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第１編 共 通 編 

第１章 総  則 

 

１－１－１ 適 用 

１ 水道工事標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）は、川崎市上下水道局が発注す

る水道事業及び工業用水道事業に係る請負工事、その他これらに類する工事（以下「工

事」という。）において、川崎市上下水道局工事請負契約書（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 請負人は、標準仕様書の適用にあたっては、「川崎市上下水道局請負工事監督規程」

（以下「監督規程」という。）及び「川崎市上下水道局請負工事検査規程」（以下「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。また、請負人

はこれら監督、検査（完成検査、既済部分検査等）にあたっては、地方自治法第 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 契約書に添付されている図面及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕様書

に優先する。 

４ 請負人は、図面と特記仕様書、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、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。 

６ この標準仕様書で適用すべきとされている基準類が改定された場合には、それに従う

ものとする。 

１－１－２ 用語の定義 

１ 監督員とは、総括監督員、主任監督員、一般監督員を総称していう。請負人には主と

して主任監督員及び一般監督員が対応する。 

２ 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、請負人に対す

る指示、承諾又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、及び主任監督員、

一般監督員の指揮監督並びに監督業務の掌理を行う者をいう。 

３ 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、請負人に

対する指示、承諾又は協議（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）の作成及び交付又は請負人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、工事材料の試験又

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）、

一時中止又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、一般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掌理を行う

者をいう。 

４ 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、請負人に対す



共通編 

 1-2 

る指示、承諾又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

の作成及び交付又は請負人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、一時中止又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、一般監督業務の掌理を行う者をいう。 

５ 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 

６ 設計図書とは、特記仕様書、図面、工事標準仕様書、現場説明書及び現場説明に対

する質問回答書をいう。 

７ 仕様書とは、各工事に共通する工事標準仕様書と工事ごとに規定される特記仕様書

を総称していう。 

８ 工事標準仕様書とは、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上で必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あら

かじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。 

９ 特記仕様書とは、工事標準仕様書を補足し、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。 

10 現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等

を説明するための書類をいう。 

11 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する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。 

12 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

図をいう。 

13 指示とは、監督員が請負人に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって

示し、実施させることをいう。 

14 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請負人が

書面により同意することをいう。 

15 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督員と請負人が

対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 

16 提出とは、監督員が請負人に対し、又は請負人が監督員に対し工事に係わる書面又

はその他資料を説明し、差し出すことをいう。 

17 提示とは、監督員が請負人に対し、又は請負人が監督員に対し工事に係わる書面又

はその他資料を示し、説明することをいう。 

18 報告とは、請負人が監督員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知ら

せることをいう。 

19 通知とは、発注者若しくは監督員が請負人に対し、又は請負人が監督員に対し、工

事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 

20 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。 

21 確認とは、契約図書に示された事項について、臨場若しくは関係資料により、その
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内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 

22 立会とは、契約図書に示された項目において、監督員が臨場し、内容を確認するこ

とをいう。 

23 段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出

来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。 

24 工事検査とは、検査員が契約書第 32 条、第 39 条、第 41 条に基づいて給付の完了の

確認を行うことをいう。 

25 検査員とは、検査規程第３条第３号の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が

定めた者をいう。 

26 同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指

定がない場合には、監督員が承諾する試験機関の保証する品質の確認を得た品質、若

しくは、監督員の承諾した品質をいう。 

27 工期とは、契約締結の日から契約書に明示した完成期限までの期間をいう。 

28 工事開始日とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。 

29 工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の建設

又は測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む）にとりか

かることをいう。ただし、工事関係提出書類における工事着手日については、川崎市上

下水道局契約規程（昭和 41 年 12 月 28 日水道局規程第 28 号）によるものとする。 

30 工事とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。 

31 本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。 

32 仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをい

う。 

33 現場とは、工事の施工する場所、工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指

定される場所をいう。 

34 SI とは、国際単位系をいう。 

35 JIS 規格とは、日本工業規格をいう。また、設計図書の JIS 製品記号は、JIS の国際

単位系（SI）移行（以下「新 JIS」という。）に伴い、すべて新 JIS の製品記号として

いるが、旧 JIS に対応した材料を使用する場合は、旧 JIS 製品記号に読み替えて使用出

来るものとする。 

36 JWWA 規格とは、日本水道協会規格をいう。 

37 WSP 規格とは、日本水道鋼管協会規格をいう。 

38 JDPA 規格とは、日本ダクタイル鉄管協会規格をいう。 

39 JSWAS 規格とは、日本下水道協会規格をいう。 

１－１－３ 設計図書の照査等 

１ 請負人からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、請負人に図面の原図を貸与す

ることができる。ただし、市販されているものについては、請負人が備えるものとする。 

２ 請負人は、施工前及び施工途中において、契約書第 19 条第１項第１号から第５号に

係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認

できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資

料とは、現地地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。ま

た、請負人は監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなけ
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ればならない。 

３ 請負人は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を

監督員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。 

１－１－４ 工程表 

  請負人は、契約書第３条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し、監督員を経

由して発注者に提出しなければならない。 

１－１－５ 施工計画書 

１ 請負人は、工事着手前に工事目的物を完成させ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。この場合、請負人は、施工計画書

に次の各号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、請負人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）安全管理 

（５）指定機械 

（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）緊急時の体制及び対応 

（10）交通管理 

（11）環境対策（環境対策費実施計画を含む） 

（12）現場作業環境の整備 

（13）再生資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法 

（14）その他 

２ 請負人は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度、当該工種に着手

する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。 

３ 請負人は、監督員が指示した事項については、さらに詳細な施工計画書を提出しな

ければならない。 

１－１－６ 工事実績情報の作成、登録 

  請負人は、工事請負代金が 500 万円以上の工事について、工事・業務実績情報システ

ム（コリンズ・テクリス）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に建設実績情報として

「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認（署名、押印及び電子メールア

ドレスの記入）を受けた上、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 10 日以内に、訂正時は適宜、登録申請をしなければならな

い｡また、登録機関発行の「登録内容確認書」が請負人に届いた際には、その写しを直

ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が 10 日間に満たな

い場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 
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１－１－７ 監督員 

１ 当該工事における監督員の権限は、契約書第 10 条第２項に規定した事項である。 

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、請負人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請負人の両者が指示内容等を

確認するものとする。 

１－１－８ 工事用地等の使用 

１ 請負人は、発注者から工事用地等の使用承認又は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 設計図書において請負人が確保するものとされる用地及び工事の施工上請負人が必

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

の施工上請負人が必要とする用地とは、営繕用地（請負人の現場事務所、宿舎、駐車

場）及び型枠又は鉄筋作業場専ら請負人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。 

３ 請負人は、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 請負人は、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、直ちに発注者に返還しなければならない。工事の途中におい

て、発注者が返還を要求したときも同様とする。 

５ 発注者は、第１項に規定した工事用地等について請負人が復旧の義務を履行しないと

きは請負人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、その費用は請負人

に支払うべき請負代金から控除するものとする。この場合において、請負人は、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。 

１－１－９ 工事の着手 

  請負人は、設計図書に定めのある場合のほか、特別の事情がない限り工事開始日後

30 日以内に着手しなければならない。なお、この場合において、着手した旨を直ちに

監督員に報告しなければならない。 

１－１－10 工事の下請負 

  請負人は、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）請負人が、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）下請負人が川崎市の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でな

いこと。 

（３）下請負人は、当該下請負工事の施工能力を有すること。 

（４）下請負契約が 3000 万円（建築工事は 4500 万円）以上の場合は、別に定める建設省

令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、監督員に

提出しなければならない。 

（５）下請負契約が 3000 万円（建築工事は 4500 万円）未満の場合は、契約書第８条の規

定により下請負業者編成表を作成し、工事現場に備えるとともに、監督員に提出し

なければならない。 
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１－１－11 施工体制台帳 

１ 請負人は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額（当該下請契約が二

以上あるときは、それらの請負代金の総額）が 3000 万円以上になるときは、「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 12 年法律第 127 号）」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、監督員に提出し

なければならない。 

２ 第１項の請負人は、「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

12 年法律第 127 号）」に従って、各下請負人の施工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（平成 12 年法律第

127 号）」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

もに監督員に提出しなければならない。 

３ 第１項の請負人は、監理技術者、主任技術者（下請負人を含む）及び元請負業者の専

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 第１項の請負人は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、そのつどす

みやかに監督員に提出しなければならない。 

１－１－12 請負人相互の協力 

  請負人は、契約書第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、ガス等の工事及び地方

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。 

１－１－13 調査・試験に対する協力 

１ 請負人は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、

監督員の指示によりこれに協力しなければならない。 

２ 請負人は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合

には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様

とする。 

（１）調査表等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなけれ

ばならない。 

（２）調査表等を提出した事業所を発注者等が、事後に訪問して行う調査・指導の対象

になった場合には、その実施に協力しなければならない。 

（３）正確な調査表等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると

共に賃金台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理

を適切に行わなければならない。 

（４）対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者

（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前号と同様の義務を負

う旨を定めなければならない。 

３ 請負人は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、

調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 

４ 請負人は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には、

調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 
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１－１－14 工事の一時中止 

１ 発注者は、契約書第 21 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、請負

人に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は

一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、

地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象による工事の

中断については、１－１－46 臨機の措置により、請負人は、適切に対応しなければな

らない。 

（１）埋設文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不

適当又は不可能となった場合 

（２）関連するほかの工事の進捗が遅れたために工事の続行が不適当と認めた場合 

（３）工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合 

２ 発注者は、請負人が契約図書に違反し又は監督員の指示に従わない場合等、監督員

が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負人に通知し、工事の全部又は一部の

施工について一時中止させることができるものとする。 

３ 前２項の場合において、請負人は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管

理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、請負人は工

事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。 

１－１－15 設計図書の変更 

  設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、請負人に行った工

事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。 

１－１－16 工期変更 

１ 契約書第 16 条第７項、第 18 条第１項、第 19 条第５項、第 20 条、第 21 条第３項、

第 22 条及び第 43 条第２項の規定に基づく工期の変更について、契約書第 24 条の工期

変更協議の対象であるか否かを監督員と請負人との間で確認する（本条において以下

「事前協議」という。）ものとし、監督員はその結果を請負人に通知するものとする。 

２ 請負人は、契約書第 19 条第５項及び第 20 条に基づき設計図書の変更又は訂正が行

われた場合、第１項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された

事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の

上、契約書第 24 条第２項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提

出しなければならない。 

３ 請負人は、契約書第 21 条に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となっ

た場合、第１項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項

について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、

契約書第 24 条第２項に定める協議開始までに工期変更の協議書を監督員に提出するも

のとする。 

４ 請負人は、契約書第 22 条に基づき工期の延長を求める場合、第１項に示す事前協議

において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数

の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 24 条第２項に定める

協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。 

１－１－17 支給材料及び貸与品 

１ 請負人は、発注者から支給材料及び貸与品の提供を受けた場合は、善良な管理者の注
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意をもって管理しなければならない。 

２ 請負人は、支給材料及び貸与品について、その受払状況を記録した帳簿を備え付け常

に、その残高を明らかにしておかなければならない。 

３ 請負人は、工事完成時（完成前にあっても工事工程上支給品の精算が行えるものにつ

いては、その時点）には、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。 

４ 請負人は、契約書第 16 条第１項の規定に基づき、支給材料及び貸与品の支給を受け

る場合は、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の 14 日

前までに監督員に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は監督員

と別途協議することができる。 

５ 契約書第 16 条第１項に規定する「引渡場所」については、設計図書又は監督員の指

示によるものとする。 

６ 請負人は、契約書第 16 条第９項に定める「不要となった支給材料又は貸与品の返

還」については、監督員の指示に従うものとする。なお、請負人は、返還が完了する

まで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。 

１－１－18 現場発生品 

  請負人は、工事施工により現場において副次的に生じたもの（以下「現場発生品」と

いう。）について、設計図書または監督員の指示に従って適切に処分しなければなら

ない。但し、現場発生品を発注者に引き渡す場合には、現場発生品調書を作成し、指定

された場所で監督員に引き渡さなければならない。 

１－１－19 建設副産物 

１ 請負人は、工事に伴い副次的に得られた建設廃棄物や建設発生土等（以下「建設副産

物」という。）について関係法令を遵守するとともに次の各号の要綱や指針等に基づき、

発生抑制、再利用、再生利用及び適正処理の確保等に努めなければならない。 

（１）建設副産物適正処理推進要綱（国土交通省事務次官通達、平成 14 年５月 30 日） 

（２）再生資源の利用促進について（建設大臣官房技術審議官通達平成３年 10 月 25 日） 

（３）建設廃棄物処理指針（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通

知平成 13 年６月１日） 

（４）川崎市建設リサイクルガイドライン（川崎市平成 17 年３月）（以下「ガイドライ

ン」という。） 

（５）川崎市建設副産物取扱要綱（川崎市平成 19 年４月） 

２ 請負人は、建設副産物を排出する事業者として、建設副産物対策を適切に行うため、

発注者との連絡調整、現場管理及び施工体制の整備、下請負人や資材納入業者の協力業

者への指導等責任をもって行うこと。 

３ 請負人は、撤去品等を有価物として売却した場合は、物品の受領を証明する書類、計

量証明書及び撤去品等報告書を監督員に提出すること。 

４ 請負人は、建設廃棄物の処理にあたっては、産業廃棄物管理表（マニフェスト）によ

り、適正に処理されていることを確認するとともにその写しを監督員へ提出しなけれ

ばならない｡ 

５ 請負人は、再生資源の利用及び建設副産物の再資源化や適正処理に係る計画等の関係

書類を作成した場合には、施工計画書に含めて監督員に提出すること。 
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６ 請負人は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく特定建設資材（コ

ンクリート、アスファルトコンクリート等）を用いた土木工作物の解体にあたっては、

現場内で分別解体を行うこと。また、発生した特定建設資材については、設計図書の

定めるところにより、再資源化を行うこと。 

７ 請負人は、建設副産物の処理・処分及び土砂・再生砕石・再生加熱アスファルト混合

物などの再生資材等の利用を行うときは、設計図書の定めるところにより適正に行う

こと。ただし、これにより難い場合は、事前に監督員と協議する。 

８ 請負人は、建設汚泥等の処理を行う場合は、設計図書の定めるところにより適正に

行うこと。また、発生抑制、再使用、再生利用及び適正処理の確保等に努めること。た

だし、これにより難い場合は、事前に監督員と協議すること。 

９ 請負人は、当該工事から発生した伐採材、伐根材等について、設計図書の定めると

ころにより、再資源化及び適正処理に努めること。ただし、これにより難い場合は、事

前に監督員と協議すること。 

10 請負人は、建設発生土を仮置場に運搬し仮置きする場合は、流出、崩壊、飛散等が生

じないように必要な措置を講じること。 

11 請負人は、当該工事が建設副産物に係る実態調査等の対象となった場合には、１－１

－13 調査・試験に対する協力の１の規定に従い対応すること。 

１－１－20 監督員による検査（確認を含む）及び立会等 

１ 請負人は、設計図書に従って、工事の施工について監督員の立会いを求めなければ

ならない。 

２ 監督員は、工事が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に

応じ、工事現場又は製作工場に立ち入り、立会いし、又は資料の提出を請求できるも

のとし、請負人はこれに協力しなければならない。 

３ 請負人は、監督員による検査（確認を含む）及び立会いに必要な準備、人員及び資

機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。なお、監督員が製作工場

において立会い及び監督員による検査（確認を含む）をおこなう場合、請負人は監督

業務に必要な設備の備わった執務室を提供しなければならない。 

４ 監督員による検査（確認を含む）及び立会いの時間は、監督員の勤務時間内とする。

ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。 

５ 請負人は、契約書第 10 条第２項第３号、第 14 条第２項又は第 15 条第１項若しくは

同条第２項の規定に基づき、監督員の立会いを受け、材料検査（確認を含む）に合格

した場合であっても、契約書第 18 条及び第 32 条に規定する義務を免れないものとする。 

６ 段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。 

（１）請負人は、表１－１段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けな

ければならない。 

（２）請負人は、事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等）を段階

確認書により監督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の実施

について通知があった場合には、請負人は、段階確認を受けなければならない。 

（３）段階確認は請負人が臨場するものとし、確認した箇所に係わる監督員が押印した

書面を、請負人は保管し検査時に提出しなければならない。 

（４）請負人は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を
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提供するものとする。 

７ 監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。

この場合において、請負人は、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員にこれら

を提示し確認を受けなければならない。 

 

表１－１ 段階確認一覧 

種別 細別 確認時期 

指定仮設  設置完了時 

河川土工（掘削工） 

道路土工（掘削工） 

 土（岩）質の変化したとき 

道路土工（路床盛土工） 

舗装工（下層路盤） 

 プルーフローリング実施時 

表層混合処理・路床安定処理 処理完了時 

置換 掘削完了時 表層安定処理工 

サンドマット 処理完了時 

バーチカルドレーン工 

サンドドレーン 

袋詰式サンドドレーン 

ペーパドレーン 

施工時 

施工完了時 

締固め改良工 
サンドコンパクションパイル 施工時 

施工完了時 

粉体噴射攪拌 

高圧噴射攪拌 

セメントミルク攪拌 

生石灰パイル 

施工時 

施工完了時 

固結工 

薬液注入 施工時 

矢板工（任意仮設を除く） 
鋼矢板 

鋼管矢板 

打込時 

打込完了時 

既製杭工 

既製コンクリート杭 

鋼管杭 

Ｈ鋼杭 

打込時 

打込完了時（打込杭） 

掘削完了時（中掘杭） 

施工完了時（中掘杭） 

杭頭処理完了時 

場所打杭工 

リバース杭 

オールケーシング杭 

アースドリル杭 

大口径杭 

掘削完了時 

鉄筋組立完了時 

施工完了時 

杭頭処理完了時 

深礎工 

 土（岩）質の変化した時 

掘削完了時 

鉄筋組立完了時 

グラウト注入時 
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種別 細別 確認時期 

オープンケーソン基礎工 

ニューマチックケーソン基礎

工 

 鉄杳据付け完了時 

本体設置前（オープンケーソン） 

掘削完了時（ニューマチックケーソン） 

土（岩）質の変化した時 

鉄筋組立完了時 

鋼管井筒基礎工 

 打込時 

打込完了時 

杭頭処理完了時 

置換工（重要構造物）  掘削完了時 

法覆工（覆土施工がある場合） 覆土前 
護岸工 

基礎工・根固工 設置完了時 

重要構造物 

 函渠工（樋門・樋管含む） 

 躯体工（橋台） 

 ＲＣ躯体工（橋脚） 

 橋脚フーチング工 

 ＲＣ擁壁 

 堰本体工 

 排水機場本体工 

 水門工 

 共同溝本体工 

 土（岩）質の変化した時 

床掘掘削完了時 

鉄筋組立完了時 

埋戻し前 

躯体工 

ＲＣ躯体工 

 杳座の位置決定時 

床版工  鉄筋組立完了時 

鋼橋 
 仮組立完了時（仮組立が省略となる場合

を除く） 

ポストテンションＴ（Ｉ）桁

製作工 

プレビーム桁製作工 

プレキャストブロック桁組立

工 

ＰＣホロースラブ製作工 

ＰＣ版桁製作工 

ＰＣ箱桁製作工 

ＰＣ片持箱桁製作工 

ＰＣ押出し箱桁製作工 

床版・横組工 

 プレストレスト導入完了時 

    横締め作業完了時 

プレストレスト導入完了時 

    横締め作業完了時 

ＰＣ鋼線・鉄筋組立完了時 

（工場製作除く） 

フーチング定着アンカー穿孔工 フーチング定着アンカー穿孔完了時 鋼板巻立て工 

鋼板取付け工、固定アンカー工 鋼板建込み固定アンカー完了時 
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種別 細別 確認時期 

溶接前 現場溶接工 

 溶接完了時 

塗装前 現場塗装工 

塗装完了時 

 

１－１－21 数量の算出及び完成図 

１ 請負人は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。 

２ 請負人は、出来形測量の結果を基に、設計図書等に従って、出来形数量を算出し、

その結果を監督員に提出しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書の寸法

に対し、川崎市土木工事施工管理基準等の規格値を満たしていれば、出来形数量は設計

数量とする。なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出され

た数量をいう。 

３ 請負人は、出来形測量の結果及び設計図書に従って完成図を作成し、監督員に提出

しなければなれない。 

１－１－22 品質証明 

  請負人は、設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合には、次の各号の規定

によるものとする。 

（１）品質証明に従事する者（以下「品質証明員」という。）が工事施工途中において必

要と認める時期及び検査（完成、既済部分、中間検査をいう。以下同じ。）の事前に

品質確認を行い、検査時にその結果を書面により提出しなければならない。 

（２）品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする。また、検査員が検査時

（完成、既済部分、中間検査）に立会いを求めた場合、品質証明員は検査に立ち会

わなければならない。 

（３）品質証明は、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもと

より、工事全般にわたり行うものとする。 

（４）品質証明員の資格は 10 年以上の現場経験を有し、技術士若しくは１級土木施工管

理技士の資格を有するものとする。ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りで

はない。 

（５）品質証明員を定めた場合、書面により氏名、資格（資格証書の写しを添付）、経験

及び経歴書を監督員に提出しなければならない。なお、品質証明員を変更した場合

も同様とする。 

１－１－23 工事完成検査 

１ 請負人は、契約書第 32 条の規定に基づき、工事完成届を監督員に提出しなければな

らない。 

２ 請負人は、工事完成届を監督員に提出する際には、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）設計図書（追加、変更指示も含む）に示されるすべての工事が完成していること。 

（２）契約書第 18 条第１項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。 

（３）設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び

工事報告書等の資料の整備がすべて完了していること。 
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（４）契約変更を行う必要が生じた工事においては、 終変更契約を発注者と締結してい

ること。 

３ 発注者は、工事検査に先立って、監督員を通じて請負人に対して検査日を通知する

ものとする。 

４ 検査員は、監督員及び請負人の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比

し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 

（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ。 

（２）工事管理状況について、書類、記録及び写真等。 

５ 検査員は、補修の必要があると認めた場合には、請負人に対して、期限を定めて補修

の指示を行うことができるものとする。 

６ 請負人は、当該工事完成検査については、１－１－20 第３項の規定を準用する。 

１－１－24 既済部分検査等 

１ 請負人は、契約書第 39 条第１項の内払の確認の請求（工事既済部分検査請求書）を

行った場合、又は、契約書第 41 条第１項の工事の完成の通知（工事一部完成届）を行

った場合は、既済部分に係わる検査を受けなければならない。 

２ 請負人は、契約書第 39 条に基づく内払の請求を行うときは、前項の検査を受ける前

に工事の出来高に関する資料を作成し、監督員に提出しなければならない。 

３ 検査員は、監督員及び請負人の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関

する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 

（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ。 

（２）工事管理状況について、書類、記録及び写真等。 

４ 請負人は、検査員の指示による補修については、前条の第５項の規定に従うものと

する。 

５ 請負人は、当該既済部分検査については、１－１－20 第３項の規定を準用する。 

６ 発注者は、既済部分検査に先立って、監督員を通じて請負人に対して検査日を通知

するものとする。 

１－１－25 中間検査 

１ 請負人は、川崎市上下水道局請負工事検査規程に基づく、中間検査を受けなければな

らない。 

２ 中間検査の対象工事については、川崎市上下水道局請負工事中間検査実施要領による

ものとするが、検査担当課長が必要と認めた工事については、抜打ち検査を実施するも

のとする。 

３ 中間検査は、施工中の各段階における施工状況、品質管理及び施工体制等について現

場及び書類の確認を行う。なお、検査の時期選定は監督員が行い、発注者は検査日時

を事前に請負人に通知するが、抜打ち検査については、事前に通知はしないものとす

る。 

４ 請負人は、常に施工に際して必要な書類を整理しておき、中間検査時適宜検査員に

提示しなければならない。 

５ 請負人は、中間検査に際し現場代理人及び主任（監理）技術者が立会わなければな

らない。 
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１－１－26 部分使用 

１ 発注者は、請負人の同意を得て部分使用できるものとする。 

２ 請負人は、発注者が契約書第 34 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う

場合には、中間検査又は監督員による品質及び出来形等の検査（確認を含む）を受け

るものとする。 

１－１－27 施工管理 

１ 請負人は、施工計画書に示される作業手順に従って施工し、施工管理を行わなけれ

ばならない。 

２ 請負人は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、施工管理体制を確立し

なければならない。 

３ 請負人は、川崎市土木工事施工管理基準等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、川崎市

土木工事施工管理基準等に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。 

４ 請負人は、工事に使用した建設資材の品質記録を作成し、監督員に提出しなければ

ならない。 

１－１－28 履行報告 

  請負人は、必要に応じ契約書第 12 条の規定に基づき、履行状況を実施工程表、工事

日報等により監督員に報告しなければならない。 

１－１－29 工事関係者に対する措置要求 

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、請負人に対して、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

理人を兼務するものを除く。）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、請負人に対して、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。 

１－１－30 工事中の安全確保 

１ 請負人は、土木工事安全施工技術指針（国土交通省大臣官房技術審議官通達、平成

13 年３月 29 日）及び建設機械施行安全技術指針（建設省建設経済局建設機械課長、平

成６年 11 月１日）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請負人

を拘束するものではない。 

２ 請負人は、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。 

３ 請負人は、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 12 日)

を遵守して災害の防止を図らなければならない。 

４ 請負人は、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

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
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用することができる。 

５ 請負人は、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 請負人は、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 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 請負人は、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 請負人は、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 請負人は、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行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミ

ュニ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 請負人は、土木請負工事における安全・訓練等の実施について（建設大臣官房技術調

査室長通達平成４年３月 19 日）及び建設工事の安全対策に関する措置について（建設

大臣官房技術調査室平成４年４月 14 日）に基づき、工事着手後、作業員全員の参加に

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・訓練等を実施しなければならない。なお、当該工事の内容に応じ

た具体的な計画を安全訓練等の実施計画書に記載し、施工計画書に添付の上監督員に

提出するとともに、その実施状況については、ビデオ等及び工事報告書等に記録した

資料を安全訓練等の実施状況報告書に添えて、監督員に提出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）工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 

（４）当該工事における災害対策 

（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 請負人は、工事現場、材料置場等においては、常に整理整頓を行い、周辺に迷惑の及

ぶことのないようにしなければならない。 

12 請負人は、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。 

13 請負人は、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調整会議を組織するものと

する。 

14 監督員が、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 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、請負人を指名した場合には、請負人は

これに従うものとする。 

15 請負人は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法

令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等について

は、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 

16 請負人は、施工計画の立案にあたっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等
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現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上施工方法及び施工時期を決定しなければなら

ない。特に梅雨、台風等の出水時期の施工にあたっては、工法、工程について十分に配

慮しなければならない。 

17 災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させる

ものとする。 

18 請負人は、工事施工箇所に地下埋設物件が予想される場合には、当該物件の位置、深

さ等を調査し監督員に報告しなければならない。 

19 請負人は施工中、管理者不明の地下埋設物件等を発見した場合は、監督員に報告し、

その処置については占用者全体の立会いを求め、管理者を明確にしなければならない。 

20 請負人は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督員に報告するととも

に関係機関に連絡し応急措置をとり、補修しなければなれない。 

１－１－31 爆発及び火災の防止 

１ 請負人は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には関係法令を遵守

するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発物の防止の措置を講じなければならない。 

２ 請負人は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち監督員に使用計画書

を提出しなければならない。 

３ 請負人は、建設工事に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。 

４ 請負人は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければな

らない。 

５ 請負人は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、

周辺の整理に努めなければならない。 

６ 現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置

等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を

行い安全を確保しなければならない。 

１－１－32 後片付け 

  請負人は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の請負人の機器、余剰資材、残

骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整

然とした状態にするものとする。 

  ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足

場、はしご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。 

１－１－33 事故報告 

  請負人は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するととも

に、事故発生報告書を指示する期日までに、提出しなければならない。 

１－１－34 環境対策 

１ 請負人は建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達、昭和

62 年４月 16 日）、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、

水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、

周辺地域の環境保全に努めなければならない。 

２ 請負人は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督

員に報告し、監督員の指示があればそれに従わなければならない。また、第三者から

の環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内
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容は、後日紛争とならないよう文書で確認する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。 

