年9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。 

11-1-8-1 一般事項 

１ ． 本節は、擁壁工として作業土工、場所打擁壁工、プレキャスト擁壁工、補強土壁工、コンクリートブ

ロック工、石積工、土留め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、擁壁工の施工にあたっては、「道路土工－擁壁工指針２－５・３－４施工一般」（日本道路

協会、平成 1 1 年３月）及び「土木構造物標準設計第２巻解説書４ ．３施工上の注意事項」（全日本建設技

術協会、平成 1 2年 9 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。 

11-1-9-4 場所打函渠工 

３．受注者は、海岸部での施工にあたって、塩害について第１編第３章第２節適用すべき諸基準第３項塩

分の浸透防止により施工しなければならない。

11-1-9-4 場所打函渠工 

３．（新設）

11-2-3-2 材料 

１ ． 樹木は、「国土交通省公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案）」の規格に適合したものまたは、こ

れと同等以上の品質を有するものとする。 

表２－１公共用緑化樹木等品質寸法基準（案）における用語の定義（表省略） 

（１）樹木の品質寸法規格に関する用語の定義は、表２-１によるものとする。なお、設計図書に示す寸法

は、最低値を示すものとする。 

（２）寸法は設計図書によるものとし、品質は表２-２品質規格表（案）[樹姿]、表２-３品質規格（案）[樹

勢]によるものとする。 

表２－２品質規格表（案）[樹姿]（表省略）、表２－３品質規格表（案）[樹勢]（表省略） 

11-2-3-2 材料 

１ ．（新設）
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11-2-3-2 材料 

２ ． 

（３）シバ類、その他地被類の材料の品質は表２－４シバ類の品質規格表（案）及び表２－５その他地被

類の品質規格表（案）によるものとする。

表 2-4 シバ類の品質規格表（案）（表省略）、表 2-5 その他地被類の品質規格表（案）（表省略） 

11-2-3-2 材料 

２ ． 

（３）（新設）

第６節 公園施設等撤去・移設工 

11-2-6-1 公園施設撤去工 

公園施設撤去工については、第１１編１１-１－１０－２公園施設撤去工の規定による。 

11-2-6-2 移設工 

移設工の施工については、第１１編１１-１－１０－３移設工の規定による。 

11-2-6-3 伐採工 

伐採工の施工については、第１１編１１-１－１０－４伐採工の規定による。 

11-2-6-4 発生材再利用工 

発生材再利用工の施工については、第１１編１１-１－１０－５発生材再利用工の規定による。 

第６節 公園施設等撤去・移設工 

（新設）

第３章 施設整備 

第２節 適用すべき諸基準 

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【改訂版】（平成 25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 年度版）（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整備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） 

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（改訂第２版）（平成 26年 6月） 

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（別編：子どもが利用する可能性のある

健康器具系施設）（平成 26 年 6月） 

日本公園施設業協会  遊具の安全に関する基準ＪＰＦＡ-ＳＰ-Ｓ：２０１４（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年版（平成 21年） 

日本電気協会    内線規程（平成 24 年 2 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－排水工指針（昭和 62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 22 年 1 月） 

インターロッキングブロック協会  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） 

第３章 施設整備 

第２節 適用すべき諸基準 

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（平成 20 年 1月） 

日本公園緑地協会  都市公園技術標準解説書（平成 22 年度版）（平成 22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整備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） 

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 20年 8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 22 年 1 月） 

インターロッキングブロック協会  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） 
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日本道路協会    舗装再生便覧（平成 25 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    視線誘導標設置基準・同解説（昭和 59 年 10 月） 

日本道路協会    道路反射鏡設置指針（昭和 55年 12 月） 

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 2 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        舗装標準示方書（平成 19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） 

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    視線誘導標設置基準・同解説（昭和 59 年 10 月） 

日本道路協会    道路反射鏡設置指針（昭和 55年 12 月） 

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 2 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        舗装標準示方書（平成 19年 3月） 

土木学会        コンクリート標準示方書（施工編）（平成 20年 3 月） 

土木学会        コンクリート標準示方書（施工編）（平成 20年 3 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）