３ 請負人は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害

が生じた場合には、監督員の請求に応じて、善良な管理者の注意義務を果たし、その損

害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を提出しなければならない。 

４ 請負人は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染及び海上災害の

防止に関する法律」に基づき、適切な措置をとらなければならない。  

５ 請負人は、海中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。また、工

事の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、請負人は自ら

の負担で撤去し、処理しなければならない。  

６ 請負人は、工事の施工にあたり建設機械を使用する場合は、「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、 終改正平成 14 年４月１

日付け国総施第 225 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するものとする。なお、「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）」に基づき技術基準に適合するものとして届出さ

れた特定特殊自動車を使用する場合はこの限りではない。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した建設機械を使用することで、排出ガス対策型建設

機械と同等と見なす。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。

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、

請負人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出しなけ

ればならない。  

７ 請負人は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達、昭

和 62 年３月 30 日）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（建設省告示、平成

９年７月 31 日）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

られる機種又は対策をもって協議することができるものとする。  

８ 請負人は、資材、工法、建設機械又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 12 年法律第 100 号。「グリーン購入

法」という。）」第 6 条で定めた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定め

られた特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする。 

１－１－35 文化財の保護 

１ 請負人は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重

要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、監督員に

報告し、その指示に従わなければならない。 
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２ 請負人が、工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者と

の契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権

利を保有するものである。 

１－１－36 交通安全管理 

１ 請負人は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下

等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三

者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公

害による損害を及ぼした場合は、契約書第 29 条によって処置するものとする。 

２ 請負人は、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、輸送機関、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。 

３ 請負人は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督

員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、水道工事交通保安施設設置標

準図（平成 22 年４月）、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和 35 年 12

月 17 日総理府・建設省令第３号）、道路工事現場における標示施設等の設置基準（建

設省道路局長通知、昭和 37 年８月 30 日）、道路工事現場における表示施設等の設置基

準の一部改定について（国土交通省道路局長通知 平成 18 年３月 31 日 国道利 37 号・

国道国防第 205 号）、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置につい

て（国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成 18 年３月 31 日 国道利 38

号・国道国防第 206 号）及び道路工事保安施設設置基準（案）（建設省道路局国道第一

課通知昭和 47 年２月）に基づき、安全対策を講じなければならない。 

４ 請負人は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の

定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 

５ 請負人は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用

方法等の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、請負人は、

関係機関に所要の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の

設置その他必要な措置を行わなければならない。 

６ 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、請負人の責任において使用

するものとする。 

７ 請負人は、特記仕様書に他の請負人と工事用道路を供用する定めがある場合におい

ては、その定めに従うとともに、関連する請負人と緊密に打合せ、相互の責任区分を明

らかにして使用するものとする。 

８ 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。 

９ 工事の性質上、請負人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。 

10 請負人は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（昭和 36 年政令第 265

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事を確認しなければならない。 
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  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。 

 

表１－２ 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 

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 大 250ｔ） 

 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 1.9ｔ） 

  1.8ｍ以上の場合は 2.0ｔ 

  5.0ｔ 

 12.0ｍ 

 

１－１－37 施設管理 

  請負人は、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

（契約書第 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

以ても不都合が生じるおそれがある場合には、その処置について監督員と協議できる

ものとする。 

１－１－38 諸法令及び諸法規の遵守 

１ 請負人は、工事にあたっては、関係する諸法令及び諸法規を遵守し、工事の円滑な進

捗を図るとともに、諸法令及び諸法規の適用運用は請負人の責任において行わなければ

ならない。なお、主な諸法令及び諸法規は次に示す通りである。 

（１）水道法 （昭和 32 年法律第 177 号） 

（２）地方自治法 （昭和 22 年法律第 67 号） 

（３）地方公営企業法 （昭和 27 年法律第 292 号） 

（４）建設業法 （昭和 24 年法律第 100 号） 

（５）下請代金支払遅延等防止法 （昭和 31 年法律第 120 号） 

（６）労働基準法 （昭和 22 年法律第 49 号） 

（７）労働安全衛生法 （昭和 47 年法律第 57 号） 

（８）作業環境測定法 （昭和 50 年法律第 28 号） 

（９）じん肺法 （昭和 35 年法律第 30 号） 

（10）雇用保険法 （昭和 49 年法律第 116 号） 

（11）労働者災害補償保険法 （昭和 22 年法律第 50 号） 

（12）健康保険法 （昭和 11 年法律第 70 号） 

（13）中小企業退職金共済法 （昭和 34 年法律第 160 号） 
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（14）建設労働者の雇用の改善等に関する法律 （昭和 51 年法律第 33 号） 

（15）出入国管理及び難民認定法 （平成３年法律第 94 号） 

（16）道路法 （昭和 27 年法律第 180 号） 

（17）道路交通法 （昭和 35 年法律第 105 号） 

（18）道路運送法 （昭和 26 年法律第 185 号） 

（19）道路運送車両法 （昭和 26 年法律第 185 号） 

（20）砂防法 （明治 30 年法律第 29 号） 

（21）地すべり等防止法 （昭和 33 年法律第 30 号） 

（22）河川法 （昭和 39 年法律第 167 号） 

（23）海岸法 （昭和 31 年法律第 101 号） 

（24）港湾法 （昭和 25 年法律第 218 号） 

（25）港則法 （昭和 23 年法律第 174 号） 

（26）漁港法 （昭和 25 年法律第 137 号） 

（27）下水道法 （昭和 33 年法律第 79 号） 

（28）航空法 （昭和 27 年法律第 231 号） 

（29）公有水面埋立法 （大正 10 年法律第 57 号） 

（30）軌道法 （大正 10 年法律第 76 号） 

（31）森林法 （昭和 26 年法律第 249 号） 

（32）環境基本法 （平成５年法律第 91 号） 

（33）火薬類取締法 （昭和 25 年法律第 149 号） 

（34）大気汚染防止法 （昭和 43 年法律第 97 号） 

（35）騒音規制法 （昭和 43 年法律第 98 号） 

（36）水質汚濁防止法 （昭和 45 年法律第 138 号） 

（37）湖沼水質保全特別措置法 （昭和 59 年法律第 61 号） 

（38）振動規制法 （昭和 51 年法律第 64 号） 

（39）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （昭和 45 年法律第 137 号） 

（40）資源の有効な利用の促進に関する法律 （平成３年法律第 48 号） 

（41）文化財保護法 （昭和 25 年法律第 214 号）  

（42）砂利採取法            （昭和 43 年法律第 74 号）  

（43）電気事業法            （昭和 39 年法律第 170 号）  

（44）消防法              （昭和 23 年法律第 186 号）  

（45）測量法              （昭和 24 年法律第 188 号）  

（46）建築基準法            （昭和 25 年法律第 201 号）  

（47）都市公園法            （昭和 31 年法律第 79 号）  

（48）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律  （平成 12 年法律第 104 号）  

（49）土壌汚染対策法           （平成 14 年法律第 53 号）   

（50）駐車場法             （昭和 32 年法律第 106 号）  

（51）海上交通安全法          （昭和 47 年法律第 115 号） 

（52）海上衝突予防法           （昭和 52 年法律第 62 号）  

（53）海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律  （昭和 45 年法律第 136 号）  

（54）船員法              （昭和 22 年法律第 100 号）  
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（55）船舶職員法            （昭和 26 年法律第 149 号）  

（56）船舶安全法             （昭和８年法律第 11 号）  

（57）自然環境保全法           （昭和 47 年法律第 85 号）  

（58）自然公園法            （昭和 32 年法律第 161 号）  

（59）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 12 年法律第 127 号）  

（60）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 12 年法律第 100 号）  

（61）河川法施行法           （昭和 39 年法律第 168 号）  

（62）緊急失業対策法           （昭和 24 年法律第 89 号）  

（63）技術士法              （昭和 58 年法律第 25 号）  

（64）漁業法              （昭和 24 年法律第 267 号）  

（65）漁港漁場整備法          （昭和 25 年法律第 137 号）  

（66）空港整備法             （昭和 31 年法律第 80 号）  

（67）計量法               （平成 4 年法律第 51 号）  

（68）厚生年金保険法          （昭和 29 年法律第 115 号）  

（69）航路標識法             （昭和 24 年法律第 99 号）  

（70） 低賃金法            （昭和 34 年法律第 137 号）  

（71）職業安定法            （昭和 22 年法律第 141 号） 

（72）外国人登録法           （昭和 27 年法律第 125 号） 

（73）所得税法              （昭和 40 年法律第 33 号）  

（74）水産資源保護法          （昭和 26 年法律第 313 号）  

（75）船員保険法             （昭和 14 年法律第 73 号）  

（76）著作権法              （昭和 45 年法律第 48 号）  

（77）電波法              （昭和 25 年法律第 131 号）  

（78）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 

              （昭和 42 年法律第 131 号）  

（79）労働保険の保険料の徴収等に関する法律  （昭和 44 年法律第 84 号）  

（80）農薬取締法            （昭和 23 年法律第 82 号）  

（81）毒物及び劇物取締法        （昭和 25 年法律第 303 号）  

（82）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律  （平成 18 年法律第 62 号） 

（83）都市計画法            （昭和 43 年法律第 100 号） 

（84）遺失物法              （明治 32 年法律第 87 号） 

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

（86）警備業法             （昭和 47 年法律第 117 号） 

（87）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成３年法律第 77 号） 

（88）政府契約の支払遅延防止等に関する法律 （昭和 24 年法律第 256 号） 

（89）車両制限令            （昭和 36 年政令第 265 号） 

（90）労働安全衛生規則        （昭和 47 年労働省令第 32 号） 

（91）酸素欠乏病等防止規則      （昭和 47 年労働省令第 42 号） 

（92）神奈川県生活環境の保全等に関する条例 （平成９年条例第 35 号） 

（93）神奈川県土砂の適正処理に関する条例  （平成 11 年条例第３号） 
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（94）川崎市環境基本条例         （平成３年条例第 28 号） 

（95）川崎市水道条例          （昭和 33 年条例第 18 号） 

（96）川崎市火災予防規則        （昭和 48 年規則第 69 号） 

２ 請負人は、諸法令及び諸法規を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、

発注者に及ばないようにしなければならない。 

３ 請負人は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第１項の諸法令及び諸

法規に照らし不適当であったり、矛盾していることが判明した場合には直ちに監督員に

通知し、その確認を請求しなければならない。 

１－１－39 官公庁等への手続き等 

１ 請負人は、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 請負人は、工事施工にあたり請負人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。ただし、

これにより難い場合は監督員の指示を受けなければならない。 

３ 請負人は、前項に規定する届出等の実施にあたっては、その内容を記載した文書によ

り事前に監督員に報告しなければならない。 

４ 請負人は、工事の施工にあたり、地域住民等との間に紛争が生じないように努めなけ

ればならない。 

５ 請負人は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、請負人が対応すべき場

合は誠意を持ってその解決に当たらなければならない。 

６ 請負人は、地方公共団体、地域住民と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任におい

て行うものとする。請負人は、交渉に先立ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉

にあたっては誠意を持って対応しなければならない。 

７ 請負人は、前項までの交渉内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確

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。 

１－１－40 施工時期及び施工時間の変更 

１ 請負人は、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 請負人は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間

に作業を行う場合は、事前に休日等の工事施工届を監督員に提出しなければならない。 

１－１－41 工事測量 

１ 適用 

  本項は、工事の施工にあたり測量法の規定に基づき設置した川崎市公共基準点（以下

「公共基準点」という。）、計画・調査・実施設計・用地取得・管理等のため設置した

距離標、中心杭、引照点杭、用地幅杭、基準点杭（以下「測量標」という。）及び土地

の権利又は占有関係を示す既設境界標（以下「境界標」という。）に係る測量等に適用

するものとする。 

２ 事前調査及び工事測量 

（１）請負人は、工事着手後直ちに、工事を施工する範囲及び工事により影響を受ける範

囲において、工事に必要な調査又は測量を実施し、公共基準点、測量標及び境界標を
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確認しなければならない。 

（２）請負人は、前号の調査又は測量のため、やむを得ず他人の土地に立ち入る場合は、

事前に監督員に報告するとともに、その指示に基づいて土地の所有者又は占有者に

その旨を告げ、了解を得た上で立ち入らなければならない。 

（３）請負人は、調査又は測量に必要な資料調査の実施にあたっては、監督員の指示に 

従わなければならない。 

（４）請負人は、調査又は測量の結果、設計図書又は前号の資料と現況が一致しないこ

とを発見した場合は、直ちにその旨を監督員に報告し、その確認を求めなければな

らない。 

（５）請負人は、当該工事に必要な測量標及び多角点を設置するための基準となる点の選

定にあたっては、監督員の指示を受けなければならない。 

   また、測量結果を監督員に提出しなければならない。 

（６）請負人は、当該工事に必要な測量標の設置にあたっては、位置及び高さが変動しな

いようにしなければならない。 

３ 保全 

（１）請負人は、工事により公共基準点、測量標及び境界杭が破損し又は亡失し、土地の

位置、高さ、権利又は占有関係が不明とならないように保全しなければならない。 

（２）請負人は、調査又は測量により確認した公共基準点及び境界標については、工事

の影響を受けない地点に３点以上の引照点を設置するとともに、隣接境界標や引照点

の関係を明記したミリメートル（㎜）単位の図面を作成して、監督員に提出しなけ

ればならない。 

（３）請負人は、境界標が構造物又は工作物で示されているなどの事情により、前号によ

り難い場合は、監督員と協議の上、境界標の復元が可能となる方法で資料図を作成

し、監督員に提出しなければならない。 

４ 移設及び撤去 

（１）請負人は、公共基準点、測量標、境界標等の重要な工事用測量標及び既設測量標を

移設してはならない。ただし、工事の進行上やむを得ず測量標を移設又は撤去する場

合は、事前に監督員の承諾を得なければならない。 

（２）請負人は、工事の進行上やむを得ず境界標を一時撤去する場合は、事前に監督員の

承諾を得るとともに、監督員の指示に基づいて、関係する土地の権利者にその旨を

告げ、立会いの上、承諾を得なければならない。 

（３）請負人は、前号の承諾が得られない場合は、監督員に報告し、その指示を受けな

ければならない。 

５ 復元 

（１）請負人は、境界標の復元にあたっては、第３項保全第２号で作成した図面又は、同

項３号で作成した資料図に基づき正確に復元するものとし、監督員及び関係する土地

の権利者と立会いの上相互に確認しなければならない。 

（２）請負人は、川崎市若しくは川崎市上下水道局が所有又は管理権を有する道水路等の

境界標を復元する場合は、川崎市若しくは川崎市上下水道局の指定する境界標を設置

しなければならない。 
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６ 立会い及び点検 

（１）請負人は、丁張その他工事の施工の基準となる測量標を設置した場合は、監督員の

立会いを受けなければならない。ただし、監督員が指示したものについてはその限

りではない。また、これらを破損又は亡失した場合は、復元後監督員の立会いを受

けなければならない。 

（２）請負人は、工事の完成後直ちに、工事区域及び工事により影響を受けたと思われる

区域にある境界標の異常の有無について、計測及び点検をしなければならない。 

（３）請負人は、前号の計測及び点検の結果を監督員に報告し、異常のある場合は、指

示を受けなければならない。 

１－１－42 提出書類 

１ 請負人は、提出書類を指定の様式に基づいて監督員に提出しなければならない。な

お、様式に定めのないものについては打合せ簿等を添えて提出すること。 

２ 契約書第 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、遅延利息に係わる請求書、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。 

１－１－43 不可抗力による損害 

１ 請負人は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 30 条

の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書により監督員に報

告するものとする。 

２ 契約書第 30 条第１項に規定する「設計図書に定めた基準」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は、次のいずれかに該当する場合 

  ア 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 

  イ １時間雨量（任意の 60 分における雨量をいう。）が 20 ㎜以上 

  ウ その他設計図書で定めた基準 

（２）強風に起因する場合 大風速（10 分間の平均風速で 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 契約書第 30 条第２項に規定する「乙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、１－１－30 及び契約書第 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請負人の責によるとされるものをいう。 

１－１－44 特許権等 

１ 請負人は、業務の遂行により発明又は考案したときは、書面により監督員に報告す

るとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及

び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。 

２ 発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）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。 
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１－１－45 保険の付保及び事故の補償 

１ 請負人は、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。 

２ 請負人は、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

て責任を持って適正な補償をしなければならない。 

３ 請負人は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）の履行に関し、つ

ぎのとおり行わなければならない。 

（１）請負人は、建退共制度に加入し、その掛金収納書を工事請負契約締結後１ヶ月以

内に、建設業退職金共済証紙購入状況報告書（以下「購入状況報告書」という。）

に貼付して監督員を通じて発注者に提出しなければならない。なお、追加購入した

場合には、工事完成時にその掛金収納書を購入状況報告書に貼付し、提出しなけれ

ばならない。 

（２）請負人は、工事請負契約締結後１ヶ月以内に、掛金収納書を提出できない場合には、

建設業退職金共済証紙購入状況報告書未提出等理由書（以下「理由書」という。）

を提出し、その後、できるだけ速やかに掛金収納書を購入状況報告書に貼付し、提

出しなければならない。 

（３）請負人は、工事の種類、現場の状況等により建退共制度の対象となる労働者を雇用

しない等の理由により掛金収納書を提出できない場合には、理由書を提出しなけれ

ばならない。 

（４）請負人は、共済証紙の貼付、受払の記録を建設業退職金共済証紙受払簿及び建設業

退職金共済証紙貼付実績報告書により行い、工事完成時に提出しなければならない。

ただし、監督員の請求があった場合は、工事完成前であっても遅滞なく提示しなけ

ればならない。 

（５）請負人は、建退共制度の適用事業主工事現場標識を現場事務所及び工事現場の出入

口等、見やすい場所に掲示しなければならない。 

１－１－46 臨機の措置 

１ 請負人は、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、請負人は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督員に

報告しなければならない。 

２ 監督員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、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。）に伴わな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、請負人に対して臨

機の措置をとることを請求することができる。 

１－１－47 衛生管理 

１ 請負人は、浄水場、配水池その他これに準ずる場所で工事を行う場合は、関係法令を

遵守し衛生に注意して、水の汚染防止に万全を期さなければならない。 

２ 請負人は、直接浄水に触れる作業をする者、長期継続して作業に従事する者、監督員

が特に指定する者に対して、保健所等の検査資格を有する機関の消化器系細菌培養検

査（主として便について行い、赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、サルモネラ菌及

び腸管出血性大腸菌Ｏ-157 等を対象とした病原体検索をいう｡以下「健康診断」とい
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う｡）を行い、健康診断の結果を工事着手前までに作業従事者健康診断書に添えて監督

員に提出しなければならない。なお、第２回目以降の健康診断は、 初の受診日から

起算して、おおむね６ヶ月ごとに行う｡ 

ただし、立ち入る場所が限定され水道水の汚染のおそれがないと判断される場合は、

対象外とする。 

３ 前項に規定する長期継続して作業に従事する者とは次に該当するものとする。 

（１）浄水場、配水所等内における請負工事等の従事期間が、継続して３０日以上の場合｡ 

（２）ろ過池、浄水池及び配水池内における請負工事等の従事期間が、継続して１０日以

上の場合｡
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第２章 材  料 

 

第１節 適 用 

  工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、この共通

仕様書に示す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。な

お、請負人が同等以上の品質を有するものとして、海外の建設資材を用いる場合は、海

外建設資材品質審査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査証明書（以下

「海外建設資材品質審査証明書」という。）を材料の品質を証明する資料とすることが

できる。ただし、監督員が設計図書に関して承諾した材料及び設計図書に明示されて

いない仮設材料については除くものとする。 

  また、JIS 規格が定まっている建設資材のうち、海外の JIS 認定工場以外で生産され

た建設資材を使用する場合は、海外建設資材品質審査証明書を提出するものとする。

ただし、JIS 認定外の製品として生産・納入されている建設資材については、海外建設

資材品質審査証明書あるいは、日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を提出す

るものとする。 

 

第２節 工事材料の品質及び検査（確認を含む） 

１ 請負人は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を、請負人の責任において整理

保管するとともに、材料検査願に添付して、事前に監督員に提出し、監督員の確認を

受けなければならない。 

２ 契約書第 14 条第１項に規定する「中等の品質」とは、JIS 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をいう。 

３ 請負人は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料について、JIS 又は

設計図書で指示する方法により、試験を行わなければならない。 

４ 請負人は、設計図書において見本又は品質を証明する資料を監督員に提出しなけれ

ばならない工事材料については、これを提出しなければならない。 

５ 請負人は、表 2-1 及び特記仕様書に指示されている工事材料を使用する場合には、

その外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料を、監督員に提出し、監督員

の確認を受けなければならない。 

６ 請負人は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう、これを保管し

なければならない。なお、材質の変質により工事材料の使用が、不適当と監督員から

指示された場合には、これを取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、

再検査（又は確認）を受けなければならない。 
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表２－１ 指定材料の品質確認一覧 

区  分 確認材料名 摘  要 

構造用圧延鋼材  

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ用鋼材（ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ）  鋼    材 

鋼製ぐい及び鋼矢板 仮設材は除く 

ｾﾒﾝﾄ JIS 製品以外 
ｾﾒﾝﾄ及び混和材 

混和材料 JIS 製品以外 

ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品一般 JIS 製品以外 
ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品 

ｺﾝｸﾘｰﾄ杭、ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板 JIS 製品以外 

塗   料 塗料一般  

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ JIS 製品以外 

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 事前審査制度の認定混合物を除く 

場所打ぐい用ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ JIS 製品以外 

薬液注入材  

種子・肥料  

薬剤  

その他 

現場発生品  

 

第３節 土 

２－３－１ 一般事項 

  工事に使用する土は、設計図書における各工種の施工に適合するものとする。 

 

第４節 石 

２－４－１ 割ぐり石 

  割ぐり石は、次の規格に適合するものとする。 

  JIS A 5006（割ぐり石） 

２－４－２ 雑割石 

  雑割石の形状は、おおむねくさび形とし、うすっぺらなもの及び細長いものであって

はならない。前面はおおむね四辺形であって二稜辺の平均の長さが控長の 2/3 程度のも

のとする。 

２－４－３ 雑石（粗石） 

  雑石は、天然石又は破砕石ものとし、うすっぺらなもの及び細長いものであっては

ならない。 

２－４－４ 玉石 

  玉石は、天然に産し、丸みをもつ石で通常おおむね 15 ㎝～25 ㎝のものとし、形状は

おおむね卵体とし、表面が粗雑なもの、うすっぺらなもの及び細長いものであってはな

らない。 

２－４－５ ぐり石 

  ぐり石は、玉石又は割ぐり石で 20 ㎝以下の小さいものとし、主に基礎・裏込ぐり石

に用いるものであり、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。 
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２－４－６ その他の砂利、砕石、砂 

１ 砂利、砕石の粒度、形状及び有機物含有量は、この仕様書における関係条項の規定に

適合するものとする。 

２ 砂の粒度及びごみ・泥・有機不純物等の含有量は、この仕様書における関係条項の規

格に適合するものとする。 

 

第５節 骨 材 

２－５－１ 一般事項 

１ 道路用砕石、コンクリート用砕石及びコンクリート用スラグ粗（細）骨材は、次の規

格に適合するものとする。 

   JIS A 5001 （道路用砕石） 

   JIS A 5005 （コンクリート用砕石及び砕砂） 

   JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材（高炉スラグ骨材）） 

   JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨材（フェロニッケルスラグ骨材）） 

   JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨材（銅スラグ骨材）） 

   JIS A 5015 （道路用鉄鋼スラグ） 

２ 請負人は、骨材を寸法別及び種類別に貯蔵しなければならない。 

３ 請負人は、骨材に有害物が混入しないように貯蔵しなければならない。 

４ 請負人は、粒度調整路盤材等を貯蔵する場合には、貯蔵場所を平坦にして清掃し、で

きるだけ骨材の分離を生じないようにし、貯蔵敷地面全面の排水を図るようにしなけれ

ばならない。 

５ 請負人は、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、細骨材、又は細粒分を多く含む骨材を貯蔵す

る場合に、防水シートなどで覆い、雨水がかからないようにしなければならない。 

６ 請負人は、石粉、石灰、セメント、回収ダスト、フライアッシュを貯蔵する場合に防

湿的な構造を有するサイロ又は倉庫等を使用しなければならない。 

７ 細骨材として海砂を使用する場合は、細骨材貯蔵設備の排水不良に起因して濃縮され

た塩分が滞留することのないように施工しなければならない。 

８ プレストレストコンクリート部材に細骨材として海砂を使用する場合には、シース内

のグラウト及びプレテンション方式の部材の細骨材に含まれる塩分の許容限度は、原則

として細骨材の絶乾質量に対し NaCl に換算して 0.03％以下としなければならない。 

２－５－２ セメントコンクリート用骨材 

１ 細骨材及び粗骨材の粒度は、表２－２、３の規格に適合するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



共通編 

 2-4 

表２－２ 無筋、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、舗装ｺﾝｸﾘｰﾄの細骨材の粒度の範囲 

ふるいの呼び寸法（㎜） ふるいを通るものの重量百分率（％） 

10 100 

5 90～100 

2.5 80～100 

1.2 50～90 

0.6 25～65 

0.3 10～35 

0.15 ２～10〔注１〕 

    〔注１〕砕砂あるいは高炉スラグ細骨材を単独に用いる場合は、表２－２の規 

        定を適用せず、それぞれの JIS の規定による。 

    〔注２〕これらのふるいは、それぞれ JIS Z 8801（標準ふるい）に規定する標 

        準網ふるい 9.5、4.75、2.36、1.18 ㎜及び 600、300、150μm である。 

 

表２－３ 無筋、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、舗装ｺﾝｸﾘｰﾄの粗骨材の粒度範囲 

ふるいを通るものの百分率（％） ふるいの呼び

寸法(㎜) 

粗骨材の大きさ(㎜) 
60 50 40 30 25 20 15 10 ５ 2.5 

50-5 100 
95～

100 
― ― 

35～ 

70 
― 

10～ 

30 
― 

0～ 

5 
― 

40-5 ― ― 
95～ 

100 
― ― 

35～ 

70 
― 

10～ 

30 

0～ 

５ 
― 

30-5 ― ― 100 
95～

100 
― 

40～ 

75 
― 

10～ 

35 

0～ 

10 

0～ 

５ 

255 ― ― ― 100 
95～

100 
― 

30～ 

70 
― 

0～ 

10 

0～ 

５ 

20-5 ― ― ― ― 100 
90～

100 
― 

20～ 

55 
0～10 0～５

155 ― ― ― ― ― 100 
90～

100 

40～ 

70 

0～ 

15 

0～ 

５ 

105 ― ― ― ― ― ― 100 
90～

100 

0～ 

40 

0～ 

10 

50-251)

 100 
90～

100 

35～ 

70 
― 

0～ 

15 
― 

0～ 

５ 
― ― ― 

40-201)

 ― 100 
90～

100 
― 

20～ 

55 

0～ 

15 
― 

0～ 

５ 
― ― 

30-151)

 ― ― 100 
90～

100 
― 

20～ 

55 

0～ 

５ 

0～ 

５ 
― ― 

［注］これらの粗骨材は、骨材分離を防ぐために、粒の大きさ別に分けて計量する場合に用いるもの

であって、単独に用いるものではない。 
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２ 硫酸ナトリウムによる安定性の試験で、損失質量が品質管理基準の規格値を超えた細

骨材及び粗骨材は、これを用いた同程度のコンクリートが、予期される気象作用に対し

て満足な耐凍害性を示した実例がある場合には、これを用いてもよいものとする。また、

これを用いた実例がない場合でも、これをつくったコンクリートの凍結融解試験結果か

ら満足なものであると認められた場合には、これを用いてもよいものとする。 

３ 気象作用をうけない構造物に用いる細骨材は、前項を適用しなくてもよいものとする。 

４ 化学的あるいは物理的に不安定な細骨材及び粗骨材は、これを用いてはならない。た

だし、その使用実績、使用条件、化学的あるいは物理的安定性に関する試験結果等から、

有害な影響をもたらさないものであると認められた場合には、これを用いてもよいもの

とする。 

５ すりへり試験を行った場合のすりへり減量の限度は、舗装コンクリートの場合は

35％とし、その他の場合は 40％とする。 

２－５－３ アスファルト舗装用骨材 

１ 砕石・再生石材及び鉄鋼スラグの粒度は、表２－４、５、６の規格に適合するものと

する。 

 

表２－４ 砕石の粒度 

〔注１〕呼び名別粒度の規定に適合しない粒度の砕石であっても、他の砕石、砂、石粉等と合成した

ときの粒度が、所要の混合物の骨材粒度に適合すれば使用することができる。 

〔注２〕花崗岩や頁岩などの砕石で、加熱によってすりへり減量が特に大きくなったり破壊したりす

るものは表層に用いてはならない。 

〔注３〕製鋼スラグの粒度は、単粒度砕石の粒度を使用する。 

 

 

 

106㎜ 75㎜ 63㎜ 53㎜ 37.5㎜ 31.5㎜ 26.5㎜ 19㎜ 13.2㎜ 4.75㎜ 2.36㎜ 1.18㎜ 425μm 75μm

S-80(1号) 80～60 100 85～100 0～15

S-60(2号) 60～40 100 85～100 0～15

S-40(3号) 40～30 100 85～100 0～15

S-30(4号) 30～20 100 85～100 0～15

S-20(5号) 20～13 100 85～100 0～15

S-13(6号) 13～5 100 85～100 0～15

S-5(7号) 5～2.5 100 85～100 0～25 0～5

M-40 40～0 100 95～100 60～90 30～65 20～50 10～30 2～10

M-30 30～0 100 95～100 60～90 30～65 20～50 10～30 2～10

M-20 20～0 100 95～100 55～85 30～65 20～50 10～30 2～10

C-40 40～0 100 95～100 50～80 15～40 5～25

C-30 30～0 100 95～100 55～85 15～45 5～30

C-20 20～0 100 95～100 60～90 20～50 10～35

ｸ
ﾗ
ｯ
ｼ
ｬ
ﾗ
ﾝ

ふるいを通るものの質量百分率（％）

単
粒
度
砕
石

粒
度
調
整
砕
石

呼び名 粒度範囲(㎜)

ふるい目の開き
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表２－５ 再生砕石の粒度 

    粒度範囲(呼び名) 

ふるい目の開き 

40～0 

(RC-40) 

30～0 

(RC-30) 

20～0 

(RC-20) 

53 ㎜ 100   

37.5 ㎜ 95～100 100  

31.5 ㎜ - 95～100  

26.5 ㎜ - - 100 

19 ㎜ 50～80 55～85 95～100 

13.2 ㎜ - - 60～90 

4.75 ㎜ 15～40 15～45 20～50 

通
過
質
量
百
分
率
（
％
） 

2.36 ㎜ ５～25 ５～30 10～35 

    〔注〕再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけ 

の骨材粒度を使用する。 

 

表２－６ 再生粒度調整砕石の粒度 

    粒度範囲(呼び名) 

ふるい目の開き 

40～0 

(RM-40) 

30～0 

(RM-30) 

20～0 

(RM-20) 

53 ㎜ 100   

37.5 ㎜ 95～100 100  

31.5 ㎜ - 95～100 100 

26.5 ㎜ - - 95～100 

19 ㎜ 60～90 60～90 - 

13.2 ㎜ - - 55～85 

4.75 ㎜ 30～65 30～65 30～65 

2.36 ㎜ 20～50 20～50 20～50 

425μm 10～30 10～30 10～30 

通
過
質
量
百
分
率
（
％
） 

75μm ２～10 ２～10 ２～10 

〔注〕再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけ 

の骨材粒度を使用する。 

 

２ 砕石の材質については、表２－７によるものとする。 

 

表２－７ 耐久性の限度 

用途 表層・基層 上層路盤 

損失率（％） 12 以下 20 以下 

        〔注〕試験方法は、「舗装試験法便覧」の硫酸ナトリウムを用いる 

試験方法による５回繰返しとする。 

 

３ 砕石の品質は、表２－８の規格に適合するものとする。 
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表２－８ 砕石の品質 

用途 

項目 
表層・基層 上層路盤 

表乾比重 

吸水率 ％ 

すりへり減量 ％ 

2.45 以上 

3.0 以下 

30 以下注） 

 

 

50 以下 

       〔注１〕表層、基層用砕石のすりへり減量試験は、粒径 13.2～4.75 ㎜ 

           のものについて実施する。 

       〔注２〕上層路盤用砕石については主として使用する粒径について 

           行えばよい。 

 

４ 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へん平なもの、

ごみ、泥、有機物などを含まないものとする。その種類と用途は表２－９によるものと

する。 

 

表２－９ 鉄鋼スラグの種類と主な用途 

名称 呼び名 用途 

単粒度製鋼スラグ SS 加熱アスファルト混合物用 

クラッシャラン製鋼スラグ CSS 瀝青安定処理（加熱混合）用 

粒度調整鉄鋼スラグ MS 上層路盤材 

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS 上層路盤材 

クラッシャラン鉄鋼スラグ CS 下層路盤材 

 

５ 鉄鋼スラグの規格は、表２－10 に適合するものとする。 

 

表２－10 鉄鋼スラグの規格 

呼び名 

修正 

CBR 

％ 

一軸圧縮 

強さ 

Mpa(kgf/cm2)

単位容積 

質量 

㎏／l 

呈色 

判定試験 

水浸膨張比 

％ 

ｴｰｼﾞﾝｸﾞ 

期間 

MS 

HMS 

 

CS 

80 以上 

80 以上 

 

30 以上 

－ 

1.2 以上 

(12 以上) 

－ 

1.5 以上 

1.5 以上 

 

－ 

呈色なし 

呈色なし 

 

呈色なし 

1.5 以下 

1.5 以下 

 

1.5 以下 

６ヶ月以上

６ヶ月以上

 

６ヶ月以上

 

６ 製鋼スラグの規格は、表２－11 に適合するものとする。 
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表２－11 製鋼スラグの規格 

呼び名 表乾比重 
吸水率 

（％） 

すりへり減量 

（％） 

水浸膨張率 

（％） 

エージング 

期間 

CSS 

SS 

－ 

2.45 以上 

－ 

3.0 以下 

50 以下 

30 以下 

2.0 以下 

2.0 以下 

３ヶ月以上 

３ヶ月以上 

  〔注１〕試験方法は、「舗装試験方法便覧」を参照する。 

  〔注２〕呈色判定試験は高炉スラグを用いた鉄鋼スラグにのみ適用する。 

  〔注３〕エージングとは、高炉スラグの黄濁水の発生防止や、製鋼スラグの中に残った膨張性反

応物質（遊離石灰）を反応させるため、鋼製スラグを屋外に野積みし、安定化させる処理

をいう。エージング期間の規定は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグにのみ適用する。 

  〔注４〕水浸膨張比の規定は、製鋼スラグを用いた鉄鉱スラグにのみ適用する。 

 

７ 砂は、天然砂、人工砂、スクリーニングス（砕石ダスト）などを用い、粒度は混合物

に適合する。 

８ スクリーニングス（砕石ダスト）の粒度は、表２－12 の規格に適合するものとする。 

 

表２－12 スクリーニングスの粒度範囲 

ふるいを通るものの質量百分率（％）  

4.75 ㎜ 2.36 ㎜ 600μm 300μm 150μm 75μm 

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ F.2.5 100 85～100 25～55 15～40 ７～28 0～20 

                           （JIS A 50011995（道路用砕石）） 

 

２－５－４ アスファルト用再生骨材 

  再生加熱アスファルト混合物に用いるアスファルトコンクリート再生骨材の品質は表

２－13 の規格に適合するものとする。 

 

表２－13 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の品質 

     項目 

名称 

旧ｱｽﾌｧﾙﾄ含有率 

（％） 

旧ｱｽﾌｧﾙﾄ針入度 

（25℃）1/10 ㎜ 

洗い試験で失われる

量（％） 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材 3.8 以上 20 以上 ５以下 

  〔注１〕各項目は 13～0 ㎜の粒度区分のものに適用する。 

  〔注２〕アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれる旧アスファルト含有量及び 75μm ふる

いによる水洗いで失われる量は、再生骨材の乾燥試料質量に対する百分率で表したもので

ある。 

  〔注３〕洗い試験で失われる量は、試料のアスファルトコンクリート再生骨材の水洗前の 75μm

ふるいにとどまるものと水洗後の 75μm ふるいにとどまるものを、気乾若しくは 60°C 以

下の乾燥炉で乾燥し、その質量差を求めたものである（旧アスファルトは再生骨材の質量

に含まれるが、75μm ふるい通過分に含まれる旧アスファルトは微量なので、洗い試験で失

われる量の一部として扱う）。 

 

ふるい目の開き 

呼び名 種類 
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２－５－５ フィラー 

１ 石粉は、石灰岩粉末又は、火成岩類を粉砕したものとする。石粉及びフライアッシュ

は、水分 1.0％以下で微粒子の団粒になったものを含まないものとする。 

２ 石粉、回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲は表２－14 の規格に適合するもの

とする。 

 

表２－14 石粉、回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲 

ふるい目（μm） ふるいを通るものの質量百分率（％） 

600 

150 

75 

100 

90～100 

70～100 

      〔注〕火成岩類を粉砕した石粉をフィラーとして用いる場合、表２－1５の 

         の規格に適合するものとする。なお、石粉の加熱変質の試験方法は、 

         「舗装試験法便覧」を参照する。 

 

表２－15 火成岩類の石粉規格 

項目 規格 

塑性指数（PI) 

加熱変質 

フロー試験％ 

吸水膨張％ 

はく離試験 

４以下 

変質なし 

50 以下 

３以下 

合格 

 

３ 消石灰をはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、JIS R 9001（工

業用石灰）に規定されている表２－16 の規格に適合するものとする。 

 

表２－16 工業用石灰 

粉末度残分（％） 
種類 等級 

酸化ｶﾙｼｳﾑ 

CaO（％） 
不純物（％）

二酸化炭素 

CO２（％） 600μm 150μm 

生石灰 

特号 

１号 

２号 

93.0 以上 

90.0 以上 

80.0 以上 

3.2 以下 

－ 

－ 

2.0 以下 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

消石灰 

特号 

１号 

２号 

72.5 以上 

70.0 以上 

65.0 以上 

3.0 以下 

－ 

－ 

1.5 以下 

－ 

－ 

全通 

全通 

全通 

5.0 以下 

－ 

－ 

 〔注〕ここでいう不純物とは、二酸化ケイ素（SiO２）、酸化アルミニウム（Al２O３)、酸化第二鉄 

    （Fe２O３）及び酸化マグネシウム（MgO）の合計量である。 

 

４ セメントをはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、普通ポルトラ

ンドセメント、高炉セメント、フライアッシュセメントとし、JIS R 5210（ポルトラン
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ドセメント）、JIS R 5211（高炉セメント）、JIS R 5213（フライアッシュセメント）

の規格に適合するものとする。 

２－５－６ 安定材 

１ 瀝青安定処理に使用する瀝青材料の品質は、表２－17 に示す舗装用石油アスファル

トの規格及び表２－18 に示す石油アスファルト乳剤の規格に適合するものとする。 

  

表２－17 舗装用石油アスファルトの規格 

        種類 

項目 
40～60 60～80 80～100 100～120 

針入度（25℃)1/10 ㎜ 
40 を超え 60 

以下 

60 を超え 80 

以下 

80 を超え 100

以下 

100 を超え 120

以下 

軟化点℃ 47.0～55.0 44.0～52.0 42.0～50.0 40.0～50.0 

伸度（15℃)㎝ 10 以上 100 以上 100 以上 100 以上 

トルエン可溶分％ 99.0 以上 99.0 以上 99.0 以上 99.0 以上 

引火点℃ 260 以上 260 以上 260 以上 260 以上 

薄膜加熱質量変化率％ 0.6 以下 0.6 以下 0.6 以下 0.6 以下 

薄膜加熱針入度残留率％ 58 以上 55 以上 50 以上 50 以上 

蒸発後の針入度比％ 110 以下 110 以下 110 以下 110 以下 

密度（15℃）ｇ/㎝３ 1.000 以上 1.000 以上 1.000 以上 1.000 以上 
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表２－18 石油アスファルト乳剤の規格（JIS K 2208-2000） 

カチオン乳剤 ﾉﾆｵﾝ乳剤
 

PK-１ PK-２ PK-３ PK-４ MK-１ MK-２ MK-３ MN－１ 

ｴﾝｸﾞﾗｰ度（25℃） ３～15 １～６ ３～40 ２～30 

ふるい残留分(%)(118 ㎜) 0.３以下 0.３以下

付着度 2/3 以上 ― ― 

粗粒度骨材混合性 ― 均等であること  ― ― 

密粒度骨材混合性 ― 均等であること  ― ― 

土まじり骨材混合性(%) ― ５以下 ― 

セメント混合性(%) ― 1.0 以下

粒子の電荷 陽（＋） ― 

蒸発残留分(%) 60 以上 50 以上 57 以上 57 以上 

針入度(25℃) 

（1/10 ㎜) 

100～

200 

150～

300 

100～

300 

60～ 

150 

60～ 

200 

60～ 

300 

60～ 

300 

蒸
留
残
留
物 

トルエン可溶分 

(%) 
98 以上 97 以上 97 以上 

貯蔵安定度(24hr)(質量%) １以下 １以下 

凍結安定度(-５℃) ― 

粗粒子、

塊のない

こと 

― ― 

主な用途 

温
暖
期
浸
透
用
及
び
表
面
処
理
用 

寒
冷
地
浸
透
用
及
び
表
面
処
理
用 

プ
ラ
イ
ム
コ
ー
ト
用
及
び
セ
メ
ン

ト
安
定
処
理
層
養
生
用 

タ
ッ
ク
コ
ー
ト
用 

粗
粒
度
骨
材
混
合
用 

密
粒
度
骨
材
混
合
用 

土
混
り
骨
材
混
合
用 

セ
メ
ン
ト
・
乳
剤
安
定
処
理
剤 

 〔注１〕種類記号の説明 P:浸透用、M:混合用 

 

２ セメント安定処理に使用するセメントは、普通ポルトランドセメント、高炉セメント、

フライアッシュセメントとし、JIS R 5210（ポルトランドセメント）、JIS R 5511（高

炉セメント）、JIS R 5212（シリカセメント）、JIS R 5213（フライアッシュセメン

ト）の規格に適合するものとする。 

３ 石灰安定処理に使用する石灰は、JIS R 9001（工業用石灰）の規格に適合するものと

する。 
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第６節 木 材 

２－６－１ 一般事項 

１ 工事に使用する木材は、有害なくされ、割れ等の欠陥のないものとする。 

２ 設計図書に示す寸法の表示は、製材においては仕上がり寸法とし、素材については

特に明示する場合を除き末口寸法とするものとする。 

 

第７節 鋼 材 

２－７－１ 一般事項 

１ 工事に使用する鋼材は、さび、くされ等変質のないものとする。 

２ 請負人は、鋼材を塵埃や油類等で汚損しないようにするとともに、防食しなければな

らない。 

２－７－２ 構造用圧延鋼材 

  構造用圧延鋼材は、次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） 

２－７－３ 軽量形鋼 

  軽量形鋼は、次の規格に適合するものとする。 

   JIS G 3350（一般構造用軽量形鋼） 

２－７－４ 鋼管 

  鋼管は、次の規格に適合するものとする。 

   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 3457（配管用アーク溶接炭素鋼鋼管） 

   JIS G 3466（一般構造用角形鋼管） 

   JIS G 5526（ダクタイル鋳鉄管） 

   JIS G 5527（ダクタイル鋳鉄異形管） 

２－７－５ 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品 

  鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品は、次の規格に適合するものとする。 

   JIS G 3201（炭素鋼鍛鋼品） 

   JIS G 4051（機械構造用炭素鋼鋼材） 

   JIS G 5101（炭素鋼鋳鉄品） 

   JIS G 5102（溶接構造用鋳鋼品） 

   JIS G 5111（構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼鋳鋼品） 

   JIS G 5501（ねずみ鋳鉄品） 

   JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品） 

２－７－６ ボルト用鋼材 

  ボルト用鋼材は、次の規格に適合するものとする。 

   JIS B 1180（六角ボルト） 

   JIS B 1181（六角ナット） 
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   JIS B 1186（摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット） 

   JIS B 1198（頭付きスタッド） 

   JIS B 1256（平座金） 

   JIS M 2506（ロックボルト） 

   トルシア形高力ボルト・六角ナット・平座金のセット 

（（社）日本道路協会）（昭和 58 年） 

   支圧接合用打込み式高力ボルト・六角ナット・平座金暫定規格 

（（社）日本道路協会）（昭和 46 年） 

２－７－７ 溶接材料 

  溶接材料は、次の規格に適合するものとする。 

   JIS Z 3211（軟鋼用被覆アーク溶接棒） 

   JIS Z 3212（高張力鋼用被覆アーク溶接棒） 

   JIS Z 3214（耐候性鋼用被覆アーク溶接棒） 

   JIS Z 3312（軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ） 

   JIS Z 3313（軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ） 

   JIS Z 3315（耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接ソリッドワイヤ） 

   JIS Z 3320（耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接フラックス入りワイヤ） 

   JIS Z 3351（炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ワイヤ） 

   JIS Z 3352（炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接フラックス） 

２－７－８ 鉄線 

  鉄線は、次の規格に適合するものとする。 

   JIS G 3532（鉄線） 

２－７－９ ワイヤロープ 

  ワイヤロープは、次の規格に適合するものとする。 

   JIS G 3525（ワイヤロープ） 

２－７－10 プレストレストコンクリート用鋼材 

  プレストレストコンクリート用鋼材は、次の規格に適合するものとする。 

   JIS G 3109（PC 鋼棒） 

   JIS G 3137（細径異形 PC 鋼棒） 

   JIS G 3502（ピアノ線材） 

   JIS G 3506（硬鋼線材） 

   JIS G 3536（PC 鋼線及び PC 鋼より線） 

２－７－11 鉄網 

  鉄網は、次の規格に適合するものとする。 

   JIS G 3351（エキスパンドメタル） 

   JIS G 3551（溶接金網） 

   JIS G 3552（ひし形金網） 

   JIS G 3553（クリンプ金網） 

２－７－12 鋼製杭及び鋼矢板 

  鋼製杭及び鋼矢板は、次の規格に適合するものとする。 

   JIS A 5523（溶接用熱間圧延鋼矢板） 



共通編 

 2-14 

   JIS A 5525（鋼管ぐい） 

   JIS A 5526（H 形鋼ぐい） 

   JIS A 5528（熱間圧延鋼矢板） 

   JIS A 5530（鋼管矢板） 

２－７－13 鋼製支保工 

  鋼製支保工は、次の規格に適合するものとする 

   JIS B 1180（六角ボルト） 

   JIS B 1181（六角ナット） 

   JIS B 1186（摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット） 

   JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

２－７－14 鉄線じゃかご 

  鉄線じゃかごは、次の規格に適合するものとする 

   JIS A 5513（亜鉛めっき鉄線製じゃかご） 

２－７－15 コルゲートパイプ 

  コルゲートパイプは、次の規格に適合するものとする。 

   JIS G 3471（コルゲートパイプ及びコルゲートセクション） 

２－７－16 ガードレール（路側用、分離帯用） 

  ガードレール（路側用、分離帯用）は、次の規格に適合するものとする。 

（１）ビーム（袖ビームを含む） 

   JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

   JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管） 

（２）支柱 

   JIS G 3444（一般構造用炭素鋼管） 

   JIS G 3466（一般構造用角形鋼管） 

（３）ブラケット 

   JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

（４）ボルトナット 

   JIS B 1180（六角ボルト） 

   JIS B 1181（六角ナット） 

  ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼び M20）は 4.6 とし、ビーム継手用及び取付け

用ボルト（ねじの呼び M16）は 6.8 とするものとする。 

２－７－17 ガードケーブル（路側用、分離帯用） 

  ガードケーブル（路側用、分離帯用）は、次の規格に適合するものとする。 

（１）ケーブル 

   JIS G 3525（ワイヤロープ） 

   ケーブルの径は 18 ㎜、構造は３×７Ｇ／Ｏとする。なお、ケーブル一本あたりの

破断強度は 160KN 以上の強さを持つものとする。 

（２）支柱 

   JIS G 3444（一般構造用炭素鋼管） 

（３）ブラケット 

   JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 
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（４）索端金具 

   ソケットはケーブルと調整ねじを取付けた状態において、ケーブルの一本あたりの

破断強度以上の強さを持つものとする。 

（５）調整ねじ 

   強度は、ケーブルの破断強度以上の強さを持つものとする。 

（６）ボルトナット 

   JIS B 1180（六角ボルト） 

   JIS B 1181（六角ナット） 

   ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼び M12）及びケーブルの取付け用ボルト（ね

じの呼び M10）はともに 4.6 とするものとする。 

２－７－18 ガードパイプ（歩道用、路側用） 

   ガードケーブル（歩道用、路側用）は、次の規格に適合するものとする。 

（１）パイプ 

   JIS G 3444（一般構造用炭素鋼管） 

（２）支柱 

   JIS G 3444（一般構造用炭素鋼管） 

（３）ブラケット 

   JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

（４）継手 

   JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

   JIS G 3444（一般構造用炭素鋼管） 

（５）ボルトナット 

   JIS B 1180（六角ボルト） 

   JIS B 1181（六角ナット） 

   ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼び M16）は 4.6 とし、継手用ボルト（ねじの

呼び M16〔種別 Ap〕M14〔種別 Bp 及び Cp〕）は 6.8 とする。 

２－７－19 ボックスビーム（分離帯用） 

  ボックスビーム（分離帯用）は、次の規格に適合するものとする。 

（１）ビーム 

   JIS G 3466（一般構造用角形鋼管） 

（２）支柱 

   JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

（３）パドル及び継手 

   JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

（４）ボルトナット 

   JIS B 1180（六角ボルト） 

   JIS B 1181（六角ナット） 

   パドル取付け用ボルト（ねじの呼び M16）及び継手用ボルト（ねじの呼び M20）は

ともに 6.8 とする。 
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第８節 非鉄金属材料 

２－８－１ 一般事項 

  非鉄金属材料は、設計図書に示す形状、寸法及び品質を有しているもので、錆、ひ

ずみ等変質がないもの、また、鋳物にあっては、す等のないものとする。 

２－８－２ アルミニウム材等 

  アルミニウム及びアルミニウム合金の板材等又は黄銅、青銅、アルミニウム及びアル

ミニウム合金の鋳物は、次の規格に適合するものとする。 

   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 H 4100（アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材） 

   JIS H 5101（黄銅鋳物） 

   JIS H 5111（青銅鋳物） 

   JIS H 5302（アルミニウム合金ダイカスト） 

 

第９節 セメント及び混和材料 

２－９－１ 一般事項 

１ 工事に使用するセメントは、普通ポルトランドセメント又は高炉セメントを使用する

ものとし、他のセメント及び混和材料を使用する場合は、設計図書によるものとする。 

２ 請負人は、セメントを防湿的な構造を有するサイロ又は倉庫に、品種別に区分して貯

蔵しなければならない。 

３ セメントを貯蔵するサイロは、底にたまって出ない部分ができないような構造とする

ものとする。 

４ 請負人は、貯蔵中に塊状になったセメント、又は湿気をうけた疑いのあるセメント、

その他異常を認めたセメントの使用にあたっては、これを用いる前に試験を行い、その

品質を確かめなければならない。 

５ 請負人は、セメントの貯蔵にあたって温度、湿度が過度に高くならないようにしなけ

ればならない。 

６ 請負人は、混和剤に、ごみ、その他の不純物が混入しないよう、液状の混和剤は分離

したり変質したり凍結しないよう、また、粉末状の混和剤は吸湿したり固結したりしな

いように、これを貯蔵しなければならない。 

７ 請負人は、貯蔵中に前項に示す分離・変質等が生じた混和剤やその他異常を認めた混

和剤について、これらを用いる前に試験を行い、性能が低下していないことを確かめな

ければならない。 

８ 請負人は、混和剤を防湿的なサイロ又は、倉庫等に品種別に区分して貯蔵し、入荷の

順にこれを用いなければならない。 

９ 請負人は、貯蔵中に吸湿により固結した混和剤、その他異常を認めた混和剤の使用に

あたって、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。 

２－９－２ セメント 

１ セメントは表２－19 の規格に適合するものとする。 
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表２－19 セメントの種類 

JIS 番号 名称 区分 摘要 

R 5210 ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ (１)普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 

(２)早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 

(３)中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 

(４)超早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 

低ｱﾙｶﾘ形については付属書による

〃 

〃 

〃 

R 5211 高炉ｾﾒﾝﾄ  

(１)A 種高炉 

(２)B 種高炉 

(３)C 種高炉 

高炉ｽﾗｸﾞの分量（質量％） 

５を超え 30 以下 

30 を超え 60 以下 

60 を超え 70 以下 

R 5212 ｼﾘｶｾﾒﾝﾄ  

(１)A 種ｼﾘｶ 

(２)B 種ｼﾘｶ 

(３)C 種ｼﾘｶ 

ｼﾘｶ質混合材の分量（質量％） 

５を超え 10 以下 

10 を超え 20 以下 

20 を超え 30 以下 

R 5213 ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ  

(１)A 種ﾌﾗｲｱｯｼｭ 

(２)B 種ﾌﾗｲｱｯｼｭ 

(３)C 種ﾌﾗｲｱｯｼｭ 

ﾌﾗｲｱｯｼｭ分量（質量％） 

５を超え 10 以下 

10 を超え 20 以下 

20 を超え 30 以下 

 

２ コンクリート構造物に使用する普通ポルトランドセメントは、次項以降の規定に適合

するものとする。なお、小規模工種で、１工種あたりの総使用量が 10ｍ３未満の場合は、

この項の適用を除外することができる。 

３ 普通ポルトランドセメントの品質は、表２－20 の規格に適合するものとする。 
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表２－20 普通ポルトランドセメントの品質 

品質 規格 

比表面積 ㎝２/g 2500 以上 

始発 １以上 凝結 

ｈ 終結 10 以上 

３d 12.5 以上 

７d 22.5 以上 

圧縮強さ 

N/㎜２ 

28d 42.5 以上 

７d 350 以下 水和熱 

J/g 28d 400 以下 

酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ ％ 5.0 以下 

三酸化硫黄 ％ 3.0 以下 

強熱減量 ％ 3.0 以下 

全ｱﾙｶﾘ（Na ｏ eq） ％ 0.75 以下 

塩化物ｲｵﾝ ％ 0.035 以下 

          〔注〕全アルカリ（Na ｏ eq）の算出は、JIS R 5210（ポ 

ルトランドセメント）付属書ポルトランドセメント 

（低アルカリ形）による。 

 