11-3-3-1  一般事項 

３．（削除） 

11-3-3-1  一般事項 

３． 受注者は、給水設備の施工に使用する材料については、施工前に品質、機能を証明する資料を作成し、

監督員に提出しなければならない。

11-3-3-2 材料 

１． 給水設備工の材料は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。

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または、これと同等以上の

品質を有するものとする。 

３． 量水器は、計量法（平成４年法律５１号）に定める検定合格品とし、方式は特記による。なお、特

記がない場合は、（１）から（３）によるほか、給水装置に該当する場合は、水道事業者の承認したものと

する。 

（１）口径１３のものは、単箱型接線流羽根車式（乾式直読）とする。 

（２）口径２０以上４０以下のものは、複箱型接線流羽根車式（乾式直読）で脈動水量指針逆転式のもの

11-3-3-2 材料 

１． 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または、これと同等以上の品

質を有するものとする。 
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とする。 

（３）口径５０以上のものは、湿式たて型軸流羽根車式（液封直読）またはたて型軸流羽根車式（乾式直

読）とする。 

４． 受注者は、給水設備の施工に使用する材料については、施工前に品質、機能を証明する資料を作成

し、監督職員に提出しなければならない。 

11-3-3-7 消火栓工 

１． 消火栓の施工については、設計図書によるものとする。なお、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５編給排水衛生設備工事の規定による。 

２． 受注者は、消火栓高さの調整の施工については、設計図書に示された仕上り高になるよう施工しな

ければならない。 

11-3-3-7 消火栓工 

（新設） 

11-3-4-2  材料 

１ ． 雨水排水設備工に使用する材料は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有す

るものとする。  

JIS A 5361（プレキャストコンクリート製品－種類、製品の呼び方及び表示の通則）JIS A 5364（プ

レキャストコンクリート製品－性能試験方法通則） 

JIS A 5365（プレキャストコンクリート製品－検査方法通則） 

JIS A 5371（プレキャスト無筋コンクリート製品） 

JIS A 5372（プレキャスト鉄筋コンクリート製品） 

JIS A 5373（プレキャストプレストレストコンクリート製品） 

JIS A 5506（下水道用マンホールふた） 

JIS G 3470（コルゲートセクション） 

JIS G 3471（コルゲートパイプ） 

JIS K 6739（排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手） 

JIS K 6741（硬質ポリ塩化ビニル管） 

11-3-4-2  材料 

１ ．（新設）

11-3-4-3  調整池工 

１ ． 周囲小堤の法面整形作業については、１１－１－３－８法面整形工の規定による。 

２ ． 周囲小堤の法面作業については、１１－１－６－５法枠工の規定による。 

３ . 周囲小堤に擁壁を使用する場合は、１１－１－８－４場所打擁壁工、１１－１－８－５プレキャス

ト擁壁工の規定による。 

４ ． 周囲小堤に石積を使用する場合は、１１－１－８－８石積工の規定による。 

５ ． 受注者は、余水吐及び放流施設の施工については、余水吐及び放流施設の高さ及び水抜き孔と周囲

小堤との通水性、並びに排水管との接合に支障のないよう設計図書に示す位置、高さに施工し、水平、鉛

直となるように据付けなければならない。

11-3-4-3  調整池工 

（新設） 



土木工事共通仕様書 新旧対照表 主な改定内容 表現の変更等軽微な改定事項は、掲載しておりません。 

新（２８．４） 旧（２６．４）

11-3-4-4  貯留施設工 

１ ． 貯留施設の施工については、１１－３－３－４貯水施設工、１１－３－４－３調整池工の規定によ

る。 

２ ． 受注者は、排水管を設置した後のフィルター材は、設計図書による材料を用いて施工するものとし、

目づまり、有孔管の穴が詰まらないよう埋戻ししなければならない。 

３ ． 受注者は、貯留施設の施工については、基礎を突固めた後、管類、フィルター材を設置しなければ

ならない。 

４ ．（削除） 

５ ．（削除）

11-3-4-3  貯留施設工 

１ ． 貯留施設の施工については、１１－３－３－４貯水施設工、１１－３－４－３調整池工の規定による。

２ ． 受注者は、排水管を設置した後のフィルター材は、設計図書による材料を用いて施工するものとし、

目づまり、有孔管の穴が詰まらないよう埋戻ししなければならない。 

３ ． 受注者は、貯留施設の施工については、基礎を突固めた後、管類、フィルター材を設置しなければな

らない。 

４ ． 受注者は、貯留施設のフィルター材の施工については、付近の土が混入しないようにしなけらばなら

ない。 

５ ． 受注者は、蓋高さ調整の施工については、設計図書に示された仕上がり高になるように施工しなけれ

ばならない。

11-3-4-5 作業土工（ 床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３ 編２－３－３ 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

11-3-4-4 作業土工（ 床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３ 編２－３－３ 作業土工の規定による。

11-3-5-2 材料 

１ ． 汚水排水設備工に使用する材料は次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有する

ものとする。 

JIS A 5361（プレキャストコンクリート製品－種類、製品の呼び方及び表示の通則） 

JIS A 5364（プレキャストコンクリート製品－性能試験方法通則） 

JIS A 5365（プレキャストコンクリート製品－検査方法通則） 

JIS G 3470（コルゲートセクション） 

JIS G 3471（コルゲートパイプ） 

JIS K 6739（排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手） 

JIS K 6741（硬質ポリ塩化ビニル管） 

JIS K 6743（水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手） 

JIS K 6777（耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手） 

JIS R 1201（陶管） 

JIS G 3459（配管用ステンレス鋼管） 

JIS G 3448（一般配管用ステンレス鋼管） 

JIS G 3452（配管用炭素鋼管） 

JIS B 2312（配管用鋼製突合せ溶接式管継手） 

JIS B 2313（配管用鋼板製突合せ溶接式管継手） 

JIS B 2301（ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手） 

JIS B 2302（ねじ込み式鋼製管継手） 

JIS B 2011（青銅弁） 

11-3-5-2 材料 

１ ． 受注者は、汚水排水設備工の施工に使用する材料については、施工前に品質を証明する資料を作成し、

監督員に提出しなければならない。 



土木工事共通仕様書 新旧対照表 主な改定内容 表現の変更等軽微な改定事項は、掲載しておりません。 

新（２８．４） 旧（２６．４）

JIS B 2031（ねずみ鋳鉄弁） 

JIS A 4101（ガラス繊維強化プラスチック製浄化槽構成部品） 

２ ． 受注者は、汚水排水設備工の施工に使用する材料については、施工前に品質を証明する資料を作成

し、監督職員に提出しなければならない。 

11-3-6-2 材料 

１ ． 電気設備工に使用する材料は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するも

のとする。 

JIS A 5361（プレキャストコンクリート製品－種類、製品の呼び方及び表示の通則） 

JIS C 3401（制御用ケーブル） 

JIS C 3605（６００Ｖポリエチレンケーブル） 

JIS C 3606（高圧架橋ポリエチレンケーブル） 

JIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工方法－波付硬質合成樹脂管付属書１） 

JIS C 4620（キュービクル式高圧受電設備） 

JIS C 8105-1～3（照明器具－安全性要求事項～性能要求事項） 

JIS C 8305（鋼製電線管） 

JIS C 8380（ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管） 

JIS C 8430（硬質塩化ビニル電線管） 

JIS C 8411（合成樹脂製可とう電線管） 

２ ． 受注者は、電気設備工に使用する材料については、施工前に品質を証明する資料を作成し、監督職

員に提出しなければならない。 

11-3-6-2 材料 

受注者は、電気設備工に使用する材料については、施工前に品質を証明する資料を作成し、監督員に提出し

なければならない。 

11-3-6-4 放送設備工 

放送設備工の施工については、１１－３－６－３照明設備工の規定による。 

11-3-6-4 放送設備工 

（新設）

11-3-7-2 材料 

８ ． 施設仕上げ工の材料については、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）１０章石工事、１１章タ