４ 原材料、製造方法、検査、包装及び表示は、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の

規定によるものとする。 

２－９－３ 混和材料 

１ 混和材として用いるフライアッシュは、JIS A 6201（コンクリート用フライアッシ

ュ）の規格に適合するものとする。 

２ 混和材として用いるコンクリート用膨張材は、JIS A 6202（コンクリート用膨張材）

の規格に適合するものとする。 

３ 混和材として用いる高炉スラグ微粉末は、JIS A 6206（高炉スラグ微粉末）の規格に

適合するものとする。 

４ 混和剤として用いる AE 剤、減水剤、AE 減水剤、高性能 AE 減水剤は、JIS A 6204

（コンクリート用化学混和剤）の規格に適合するものとする。 

５ 混和剤として用いる流動化剤は、土木学会コンクリート用流動化剤品質基準（案）３．

品質の規格に適合するものとする。 

６ 急結剤は、土木学会コンクリート用急結剤品質規格（案）３．品質の規格に適合する

ものとする。 

２－９－４ コンクリート用水 

１ コンクリートに使用する練りまぜ水は、上水道又は土木学会規格 JSCE-B 101 に適合

したものでなければならない。また、養生水は、油、酸、塩類等コンクリートの表面を

侵す物質を有害量含んではならない。 

２ 請負人は、鉄筋コンクリートには海水を練りまぜ水として使用してはならない。 

 



共通編 

 2-19 

第 10 節 セメントコンクリート製品 

２－10－１ 一般事項 

１ セメントコンクリート製品は有害なひびわれ等損傷のないものでなければならない。 

２ セメントコンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩化物イオン

（Cl-）の総量で表すものとし、練りまぜ時の全塩化物イオンは 0.30 ㎏/m３以下とする。

なお、これを超えるものを使用する場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

  請負人は、セメントコンクリート製品の使用にあたって「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通達、平成 14 年７月 31 日）及び「アルカ

リ骨材反応抑制対策」の運用について（国土交通省大臣官房技術調査課長通達、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認し、確認した資料

を監督員に提出しなければならない。 

２－10－２ セメントコンクリート製品 

  セメントコンクリート製品は次の規格に適合するものとする。 

   JIS A 5345（道路用鉄筋コンクリート側溝） 

   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 5371（プレキャストコンクリート製品－材料及び製造方法の通則） 

   JIS A 5365（プレキャストコンクリート製品－検査及び通則） 

   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 5406（建築用コンクリートブロック） 

   JIS A 5506（下水道用マンホールふた） 
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第 11 節 瀝青材料 

２－11－１ 一般瀝青材料 

１ 舗装用石油アスファルトは、表２－21 の規格に適合するものとする。 

 

表２－21 舗装用石油アスファルトの規格 

種 類 

項 目 

40～60 60～80 80～100 100～120 

針入度（25℃） 

1/10 ㎜ 

40 を超え 

60 以下 

60 を超え 

80 以下 

80 を超え 

100 以下 

100 を超え

120 以下 

軟化点 ℃ 47.0～55.0 44.0～52.0 42.5～50.0 40.0～50.0 

伸度（15℃） ㎝ 10 以上 100 以上 100 以上 100 以上 

トルエン可溶分 ％ 99.0 以上 99.0 以上 99.0 以上 99.0 以上 

引火点 ℃ 260 以上 260 以上 260 以上 260 以上 

薄膜加熱質量変化率 ％ 0.6 以下 0.6 以下 0.6 以下 0.6 以下 

薄膜加熱針入度残留率 ％ 58 以上 55 以上 50 以上 50 以上 

蒸発後の針入度比 ％ 110 以下 110 以上 110 以下 110 

密度（15℃） g/cm３ 1.000 以上 1.000 以上 1.000 以上 1.000 以上 

 

２ ゴム・熱可塑性エラストマー入りアスファルトは、表２－22 の性状に適合するもの

とする。また、請負人は、プラントミックスタイプについては、あらかじめ使用する舗

装用石油アスファルトに改質材料を添加し、その性状が表２－22 に示す値に適合して

いることを確認しなければならない。 

 

表２－22 ゴム・熱可塑性エラストマー入りアスファルトの標準的性状 

ゴム・熱可塑性エラストマー入りアスファルト            種 類 

項 目 改質アスファルトⅠ型 改質アスファルトⅡ型 

針入度（25℃） 1/10 ㎜ 50 以上 40 以上 

軟化点 ℃ 50.0～60.0 56.0～70.0 以上 

伸度（７℃） ㎝ 30 以上 － 

伸度（15℃） ㎝ － 30 以上 

引火点 ℃ 260 以上 260 以上 

薄膜加熱針入度残留率 ％ 55 以上 65 以上 

ﾀﾌﾈｽ（25℃） N･m（㎏ f・cm） 5.0(50)以上 8.0(80)以上 

ﾃﾅｼﾃｨ（25℃） N･m（㎏ f・cm） 2.5(25)以上 4.0(40)以上 

    〔注１〕①密度（15℃）は、試算表に付記すること。 

〔注２〕② 適混合温度範囲及び 適締固め温度範囲を試験表に付記する。 

    〔注３〕プラントミックスタイプの場合は、使用するアスファルトに改質材を所定量 

        添加し、調整した改質アスファルトに適用する。 
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３ セミブローンアスファルトは、表２－23 の規格に適合するものとする。 

 

表２－23 セミブローンアスファルト（AC-100）の規格 

項目 規格値 

粘度（60℃） Pa･ｓ 1,000±200 

粘度（180℃） ㎜２/ｓ 200 以下 

薄膜加熱質量変化率 ％ 0.6 以下 

針入度（25℃） 1/10 ㎜ 40 以上 

トルエン可溶分 ％ 99.0 以上 

引火点 ℃ 260 以上 

密度（15℃） g/cm３ 1.000 以上 

粘度比（60℃、薄膜加熱後/加熱前） 5.0 以下 

       〔注１〕180℃での粘度のほか、140℃､160℃における動粘度を試験表に付記すること。 

 

４ 石油アスファルト乳剤は表２－18、24 の規格に適合するものとする。 

 

表２－24 ゴム入りアスファルト乳剤の規格 

PKR-T             記 号 

項 目 １ ２ 

エングラー度（25℃） １～10 

ふるい残留分（1.18 ㎜）質量 ％ 0.3 以下 

付着度 2/3 以上 

粒子の電荷 陽（＋） 

蒸発残留分質量 ％ 50 以上 

針入度（25℃） 1/10 ㎜ 60～100 100～150 

伸度（７℃） ㎝ 100 以上 － 

伸度（５℃） ㎝ － 100 以上 

軟化点 ℃ 48.0 以上 42.0 以上 

（25℃） N･m 

（㎏ f･㎝） 

3 以上 

（30 以上） 

－ 

－ 
タ
フ
ネ
ス 

（15℃） N･m 

（㎏ f･㎝） 

－ 

－ 

４以上 

（40 以上） 

（25℃） N･m 

（㎏ f･㎝） 

15 以上 

（15 以上） 

－ 

－ 

テ
ナ
シ
テ
ィ

（15℃） N･m 

（㎏ f･㎝） 

－ 

－ 

２以上 

（20 以上） 

蒸
発
残
留
度 

灰分質量 ％ 1.0 以下 

貯蔵安定度（24 時間）質量 ％ １以下 

凍結安定度（-５℃） － 粗粒子、塊のないこと 

（日本アスファルト乳剤協会規格：JEAAS） 
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５ グースアスファルトに使用するアスファルトは表２－25 の規格に適合するものとす

る。 

 

表２－25 アスファルトの規格 

規格値 
項目 

石油アスファルト 20～40 精製トリニダットアスファルト

針入度（25℃） 1/10 ㎜ 20 を超え 40 以下 １～４ 

軟化点 ℃ 55.0～65.0 93～98 

伸度（25℃） ㎝ 50 以上 － 

蒸発質量変化率 ％ 0.3 以下 － 

トルエン可溶分 ％ 99.0 以上 52.5～55.5 

引火点（C.O.C） ℃ 260 以上 240 以上 

密度（15℃） g/㎝３ 1.00 以上 1.38～1.42 

 〔注〕精製トリニダットアスファルトは一般に 20～30％程度用いる。混合後のアスファルトの 

軟化点は 60℃以上が望ましい。 

 

６ グースアスファルトは表２－26 の規格を標準とするものとする。 

 

表２－26 グースアスファルトの標準規格 

項目 試験値 

針入度（25℃） 1/10 ㎜ 15～30 

軟化点 ℃ 58～68 

伸度（25℃） ㎝ 10 以上 

蒸発質量変化率 ％ 0.5 以下 

トルエン可溶分 ％ 86～91 

引火点（C.O.C） ℃ 240 以上 

密度（15℃） g/㎝３ 1.07～1.13 

         〔注１〕上表はストレートアスファルトと精製トリニダッド 

アスファルトを 3：1 に混合した品質である。 

         〔注２〕熱可塑性樹脂などの改良材を用いる場合も、上表に 

             準ずるものとする。 

 

７ 再生アスファルトは、表２－21 に示す種類のうち、100～120 を除く、40～60、60～

80 及び 80～100 の規格に適合するものとする。 

 

２－11－２ その他の瀝青材料 

  その他の瀝青材料は、次の規格に適合するものとする。 

   JIS A 6005（アスファルトルーフィングフェルト） 

   JIS K 2439（クレオソート油、加工タール、タールピッチ） 
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２－11－３ 再生用添加剤 

  再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令（昭和 47 年政令第 318 号）に規定さ

れている特定化学物質を含まないものとし、表２－27、28、29 の規格に適合するもの

とする。 

 

表２－27 再生用添加剤の品質（エマルジョン系）路上表層再生用 

項目 単位 規格値 試験方法 

粘度（25℃） SFS 15～85 舗装試験法便覧参照 

蒸発残留分 ％ 60 以上 〃 

引火点（C.O.C） ℃ 200 以上 〃 

粘度（60℃） ｃSt 50～300 〃 

薄膜加熱後の粘度比（60℃）  ２以下 〃 

蒸
発
残
留
物

薄膜加熱質量変化率 ％ 6.0 以下 〃 

 

表２－28 再生用添加剤の品質（オイル系）路上表層再生用 

項目 単位 規格値 試験方法 

引火点（C.O.C） ℃ 200 以上 舗装試験法便覧参照 

粘度（60℃） ｃSt 50～300 〃 

薄膜加熱後の粘度比（60℃）  ２以下 〃 

薄膜加熱質量変化率 ％ 6.0 以下 〃 

 

表２－29 再生用添加剤の品質プラント再生用 

項目 標準的性状 

動粘度（60℃）cSt（㎜２/s） 80～1,000（80～1,000） 

引火点℃ 230 以上 

薄膜加熱後の粘度比（60℃） ２以下 

薄膜加熱質量変化率 ±３以下 

密度（15℃）g/㎝３ 報告 

組成分析 報告 

 

第 12 節 芝及びそだ 

２－12－１ 芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝） 

１ 芝は成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎縮、徒長、むれ、病虫害等のないものと

する。 

２ 請負人は、芝の切取り後、すみやかに運搬するものとし、乾燥、むれ、傷み、土くず

れ等のないものとしなければならない。 

２－12－２ そだ 

  そだに用いる材料は、針葉樹を除く堅固でじん性に富むかん木とするものとする。 
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第 13 節 目地材料 

２－13－１ 注入目地材 

１ 注入目地材は、コンクリート版の膨張、収縮に順応し、コンクリートとよく付着し、

しかもひびわれが入らないものとする。 

２ 注入目地材は、水に溶けず、また、水密性のものとする。 

３ 注入目地材は、高温時に流れ出ず、低温時にも衝撃に耐え、土砂等異物の侵入を妨げ、

かつ、耐久的なものとする。 

４ 注入目地材で加熱施工式のものは、加熱したときに分離しないものとする。 

２－13－２ 目地板 

  目地板は、コンクリートの膨張収縮に順応するものとする。 

 

第 14 節 塗料 

２－14－１ 一般事項 

１ 請負人は、JIS の規格に適合する塗料を使用するものとし、また、希釈剤は塗料と同

一製造者の製品を使用するものとする。 

２ 請負人は、塗料は工場調合したものを用いなければならない。 

３ 請負人は、さび止めに使用する塗料は、油性系さび止め塗料とするものとする。 

４ 請負人は、道路標識の支柱のさび止め塗料若しくは、下塗塗料については次の規格に

適合したものとする。 

   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（亜酸化鉛さび止めペイント） 

   JIS K 5624（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（鉛酸ジンクロメートさび止めペイント） 

５ 請負人は、塗料を、直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは関係諸法令、諸

法規を遵守して行わなければならない。なお、開缶後に、請負人は、十分に攪拌した上、

すみやかに使用しなければならない。 

６ 塗料の有効期限は、ジンクリッチペイントの亜鉛粉末は、製造後６ヶ月以内、その他

の塗料は製造後 12 ヶ月以内とするものとし、請負人は、有効期限を経過した塗料は使

用してはならない。 
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第 15 節 道路標識及び区画線 

２－15－１ 道路標識 

 標識板、支柱、補強材、取付金具、反射シートの品質は、次の各号の規格に適合するも

のとする。 

（１）標識板 

   JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯） 

   JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯） 

   JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板） 

   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 K 6718（メタクリル樹脂板） 

   ガラス繊維強化プラスチック板（F.R.P） 

（２）支柱 

   JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管） 

   JIS G 3444（一般構造用炭素鋼管） 

   JIS G 3192（熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量、及びその許容差） 

   JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

（３）補強材及び取付金具 

   JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

   JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯） 

   JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯） 

   JIS H 4100（アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材） 

（４）反射シート 

   標示板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレン

ズ型反射シート又は、空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプセルレ

ンズ型反射シートとし、その性能は表２－30、31 に示す規格以上のものとする。 

   また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひびわれ、剥がれが

生じないものとする。なお、表２－30、31 に示した品質以外の反射シートを用いる

場合に、請負人は監督員の確認を得なければならない。 

 

表２－30 反射性能（反射シートの再帰反射係数） 

 観測角° 入射角° 白 黄 赤 緑 青 

５° 70 50 15 9.0 4.0 12’ 

30° 30 22 6.0 3.5 1.7 

５° 50 35 10 7.0 2.0 20' 

30° 24 16 4.0 3.0 1.0 

５° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.2 

封
入
レ
ン
ズ
型 ２° 

30° 2.5 1.5 0.4 0.3 0.1 

       〔注〕試験及び測定方法は、JIS Z 9117（保安用反射シート及びテープ）による。 
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表２－31 反射性能（反射シートの再帰反射係数） 

 観測角° 入射角° 白 黄 赤 緑 青 

５° 250 170 45 45 20 12’ 

30° 150 100 25 25 11 

５° 180 122 25 21 14 20' 

30° 100 67 14 12 8.0 

５° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.3 

カ
プ
セ
ル
レ
ン
ズ
型 

２° 

30° 2.5 1.8 0.4 0.3 0.1 

       〔注〕試験及び測定方法は、JIS Z 9117（保安用反射シート及びテープ）による。 

 

２－15－２ 区画線 

  区画線の品質は次の規格に適合するものとする。 

   JIS K 5665  １種  （トラフィックペイント常温） 

         ２種  （トラフィックペイント加熱） 

         ３種１号（トラフィックペイント溶融） 
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第３章 上水道用配管材料 

 

第１節 支給材料 

３－１－１ 一般事項 

１ 請負人は、配管材料の使用計画の作成及び在庫管理、発生品の管理等について責任を

もって行うこと。 

２ 請負人は、支給材料の請求に関して、支給材料請求書を提出し、監督員の確認を受

けなければならない。 

３ 請負人は、支給材料の受領、返納、運搬等について責任をもって行うこと。 

４ 請負人は、支給材料の品名、形状等を熟知すること。 

３－１－２ 支給材料の受領及び保管 

１ 請負人は、支給材料の受領にあたっては、監督員の指示に従うこと。 

２ 請負人は、支給材料の受領の際、形状及び寸法を確認するとともに変形、損傷等に

ついても点検すること。 

３ 請負人は、道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）、車両制限令等を遵守して、支給

材料を運搬すること。 

  また、請負人は、紛失、汚損のおそれのない保管場所を選定し、保管場所を監督員に

提出すること。 

４ 請負人は、支給材料の受領の際、品名、数量を確認の上、支給材料受領書を監督員

に提出すること。 

５ 請負人は、支給材料の管理にあたって、支給材料整理表及び切管整理表を備えて、支

給材料を受領し使用の都度記入し、管理すること。 

  また、監督員の指示により、支給材料整理表及び切管整理表を提出すること。 

３－１－３ 支給材料の使用 

１ 請負人は、支給材料の使用にあたって、有効使用に努め、あらかじめ監督員の承諾

を受けること。 

２ 請負人は、支給材料の使用に先立ち、支給材料を点検すること。また、支給材料に損

傷等支障を発見したときは、監督員に報告し、その指示を受けなければならない。 

３－１－４ 支給材料の返納 

１ 請負人は、支給材料整理表及び切管整理表で整理し未使用品が生じた場合は、支給材

料返納書を監督員に提出し、その取扱いについて指示を受けること。 

２ 請負人は、支給材料を清掃してから返納すること。なお、現品に損傷等がある場合に

は、監督員に報告し、その取扱いについて指示を受けること。 

 

第２節 管路材料を含んだ工事 

３－２－１ 一般事項 

１ 請負人は、工事に先立ち管路材料の品質規格を管理確認する品質規格確認員を定め、

施工計画書に記載の上、監督員に提出すること。 

２ 品質規格確認員は、管路材料の品質、規格を確認するための者で、当該工事の現場

代理人、主任技術者又は監理技術者をもって充てる。 
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３－２－２ 材料の調達 

１ 管路材料は、原則として「川崎市上下水道局給・配水用器材等審査委員会」で承認さ

れたもので、川崎市上下水道局が使用しているものでなければならない。なお、主な材

料は、表３－１管路材料仕様による。 

２ 請負人は、管路材料の調達にあたっては工事の進捗に合わせて行うものとし、効率的

かつ過不足が生じないように、その責任において計画的に調達しなければならない。 

３－２－３ 材料の品質確保等 

１ 品質規格確認員は、使用する管路材料の品質・規格・寸法等が仕様に適合することを

品質規格証明書等と照合し確認しなければならない。なお、品質規格証明書等とは、

日本水道協会検査証明書、認証登録書及び形状寸法・材質等を明記した図面等をいう。 

２ 請負人は、管路材料整理表及び切管整理表を備えて、管路材料を管理すること。また、

監督員の指示により、管路材料整理表及び切管整理表を提出すること。なお、管路材

料整理表とは、材料の購入年月日、購入数量、使用数量等を時系列的に記載、整理する

ための表のことで、また、切管整理表とは、切管使用した直管の履歴を整理する表であ

る。 

３－２－４ 材料の検査 

  請負人は、管路材料検査表にあらかじめ必要事項を記載の上、品質規格証明書等を添

えて監督員に提出し、材料検査を受けなければならない。なお、管路材料検査表とは、

購入材料を、品質規格確認員が品質規格証明書等と照合し確認した後、管路材料の検

査を受けるための書類のことである。 

３－２－５ 材料の使用 

１  請負人は、工事に使用する管路材料について、使用前にその外観及び品質証明書な

どを照合して確認すること。 

２ 請負人は、調達した管路材料について、使用するまでの間、材質に影響がないよう保

管しなければならない。また、確認した材料が使用時に損傷又は変質していた場合は

使用せずに、すみやかに現場から搬出すること。 

３ 請負人は、設計図書及び試掘結果に基づき、原則として配管図を作成し、監督員に

提出しなければならない。また、配管図作成に際しては管路材料の有効利用に積極的

に努めなければならない。 
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表３－１管路材料仕様 

品  名 規  格 川崎市上下水道局標準仕様 

水道用ダクタイル鋳鉄管 JIS G 5526、JWWA G 113 350 ㎜以下 1 種管、内面粉体塗装 

ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 
500～700 ㎜ 

JDPA G 1042 
局承認品（Ｓ種管、内面粉体塗
装） 

水道用ダクタイル鋳鉄異形管 JIS G 5527、JWWA G 114 内面粉体塗装 

ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管
500～700 ㎜ 

JDPA G 1042 局承認品（内面粉体塗装） 

水道用ダクタイル鋳鉄異形管フ
ランジ短管 75、100 ×200 

川崎市上下水道局仕様 局承認品（内外面粉体塗装） 

水道用ダクタイル鋳鉄管及び異
形管用接合部品 

JIS G 5527 の附属書、 
JWWA G 113､114 の附属書 1 ※

  

ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管及び異
形管用接合部品 500～700 ㎜ 

JDPA G 1042 の附属書 1 局承認品 

ＮＳ形防食ｺﾞﾑ付き切管用挿し
口ﾘﾝｸﾞ 

JDPA G 1047 局承認品 

水道用ダクタイル鋳鉄異形管用
接合部品 RF ｶﾞｽｹｯﾄ 

川崎市上下水道局仕様 局承認品（全面ﾊﾟｯｷﾝ） 

ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 川崎市上下水道局仕様 局承認品 

水道用ソフトシール仕切弁 JWWA B 120 
2 種（ＮＳ形は３種）、内外面粉
体塗装、右回り開き 

水道用ソフトシール仕切弁 川崎市上下水道局仕様 
局承認品（7.5K、内外面粉体塗
装） 

水道用ダクタイル仕切弁 JWWA B 122 2 種、内面粉体塗装、右回り開き 

水道用ダクタイル仕切弁 川崎市上下水道局仕様 局承認品（浅層対応形） 

水道用リクライニング仕切弁 川崎市上下水道局仕様 局承認品 

水道用補修弁 JWWA B 126 
2 種、内外面粉体塗装、L=100 ㎜･
150 ㎜、ﾚﾊﾞｰ式ﾎﾞｰﾙ弁 

水道用補修弁 川崎市上下水道局仕様 
局承認品（7.5K、内外面粉体塗装、
100mm×180 ㎜、ﾚﾊﾞｰ式ﾎﾞｰﾙ弁） 

浅層形単口消火栓 JWWA B 103 
7.5K、内外面粉体塗装、左回り開
き 

浅層形単口消火栓 川崎市上下水道局仕様 
局承認品（7.5K、内外面粉体塗
装） 

浅層形双口消火栓 川崎市上下水道局仕様 
局承認品（7.5K、内外面粉体塗
装、H=320mm 以下） 

浅層形空気弁付単口消火栓 川崎市上下水道局仕様 
局承認品（7.5K、内外面粉体塗
装） 

伸縮可撓管 川崎市上下水道局仕様 局承認品 

不断水割Ｔ字管 川崎市上下水道局仕様 局承認品 

管明示テープ 川崎市上下水道局仕様 
巾 30 ㎜、厚さ 0.18 ㎜、1 巻 20m、
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製、局名と年入り 

ポリエチレンスリーブ JWWA K 158   

ポリエチレンスリーブ固定付属品 JDPA Z 2005 の附属書 1   

管明示シート 川崎市上下水道局仕様 
ポリエチレン製巾 150 ㎜･400 ㎜、
1 巻 50m、折込倍率 2 倍、局名入り

鉄蓋（円形） 川崎市上下水道局仕様 局承認品 

鉄蓋（角形） 川崎市上下水道局仕様 
局承認品（A タイプ 340mm×
540mm・B タイプ 490mm×590mm） 

消火栓・仕切弁ボックス（円
形） 

JWWA K 148、川崎市上下水道
局仕様 

JWWA K 148 の 1 号から 4 号又は局
承認品 

消火栓ボックス（角形） 川崎市上下水道局仕様 
局承認品（546mm×690mm・750mm×
850mm、ｺﾝｸﾘｰﾄ製） 

〔注１〕品質規格証明書等は設計図書において特に定めがない限り、原則として日本水道協会検査合
格証とする。 

〔注２〕※浸出試験は、JWWA G 113、114 の附属書２を適用する。 
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第３節 鋼管製作 

３－３－１ 適用 

 本節は、川崎市上下水道局が発注する水道工事に使用する鋼管とこれらの附帯材料に適用する。 

３－３－２ 規格 

 本節に適用する規格は、JIS、JWWA、WSP これらに準ずるものとする。ただし、本仕様

書に関係ある規格が制定された場合又は改正された場合、請負人は遅滞なく監督員と協

議を行い、その後の仕様書の取扱いを決定する。 

３－３－３ 一般事項 

１ 請負人は、配管材料の製作にあたっては、製作図４部を作成し、承諾を得ること。 

２ 製作に関し特許に抵触するものがあるときは、すべて請負人の責任において処理する。 

３－３－４ 検査 

１ 本仕様書に基づく検査は、（社）日本水道協会による検査とする。なお、検査頻度に

ついては、日本水道協会水道用品検査規程、同水道用品検査通則及び同水道用品検査施

行要項に準ずる。 

２ 工事に使用する配管材料は、品質証明書、納品書及び JWWA の検査証明書に基づき材

料検査を受け、合格したものを使用する。なお、不合格品はただちに現場外に搬出する。 

３ 請負人は、材料検査に際してこれに立会う。なお、請負人が立会わない場合は検査結

果に対し、異議を申し立てることはできない。 

４ 請負人は、材料検査に合格した材料で、使用時までに手直ししたものについては、再

び材料検査を受けること。 

３－３－５ 管体製作 

１ 原管 

（１）呼び径 80A 以上 200A 以下の原管の材質については、原則として鋼帯を JIS G 

3443-1（水輸送用塗覆装鋼管－第１部：直管）に挙げる電気抵抗溶接により製管した

STW370 とする。なお、呼び径 250A と 300A については、STW290 とする。また、

STW370 の原管における機械的性質、化学成分、寸法及び寸法の許容誤差の規格を満

足する JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管）の STPG370 のスケジュール 20 も使用で

きるものとする。 

（２）呼び径350A以上の原管の材質は原則として鋼帯又は鋼板をJIS G 3443-1（水輸送用

塗覆装鋼管－第１部：直管）に挙げる電気抵抗溶接又は内外面自動サブマージアーク

溶接により製作したSTW4OOを原則とする。また、JlS G 3457（配管用アーク溶接炭素

鋼鋼管）に挙げるSTPY400については、STW400の原管における機械的性質、化学成分、

寸法及び寸法の許容差の規格を満足するものを原管として使用できるものとする。 

（３）らせん巻きにより製作された管を原管として用いることはできない。 

（４）管はJWWA G 117（水道用塗覆装鋼管)、118（水道用塗覆装鋼管の異形管）の附属書

１の浸出試験に適合したものを使用する。 

（５）管の構成 

管の構成は、原管に塗覆装を施したものとする。原管とは塗覆装を施す前の鋼管をいう。 

２ ガスケット 

ガスケットは表３－２に示す良質のスチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）で、加工方法

はJIS K 6353（水道用ゴム）の７．材料及び加工方法による。 
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表３－２ ガスケットの品質 

名 称 種 類 

ＲＦガスケット（大平面座形） JIS K 6353のⅢ類60 

ＧＦガスケット（溝形） JIS K 6353のⅠ類A55 

 