イル工事、１５章左官工事、１８章塗装工事の規定による。 

11-3-7-2 材料 

８ ．（新設）

11-3-8-2 材料 

４ ． 受注者は、修景施設整備工に使用する木材については、針葉樹の構造用製材の日本農林規格、針葉

樹の造作用製材の日本農林規格、針葉樹の下地用製材の日本農林規格、広葉樹製材の日本農林規格及び素

材の日本農林規格による規格品とし、必要に応じて品質を証明する資料を作成し、施工前に監督職員に提

出しなければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得るものとす

る。 

11-3-8-2 材料 

４ ．（新設）

11-3-9-2 材料 

２ ． 遊戯施設整備工に使用する金属材料は、設計図書によるものとし、設計と書に示されていない場合

は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。 

( 1 ) 鉄鋼系 

11-3-9-2 材料 

２．（新設）

３．（１）（新設）



土木工事共通仕様書 新旧対照表 主な改定内容 表現の変更等軽微な改定事項は、掲載しておりません。 

新（２８．４） 旧（２６．４）

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

JIS G 3444（一般構造用炭素鋼管） 

JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管） 

JIS G 3466（一般構造用多形鋼管） 

JIS G 5501（ねずみ鋳鉄品） 

JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品） 

JIS 規格品 その他鋼材 

( 2 ) ステンレス系 

JIS G 3448（一般配管用ステンレス鋼管） 

JIS G 4303（ステンレス鋼棒） 

JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯） 

JIS 規格品 その他ステンレス鋼材 

( 3 ) 非鉄金属系 

JIS H 4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条） 

JIS H 4080（アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管） 

JIS 規格品 その他非鉄金属系 

( 4 ) かすがい、丸釘、ボルト、ナット、座金の金具類は、日本工業規格または、これと同等以上の品質

を有するものとする。また、ボルトには座金を使用するものとする。 

( 5 ) 遊具器具の継手類及び主要部分の鋳造による金具類は、次の規格に適合したものまたは、これと同

等以上の品質を有するものとする。 

JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品） 

JIS G 5705（可鍛鋳鉄品） 

( 6 ) 金属材は、じんあい、油類の異物で汚損しないようにするとともに、必要に応じて防蝕を行うもの

とする。 

３ ． 遊戯施設整備工に使用する木材については、以下の各号の規定による。 

( 1 ) 受注者は、遊具施設整備工に使用する木材については、針葉樹の構造用製材の日本農林規格、針葉

樹の造作用製材の日本農林規格、針葉樹の下地用製材の日本農林規格、広葉樹製材の日本農林規格、及び

素材の日本農林規格による規格品とし、必要に応じて品質を証明する資料を作成し、施工前に監督職員に

提出しなければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得るものと

する。 

11-3-11-1 一般事項 

１ ． 本節は、管理施設整備工として、リサイクル施設工、ごみ焼却施設工、ごみ施設工、井戸工、門扉

工、柵工、車止め工、園名板工、掲場ポール工、反射鏡工、境界工、管理施設修繕工その他これらに類す

る工種について定める。 

11-3-11-1 一般事項 

１ ． 本節は、管理施設整備工として、井戸工、門扉工、柵工、車止め工、園名板工、掲場ポール工、反射

鏡工、境界工、管理施設修繕工その他これらに類する工種について定める。



土木工事共通仕様書 新旧対照表 主な改定内容 表現の変更等軽微な改定事項は、掲載しておりません。 

新（２８．４） 旧（２６．４）

11-3-11-2 材料 

１ ． 管理施設整備工で使用する材料については、１１－３－９－２材料の規定によるもののほか、次の

規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものとし、種類、規格、防錆処理については

設計図書によらなければならない。 

JIS A 6518（ネットフェンス構成部材） 

JIS G 3552（ひし形金網） 

11-3-11-2 材料 

１ ． 管理施設整備工で使用する材料については、１１－３－９－２材料の規定によるもののほか、これと

同等以上の品質を有するものとし、種類、規格、防錆処理については設計図書によらなければならない。 

11-3-11‒3 リサイクル施設工 

１ ． リサイクル施設の施工については、設計図書によるものとする。これにより難い場合は、設計図書

に関して監督職員と協議しなければならない。 

２ ． リサイクル施設基礎の施工については、基礎材を均等に敷均し、タンパで十分突固めなければなら

ない。  

３ ． リサイクル施設整備の施工については、第１１編第３章第３節給水設備工、第１１編第３章第４節

雨水排水設備工、第１１編第３章第５節汚水排水設備工、第１１編第３章第６節電気設備工の規定による。

11-3-11‒3 リサイクル施設工 

（新設）

11-3-11-4 ごみ焼却施設工 

ごみ焼却施設工の施工については、11-3-11-3 リサイクル施設工の規定による。 

11-3-11-4 ごみ焼却施設工 

（新設）

11-3-11-5 ごみ施設工 

１ ． ごみ施設の施工については、設計図書によらなければならない。 

２ ． 受注者は、くず入れ、吸殻入れの施工については、設計図書に示す高さに設置し、水平、垂直にな

るように施工するとともに、ねじれのないように施工しなければならない。 

３ ． 受注者は、ごみ置場の仕上げについては、第１１編第３章第１３節施設仕上げ工の規定による。 

11-3-11-5 ごみ施設工 

（新設）

11-3-12-2 材料 

１ ． 建築施設組立設置工に使用する材料については、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上

の品質を有するものとする。 

JIS A 5001（道路用砕石） 

JIS A 5006（割ぐり石） 

JIS A 5508（くぎ） 

JIS K 6807（ホルムアルデヒド系樹脂木材用液状接着剤の一般試験方法） 

JIS K 6804（酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤） 

JIS K 6919（繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂） 

JIS R 3412（ガラスロービング） 

11-3-12-2 材料 

１ ．（新設）

11-3-13-3 塗装仕上げ工 

９．オイルステインワニス塗りについては、設計図書によるものとし、これに定めのない場合は、以下の

各号の規定によるものとする。 

表 3-2 オイルステインワニス塗り（表省略） 

11-3-13-3 塗装仕上げ工 

９．（新設）



土木工事共通仕様書 新旧対照表 主な改定内容 表現の変更等軽微な改定事項は、掲載しておりません。 

新（２８．４） 旧（２６．４）

( 1 ) 受注者は、ヒノキ、ヒバ、ツガ、ベイツガ及びマツ類の場合は、工程１の次に吸い込み止め（白ラ

ックニスまたはウッドシーラー）を行わなければならない。 

( 2 ) 受注者は、堅木の場合は、工程１の次に目止め１回（油性の目止め剤）を行わなければならない。

11-4-3-2 材料 

1 0. グラウンド・コート舗装工において、使用する全天候型表層材の物性値については、以下の表によ

るものとする。 

表 4-1 アスファルト乳剤系表層材（表省略） 

表 4-2 アスファルト弾性混合物（表省略） 

表 4-3 アクリル樹脂系表層材（表省略） 

表 4-4 ポリウレタン系表層材（表省略） 

表 4-5 透水型現場施工品表層材（表省略）

11-4-3-2 材料 

1 0.（新設）

11-4-4-2 材料 

５ ． さび止め塗料は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。 

JIS K 5621（一般用さび止めペイント） 

JIS K 5551（構造用さび止めペイント） 

JIS K 5672（鉛・クロムフリーさび止めペイント） 

JIS K 5623（亜鉛化鉛さび止めペイント） 

JIS K 5625（シアナミド鉛さび止めペイント） 

JIS K 5629（鉛酸カルシウムさび止めペイント） 

JIS H 8610（電気亜鉛めっき） 

JIS B 1180（六角ボルト） 

JIS B 1181（六角ナット） 

11-4-4-2 材料 

５ ． さび止め塗料は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。 

JIS K 5621（一般用さび止めペイント） 

JIS K 5622（鉛丹さび止めペイント） 

JIS K 5623（亜鉛化鉛さび止めペイント） 

JIS K 5324（塩基性クロム酸鉛さび止めペイント） 

JIS K 5625（シアナミド鉛さび止めペイント） 

JIS K 5627（ジンクロメートさび止めペイント） 

JIS K 5628（鉛丹ジンクロメートさび止めペイント） 

JIS K 5629（鉛酸カルシウムさび止めペイント） 

JIS H 8610（電気亜鉛めっき） 

11-4-5-2 材料 

７ ． さび止め塗料は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。 

JIS K 5621（一般用さび止めペイント） 

JIS K 5551（構造用さび止めペイント） 

JIS K 5672（鉛・クロムフリーさび止めペイント） 

JIS K 5623（亜鉛化鉛さび止めペイント） 

JIS K 5625（シアナミド鉛さび止めペイント） 

JIS K 5629（鉛酸カルシウムさび止めペイント） 

JIS H 8610（電気亜鉛めっき） 

11-4-5-2 材料 

７ ． さび止め塗料は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。 

JIS K 5621（一般用さび止めペイント） 

JIS K 5622（鉛丹さび止めペイント） 

JIS K 5623（亜鉛化鉛さび止めペイント） 

JIS K 5624（塩基性クロク酸鉛さび止めペイント） 

JIS K 5625（シアナミド鉛さび止めペイント） 

JIS K 5627（ジンクロメートさび止めペイント） 

JIS K 5628（鉛丹ジンクロメートさび止めペイント） 

JIS K 5629（鉛酸カルシウムさび止めペイント） 

JIS H 8610（電気亜鉛めっき） 



土木工事共通仕様書 新旧対照表 主な改定内容 表現の変更等軽微な改定事項は、掲載しておりません。 

新（２８．４） 旧（２６．４）

第５章自然育成 

第２ 節 適用すべき諸基準類 

受託者は、設計図書において特に定めのない事項については、関係基準等によらなければならない。 

第５章自然育成 

第２ 節 適用すべき諸基準類 

（新設）