３ ボルト・ナット 

  ボルト・ナットはJIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）のSS400又はこれと同等以上の

材質に適合するものでなくてはならない。 

  また、ボルト・ナットにはJIS H 8641（溶融亜鉛めっき）に示されているHDZ35の規

定に適合するめっきを施さなければならない。 

４ 管体製作 

（１） 継手の開先はJWWA G 117、118に従い、正確かつ平滑に仕上げなくてはならない。 

（２）溶接は原則として自動溶接によらなければならない。ただし、異形管などで自動溶

接を行い難い場合は、手溶接又は半自動溶接によることができる。 

（３）溶接部は十分乾燥し、かつ、赤さびその他有害なものを完全に除去清掃した上でな

ければ溶接をしてはならない。 

（４）溶接の際は、部材を正確な位置に保持するとともに過度の拘束を与えないように留

意しなければならない。 

（５）溶接は原則として下向溶接とする。 

（６）手溶接の場合は各層ごとにスラグ、スパッタ等を完全に除去清掃の上溶接を行い、

裏溶接をするときは溶着金属が完全に現れるまで確実に裏はつりを行わなくてはなら

ない。 

（７）溶接部には次のような欠陥があってはならない。 

  ① 亀裂 

  ② 溶込み不足 

  ③ スラグ巻込み 

  ④ ブローホール 

  ⑤ アンダーカット 

  ⑥ 不整な波形及びつぼ 

  ⑦ 肉厚の過不足 

  ⑧ 融合不良 

   なお、溶接部の判定はJIS Z 3104（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）の第１種、

第２種及び第４種の３類以上でなければならない。また、３種の欠陥があってはなら

ない。 

（８）各種フランジ付異形管のフランジは、ネックフランジ法により管体に溶接する。Ｒ

Ｆ形ガスケット（大平面座形）の場合は面を平滑に仕上げるものとする。また、ＧＦ

形ガスケット（溝形）の場合はJWWA G 118の寸法に従いＵ字型の溝を設けるものとす

る。なお、フランジ部のボルト穴及び位置は管径に応じJWWA G 118によるものとする。 

（９）管体製作にともなう内面ビードは、塗装作業に支障が生じないように平滑に仕上げ

なければならない。 

（10）ダクタイル鋳鉄管と連絡する管の挿し口部の外面及び伸縮管の挿し口部の外面は、
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ゴム輪との接触が完全になるように溶接ビードを削り取り、管体と平滑になるように

仕上げなければならない。 

（11）開先の形状は、図３－１を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ 開先の標準形状 

 

５ 品質 

（１）外観 

   原管は、実用的にまっすぐで、その両端は管軸に対して直角でなければならない。

また、内外面は仕上げ良好で、有害な欠陥があってはならない。 

（２）形状・寸法 

   管の各部の寸法許容差は特に指定のない限り次によるものとする。 

  ① 管厚はJIS G 3443-1（水輸送用塗覆装鋼管－第１部：直管）によるものとする。 

  ② 管長はJIS G 3443-1（水輸送用塗覆装鋼管－第１部：直管）によるものとする。 

  ③ 外径はJIS G 3443-1（水輸送用塗覆装鋼管－第１部：直管）によるものとする。 

  ④ 真円度についての管外径許容差は、自重によるたわみのほか管外径の1/400以下

とする。ただし、部分的変形があってはならない。 

     リブ、フランジ等の補強材のついていない管を１点支持の状態で測定する場合は

自重によるたわみを次式で計算する。 

      13×10-11×Ｄ４／ｔ２（㎜） 

      Ｄ：管の中心径（㎜） ｔ：鋼管厚（㎜） 

  ⑤ 曲管、丁字管等の許容差はJIS G 3443-2（水輸送用塗覆装鋼管－第２部：異形

管）による。 

（３）化学成分 

   原管は第６項第３号の試験を行いその溶鋼分析値は表３－３による。 

 

表３－３ 化学成分 

化学成分％ 
種類の記号 

Ｃ Ｐ Ｓ 

STW290 － 0.04以下 0.04以下 

STW370 0.25以下 0.04以下 0.04以下 

STW400 0.25以下 0.04以下 0.04以下 
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（４）機械的性質 

  ① 原管は第６項第４号の試験を行い、その引張強さ、降伏点又は耐力及び伸びは、

表３－４による。 

 

表３－４ 機械的性質 

引張強さ 降伏点又は耐力 伸び率％ 

11 号試験片 

12B 号試験片 

12C 号試験片 

１Ａ号試験片 

５号試験片 
種類の記号 

Ｎ／㎜２ Ｎ／㎜２ 

縦方向 横方向 

STW290 290 以上 － 30 以上 25 以上 

STW370 370 以上 215 以上 30 以上 25 以上 

STW400 400 以上 225 以上 － 18 以上 

 

  ② へん平性 

     鍛接又は電気抵抗溶接によって製造する原管は、第６項第５号の試験を行い、

原管の壁にきず及び割れを生じてはならない。 

  ③ 溶接部の引張強さ 

      アーク溶接によって製造する原管の溶接部の引張強さは、第６項第６号の試験

を行い、その値は表３－５による。 

（５）非破壊検査特性又は水圧試験特性 

   原管の溶接部についてはJIS G 3443-1（水輸送用塗覆装鋼管－第１部：直管）に準

じ、放射線透過試験、超音波探傷検査又は水圧試験のいずれかを行うものとする。 

  ① 放射線透過試験・・・・溶接検査は原則として本検査方法による。 

  ② 超音波探傷検査・・・・異形管等で放射線透過試験ができない場合は本検査法に

よる。 

  ③ 水圧試験・・・・①、②による検査が不可能な場合は本検査方法による。 

６ 試験及び検査の方法 

  品質基準は第５項によるが、試験及び検査の方法については以下による。 

（１）外観検査 

   JIS G 3443-1の10による。 

（２）形状・寸法検査 

   JIS G 3443-1の9による。 

（３）化学成分の試験 

   JIS G 3443-1の11.1による。 

（４）引張試験 

   JIS G 3443-1の11.2による。 

（５）へん平試験 

   JIS G 3443-1の11.3による。 

（６）溶接部の引張試験 

   JlS G 3443-1の7.3及び11.2による。 
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（７）非破壊検査又は水圧試験 

   JIS G 3443-1の11.4による。 

３－３－６ 塗覆装 

１ 塗覆装 

  鋼管に使用する塗装及び被覆の種類は原則として表３－５による。 

 

表３－５ 鋼管に使用する塗装及び被覆の種類 

区分 塗装及び被覆の名称 品質規定 

水道用液状エポキシ樹脂塗料 JWWA K 135 
鋼管内面 

水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料 JWWA K 157 

水道用ポリウレタン被覆 JWWA K 151 

水道用タールエポキシ樹脂塗料 JWWA K 115 鋼管外面 

鉛丹さび止めペイント JIS K 5622の２種 

    〔注〕 鋼管内面塗装材料については、JWWA G 117（水道用塗覆装鋼管）の 

       付属書１の浸出試験に適合するものを使用する。 

 

２ 水道用液状エポキシ樹脂塗料 

  JWWA K 135（水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法）の規定によるものとする。ただ

し、塗膜厚さは設計図書に定めのある場合を除き0．5㎜以上とする。 

３ 水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料 

JWWA K 157（水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料）の規定によるものとする。ただし、

塗膜厚さは設計図書に定めのある場合を除き0．5㎜以上とする。 

４ 水道用タールエポキシ樹脂塗料 

  JWWA K 115（水道用タールエポキシ樹脂塗料塗装方法）の規定によるものとする。た

だし、塗膜厚さは設計図書に定めのある場合を除き0．5㎜以上とする。 

５ 水道用ポリウレタン被覆 

  JWWA K 151（水道用ポリウレタン被覆方法）の規定によるものとする。ただし、被覆

厚さは設計図書に定めのある場合を除き３㎜以上とする。 

６ 鉛丹さび止めペイント 

  使用する塗料はJIS K  5622（鉛丹さび止めペイント）の２種に適合するものでなけ

ればならない。 

７ 管端塗り残し寸法 

  管端塗り残し寸法は、設計図書に定めのある場合を除き、（１）、（２）及び表３

－６管端塗り残し寸法のとおりとする。 
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（１）呼び径 700A 以下の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）呼び径 800A 以上の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－６ 管端塗り残し寸法 

Ａ（外面） Ｂ（内面） 
呼び径 

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装又はｴﾎﾟｷｼ塗装 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装

80A～700A 100
+50 

  0 ㎜ 80 ㎜以下 80
+25 

  0 ㎜ 

800A～1500A 100
+50 

  0 ㎜ 100 ㎜ 100
+50 

  0 ㎜ 

1600A 以上 150
+50 

  0 ㎜ 100 ㎜ 100
+50 

  0 ㎜ 

 

８ 表示 

  管には容易に消えないように、次の各号の項目を表示しなければならない。 

（１）水の記号 

（２）製作業者名又はその略号 

（３）原管の種類の記号 

（４）寸法 

（５）管番号 

（６）製作年月日 

（７）塗覆装の種類の記号 
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第４節 ステンレス鋼管製作 

３－４－１ 適用 

  本節は、川崎市上下水道局が発注する水道工事に使用するステンレス鋼管とこれらの

附帯材料に適用する。 

３－４－２ 規格 

  本節に適用する規格は、JIS、JWWA、WSP これらに準ずるものとする。ただし、本仕

様書に関係ある規格が制定された場合又は改正された場合、請負人は、遅滞なく監督員

と協議を行い、その後の仕様書の取扱いを決定する。 

３－４－３ 一般事項 

１ 配管材料の製作にあたっては、製作図４部を作成し、承諾を得ること。 

２ 製作に関し特許に抵触するものがあるときは、すべて請負人の責任において処理する。 

３－４－４ 検査 

１ 本仕様書に基づく検査は、（社）日本水道協会による検査とする。なお、検査頻度に

ついては、日本水道協会水道用品検査規程、同水道用品検査通則及び同水道用品検査施

行要項に準ずる。 

２ 工事に使用する配管材料は、品質証明書、納品書及び JWWA の検査証明書に基づき材

料検査を受け、合格したものを使用する。なお、不合格品はただちに現場外に搬出する。 

３ 請負人は、材料検査に際してこれに立会う。なお、請負人が立会わない場合は検査結

果に対し、異議を申し立てることはできない。 

４ 請負人は、材料検査に合格した材料で手直したものについては、再び材料検査を受け

ること。 

３－４－５ 管体製作 

１ 性能 

（１）管の断面は実用的真円であって、その両端は管軸に対し直角でなければならない。 

   また、直管は実用的にまっすぐでなければならない。 

   管のひずみ直しの必要が生じた場合は、ジャッキ等による機械的矯正法とし、ハン

マ打ちで修正してはならない。 

（２）管の各部の寸法許容差は特に指定のない限り、次によるものとする。 

  ① 管長、管厚、外径は、JIS G 3459（配管用ステンレス鋼管）及びJIS G 3468（配

管用溶接大径ステンレス鋼管）の寸法許容差による。なお、適用する管厚について

は、スケジュール20ｓ及び40とする。 

  ② 真円度についての管内径許容差は、自重によるたわみのほか管内径の1/400以下

とする。ただし、部分的な変形があってはならない。 

    リブ、フランジ等の補剛材のついてない管を１点支持の状態で測定する場合は、

自重によるたわみを次式で計算する。 

    14×10-11×Ｄ４／ｔ２（㎜） 

    Ｄ：管の中心径（㎜） ｔ＝管厚（㎜） 

  ③ 曲管、丁字管等の角度の許容差は、３-３-５管体製作第５項による。 

２ 材料 

（１）管体に使用する鋼板及び鋼帯は、JIS G 4304（熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）

及びJIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）とし、材質は原則としてSUS304、
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SUS316を用いなければならない。また、鋼板及び鋼帯は、製作所の試験成績書（ミル

シート）を付したものとする。なお、らせん巻きにより製造された管を原管として用

いることはできない。 

（２）直管は、JIS G 3459（配管用ステンレス鋼管）及びJIS G 3468（配管用溶接大径ス

テンレス鋼管）に基づき、継ぎ目無く製造するか、電気抵抗溶接又は自動アーク溶接

によって製造するものとする。 

    異形管は、JIS G 3459（配管用ステンレス鋼管）及びJIS G 3468（配管用溶接大径

ステンレス鋼管）に基づき、製造された管を熱間又は冷間による曲げ、プレス加工及

び切断並びに溶接加工によって製造するものとする。また、JIS G 4304（熱間圧延ス

テンレス鋼板及び鋼帯）及びJlS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）の鋼板

及び鋼帯を用いて冷間による曲げ、プレス加工及び切断並びに溶接加工により製造す

ることもできる。 

（３）ボルト・ナットは、JIS G 4303（ステンレス鋼棒）、JlS G 4304（熱間圧延ステン

レス鋼板及び鋼帯）のSUS304、SUS316又は同等以上の材質に適合するものでなければ

ならない。また、焼き付け防止処理をしたものでなければならない。 

   ガスケットは、表３－７に示す良質のスチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）の材質で、

加工方法はJlS K 6353（水道用ゴム）の７．材料及び加工方法による。 

 

表３－７ ガスケットの品質 

名称 種類 

ＲＦ形ガスケット（大平面座形） JIS K 6353のⅢ類60 

ＧＦ形ガスケット（溝形） JIS K 6353のⅠ類A55 

 

   さらに、絶縁フランジとする場合には、ボルトに絶縁性のフッ素樹脂をライニング

したものを用い、ガスケットについては、上記に示したものを適用するが、メタルタ

ッチを防止する措置を施さなければならない。 

３ 絶縁 

  ステンレス鋼管と他材質の管とを接続する場合は、絶縁処理を施さなければならない。 

４ 溶接工 

（１）溶接に従事する溶接工の技能及び資格は次のとおりとする。 

  ① 自動溶接を行う場合は、自動溶接機の取扱いに豊富な実務経験と、確かな技術を

有する者でなくてはならない。 

  ② 手溶接を行う場合はJlS Z 3821（ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及

び判定基準）及びJIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に

おけるこの種の溶接に、 も適する種別の技能を有する者でなくてはならない。 

  ③ 半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験及び判

定基準）におけるこの種の溶接に、 も適する種別の技能を有する者でなくてはな

らない。 

５ 管体製作 

（１）継手の開先は正確かつ平滑に仕上げなくてはならない。 
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（２）溶接は原則として自動溶接によらなければならない。ただし、異形管などで自動溶

接を行い難い場合は、手溶接又は半自動溶接によることができる。 

（３）溶接部は十分乾燥し、錆その他有害なものを完全に除去清掃した上でなければ溶接

をしてはならない。 

（４）溶接の際は、部材を正確な位置に保持するとともに過度の拘束を与えないように、

留意しなければならない。 

   仮付け溶接は 小限にとどめ、本溶接に亀裂その他の有害な欠陥を与えないように

注意しなければならない。 

（５）溶接は原則として下向溶接とする。 

（６）手溶接の場合は各層ごとにスラグ、スパッタ等を完全に除去清掃の上溶接を行い、

裏溶接をするときは溶着金属が完全にあらわれるまで確実に裏はつりを行わなくては

ならない。 

（７）溶接部には次のような有害な欠陥があってはならない。 

  ① 亀裂 

  ② 溶け込み不足 

  ③ スラグ巻き込み 

  ④ ブローホール 

  ⑤ アンダーカット 

  ⑥ 不整な波形及びつぼ 

  ⑦ 肉厚の過不足 

  ⑧ 融合不良 

   なお、溶接部の判定はJIS Z 3106（ステンレス鋼溶接継手の放射線透過試験方法）

の３類以上とする。 

（８）各種フランジ付き異形管のフランジは、ネックフランジ法により管体に溶接する。 

   ＲＦ形ガスケット（大平面座形）の場合は、面を平滑に仕上げるものとする。 

また、ＧＦ形ガスケット（溝形）の場合はJWWA G 118の寸法に従いＵ字型の溝を設

けるものとする。なお、フランジ部のボルト穴の径及び位置は、管径に応じJWWA G 

118によるものとする。 

（９）ステンレス鋼管の表面仕上げは、JIS G 4304（熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）

のNo.１仕上げ（熱間圧延後に熱処理、酸洗又はこれに準じる処理を行って仕上げた

もの）を標準とする。 

６ 試験及び検査方法 

（１）試験は、材料、外観、寸法及び形状の検査のほか溶接部については、JIS G 3459

（配管用ステンレス鋼管）及びJIS G 3468（配管用溶接大径ステンレス鋼管）に準

じ、次の非破壊検査又は水圧試験のいずれかを行うものとする。 

  ① 放射線透過試験 

    溶接検査は、原則として本検査方法による。 

  ② 超音波探傷検査 

    異形管等で放射線透過試験ができない場合は、本検査方法による。 

  ③ 水圧試験 

    ①、②による検査が不可能な場合は本検査方法による。 
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（２）溶接部の判定は、JIS Z 3106（ステンレス鋼溶接部の放射線透過試験方法及び透過

写真の等級分類方法）によるものとする。 

   撮影箇所は両端及び溶接ビードの交差箇所とする。 

７ 開先形状 

  開先形状は、図３－２を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２ 開先の標準形状 

 

８ 表示 

  JIS G 3459（配管用ステンレス鋼管）の15又はJlS G 3468（配管用溶接大径ステンレ

ス鋼管）の11による。 

ｔ：厚さ22mm以下

V型外開先

a：2.4mm以下

（呼び径700A以下）

外面

内面

30°  +.5
　　0

t

a



共通編 

 3-14 



共通編 

 4-1 

第４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ものとする。 

２ 本章に特に定めのない事項については、第２章材料及び第６章無筋、鉄筋コンクリー

トの規定による。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、次の基準類によらな

ければならない。また、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に確認を求めなければならない。な

お、この標準仕様書で適用すべきとされている基準類が改定された場合には、それに従

うものとする。 

  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 14 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 14 年３月） 

  日本道路橋協会 鋼道路橋施工便覧 （昭和 17 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 舗装試験法便覧 （昭和 63 年 11 月） 

  日本道路協会 アスファルト舗装共通仕様書解説 （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） 

  建設省 仮締切堤設置基準（案） （平成 10 年６月） 

  環境庁 水質汚濁に係わる環境基準について（告示） （昭和 46 年 12 月） 

  建設省 防護柵の設置基準の改訂について （平成 10 年 11 月） 

  日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成 16 年３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 18 年 11 月） 

  地盤工学会 グランドアンカー設計・施工基準・同解説 （平成 12 年３月） 

  日本道路協会 道路土工－軟弱地盤対策工指針 （昭和 61 年 11 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－のり面・斜面安定工指針 （平成 11 年３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 11 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） 
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日本道路協会 舗装再生便覧                     （平成 16 年２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 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 ずい道工事における換気技術指針 

（設計及び保守管理） （平成 17 年 6 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） 

  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 12 年 12 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） 

 （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 手すり先行工法に関するガイドライン （平成 15 年） 

 

第３節 共通的工種 

４－３－１ 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、法枠工、吹付工、

植生工、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、その他これらに類する工種について定めるものとする。 

４－３－２ 材料 

１ 縁石工で使用するアスカーブの材料は、４－６－２アスファルト舗装の材料の規定に

よるものとする。 

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、２－10－２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、長尺物の縁

石については JIS A 5307 に準ずるものとする。 

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、次によるものとする。 

（１）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。 

（２）溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、亜鉛の付着量を JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼

板及び鋼帯）構造用（Z27）の 275g/㎡（両面付着量）以上とし、防錆を施さなけれ

ばならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装そ
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の他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合請負人は、耐蝕性が前

述以上であることを確認しなければならない。 

（３）熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、

20μm 以上の塗装厚としなければならない。 

（４）請負人は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量が JIS G 3525

（ワイヤーロープ）で定めた 300g/㎡以上の亜鉛めっきを施さなければならない。 

（５）請負人は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外面

とも塗装を行わなければならない。 

（６）ボルト・ナット（オートガードに使用するボルト・ナットを除く）については、本

項第１号及び第２号により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレ

ス製品を用いる場合は、無処理とする。 

５ 亜鉛めっき地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は、次によるものとする。 

（１）請負人は、ケーブル以外の材料については、成形加工後、溶融亜鉛めっきを施さな

ければならない。 

（２）請負人は、亜鉛の付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合 JIS 

H 8641（溶融亜鉛めっき）２種（HDZ55）の 550g/㎡（片面の付着量）以上とし、そ

の他の部材（ケーブルは除く）の場合は同じく２種（HDZ35）の 350g/㎡（片面の付

着量）以上としなければならない。 

（３）請負人は、ガードレール用ビームの板厚が 3.2 ㎜未満となる場合、前号の規定にか

かわらず本項第１号の規定によらなければならない。また、請負人は、歩行者、自転

車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断出来る場合は、本項第

２号のその他の部材の場合によらなければならない。 

（４）請負人は、ガードケーブルのロープの素線に対して付着量が 300g/㎡以上の亜鉛め

っきを施さなければならない。 

６ 請負人は、視線誘導標を使用する場合、設計図書に明示した場合を除き、次の形状

及び性能を有するものを使用しなければならない。 

（１）反射体 

  ① 請負人は、形状が丸型で直径 70 ㎜以上 100 ㎜以下の反射体を用いなければなら

ない。また、請負人は、反射体裏面を蓋などで密閉し、水、ごみ等の入らない構造

としなければならない。 

  ② 請負人は、色が白色又は橙色で次に示す色度範囲にある反射体を用いなければな

らない。 

    白色 0.31+0.25ｘ≧ｙ≧0.28+0.25ｘ 

       0.50≧ｘ≧0.41 

    橙色 0.44≧ｙ≧0.39 

       ｙ≧0.99-ｘ 

    ただし、ｘ、ｙは JIS Z 8701（色の表示方法－ｘｙｚ表色系及びＸ10Ｙ10Ｚ10

表色系）の色度座標である。 

  ③ 請負人は、反射性能が JIS  D 5500（自動車用ランプ類）に規定する反射性試験

装置による試験で、表４－１に示す値以上である反射体を用いなければならない。 
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表４－１ 反射体   （単位：ｃｄ／10.76 lx） 

白色 橙色         反射体の色 

観測角       
入射角 0° 10° 20° 0° 10° 20° 

0.2° 35 28 21 22 18 13 

0.5° 17 14 10 11 ９ ６ 

1.5° 0.55 0.44 0.33 0.34 0.28 0.20 

       〔注〕上表は、反射有効径 70 ㎜の場合の値である。 

 

（２）支柱 

  ① 請負人は、反射体を所定の位置に確実に固定できる構造の支柱を用いなければな

らない。 

  ② 請負人は、白色又はこれに類する色の支柱を用いなければならない。 

  ③ 使用する支柱の諸元の標準は表４－２に示すものとする。 

 

表４－２ 支柱の諸元 

材  質 

設置条件 
鋼 

アルミニウ

ム合金 
合成樹脂 

設
置
場
所 

反射体の

設置高さ

(㎝) 

基礎の種類 

長さ 

(㎜) 
外径×厚さ 

(㎜)×(㎜)

外径×厚さ 

(㎜)×(㎜) 

外径×厚さ 

(㎜)×(㎜)

コンクリート基礎 1150 一般道 
90 

土中埋込基礎 1450 

34×2.3 

以上

45×３ 

以上 

60×4.5 

(89) 以上

90 コンクリート基礎 1175 自 動 車

専用道 120 コンクリート基礎 1525 

34×1.6 

以上

34×２ 

以上 

60×3.5 

以上

 〔注〕（）書きは、材料にポリエチレン樹脂を使用する場合。 

 

  ④ 塗装仕上げする鋼管の場合 

  １）請負人は、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、請負人は、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。 

  ２）請負人は、亜鉛の付着量を JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）構造用

の（Z27）の 275g/㎡（両面付着量）以上としなければならない。ただし、亜鉛め

っきが外面のみのパイプの場合、耐蝕性は、前述以上とするものとする。 

  ３）請負人は、熱硬化性アクリル樹脂塗装以上の塗料を用いて、20μm 以上の塗装で

仕上げ塗装しなければならない。 

  ⑤ 亜鉛めっき地肌のままの場合 

     請負人は、支柱に使用する鋼管及び取付金具に亜鉛の付着量が JIS H 8641（溶

融亜鉛めっき）２種（HDZ35）の 350g/㎡（片面の付着量）以上の溶融亜鉛めっき

で表面処理をしなければならない。 
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４－３－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

１ 請負人は、埋設物を発見した場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければな

らない。 

２ 請負人は、作業土工における床掘りの施工にあたり、特に指定のない限り、地質の硬

軟、地形及び現地の状況を考慮して設計図書に示した工事目的物の深さまで掘り下げ

なければならない。 

３ 請負人は、床掘りにより崩壊又は破損のおそれがある構造物等を発見した場合には、

応急措置を講ずるとともに直ち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 請負人は、床掘りの仕上がり面においては、地山を乱さないように、かつ不陸が生じ

ないように施工しなければならない。 

５ 請負人は、岩盤床掘りを発破によって行う場合には設計図書に定める仕上げ面を超

えて発破を行わないように施工しなければならない。万一誤って仕上げ面を超えて発破

を行った場合は、計画仕上がり面まで修復しなければならない。この場合、修復箇所が

目的構造物の機能を損なわず、かつ現況地盤に悪影響を及ぼさない方法で施工しなけれ

ばならない。 

６ 請負人は、床掘り箇所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を設けるなどし

て排除しなければならない。 

７ 請負人は、施工上やむを得ず、既設構造物等を設計図書に定める断面を超えて床掘

りの必要が生じた場合には、事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

８ 請負人は、監督員が指示する構造物の埋戻し材料については、この仕様書における

関係各項に定めた土質のものを用いなければならない。 

９ 請負人は、埋戻しにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、一層の仕

上がり厚を 30 ㎝以下を基本として十分締固めながら埋戻さなければならない。 

10 請負人は、埋戻し箇所が水中の場合には、施工前に排水しなければならない。 

11 請負人は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は、小型締固め機

械を使用し均一になるように仕上げなければならない。なお、これにより難い場合は、

設計図書に関して監督員と協議するものとする。 

12 請負人は、埋戻しを行うにあたり埋設構造物がある場合は、偏土圧が作用しないよう

に、埋戻さなければならない。 

13 請負人は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻しに

あたり、埋戻し材に含まれる石等が一箇所に集中しないように施工しなければならない。 

14 請負人は、埋戻しの施工にあたり、適切な含水比の状態で行わなければならない。 

４－３－４ 矢板工 

１ 矢板とは、鋼矢板、軽量鋼矢板、コンクリート矢板、広幅鋼矢板及び可とう鋼矢板を

いうものとする。 

２ 鋼矢板の継手部は、かみ合わせて施工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員と協議するものとする。 

３ 請負人は、打込み方法、使用機械等については、設計図書によるものとするが、設

計図書に示されていない場合には、打込み地点の土質条件、立地条件、矢板の種類等

に応じたものを選ばなければならない。 

４ 請負人は、矢板の打込みにあたり、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを
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防止し、また、隣接矢板が共下りしないように施工しなければならない。 

５ 請負人は、設計図書に示された深度に達する前に矢板が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。 

６ 請負人は、控索材の取付けにあたり、各控索材が一様に働くように締付けを行わなけ

ればならない。 

７ 請負人は、ウォータージェットを用いて矢板を施工する場合は、 後の打ち止めを使

用機械で貫入させ、落ち着かせなければならない。 

８ 請負人は、矢板の引抜き後の空洞を砂等で充てんするなどして地盤沈下等を生じない

ようにしなければならない。空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される場合は、

監督員と設計図書に関して協議しなければならない。 

９ 請負人は、鋼矢板の運搬、保管にあたり、変形を生じないようにしなければならない。 

10 請負人は腹起しの施工にあたり、矢板と十分に密着するようにし、隙間が生じた場合

にはパッキング材を用いて土圧を均等に受けるようにしなければならない。 

11 請負人は、腹起しの施工にあたり、受け金物、吊りワイヤ等によって支持するものと

し、振動その他により落下することのないようにしなければならない。 

12 請負人は、コンクリート矢板の運搬にあたり、矢板を２点以上で支えなければならな

い。 

13 請負人は、コンクリート矢板の保管にあたり、矢板を水平に置くものとし、３段以上

積み重ねてはならない。 

14 請負人は、落錘によりコンクリート矢板を打込む場合、落錘の重量は矢板の質量以上、

錘の落下高は２ｍ程度として施工しなければならない。 

15 請負人は、鋼矢板防食を行うにあたり、現地状況に適合した防食を行わなければなら

ない。 

16 請負人は、鋼矢板防食を行うにあたり、部材の運搬、保管、打込み時などに、部材を

傷付けないようにしなければならない。 

17 請負人は、控え版の施工にあたり、外力による転倒、滑動及び沈下によって控索材に

曲げが生じぬよう施工しなければならない。 

18 請負人は、控え版の据え付けにあたり、矢板側の控索材取付け孔と控え版側取付け孔

の位置が、上下及び左右とも正しくなるように調整しなければならない。 

４－３－５ 法枠工 

１ 法枠工とは、掘削(切土）又は、盛土の法面上に、現場打法枠、プレキャスト法枠及

び現場吹付法枠を施工するものである。また、現場吹付法枠とは、コンクリート又はモ

ルタルによる吹付法枠を施工するものである。 

２ 請負人は、法枠工を盛土面に施工するにあたり、盛土表面を締固め、平滑に仕上げな

ければならない。法面を平坦に仕上げた後に部材を法面に定着し、すべらないように積

み上げなければならない。 

３ 請負人は、法枠工を掘削面に施工するにあたり、切り過ぎないように平滑に切取らな

ければならない。切り過ぎた場合には粘性土を使用し、良く締固め整形しなければなら

ない。 

４ 請負人は、法枠工の基面処理の施工にあたり、緩んだ転石、岩塊等は基面の安定のた

めに除去しなければならない。なお、浮石が大きく取除くことが困難な場合には、設



共通編 

 4-7 

計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

５ 請負人は、法枠工の基礎の施工にあたり、沈下、滑動、不陸、その他法枠工の安定に

影響を及ぼさぬようにしなければならない。 

６ 請負人は、プレキャスト法枠の設置にあたり、枠をかみ合わせ、滑動しないよう積み

上げなければならない。また、枠の支点部分に滑り止め用アンカーピンを用いる場合は、

滑り止めアンカーピンと枠が連結するよう施工しなければならない。 

７ 請負人は、現場打法枠について地山の状況により、枠の支点にアンカーを設けて補強

する場合は、アンカーを法面に直角になるように施工しなければならない。 

８ 請負人は、枠内に土砂を詰める場合は、枠工下部より枠の高さまで締固めながら施工

しければならない。 

９ 請負人は、枠内に土のうを施工する場合は、土砂が詰まったものを使用し、枠の下端

から脱落しないように固定しなければならない。また、土のうの沈下や移動のないよう

に密に施工しなければならない。 

10 請負人は、枠内に玉石などを詰める場合は、クラッシャラン等で空隙を充てんしなが

ら施工しなければならない。 

11 請負人は、枠内にコンクリート版などを張る場合は、法面との空隙を生じないように

施工しなければならない。また、枠とコンクリート版との空隙は、モルタルなどで充て

んしなければならない。 

12 請負人は、吹付けにあたり、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならない。

なお、コンクリート及びモルタルの配合は、設計図書によるものとする。 

13 請負人は、吹付け面が吸水性の場合は、事前に吸水させなければならない。また、吹

付け面が土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、打固めなければなら

ない。吹付け材料が飛散し型枠や鉄筋、吹付け面などに付着したときは、硬化する前に

清掃除去しなければならない。 

14 請負人は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、又はそのおそれがある

と予測された場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

15 請負人は、吹付けにあたっては、法面に直角に吹付けるものとし、はね返り材料の上

に吹付けてはならない。 

16 請負人は、吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリート又はモルタ

ル等が付着するように仕上げるものとする。 

17 請負人は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように、また、はね返り材料は、

すみやかに取り除いて不良箇所が生じないように、施工しなければならない。 

18 請負人は、吹付けを２層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じないように

施工しなければならない。 

４－３－６ 吹付工 

１ 請負人は、吹付工の施工にあたり、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければなら

ない。なお、コンクリート及びモルタルの配合は、設計図書によるものとする。 

２ 請負人は、吹付け面が岩盤の場合には、ごみ、泥土及び浮石等の吹付け材の付着に害

となるものは、除去しなければならない。また、吹付け面が土砂の場合は、吹付け圧に

より土砂が散乱しないように、打固めなければならない。 

３ 請負人は、吹付け施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、又はそのおそれが予測さ
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れた場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

４ 請負人は、補強用金網の設置にあたり、設計図書に示す仕上がり面からの間隔を確

保し、かつ吹付け等により移動しないように、法面に固定しなければならない。また、

金網の継手のかさね巾は、10 ㎝以上かさねなければならない。 

５ 請負人は、吹付けにあたっては、法面に直角に吹付けるものとし、法面の上部より順

次下部へ吹付け、はね返り材料の上に吹付けないようにしなければならない。 

６ 請負人は、１日の作業の終了時及び休憩時には、吹付けの端部が次第に薄くなるよう

に施工するものとし、これに打継ぐ場合は、この部分のごみ、泥土等吹付材の付着に害

となるものを除去後、清掃し、かつ、湿らせてから吹付けなければならない。 

７ 請負人は、吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリート又は、モル

タル等が付着するように仕上げるものとする。 

８ 請負人は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように、また、はね返り材料は、

すみやかに取り除いて不良箇所が生じないように、施工しなければならない。 

９ 請負人は、吹付けを２層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じないように

施工しなければならない。 

10 請負人は、吹付工の伸縮目地、水抜き孔の施工については、設計図書によるものと

する。 

11 請負人は、法肩の吹付けにあたっては、雨水などが浸透しないように地山に沿って巻

き込んで施工しなければならない。 

４－３－７ 植生工 

１ 種子散布は、ポンプを用いて基礎材（木質繊維ファイバー）等を厚さ１㎝未満に散布

するものとする。客土吹付けは、ポンプ又はモルタルガンを用いて客土（黒ボク等）を

厚さ１～３㎝に吹付けるものとする。植生基材吹付工は、ポンプ又はモルタルガンを用

いて植生基材（土、木質繊維等）又は有機基材（バーク堆肥、ピートモス等）等を厚さ

１～10 ㎝に吹付けるものとする。 

２ 請負人は、使用する材料の種類、品質、配合については、設計図書によらなければ

ならない。また、工事実施の配合決定にあたっては、発芽率を考慮の上決定し、設計

図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

３ 請負人は、肥料が設計図書に示されていない場合は、使用植物の育成特性や土壌特

性及び肥効期間等を考慮して決定し、品質規格証明書を照合した上で、監督員の確認

を受けなければならない。 

４ 請負人は、芝付けを行うにあたり、芝の育成に適した土を敷均し、締固めて仕上げな

ければならない。 

５ 請負人は、現場に搬入された芝は、すみやかに芝付けするものとし、直射光、雨露に

さらしたり、積み重ねて枯死させないようにしなければならない。また、請負人は、芝

付け後、枯死しないように養生しなければならない。なお、工事完成引渡しまでに枯死

した場合は、請負人はその原因を調査し、監督員に報告するとともに、再度施工し、

施工結果を監督員に報告しなければならない。 

６ 請負人は、張芝、筋芝、人工張芝の法肩に耳芝を施工しなければならない。耳芝とは、

堤防等の法肩の崩れを防ぐために、法肩に沿って天端に巾 10～15 ㎝程度に張る芝をい

うものとする。 
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図４－１ 耳芝 
 

７ 請負人は、張芝の施工に先立ち、施工箇所を不陸整正し、芝を張り、土羽板等を用い

て地盤に密着させなければならない。次に湿気のある目土を表面に均一に散布し、土羽

板等で打ち固めるものとする。 

８ 請負人は、張芝の脱落を防止するため、張芝一枚あたり２～３本の芝串で固定しなけ

ればならない。また、張付けにあたっては芝の長手を水平方向とし、縦目地を通さず施

工しなければならない。 

９ 請負人は、筋芝の施工にあたり、芝を敷延べ、上層に土羽土をおいて、丁張りに従い

所定の形状に土羽板等によって崩落しないよう硬く締固めなければならない。芝片は、

法面の水平方向に張るものとし、間隔は 30 ㎝を標準とし、これ以上による場合は設計

図書によるものとする。 

10 夏季における晴天時の散水は、日中を避け朝又は夕方に行うものとする。 

11 請負人は、吹付けの施工完了後は、発芽又は枯死予防のため保護養生を行わなければ

ならない。また、養生材を吹付ける場合は、種子吹付面の浮水を排除してから施工しな

ければならない。なお、工事完成引渡しまでに、発芽不良又は枯死した場合は、請負人

は、その原因を調査し監督員に報告するとともに再度施工し、施工結果を監督員に報

告しなければならない。 

12 請負人は、種子吹付工及び客土吹付工の施工にあたり、次の各号の規定によらなけれ

ばならない。 

（１）種子吹付に着手する前に、法面の土壌硬度試験及び土壌試験（PH）を行い、その結

果を監督員に提出した後、着手するものとする。 

（２）施工時期については、設計図書によるものとするが、特に指定されていない場合

は、乾燥期を避けるものとし、やむを得ず乾燥期に施工する場合は、施工後も継続し

た散水養生を行うものとする。 

（３）請負人は、吹付け面の浮土、その他の雑物を取り除き、凹凸は整正しなければなら

ない。 

（４）請負人は、吹付け面が乾燥している場合には、吹付ける前に散水しなければならな

い。 

（５）請負人は、材料を攪拌混合した後、均一に吹付けなければならない。 

（６）請負人は、吹付け距離及びノズルの角度を、吹付け面の硬軟に応じて調節し、吹付

け面を荒らさないようにしなければならない。 

耳芝

側
溝

耳芝
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13 請負人は、厚層基材吹付の施工にあたり、次の各号の規定によらなければならない。 

（１）請負人は、施工する前及び施工にあたり、吹付面の浮石その他雑物、付着の害とな

るものを、除去しなければならない。 

（２）請負人は、吹付厚さが均等になるよう施工しなければならない。 

14 請負人は、植生ネット工の施工にあたり、次の各号の規定によらなければならない。 

（１）請負人は、ネット境界に隙間が生じないようにしなければならない。 

（２）請負人は、ネットの荷重によってネットに破損が生じないように、ネットを取付け

なければならない。 

15 請負人は、種子帯の施工にあたり、種子帯の切断が生じないように施工しなければな

らない。 

16 請負人は、種子帯の施工にあたり、帯の間隔を一定に保ち整然と施工しなければなら

ない。 

17 請負人は、植生穴の施工にあたり、あらかじめマークした位置に、所定の径と深さと

なるように削孔しなければならない。 

18 請負人は、植生穴の施工にあたり、法面と同一面まで土砂で転圧し、埋戻さなければ

ならない。 

４－３－８ 縁石工 

１ 縁石工の施工にあたり、縁石ブロック等は、あらかじめ施工した基盤の上に据付ける

ものとする。敷モルタルの配合は、１：３（セメント：砂）とし、この敷モルタルを基

礎上に敷均した後、縁石ブロック等を図面に定められた線形及び高さに合うよう十分注

意して据付けなければならない。 

２ アスカーブの施工については、４－６－５アスファルト舗装工の規定によるものとす

る。 

３ アスカーブの施工にあたり、アスファルト混合物の舗設は、既設舗装面等が清浄で乾

燥している場合のみ施工するものとする。気温が５℃以下のとき、又は雨天時には施工

してはならない。 

４－３－９ 小型標識工 

１ 請負人は、認識上適切な反射性能を持ち、耐久性があり、維持管理が容易な反射材料

を用いなければならない。 

２ 請負人は、全面反射の標識を用いるものとするが、警戒標識及び補助標識の黒色部分

は無反射としなければならない。 

３ 請負人は、標示板基板表面を機械的に研磨（サウンディング処理）しラッカーシンナ

ー又は、表面処理液（弱アルカリ性処理液）で脱脂洗浄を施した後乾燥を行い、反射シ

ートを貼付けるのに 適な表面状態を保たなければならない。 

４ 請負人は、反射シートの貼付けは、真空式加熱圧着機で行わなければならない。やむ

を得ず他の機械で行う場合は、あらかじめ施工計画書にその理由・機械名等を記載し、

使用にあたっては、その性能を十分に確認しなければならない。手作業による貼付け

を行う場合は、反射シートが基板に密着するよう脱脂乾燥を行い、ゴムローラーなどを

用い転圧しなければならない。なお、気温が 10℃以下における屋外での貼付け及び 0.5

㎡以上の貼付けは行ってはならない。 

５ 請負人は、重ね貼り方式又は、スクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けを行
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わなければならない。 

６ 請負人は、反射シートの貼付けについて、反射シートの表面のゆがみ、しわ、ふくれ

のないよう均一に仕上げなければならない。 

７ 請負人は、２枚以上の反射シートを接合して貼付けるか、あるいは、組として使用す

る場合は、あらかじめ反射シート相互間の色合わせ（カラーマッチング）を行い、標示

板面が日中及び夜間に均一、かつそれぞれ必要な輝きを有するようにしなければならな

い。 

８ 請負人は、２枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、５～10 ㎜程度重ね

合わせなければならない。 

９ 請負人は、スクリーン印刷方式で標示板を製作する場合には、印刷した反射シート表

面に、クリアー処理を施さなければならない。ただし、黒色の場合は、クリアー処理の

必要はないものとする。 

10 請負人は、素材加工に際し、縁曲げ加工をする標示板については、基板の端部を円弧

に切断し、グラインダーなどで表面を滑らかにしなければならない。 

11 請負人は、取付け金具及び板表面の補強金具（補強リブ）すべてを工場において溶接

により取付けるものとし、現場で取付けてはならない。 

12 請負人は、標示板の素材に鋼板を用いる場合には、塗装に先立ち脱錆（酸洗い）など

の下地処理を行った後、燐酸塩皮膜法などによる錆止めを施さなければならない。 

13 請負人は、支柱素材についても前項と同様の方法で錆止めを施すか、錆止めペイント

による錆止め塗装を施さなければならない。 

14 請負人は、支柱の上塗り塗装につや、付着性及び塗膜硬度が良好で長期にわたって変

色、退色しないものを用いなければならない。 

15 請負人は、支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合、その付着量を

JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）２種の（HDZ55）550g/㎡（片面の付着量）以上としなけ

ればならない。ただし、厚さ 3.2 ㎜未満の鋼材については２種（HDZ35）350g/㎡（片面

の付着量）以上とするものとする。 

16 請負人は、防錆処理にあたり、その素材前処理、めっき及び後処理作業を JIS H 

9124（溶融亜鉛めっき作業標準）の規定により行わなければならない。なお、ネジ部は

めっき後ネジさらい、又は遠心分離をしなければならない。 

17 請負人は、めっき後加工した場合、鋼材の表面の水分、油分などの付着物を除去し、

入念な清掃後にジンクリッチ塗装で現場仕上げを行わなければならない。 

18 ジンクリッチ塗装用塗料は、亜鉛粉末の無機質塗料として塗装は２回塗りで 400～

500g/㎡、又は塗装厚は２回塗りで、40～50μm とするものとする。 

19 ジンクリッチ塗装の塗り重ねは、塗装１時間以上経過後に先に塗布した塗料が乾燥状

態になっていることを確認して行うものとする。 

４－３－10 防止柵工 

１ 請負人は、防止柵を設置する場合、現地の状況により、位置に支障があるとき又は、

位置が明示されていない場合には、監督員と設計図書に関して協議しなければならな

い。 

２ 請負人は、支柱の施工にあたって、地下埋設物に破損や障害を発生させないようにす

るとともに既設舗装に悪影響をおよぼさないよう施工しなければならない。 
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３ 塗装を行わずに、亜鉛めっき地肌のままの部材等を使用する場合に請負人は、ケーブ

ル以外は成形加工後、溶融亜鉛めっきを JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）２種（HDZ35）

の 350g/㎡（片面付着量）以上となるよう施工しなければならない。 

４－３－11 路側防護柵 

１ 請負人は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用いて堅固に

建て込まなければならない。この場合請負人は、地下埋設物に破損や障害が発生させな

いようにすると共に既設舗装に悪影響をおよぼさないよう施工しなければならない。 

２ 請負人は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱

を建て込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。 

３ 請負人は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中に防護柵

を設置する場合、設計図書に定められた位置に支障があるとき又は、位置が明示され

ない場合、監督員と設計図書に関して協議して定めなければならない。 

４ 請負人は、ガードレールのビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビーム

端の小口が見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。 

５ 請負人は、ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリート

が設計図書で定めた強度以上あることを確認した後、コンクリート基礎にかかる所定

の力を支持できるよう土砂を締固めながら埋戻しをしなければならない。 

６ 請負人は、ガードケーブルを支柱に取付ける場合、ケーブルにねじれなどを起こさな

いようにするとともに所定の張力（Ａ種は 20kN、Ｂ種及びＣ種は 9.8kN）を与えなけれ

ばならない。 

４－３－12 区画線工 

１ 請負人は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工について設置路面の水分、

泥、砂じん、ほこりを取り除き、均一に接着するようにしなければならない。 

２ 請負人は、施工箇所、施工方法、施工種類について監督員の指示を受けるとともに、

所轄警察署とも打ち合わせを行い、交通渋滞をきたすことのないよう施工しなければな

らない。 

３ 請負人は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち路面に作図を行

い、施工箇所、施工延長、施工幅等の適合を確認しなければならない。 

４ 請負人は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、塗料の路面への接着をより強

固にするよう、プライマーを路面に均等に塗布しなければならない。 

５ 請負人は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、やむを得ず気温５℃以下で施

工しなければならない場合は、路面を予熱し路面温度を上昇させた後施工しなければな

らない。 

６ 請負人は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、常に 180℃～220℃の温度で

塗料を塗布できるよう溶解漕を常に適温に管理しなければならない。 

７ 請負人は、塗布面へガラスビーズを散布する場合、風の影響によってガラスビーズに

片寄りが生じないよう注意して、反射に明暗がないよう均等に固着させなければならな

い。 

８ 請負人は、区画線の消去については、表示材（塗料）のみの除去を心掛け、路面への

影響を 小限にとどめなければならない。また、請負人は消去により発生する塗料粉じ

んの飛散を防止する適正な処理を行わなければならない。 
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４－３－13 道路付属物工 

１ 請負人は、視線誘導標の施工にあたって、設置場所、建て込角度が安全かつ、十分な

誘導効果が得られるように設置しなければならない。 

２ 請負人は、視線誘導標の施工にあたって、支柱を打込む方法によって施工する場合、

支柱の傾きに注意するとともに支柱の頭部に損傷を与えないよう支柱を打込まなければ

ならない。また、請負人は、地下埋設物に破損や障害が発生しないように施工しなけれ

ばならない。 

３ 請負人は、視線誘導標の施工にあたって、支柱の設置穴を掘り埋戻す方法によって施

工する場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。 

４ 請負人は、視線誘導標の施工にあたって、支柱を橋梁、擁壁、函渠などのコンクリー

ト中に設置する場合、設計図書に定めた位置に設置しなければならないが、その位置

に支障があるとき、また、位置が明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。 

５ 請負人は、距離標を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければな

らないが、設置位置が明示されていない場合には、左側に設置しなければならない。た

だし、障害物などにより所定の位置に設置できない場合は、設計図書に関して監督員

と協議しなければならない。 

６ 請負人は、道路鋲を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければな

らないが、設置位置が明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。 

４－３－14 コンクリート面塗装工 

１ 請負人は、塗装に先立ちコンクリート面の素地調整において、次の各号に従わなけれ

ばならない。 

（１）請負人は、コンクリート表面に付着した塵埃、粉化物等塗装に悪影響を及ぼすもの

は除去しなければならない。 

（２）請負人は、コンクリート表面に小穴、き裂等のある場合、遊離石灰を除去し、穴埋

めを行い、表面を平滑にしなければならない。 

２ 請負人は、塗装にあたり、塗り残し、気泡、むらのないよう全面を均一の厚さに塗り

上げなければならない。 

３ 請負人は、次の各号の場合、塗装を行ってはならない。 

（１）気温が、エポキシ系塗料を用いる場合で 10℃以下のとき、ポリウレタン系塗料を

用いる場合で 0℃以下のとき 

（２）湿度が 85％以上のとき 

（３）風が強いとき、及び塵埃が多いとき 

（４）塗料の乾燥前に降雪雨のおそれがあるとき 

（５）コンクリートの乾燥期間が３週間以内のとき 

（６）コンクリート面が結露しているとき 

（７）コンクリート面の漏水部 

（８）その他監督員が不適当と認めたとき 

４ 請負人は、塗り重ねにおいては、前回塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を確認して

行わなければならない。 
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第４節 基礎工 

４－４－１ 一般事項 

１ 本節は、基礎工として土台工、法留基礎工、既製杭工、場所打杭工、深礎工、オープ

ンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、鋼管井筒基礎工その他これらに類

する工種について定めるものとする。 

２ 請負人は、切込砂利、砕石基礎工、割ぐり石基礎工の施工においては、床掘り完了後

（割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砂利、砕石などの間隙充てん材を加え）締固めなが

ら仕上げなければならない。 

４－４－２ 土台工 

１ 土台工とは、一本土台、片梯子土台、梯子土台及び止杭一本土台をいうものとする。 

２ 請負人は、土台工に木材を使用する場合には、樹皮をはいだ生木を用いなければなら

ない。 

３ 請負人は、土台工の施工にあたり、床を整正し締固めた後、据付けるものとし、空隙

には、割ぐり石、砕石等を充てんしなければならない。 

４ 請負人は、片梯子土台及び梯子土台の施工にあたっては、部材接合部に間隙が生じな

いように土台を組み立てなければならない。 

５ 請負人は、止杭一本土台の施工にあたっては、上部からの偏心が生じないように設置

しなければならない。 

６ 請負人は、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。 

４－４－３ 法留基礎工 

１ 請負人は、基礎工設置のための掘削に際しては、掘りすぎないように施工しなければ

ならない。 

２ 請負人は、法留基礎工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 請負人は、法留基礎工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 請負人は、法留基礎工の施工において、裏込材は、締固め機械等を用いて施工しなけ

ればならない。 

５ 請負人は、プレキャスト法留基礎の施工に際しては、第１項及び第３項によるほか、

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。 

４－４－４ 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、打込み杭工法及び中掘り杭工法とし、プレボーリングの取扱いは、

設計図書によるものとする。 

３ 請負人は、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 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。 
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４ 請負人は、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、遅滞なく

提示するとともに検査時に提出しなければならない。 

５ 請負人は、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、４－３－３

作業土工の規定により、これを埋戻さなければならない。 

６ 請負人は、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 請負人は、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 請負人は、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。 

９ 請負人は、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、補修又は取り替えなければならない。 

10 請負人は、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、請負人は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

11 請負人は、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 請負人は、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 請負人は、既製コンクリート杭の施工にあたり、次の各号の規定によらなければなら

ない。 

（１）請負人は、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）の規格によらなければならない。 

（２）請負人は、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）の規定によらなければならない。 

（３）請負人は、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

によらなければならない。 

14 請負人は、杭の施工を行うにあたり、JIS A 7201⑥施工 6.3 各種工法による施工で、

6.3.3 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攪拌方式又は、

コンクリート打設方法の場合は、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・保管し、監督員の請求

があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。セ

メントミルクの噴出攪拌方式の場合は、請負人は、過度の掘削や長時間の攪拌などによ

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、請負人は、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
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用いて杭先端部を根固めしなければならない。 

15 請負人は、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、請負人は施工に先立ち、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

これらの規定に該当しない。 

16 請負人は、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、攪拌完了後のオーガ引上げに際して、吸引現象を防止する必要がある場合には、

貧配合の安定液を噴出しながら、ゆっくりと引上げるものとする。 

17 請負人は、既製コンクリート杭のカットオフの施工にあたっては、杭内に設置されて

いる鉄筋等の鋼材を傷つけないように、切断面が水平となるように行わなければならな

い。 

18 請負人は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行

わなければならない。 

19 請負人は、鋼管杭及びＨ鋼杭の運搬、保管にあたっては、杭の表面、Ｈ鋼杭のフラン

ジ縁端部、鋼管杭の継手、開先部分などに損傷を与えないようにしなければならない。

また、杭の断面特性を考えて大きなたわみ、変形を生じないようにしなければならない。 

20 請負人は、鋼管杭及びＨ鋼杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平かつ

平滑に切断し、鉄筋、ずれ止めなどを取付ける時は、確実に施工しなければならない。 

21 請負人は、既製杭工における鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手にあたり、次の各号の規定

によらなければならない。 

（１）請負人は、鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手については、アーク溶接継手とし、現場溶

接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査を行う溶接施工管理技術者を

常駐させるとともに、次号の規定によらなければならない。 

（２）請負人は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接は、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験

方法及び判定基準）に定められた試験のうち、その作業に該当する試験（又は同等以

上の検定試験）に合格した者でかつ現場溶接の施工経験が６ヶ月以上の者に行わせな

ければならない。ただし、半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841（半自動溶接技術検

定における試験方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当

する試験（又はこれと同等以上の検定試験）に合格した者でなければならない。 

（３）請負人は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接に従事する溶接工の資格証明書の写しを監督員

に提出しなければならない。また、溶接工は資格証明書を常携し、監督員が資格証

明書の提示を求めた場合は、これに応じなければならない。 

（４）請負人は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接には直流又は交流アーク溶接機を用いるものと

し、二次側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能でなけれ

ばならない。 
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（５）請負人は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行ってはなら

ない。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関して監

督員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が５℃以下の時は溶接を行

ってはならない。ただし、気温が-10～+５℃の場合で、溶接部から 100 ㎜以内の部分

がすべて+36℃以上に予熱した場合は施工できるものとする。 

（６）請負人は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接部の表面のさび、ごみ、泥土等の有害な付着物

をワイヤブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。 

（７）請負人は、鋼管杭の上杭の建て込みにあたっては、上下軸が一致するように行い、

表４－３の許容値を満足するように施工しなければならない。なお、測定は、上杭の

軸方向を直角に近い異なる二方向から行うものとする。 

 

表４－３ 現場円周溶接部の目違いの許容値 

外 径 許容量 摘 要 

700 ㎜未満 ２㎜以下 
上杭と下杭の外周長の差で表し、その

差を２㎜×π以下とする。 

700 ㎜以上 1016 ㎜以下 ３㎜以下 
上杭と下杭の外周長の差で表し、その

差を３㎜×π以下とする。 

1016 ㎜を超え 1524 ㎜以下 ４㎜以下 
上杭と下杭の外周長の差で表し、その

差を４㎜×π以下とする。 

 

（８）請負人は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接完了後、溶接箇所について、欠陥の有無の確

認を行わなければならない。なお、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要

するものについては、グラインダー又はガウジングなどで完全にはつりとり、再溶接

して補修しなければならない。 

（９）請負人は、斜杭の場合の鋼杭及びＨ鋼杭の溶接にあたり、自重により継手が引張り

を受ける側から開始しなければならない。 

（10）請負人は、本項第７号及び第８号の当該記録を整備・保管し、監督員の請求があっ

た場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。 

（11）請負人は、Ｈ鋼杭の溶接にあたり、まず下杭のフランジの外側に継目板をあて周囲

をすみ肉溶接した後、上杭を建て込み上下杭軸の一致を確認の上、継目板を上杭に

すみ肉溶接しなければならない。突合わせ溶接は両側フランジ内側に対しては片面Ｖ

形溶接、ウェブに対しては両面Ｋ形溶接を行うものとする。ウェブに継目板を使用す

る場合、継目板の溶接はフランジと同一の順序とし、杭断面の突合わせ溶接はフラン

ジ、ウェブとも片面Ｖ形溶接を行うものとする。 

22 請負人は、鋼管杭における中掘り杭工法の先端処理にあたっては、第 14 項、第 15 項

及び第 16 項の規定によらなければならない。 

23 請負人は、鋼管杭防食を行うにあたり、現地状況に適合した防食を行わなければなら

ない。 

24 請負人は、鋼管杭防食の施工を行うにあたり、部材の運搬、保管、打込み時などに部

材を傷付けないようにしなければならない。 
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４－４－５ 場所打杭工 

１ 請負人は、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。ただし、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 初の一本を試験杭として施工しなければならない。 

２ 請負人は、杭長決定の管理方法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、遅滞なく提示するとともに検査時に

提出しなければならない。 

３ 請負人は、場所打杭工の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、４－３－

３作業土工の規定により、これを掘削土の良質な土を用いて埋戻さなければならない。 

４ 請負人は、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 請負人は、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。掘削後は、杭位置に据付けなけれ

ばならない。 

６ 請負人は、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 請負人は、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 請負人は、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 請負人は、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、その資料を整備保

管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しな

ければならない。また、請負人は、コンクリート打込み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 請負人は、場所打杭工における鉄筋かごの建て込み中及び建て込み後に、湾曲、脱落

座掘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 請負人は、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

れによりがたい場合は、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 請負人は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、アークすみ肉溶接に

より接合する場合、溶接に際しては、断面減少などを生じないよう注意して作業を行わ

なければならない。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 請負人は、場所打杭工のコンクリート打込みにあたっては、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、

請負人は、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

リート打込み数量より検討し、トレミー管をコンクリート内に打込み開始時を除き、２
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ｍ以上入れておかなければならない。 

14 請負人は、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 50

㎝以上高く打込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取壊さなければならない。 

15 請負人は、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 終時を除き、ケーシ

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 請負人は、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。 

17 請負人は、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。 

18 請負人は、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。 

19 請負人は、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（昭和 46

年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号）、各都道府県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。 

20 請負人は、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。 

21 請負人は、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お

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

協議しなければならない。 

22 請負人は、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。 

４－４－６ 深礎工 

１ 請負人は、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 請負人は、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 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 請負人は、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、監督員と設計図書に関して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、すみやかに孔底を

コンクリートで覆うものとする。 

４ 請負人は、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、

地質形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、遅延なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。 
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５ 請負人は、コンクリート打設にあたっては、打込み量及び打込み高を常に計測しなけ

ればならない。 

６ 請負人は、深礎工において鉄筋を組立てる場合は、曲がりやよじれが生じないように、

土留材に固定しなければならない。 

７ 鉄筋かごの継手は、重ね継手とする。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。 

８ 請負人は、鉄筋かごの組立てにあたり、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないよ

うに堅固なものとすること、山留め材を取り外す場合はあらかじめ主鉄筋の間隔、かぶ

りに十分な配慮がなされていることを確認しておかなければならない。 

９ 請負人は、土留材と地山との間に生じた空隙部には、全長にわたって裏込注入を行わ

なければならない。なお、裏込注入材料が設計図書に示されていない場合には、監督

員の承諾を得なければならない。 

10 裏込材注入圧力は、低圧（0.1N/㎜２程度）とするが、これにより難い場合は、施工

に先立って監督員の承諾を得なければならない。 

11 請負人は、掘削中に湧水が著しく多くなった場合には、監督員と設計図書に関して

協議しなければならない。 

12 請負人は、ライナープレートの組立てにあたっては、偏心と歪みを出来るだけ小さく

するようにしなければならない。 

13 請負人は、グラウト注入方法については、施工計画書に記載し、施工にあたっては

施工記録を整備保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査

時に提出しなければならない。 

14 請負人は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行

わなければならない。 

４－４－７ オープンケ－ソン基礎工 

１ 請負人は、オープンケーソンのコンクリート打込み、１ロットの長さ、ケーソン内の

掘削方法、載荷方法等については、施工計画書に記載しなければならない。 

２ 請負人は、不等沈下をおこさないよう刃口金物据付けを行わなければならない。 

３ 請負人は、オープンケーソンの１ロットのコンクリートが、水密かつ必要によっては

気密な構造となるように、連続して打込まなければならない。 

４ 請負人は、オープンケーソンの施工にあたり、施工記録を整備・保管し、監督員の請

求があった場合は、遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。 

５ 請負人は、オープンケーソン基礎工の掘削沈下を行うにあたり、火薬類を使用する必

要が生じた場合は、事前に監督員と設計図書に関して協議しなければならない。なお、

火薬類の使用によってみだりに周辺地盤を乱さないようにしなければならない。 

６ 請負人は、オープンケーソンの沈下促進を行うにあたり、全面を均等に、中央部から

できるだけ対称に掘り下げ、トランシット等で観測し移動や傾斜及び回転が生じないよ

うに、矯正しながら施工しなければならない。オープンケーソン施工長及び沈下量は、

オープンケーソン外壁に刃口からの長さを記入し、これを観測し、急激な沈下を生じな

いように施工しなければならない。 

７ 請負人は、オープンケーソンの沈下促進にあたり、刃先下部に過度の掘り起こしをし

てはならない。著しく沈下が困難な場合には、原因を調査するとともに、その処理方法
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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。 

８ 請負人は、オープンケーソンの 終沈下直前の掘削にあたっては、刃口周辺部から中

央部に向かって行い、中央部の深掘りは避けなければならない。 

９ 請負人は、オープンケーソンが設計図書に示された深度に達したときは、ケーソン

底面の乱された地盤の底ざらいを行い、支持地盤となる地山及び土質柱状図に基づき底

面の支持地盤条件が設計図書を満足することを確認し、その資料を整備・保管し、監

督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければな

らない。 

10 請負人は、底版コンクリートを打込む前に刃口より上にある土砂を掘削しなければな

らない。さらに刃先下部の掘越した部分はコンクリートで埋戻さなければならない。ま

た、陸掘りの場合を除き、水中コンクリートは、オープンケーソン内の水位の変動がな

いことを確認した上、トレミー管又はコンクリートポンプ等を用いて打込むものとす

る。この場合、管の先端は常に打込まれたコンクリート中に貫入された状態にしておか

なければならない。 

11 請負人は、機械により掘削する場合には、作業中、オープンケーソンに衝撃を与えな

いようにしなければならない。 

12 請負人は、底版コンクリート打込み後、オープンケーソン内の湛水を排除してはなら

ない。 

13 請負人は、中詰充てんを施工するにあたり、オープンケーソン内の水位を保った状態

で密実に行わなければならない。 

14 請負人は、止水壁取壊しを行うにあたり、構造物本体及びオープンケーソンを損傷さ

せないよう、壁内外の外力が釣り合うよう注水、埋戻しを行わなければならない。 

15 請負人は、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。 

４－４－８ ニューマチックケーソン基礎工 

１ 請負人は、ニューマチックケーソンのコンクリート打込み、１ロットの長さ、ケーソ

ン内の掘削方法、載荷方法等については、施工計画書に記載しなければならない。 

２ 請負人は、ニューマチックケーソンの１ロットのコンクリートが、水密かつ必要によ

っては気密な構造となるように、連続して打込まなければならない。 

３ 請負人は、ニューマチックケーソンの施工にあたり、施工記録を整備・保管し、監督

員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければなら

ない。 

４ 通常安全施工上の面から、ニューマチックケーソン１基につき、作業員の出入りのた

めのマンロックと、材料の搬入搬出、掘削土砂の搬出のためのマテリアルロックの２本

以上のシャフトが計画されるが、請負人は、１本のシャフトしか計画されていない場合

で、施工計画の検討により、２本のシャフトを設置することが可能と判断されるときに

は、その設置方法について、監督員と設計図書に関して協議しなければならない。 

５ 請負人は、ニューマチックケーソン沈下促進を行うにあたり、ケーソン自重、載荷荷

重、摩擦抵抗の低減などにより行わなければならない。やむを得ず沈下促進に減圧沈下

を併用する場合は、事前に設計図書に関して監督員の承諾を得るとともに、施工にあ

たってはケーソン本体及び近接構造物に障害を与えないようにしなければならない。 
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６ 請負人は、掘削沈設を行うにあたり、施工状況、地質の状態などにより沈下関係図を

適宜修正しながら行い、ニューマチックケーソンの移動傾斜及び回転を生じないように

施工するとともに、急激な沈下を避けなければならない。 

７ 請負人は、ニューマチックケーソンが設計図書に示された深度に達したときは底面

の地盤支持力と地盤反力係数を確認するために平板載荷試験を行い、当該ケーソンの

支持に関して設計図書との適合を確認するとともに、確認のための資料を整備・保管

し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなけ

ればならない。 

８ 請負人は、中埋コンクリートを施工する前にあらかじめニューマチックケーソン底面

地盤の不陸整正を行い、作業室内部の刃口や天井スラブ、シャフト及びエアロックに付

着している土砂を除去するなど、作業室内を清掃しなければならない。 

９ 請負人は、中埋コンクリートを施工するにあたり、室内の気圧を管理しながら、作業

に適するワーカビリティーの中埋コンクリートを用いて、刃口周辺から中央へ向って打

込み、打込み後 24 時間以上、気圧を一定に保ち養生し、断気しなければならない。 

10 請負人は、刃口及び作業室天井スラブを構築するにあたり、砂セントルは全荷重に対

して十分に堅固な構造としなければならない。 

11 請負人は、砂セントルを解体するにあたり、打設したコンクリートの圧縮強度が

14N/㎜２以上かつコンクリート打設後３日以上経過した後に行わなければならない。 

12 請負人は、止水壁取壊しを行うにあたり、構造物本体及びニューマチックケーソンを

損傷させないよう、壁内外の外力が釣り合うよう注水、埋戻しを行わなければならない。 

13 請負人は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行

わなければならない。 

４－４－９ 鋼管井筒基礎工 

１ 請負人は、鋼管井筒基礎工の施工においては、設計図書に従って試験杭として鋼管

矢板を施工しなければならない。ただし、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 初の１

本を試験杭として施工しなければならない。 

２ 請負人は、あらかじめ杭長決定の管理方法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、遅滞なく提示するととも

に検査時に提出しなければならない。 

３ プレボーリングの取扱いは、設計図書によるものとする。 

４ 請負人は、鋼管井筒基礎工の施工にあたり、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、補修又は取り替えなければならない。 

５ 請負人は、鋼管矢板の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、４－３－３

作業土工の規定により、これを埋戻さなければならない。 

６ 請負人は、鋼管矢板の施工にあたり、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。 

７ 請負人は、鋼管矢板の施工にあたり、設計図書に示された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、設計図書に示された深度における支持力の測定値が、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
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らない。 

８ 請負人は、鋼管矢板の運搬、保管にあたっては、杭の表面、継手、開先部分などに損

傷を与えないようにしなければならない。また、矢板の断面特性を考えて大きなたわみ、

変形を生じないようにしなければならない。 

９ 請負人は、杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平かつ平滑に切断し、

鉄筋、ずれ止めなどを取付ける時は、確実に施工しなければならない。 

10 請負人は、鋼管矢板の打込みを終わり、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。 

11 請負人は、鋼管井筒基礎工において鋼管矢板の溶接を行う場合は、次の各号の規定に

よらなければならない。 

（１）請負人は、鋼管矢板の現場継手については、アーク溶接継手とし、現場溶接に際し

ては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査を行う溶接施工管理技術者を常駐させ

なければならない。 

（２）請負人は、鋼管矢板の溶接については、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験

方法及び判定基準）に定められた試験のうち、その作業に該当する試験（又は以上の

検定試験）に合格した者で、かつ現場溶接の施工経験が６ヶ月以上の者に行わせなけ

ればならない。ただし、半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841（半自動溶接技術検定

における試験方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当す

る試験（又はこれと同等以上の検定試験）に合格したものでなければならない。 

（３）請負人は、鋼管矢板の溶接に従事する溶接工の資格証明書の写しを監督員に提出

しなければならない。また、溶接工は資格証明書を常携し、監督員が資格証明書の

提示を求めた場合は、これに応じなければならない。 

（４）請負人は、鋼管矢板の溶接には直流又は交流アーク溶接機を用いるものとし、二次

側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能でなければならな

い。 

（５）請負人は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行ってはなら

ない。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関して監

督員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が５℃以下の時は溶接を行

ってはならない。ただし、気温が-10～+５℃の場合で、溶接部から 100 ㎜以内の部分

がすべて+36℃以上に予熱した場合は施工できるものとする。 

（６）請負人は、鋼管矢板の溶接部の表面のさび、ごみ、泥土等の有害な付着物をワイヤ

ブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。 

（７）請負人は、鋼管矢板の上杭の建て込みにあっては、上下軸が一致するように行い、

表４－３の許容値を満足するように施工しなければならない。なお、測定は、上杭の

軸方向を直角に近い異なる二方向から行うものとする。 

（８）請負人は、鋼管矢板の溶接完了後、設計図書に示された方法、箇数につき、指定

された箇所について欠陥の有無を確認しなければならない。なお、確認の結果、発

見された欠陥のうち手直しを要するものについては、その箇所をグラインダー又はガ

ウジングなどで完全にはつりとり、再溶接して補修しなければならない。 

（９）請負人は、本項第７号及び第８号の当該記録を整備・保管し、監督員の請求があっ

た場合は、遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。 
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12 請負人は、鋼管矢板の打込みにあたり、導枠と導杭から成る導材を設置しなければな

らない。導材は、打込み方法に適した形状で、かつ堅固なものとする。 

13 請負人は、鋼管矢板の建て込みに際しては、導枠のマーキング位置に鋼管矢板を設置

し、トランシットで２方向から鉛直性を確認しながら施工しなければならない。請負

人は、打込みを行う際には、鋼管矢板を閉合させる各鋼管矢板の位置決めを行い、建て

込みや精度を確認後に行わなければならない。建て込み位置にずれや傾斜が生じた場

合には、鋼管矢板を引抜き、再度建て込みを行わなければならない。 

14 請負人は、鋼管矢板打込み後、頂部の処置については設計図書によるものとする。 

15 請負人は、鋼管矢板の継手管内は、ウォータージェットなどにより排土し、設計図

書の定めによる中詰材を直ちに充てんしなければならない。 

16 請負人は、鋼管井筒内の掘削を行うにあたっては、鋼管矢板及び支保等に衝撃を与え

ないようにしなければならない。 

17 請負人は、鋼管矢板本体部の中詰コンクリ-トの打込みに先立ち、鋼管矢板本体内の

土砂を取り除かなければならない。 

18 請負人は、鋼管井筒基礎工の中詰コンクリートの打込みにおいては、材料分離を生じ

ないように施工しなければならない。 

19 請負人は、底版コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板表面に付着している土砂等

の掃除を行い、これを取り除かなければならない。 

20 請負人は、鋼管矢板本体に頂版接合材を溶接する方式の場合は、鋼管矢板表面の泥土、

水分、油、さび等の溶接に有害なものを除去するとともに、排水及び換気に配慮して行

わなければならない。 

21 請負人は、鋼管井筒基礎工の頂版コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板表面及び

頂版接合部材に付着している土砂等の掃除を行い、これを取り除かなければならない。 

22 請負人は、鋼管井筒基礎工の仮締切り兼用式の場合、頂版・躯体完成後の仮締切部鋼

管矢板の切断にあたっては、設計図書及び施工計画書に示す施工方法・施工順序に従

い、躯体に悪影響を及ぼさないように行わなければならない。 

23 請負人は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行

わなければならない。 

24 請負人は、鋼管井筒基礎工の間詰コンクリートの施工にあたり、腹起しと鋼管矢板の

隙間に密実に充てんしなければならない。 

25 請負人は、鋼管井筒基礎工の間詰コンクリートの撤去にあたっては、鋼管矢板への影

響を避け、この上でコンクリート片等が残留しないように行わなければならない。 
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第５節 石・ブロック積（張）工 

４－５－１ 一般事項 

１ 本節は、石・ブロック積（張）工として作業土工、コンクリートブロック工、緑化ブ

ロック工、石張・石積工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２ 請負人は、石・ブロック積（張）工の施工に先立ち、石・ブロックに付着したごみ、

泥等の汚物を取り除かなければならない。 

３ 請負人は、石・ブロック積（張）工の施工にあたっては、等高を保ちながら積み上げ

なければならない。 

４ 請負人は、コンクリートブロック工及び石張・石積工の水抜き孔を設計図書に基づ

いて施工するとともに、勾配について定めがない場合には、２％程度の勾配で設置しな

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員と協議しな

ければならない。 

５ 請負人は、コンクリートブロック工及び石張・石積工の施工にあたり、設計図書に

示されていない場合は谷積としなければならない。 

 

図４－２ 谷積 

 

６ 請負人は、裏込めに割ぐり石を使用する場合は、クラッシャラン等で間隙を充てんし

なければならない。 

７ 請負人は、端末部及び曲線部等で間隙が生じる場合は、半ブロックを用いるものとし、

半ブロックの設置が難しい場合は、コンクリート等を用いて施工しなければならない。 

８ 請負人は、端部保護ブロック及び天端コンクリートの施工にあたっては、裏込材の流

出、地山の漏水や浸食等が生じないようにしなければならない。 

９ 請負人は、石・ブロック積（張）工の基礎の施工にあたっては、沈下、壁面の変形な

どの石・ブロック積（張）工の安定に影響が生じないようにしなければならない。 

４－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

  作業土工の施工については、４－３－３作業土工の規定によるものとする。 

４－５－３ コンクリートブロック工 

１ コンクリートブロック工とは、コンクリートブロック積、コンクリートブロック張り、

連節ブロック張り及び天端保護ブロックをいうものとする。 

２ コンクリートブロック積とは、プレキャストコンクリートブロックによって練積され

たもので、法勾配が１：１より急なものをいうものとする。 

  コンクリートブロック張りとは、プレキャストブロックを法面に張りつけた、法勾配
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が１：１若しくは１：１よりゆるやかなものをいうものとする。 

３ 請負人は、コンクリートブロック張りの施工に先立って、砕石、割ぐり石又はクラッ

シャランを敷均し、締固めなければならない。 

４ 請負人は、コンクリートブロック工の空張の積上げにあたり、胴かい及び尻かいを用

いて固定し、胴込め材及び裏込材を充てんした後、天端付近に著しい空隙が生じないよ

うに入念に施工し、締固めなければならない。 

５ 請負人は、コンクリートブロック工の練積又は練張の施工にあたり、合端を合わせ尻

かいを用いて固定し、胴込めコンクリートを充てんした後に締固め、合端付近に空隙が

生じないようにしなければならない。 

６ 請負人は、コンクリートブロック工の練積又は練張における裏込コンクリートは、

設計図書に示す厚さを背面に確保するために、裏型枠を設けて打設しなければならな

い。ただし、コンクリート打設した後に、裏型枠を抜き取り、隙間を埋めておかなけれ

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員と協議しなけれ

ばならない。 

７ 請負人は、コンクリートブロック工の練積又は練張における伸縮目地、水抜き孔など

の施工にあたり、施工位置については設計図書に従って施工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員と協議しなければならない。 

８ 請負人は、コンクリートブロック工の練積又は練張における合端の施工にあたり、

設計図書に関して監督員の承諾を得なければ、モルタル目地を塗ってはならない。 

 

図４－３ コンクリートブロック工 

 

９ 請負人は、プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りにおい

て、末端部及び曲線部等で間隙が生じる場合には半ブロックを用いるものとし、半ブロ

ックの設置が難しい場合はコンクリート等を用いなければならない。また、縦継目はブ

ロック相互の目地が通らないように施工するものとする。 

10 請負人は、プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りにおい

て、ブロックの目地詰めには、空隙を生じないように目地材を充てんし、表面を平滑に

仕上げなければならない。 

11 請負人は、連節ブロックの連結材の接合方法について、あらかじめ施工計画書に記

載しなければならない。 

 

練積          空積 
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４－５－４ 緑化ブロック工 

１ 請負人は、緑化ブロック基礎コンクリートは設計図書に記載されている打継目地以

外には打継目地なしに一体となるように、打設しなければならない。 

２ 請負人は、緑化ブロック積の施工にあたり、各ブロックのかみ合わせを確実に行わな

ければならない。 

３ 請負人は、緑化ブロック積の施工にあたり、緑化ブロックと地山の間に空隙が生じな

いように裏込めを行い、１段ごとに締固めなければならない。 

４ 請負人は、工事完成引渡しまでの間、緑化ブロックに植栽を行った植物が枯死しない

ように養生しなければならない。工事完成引渡しまでの間に植物が枯死した場合は、請

負人はその原因を調査し監督員に報告するとともに、再度施工し、施工結果を監督員

に報告しなければならない。 

４－５－５ 石張・石積工 

１ 請負人は、石張・石積工の基礎の施工にあたり、使用する石のうち大きな石を根石と

するなど、安定性を損なわないように据付けなければならない。 

２ 請負人は、石張・石積工の施工に先立って、砕石、割ぐり石又はクラッシャランを敷

均し、締固めを行わなければならない。 

３ 請負人は、石張・石積工の施工における裏込コンクリートは、設計図書に示す厚さ

を背面に確保するために、裏型枠を設けて打設しなければならない。ただし、コンクリ

ート打設した後に、裏型枠を抜き取り、隙間を埋めておくものとする。なお、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。 

 

第６節 一般舗装工 

４－６－１ 一般事項 

１ 本節は、一般舗装工として舗装準備工、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工、

薄層カラー舗装工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２ 下層路盤の築造工法は、粒度調整工法、セメント安定処理工法及び石灰安定処理工法

を標準とするものとする。 

３ 上層路盤の築造工法は、粒度調整工法、セメント安定処理工法、石灰安定処理工法、

瀝青安定処理工法及びセメント・瀝青安定処理工法を標準とするものとする。 

４ 請負人は、路盤の施工に先立って、路床面又は下層路盤面の浮石、その他の有害物を

除去しなければならない。 

５ 請負人は、路床面又は下層路盤面に異常を発見したときは、設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。 

４－６－２ アスファルト舗装の材料 

１ アスファルト舗装工に使用する材料について、次の各号は設計図書によるものとす

る。 

（１）粒状路盤材、粒度調整路盤材、セメント安定処理に使用するセメント、石灰安定処

理に使用する石灰、加熱アスファルト安定処理・セメント安定処理・石灰安定処理に

使用する骨材、加熱アスファルト安定処理に使用するアスファルト、表層・基層に使

用するアスファルト及びアスファルト混合物の種類 

（２）セメント安定処理・石灰安定処理・加熱アスファルト安定処理に使用する骨材の
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大粒径と品質 

（３）粒度調整路盤材の 大粒径 

（４）石粉以外のフィラーの品質 

２ 請負人は、次の各号の材料について試料及び試験結果を、工事に使用する前に監督員

に提出しなければならない。ただし、これまでに使用実績があるものを用いる場合に

は、その試験成績書を監督員が承諾した場合には、請負人は、試料及び試験結果の提

出を省略することができる。 

（１）粒状路盤材、粒度調整路盤材 

（２）セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使

用する骨材 

（３）基層及び表層に使用するアスファルトコンクリート再生骨材 

３ 請負人は、使用する次の各号の材料について試験成績書を、工事に使用する前に監督

員に提出しなければならない。 

（１）セメント安定処理に使用するセメント 

（２）石灰安定処理に使用する石灰 

４ 請負人は、使用する次の各号の材料について品質証明書を、工事に使用する前に監督

員に提出しなければならない。 

（１）加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルト 

（２）再生用添加剤 

（３）プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料 

  なお、製造後 60 日を経過した材料を使用してはならない。 

５ 請負人は、小規模工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2000 ㎡未満）におい

て、使用実績のある次の各号の材料については成績試験書の提出によって、試料及び

試験結果の提出に代えることができる。 

（１）粒状路盤材及び粒度調整路盤材 

（２）セメント安定処理、石灰安定処理に使用する骨材 

６ 請負人は、小規模工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2000 ㎡未満）におい

ては、これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験

による試験結果の提出により、次の各号の骨材について骨材試験の実施及び試料の提

出を省略することができるものとする。 

（１）加熱アスファルト安定処理に使用する骨材 

（２）基層及び表層に使用する骨材 

７ 下層路盤に使用する粒状路盤材は、次号の規格に適合するものとする。 

（１）下層路盤に使用する粒状路盤材は、粘土塊、有機物、ごみ等を有害量含まず、表４

－４の規格に適合するものとする。 
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表４－４ 下層路盤の品質規格 

工法 種別 試験項目 試験方法 規格値 

PⅠ 

舗装試験法便覧 

1-3-5(1988) 

1-3-6(1988) 

※６以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

砂利、砂 

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ等 修正 CBR(%) 

 

舗装試験法便覧 

2-3-1(1988) 

※20 以上 

〔30 以上〕 

高炉徐冷ｽﾗｸﾞ 呈色判定試験 
舗装試験法便覧 

2-3-2(1988) 
呈色なし 

水浸膨張比(%) 
舗装試験法便覧 

2-3-4(1988) 
1.5 以下 

粒状路盤 

製鋼ｽﾗｸﾞ 

ｴｰｼﾞﾝｸﾞ期間 － ６ヶ月以上 

  ［注１］特に指示されない限り 大乾燥密度の 95％に相当する CBR を修正 CBR とする。 

［注２］鉄鋼スラグには PⅠは適用しない。 

［注３］アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシャランを用いる場合で、上層

路盤、基層、表層の合計厚が次に示す数値より小さい場合は、修正 CBR の規格値の値は

〔〕内の数値を適用する。なお、40℃で CBR 試験を行う場合は 20％以上としてよい。 

［注４］再生クラッシャランに用いるセメントコンクリート再生骨材は、すりへり減量が 50％

以下とするものとする。 

［注５］鉄鋼スラグのうち、高炉徐冷スラグにおいては、呈色判定試験を行い合格したもの、

また、製鋼スラグにおいては、６ヶ月以上養生した後の水浸膨張比が規定値以下のもの

でなければならない。ただし、電気炉スラグを３ヶ月以上通常エージングしたあとの水

浸膨張比が 0.6％以下となる場合、及び製鋼スラグを促進エージングした場合は、施工実

績などを参考にし、膨張性が安定したことを確認してエージング期間を短縮することが

できる。 

 

８ 上層路盤に使用する粒度調整路盤材は次号の規格に適合するものとする。 

（１）粒度調整路盤材は、粒度調整砕石、再生粒度調整砕石、粒度調整鉄鋼スラグ、水硬

製粒度調整鉄鋼スラグ、又は、砕石、クラッシャラン、鉄鋼スラグ、砂、スクリーニ

ングス等を次号に示す粒度範囲に入るように混合したものとする。これらの粒度調整

路盤材は、細長いあるいは偏平な石片、粘土塊、有機物ごみ、その他を有害量含まず、

表４－５、６、７の規格に適合するものとする。 
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表４－５ 上層路盤の品質規格 

種別 試験項目 試験方法 規格値 

PⅠ 

舗装試験法便覧 

1-3-5(1988) 

1-3-6(1988) 

※６以下 

粒度調整砕石 

修正 CBR(%) 
舗装試験法便覧 

2-3-1(1988) 

※20 以上 

〔30 以上〕 

PⅠ 

舗装試験法便覧 

1-3-5(1988) 

1-3-6(1988) 

４以下 

再生粒度調整砕石 

修正 CBR(%) 
舗装試験法便覧 

2-3-1(1988) 

80 以上 

〔90 以上〕 

〔注１〕粒度調整路盤に用いる砕石分級されたセメントコンクリート再生 

骨材は、すりへり減量が 50％以下とするものとする。 

〔注２〕アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生粒度調整砕石の 

修正 CBR は、〔〕内の数値を適用する。ただし、40℃で CBR 試 

験を行った場合は 80 以上とする。 

 

表４－６ 上層路盤の品質規格 

種別 試験項目 試験方法 規格値 

呈色判定試験 
舗装試験方法便覧 

2-3-2(1988) 
呈色なし 

水浸膨張比(%) 
舗装試験方法便覧 

2-3-4(1988) 
1.5 以下 

ｴｰｼﾞﾝｸﾞ期間 － ６ヶ月以上 

一軸圧縮強さ 

（13 日養生後） 

N/㎜２（kgf/㎝２）

舗装試験方法便覧 

2-3-3(1988) 
－ 

修正 CBR(%) 
舗装試験方法便覧 

2-3-1(1988) 
80 以上 

粒度調整鉄鋼スラグ 

単位容積質量 

（㎏/l） 

舗装試験方法便覧 

4-9-5(1988) 
1.5 以上 
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表４－７ 上層路盤の品質規格 

種別 試験項目 試験方法 規格値 

呈色判定試験 
舗装試験方法便覧 

2-3-2(1988) 
呈色なし 

水浸膨張比(%) 
舗装試験方法便覧 

2-3-4(1988) 
1.5 以下 

ｴｰｼﾞﾝｸﾞ期間 － ６ヶ月以上 

一軸圧縮強さ 

（13 日養生後） 

N/㎜２（kgf/㎝２）

舗装試験方法便覧 

2-3-3(1988) 
1.2(12)以上 

修正 CBR(%) 
舗装試験方法便覧 

2-3-1(1988) 
80 以上 

水硬性粒度調整 

鉄鋼スラグ 

単位容積質量 

（㎏/l） 

舗装試験方法便覧 

4-9-5(1988) 
1.5 以上 

   〔注〕表４－６、７に示す鉄鋼スラグ路盤材の品質規格は、修正 CBR、一軸圧縮強さ及び 

     単位容積質量については高炉徐冷スラグ及び製鋼スラグ、呈色判定については高炉 

     スラグ、水浸膨張比及びエージング期間については製鋼スラグにそれぞれ適用する。 

 

（２）粒度調整路盤材の粒度範囲は、表４－８の規格に適合するものとする。 

 

表４－８ 粒度調整路盤材の粒度範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 上層路盤に使用する加熱アスファルト安定処理の舗装用石油アスファルトは、２－11

－１一般瀝青材料の舗装用石油アスファルトの規格のうち、100～120 を除く 40～60、

60～80 及び 80～100 の規格に適合するものとする。 

10 加熱アスファルト安定処理に使用する製鋼スラグ及びアスファルトコンクリート再生

骨材は表４－９、10 の規格に適合するものとする。 

 

表４－９ 鉄鋼スラグの品質規格 

材料名 呼び名 
表乾密度 

（ｇ/㎝３） 
吸水率(%) 

すりへり減量 

(%) 

水浸膨張比

(%) 

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ CSS － － 50 以下 2.0 以下 

単粒度調整製鋼ｽﾗｸﾞ SS 2.45 以上 3.0 以上 30 以下 2.0 以下 

  〔注〕水浸膨張比の規格は、３ヶ月以上通常エージングした後の製鋼スラグに適用する。また、 

    試験方法は舗装試験便覧３－７－８（1988）を参照する。 

53㎜ 37.5㎜ 31.5㎜ 26.5㎜ 19㎜ 13.2㎜ 4.75㎜ 2.36㎜ 425μm 75μm

M-40 40～0 100
95～
100 60～90 30～65 20～50 10～30 2～10

M-30 30～0 100
95～
100 60～90 30～65 20～50 10～30 2～10

M-25 25～0 100
95～
100 55～85 30～65 20～50 10～30 2～10

通過質量百分率(%)

粒

度

調

整

砕

石

呼び名
粒度

　　範囲

ふるい目
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表４－10 アスファルトコンクリート再生骨材の品質 

       項目 

名称 

旧ｱｽﾌｧﾙﾄ含有量

(%) 

旧ｱｽﾌｧﾙﾄの針入度

(25℃)1/10 ㎜ 

洗い試験で失われる量

(%) 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材 3.8 以上 20 以上 ５以下 

   〔注１〕各項目は、13～0 ㎜の粒度区分のものに適用する。 

   〔注２〕アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれる旧アスファルト含有量及び 

      75μm ふるいによる水洗いで失われる量は、再生骨材の乾燥試料質量に対する百 

      分率で表したものである。 

   〔注３〕洗い試験で失われる量は、試料のアスファルトコンクリート再生骨材の水洗い 

      前の 75μm ふるいにとどまるものと水洗い後の 75μm ふるいにとどまるものを、 

      気乾若しくは 60℃以下の乾燥炉で乾燥し、その質量差から求めたものである。 

      （旧アスファルトは再生骨材の質量に含まれるが、75μm ふるい通過分に含まれ 

る旧アスファルトは微量なので、洗い試験で失われる量の一部として扱う。） 

 

11 請負人は、セメント及び石灰安定処理に用いる水に油、酸、強いアルカリ、有機物等

の有害含有量を含んでいない清浄なものを使用しなければならない。 

12 アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合は、２－11－１

一般瀝青材料に示す 100～120 を除く 40～60、60～80、80～100 の規格に適合するもの

とする。 

13 請負人は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合、次

の各号の規定に従わなければならない。 

（１）請負人は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合、

プラントで使用する再生用添加剤の種類については、工事に使用する前に監督員の

承諾を得なければならない。 

（２）再生加熱アスファルト混合物の再生添加剤は、アスファルト系又は、石油潤滑系と

する。 

14 再生アスファルト混合物及び材料の規格は、プラント再生舗装技術指針による。 

15 はく離防止剤を使用する場合は、はく離防止剤の使用量をアスファルト全質量に対し

て 0.3％以下とする。 

16 アスファルト舗装の基層及び表層に使用する骨材は、砕石、玉砕、砂利、製鋼スラグ、

砂及び再生骨材とするものとする。 

17 アスファルト舗装の基層及び表層に使用する細骨材は、天然砂、スクリーニングス、

高炉水砕スラグ、クリンカーアッシュ、又はそれらを混合したものとする。 

18 アスファルト舗装の基層及び表層に使用するフィラーは、石灰岩やその他の岩石を粉

砕した石粉、消石灰、セメント、回収ダスト及びフライアッシュ等とするものとする。 

19 アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、次の各号の

規定に従わなければならない。 

（１）アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、表４－11、

12 の規格に適合するものとする。 

（２）密粒度アスファルトコンクリート骨材の 大粒径は車道部 20 ㎜、歩道部及び車道

部のすりつけ舗装は 20 ㎜又は 13 ㎜とする。 
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（３）アスカーブの材料については設計図書によるものとする。 

20 表４－11、12 に示す種類以外の混合物のマーシャル安定度試験の基準値及び粒度範

囲は、設計図書によるものとする。 

 

表４－11 マーシャル安定度試験基準値 

 〔注１〕T:舗装計画交通量（台／日・方向） 

 〔注２〕積雪寒冷地域の場合や､1,000≦T＜3,000 であっても流動によるわだち掘れのおそれが少な

いところでは、突固め回数を 50 回とする。 

 〔注３〕（）内は、1,000≦T で突固め回数を 75 回とする場合の基準値を示す。 

 〔注４〕水の影響を受けやすいと思われる混合物又はそのような箇所に舗設される混合物は、次式

で求め残留安定度 75％以上が望ましい。 

    残留安定度（％）＝（60℃、48 時間水浸後の安定度)（ｋN)／安定度（ｋN））×100 

 

表４－12 アスファルト混合物の種類と粒度範囲 

 

21 プライムコートで使用する石油アスファルト乳剤は、設計図書に示す場合を除き、

JIS K 2208（石油アスファルト乳剤）のＰＫ－３の規格に適合するものとする。 

22 タックコートで使用する石油アスファルト乳剤は、設計図書に示す場合を除き、JIS 

K 2208（石油アスファルト乳剤）のＰＫ－４の規格に適合するものとする。 

20 20 13 13 13 (20F) (13F) (13F) (13F) (13F) 13

1,000≦T 75

T＜1,000 50

3～7 3～7 2～5 3～5 －

65～85 65～85 75～90 75～85 －

混合物の種類

①
粗粒度

アスファルト
混合物

②
密粒度

アスファルト
混合物

⑦
細粒度

アスファルト
混合物

⑧
密粒度
ギャップ

アスファルト
混合物

⑨
開粒度

アスファルト
混合物

突固め回数
75

50
50

③
細粒度

アスファルト
混合物

④
密粒度

ギャップアス
ファルト
混合物

⑤
密粒度

アスファルト
混合物

⑥
細粒度

アスファルト
混合物

3～5

75～85

安定度　ｋN 4.90以上
4.90
(7.35)
以上

4.90以上

空隙率（％）

飽和度（％）

3～6

70～85

3.43以上 4.90以上 3.43以上

フロー値(1/100㎝） 20～40 20～80 20～40

(20) (20) (13) (13) (13) (20F) (13F) (13F) (13F) (13F) (13)

20 20 13 13 13 20 13 13 13 13 20

26.5㎜ 100 100 100

19㎜ 95～100 95～100 100 100 100 95～100 100 100 100 100 100

13.2㎜ 70～90 75～90 95～100 95～100 95～100 75～90 95～100 95～100 95～100 95～100 95～100

4.75㎜ 35～55 45～65 55～70 65～80 35～55 60～80 75～90 45～65 23～45

2.36㎜ 20～35 50～65 30～45 45～65 65～80 30～45 15～30

600μm 11～23 25～40 20～40 40～60 40～65 25～40 8～20

300μm 5～16 12～27 15～30 20～45 20～45 20～40 4～15

150μm 4～12 8～20 5～15 10～25 15～30 10～25 4～10

75μm 2～7 4～10 4～10 8～13 8～15 8～12 2～7

4.5～6 6～8 4.5～6.5 6～8 7.5～9.5 5.5～7.5 3.5～5.56～8

52～72

25～45

16～33

8～21

6～11

3～4 3～5 3～4

35～50 40～60

⑧
密粒度

ギャップ
アスファルト

混合物

⑨
開粒度

アスファルト
混合物

4～6 4～6 3～5 3～5 3～5 4～6 3～5 4～6

④
密粒度

ギャップ
アスファルト

混合物

⑤
密粒度

アスファルト
混合物

⑥
細粒度

ギャップ
アスファルト

混合物

⑦
細粒度

アスファルト
混合物

ｱｽﾌｧﾙﾄ量(%)

①
粗粒度

アスファルト
混合物

②
密粒度

アスファルト
混合物

③
細粒度

アスファルト
混合物

18～30

10～21

6～16

4～8

5～7

混合物の種類

仕上がり厚
㎝

大粒径

通
過
質
量
百
分
率
（

％
）
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４－６－３ コンクリート舗装の材料 

１ コンクリート舗装工で使用する材料について、次の各号は設計図書による。 

（１）アスファルト中間層を施工する場合のアスファルト混合物の種類 

（２）転圧コンクリート舗装の使用材料 

２ コンクリート舗装工で使用する次の各号の材料等は、４－６－２アスファルト舗装の

材料の規格に適合するものとする。 

（１）上層・下層路盤の骨材 

（２）セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理に使用する材料及び

加熱アスファルト安定処理のアスファルト混合物 

３ コンクリート舗装工で使用するコンクリートの強度は、設計図書に示す場合を除き、

材令 28 日において求めた曲げ強度で 4.5N/㎜２（45 ㎏ f/㎝２）とするものとする。 

４ 転圧コンクリート舗装において、転圧コンクリート版を直接表層に用いる場合のコン

クリートの設計基準曲げ強度は、設計図書に示す場合を除き、Ｌ、Ａ及びＢ交通にお

いては 4.5N/㎜２（45 ㎏ f/㎝２）、又はＣ交通においては 5.0N/㎜２（50 ㎏ f/㎝２）と

するものとする。 

４－６－４ 舗装準備工 

１ 請負人は、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工の表層あるいは基層の施工に先

立って、上層路盤面の浮石、その他の有害物を除去し、清掃しなければならない。 

２ 請負人は、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工の表層及び基層の施工に先だっ

て上層路盤面又は基層面の異常を発見したときは、設計図書に関して監督員と協議し

なければならない。 

３ 請負人は、降雨直後及びコンクリート打設２週間以内は防水層の施工を行ってはなら

ない。また、防水層は気温５℃以下で施工してはならない。 

４－６－５ アスファルト舗装工 

１ 請負人は、下層路盤の施工において次の各号の規定に従わなければならない。 

（１）請負人は、粒状路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意しながら、１層の仕上が

り厚さが 20 ㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。 

（２）請負人は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正 CBR 試験によって求めた 適含水比

付近で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の性状等によりこ

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。 

２ 請負人は、上層路盤の施工において次の各号の規定に従わなければならない。 

（１）請負人は、各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及び締固め

に適合した含水比が得られるように混合しなければならない。 

（２）請負人は、粒度調整路盤材の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上が

り厚が 15 ㎝を超えないように、敷均さなければならない。ただし、締固めに振動ロ

ーラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を 20 ㎝とすることができるものとする。 

（３）請負人は、粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正 CBR 試験によって求めた 適

含水比付近の含水比で締固めなければならない。 

３ 請負人は、路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に、次の各号の規定に

従わなければならない。 

（１）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によるものとする。 
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（２）請負人は、施工に先立って、舗装試験法便覧２－４－３（1988）に示す安定処理混

合物の一軸圧縮試験方法により一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量及び石灰量

について監督員の承諾を得なければならない。 

（３）セメント量及び石灰量決定の基準とする一軸圧縮強さは、設計図書に示す場合を

除き、表４－13 の規格によるものとする。ただし、これまでの実績がある場合で、

設計図書に示すセメント量及び石灰量の路盤材が、基準を満足することが明らかで

あり、監督員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略することができるものとす

る。 

 

表４－13 安定処理路盤の品質規格      上層路盤 

工法 機種 試験項目 試験方法 基準値 

ｾﾒﾝﾄ安定処理 － 
一軸圧縮強さ 

〔７日〕 

舗装試験法便覧 

2-4-3(1988) 

１N/㎜２ 

（10 ㎏ f/㎝２） 

石灰安定処理 － 
一軸圧縮強さ 

〔10 日〕 

舗装試験法便覧 

2-4-3(1988) 

0.7N/㎜２ 

（７㎏ f/㎝２） 

下層路盤 

工法 機種 試験項目 試験方法 基準値 

ｾﾒﾝﾄ安定処理 － 
一軸圧縮強さ 

〔７日〕 

舗装試験法便覧 

2-4-3(1988) 

３N/㎜２ 

（30 ㎏ f/㎝２） 

石灰安定処理 － 
一軸圧縮強さ 

〔10 日〕 

舗装試験法便覧 

2-4-3(1988) 

１N/㎜２ 

（10 ㎏ f/㎝２）

（４）監督員の承諾したセメント量及び石灰量と、設計図書に示されたセメント量及び

石灰量との開きが、±0.7％未満の場合には、契約変更を行わないものとする。 

（５）請負人は、舗装試験方法便覧１－３－８（1988）に示される（突固め試験方法５－

（２））方法によりセメント及び石灰安定処理路盤材の 大乾燥密度を求め、監督員

の承諾を得なければならない。 

（６）請負人は、監督員が承諾した場合以外は、気温５℃以下のとき及び雨天時に、施

工してはならない。 

（７）請負人は、下層路盤の安定処理を施工する場合に、路床の整正を行った後、安定処

理をしようとする材料を均一な層状に整形し、その上に本項第２号から第５号により

決定した配合量のセメント又は石灰を均一に散布し、混合機械で１～２回空練りした

後、 適含水比付近の含水比になるよう水を加えながら混合しなければならない。 

（８）請負人は、下層路盤の安定処理を行う場合に、敷均した安定処理路盤材を 適含水

比付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の性状

により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。 

（９）請負人は、下層路盤の安定処理を行う場合に、締固め後の１層の仕上がり厚さが

30 ㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。 

（10）請負人は、下層路盤のセメント安定処理を行う場合、締固めは、水を加え、混合後

２時間以内で完了するようにしなければならない。 
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（11）上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書によるものとする。 

（12）請負人は、上層路盤を行う場合に、路盤材の分離を生じないよう敷均し、締固めな

ければならない。 

（13）請負人は、上層路盤の安定処理を行う場合に、１層の仕上がり厚さは、 小厚さが

大粒径の３倍以上かつ 10 ㎝以上、 大厚さの上限は 20 ㎝以下でなければならない。

ただし、締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚さの上限を 25 ㎝とす

ることができる。 

（14）請負人は、上層路盤の安定処理を行う場合、セメント安定処理路盤の締固めは、混

合後２時間以内に完了するようにしなければならない。 

（15）請負人は、一日の作業工程が終わったときは、道路中心線に直角に、かつ鉛直に、

横断施工目地を設けなければならない。また、施工目地は次に施工する部分の材料を

敷均し、整形、締固めを行う際に、すでに施工した部分に損傷を与えることのないよ

う保護するものとする。 

（16）請負人は、セメント及び石灰安定処理路盤を２層以上に施工する場合の縦継目の位

置を１層仕上がり厚さの２倍以上、横継目の位置は、１ｍ以上ずらさなければならな

い。 

（17）請負人は、加熱アスファルト安定処理層、基層又は表層と、セメント及び石灰安定

処理の縦継目の位置を 15 ㎝以上、横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。 

（18）養生期間及び養生方法は、設計図書によるものとする。 

（19）請負人は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を仕上げ作業完了後ただちに行わ

なければならない。 

４ 請負人は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に、次の各号の規定に

よらなければならない。 

（１）加熱アスファルト安定処理路盤材は、表４－14 に示すマーシャル安定度試験基準

値に適合するものとする。供試体の突固め回数は両面各 50 回とするものとする。 

 

表４－14 マーシャル安定度試験基準値 

項目 基準値 

安定度ｋＮ（㎏ f） 3.5（350）以上 

フロー値（1/100 ㎝） 10～40 

空隙率（%） ３～12 

        〔注〕25 ㎜を超える骨材部分は、同重量だけ 25 ㎜～13 ㎜で置き換えて 

          マーシャル安定度試験を行う。 

 

（２）請負人は、加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定にあ

たっては、配合設計を行い、監督員の確認を得なければならない。ただし、これま

でに実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）がある加熱アスファルト

安定処理路盤材を用いる場合には、これまでに実績（過去１年以内にプラントから生

産され使用した）又は、定期試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り、

配合設計を省略することができるものとする。 



共通編 

 4-37

（３）請負人は、小規模工事（総使用量 500t 未満あるいは施工面積 2000 ㎡未満）におい

ては、これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試

験による試験結果の提出によって、配合設計を省略することができるものとする。 

（４）請負人は、加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定にあたっては、監督

員の確認を得た配合で、室内で配合された混合物から３個のマーシャル供試体を作

製し、次式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度としなければな

らない。なお、マーシャル供試体を作製するにあたっては、25 ㎜を超える骨材だけ

25 ㎜～13 ㎜の骨材と置き換えるものとする。ただし、これまでに実績（過去１年以

内にプラントから生産され使用した）や定期試験で基準密度が求められている場合に

は、その試験結果を監督員が承諾した場合に限り、基準密度を省略することができ

るものとする。 

（５）材料の混合所は敷地とプラント、材料置場等の設備を有するもので、プラントはそ

の周辺に対する環境保全対策を施したものとする。 

（６）プラントは、骨材、アスファルト等の材料を本項第２号及び設計図書で定められ

た配合、温度で混合できるものとする。 

（７）請負人は、混合作業においてコールドフィーダーのゲートを基準とする配合の粒度

に合うように調整し、骨材が連続的に供給できるようにしなければならない。 

（８）請負人は、混合作業においてバッチ式のプラントを用いる場合は、基準とする粒度

に合うように各ホットビンごとの計量値を決定しなければならない。自動計量式のプ

ラントでは、ホットビンから計量する骨材の落差補正を行うものとする。なお、ミキ

サでの混合時間は、均一な混合物を得るのに必要な時間とするものとする。 

（９）請負人は、加熱アスファルト混合物の排出時の温度について監督員の承諾を得な

ければならない。また、その変動は承諾を得た温度に対して±25℃の範囲内としなけ

ればならない。 

（10）請負人は、加熱アスファルト混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵ビン又は加熱貯蔵サ

イロに貯蔵しなければならない。 

（11）請負人は、劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、12 時間以上加熱アス

ファルト混合物を貯蔵してはならない。 

（12）請負人は、加熱アスファルト混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有するダ

ンプトラックを使用し、ダンプトラックの荷台内面には、混合物の付着を防止する油、

又は溶液を薄く塗布しなければならない。 

（13）請負人は、加熱アスファルト混合物の運搬時の温度低下を防ぐために運搬中はシー

ト類で覆わなければならない。 

（14）請負人は、加熱アスファルト混合物の舗装作業を監督員が承諾した場合を除き、

気温が５℃以下のときに施工してはならない。また、雨が降り出した場合、敷均し作

業を中止し、すでに敷均した箇所の混合物をすみやかに締固めて仕上げを完了させな

ければならない。 

（15）請負人は、加熱アスファルト混合物の敷均しにあたり、敷均し機械は施工条件に合

った機種のアスファルトフィニッシャを選定するものとする。また、プライムコート

の散布は、第５項第 10 号及び第 12 号から第 14 号によるものとする。 

（16）請負人は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均
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したときの混合物の温度は 110℃以上、また、１層の仕上がり厚さは 10 ㎝以下とし

なければならない。ただし、混合物の種類によって敷均しが困難な場合は、設計図

書に関して監督員と協議の上、混合物の温度を決定するものとする。 

（17）機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とする。 

（18）請負人は、加熱アスファルト混合物の締固めにあたり、締固め機械は施工条件に合

ったローラを選定しなければならない。 

（19）請負人は、加熱アスファルト混合物を敷均した後、ローラにより締固めなければな

らない。 

（20）請負人は、加熱アスファルト混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は、タン

パ、プレート、コテ等で締固めなければならない。 

（21）請負人は、加熱アスファルト混合物の継目を締固めて密着させ平坦に仕上げなけれ

ばならない。すでに舗設した端部の締固めが不足している場合や、亀裂が多い場合は、

その部分を切取ってから隣接部を施工しなければならない。 

（22）請負人は、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなければ

ならない。 

（23）請負人は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を

15 ㎝以上、横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。 

（24）請負人は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車輪走行位置

の直下からずらして設置しなければならない。 

５ 請負人は、基層及び表層の施工を行う場合に、次の各号の規定に従わなければならな

い。 

（１）請負人は、加熱アスファルト混合物の粒度及びアスファルト量の決定にあたっては、

設計配合を行い、監督員の確認を得なければならない。ただし、これまでに実績

（過去１年以内にプラントから生産され使用した）がある配合設計の場合には、これ

までの実績又は定期試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り、配合設

計を省略することができる。 

（２）請負人は、小規模工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2000 ㎡未満）にお

いては、これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期

試験による配合設計書の提出によって配合設計を省略することができる。 

（３）請負人は、舗設に先立って、本項第１号で決定した場合の混合物について混合所で

試験練りを行わなければならない。試験練りの結果が表４－11 に示す基礎値と照合

して基準値を満足しない場合には、骨材粒度又はアスファルト量の修正を行わなけれ

ばならない。ただし、これまでに製造実績のある混合物の場合には、これまでの実績

（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験による試験練り結果

報告書を監督員が承諾した場合に限り、試験練りを省略することができる。 

（４）請負人は、小規模工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2000 ㎡未満）にお

いては、これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期

試験による試験練り結果報告書の提出によって試験練りを省略することができる。 

（５）請負人は、混合物 初の一日の舗設状況を観察し、必要な場合には配合を修正し、

監督員の承諾を得て 終的な配合（現場配合）を決定しなければならない。 

（６）請負人は、表層及び基層用の加熱アスファルト混合物の基準密度の決定にあたって



共通編 

 4-39

は、次号に示す方法によって基準密度を求め、監督員の承諾を得なければならない。

ただし、これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）や定期試

験で基準密度が求められている場合には、それらの試験結果を監督員が承諾した場

合に限り、基準密度の試験を省略することができる。 

（７）表層及び基層用の加熱アスファルトの基準密度は、監督員の承諾を得た現場配合

により製造した 初の１～２日間の混合物から、午前・午後おのおの３箇のマーシャ

ル供試体を作成し、次式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度と

する。 

〇開粒度アスファルト混合物以外の場合 

 

）常温の水の密度（
）（）－供試体の水中質量（表乾供試体の空中質量

）量（乾燥供試験体の空中質
）＝密度（ 3/3g/cm cmg

gg
g

 

〇開粒度アスファルト混合物の場合 

 

）た供試体の厚さ（ｃｍノギスを用いて計測し）供試体の断面積（

）量（乾燥供試験体の空中質
）＝密度（

2
g/cm3

cm
g

 

 

 

（８）請負人は、小規模工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2000 ㎡未満）にお

いては、実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）や定期試験で得られ

ている基準密度の試験結果を提出することにより、基準密度の試験を省略すること

ができる。 

（９）混合所設備、混合作業、混合物の貯蔵、混合物の運搬及び舗設時の気候条件につい

ては第４項第５号から第 14 号によるものとする。 

（10）請負人は、施工にあたってプライムコート及びタックコートを施す面が乾燥してい

ることを確認するとともに、浮石、ごみ、その他の有害物を除去しなければならな

い。 

（11）請負人は、路盤面及びタックコート施工面に異常を発見したときは、設計図書に

関して監督員と協議しなければならない。 

（12）アスファルト基層工及び表層工の施工にあたって、プライムコート及びタックコー

ートの使用量は、設計図書によるものとする。 

（13）請負人は、プライムコート及びタックコートの散布にあたって、縁石等の構造物を

汚さないようにしながら、アスファルトディストリビュータ又はエンジンスプレーヤ

で均一に散布しなければならない。 

（14）請負人は、プライムコートを施工後、交通に開放する場合は、瀝青材料の車輪への

付着を防ぐため、粗目砂等を散布しなければならない。交通によりプライムコートが

はく離した場合には、再度プライムコートを施工しなければならない。 

（15）請負人は、散布したタックコートが安定するまで養生するとともに、上層のアスフ

ァルト混合物を舗設するまでの間、良好な状態に維持しなければならない。 

（16）混合物の敷均しは、第４項第 15 号から第 17 号によるものとする。ただし、設計
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図書に示す場合を除き、一層の仕上がり厚は７㎝以下とするものとする。 

（17）混合物の締固めは、第４項第 18 号から第 20 号によるものとする。 

（18）継目の施工は、第４項第 21 号から 24 号によるものとする。 

（19）アスカーブの施工は、本項によるものとする。 

６ 請負人は、監督員の指示による場合を除き、舗装表面温度が 50℃以下になってから

交通開放を行わなければならない。 

４－６－６ コンクリート舗装工 

１ 請負人は、下層路盤の施工において次の各号の規格に従わなければならない。 

（１）請負人は、粒状路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意しながら、１層の仕上が

り厚さで 20 ㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。 

（２）請負人は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正 CBR 試験によって求めた 適合水比

付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の性状等

により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。 

２ 請負人は、上層路盤の施工において次の各号の規定に従わなければならない。 

（１）請負人は、各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及び締固め

に適合した含水比が得られるように混合しなければならない。 

（２）請負人は、粒度調整路盤材の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上が

り厚が 15 ㎝を超えないように敷均さなければならない。ただし、締固めに振動ロー

ラや質量の大きい締固め機械を用い、試験施工によって所定の締固め度が得られるこ

とが確認できれば、仕上がり厚の上限を 20 ㎝とすることができるものとする。 

（３）請負人は、粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正 CBR 試験によって求めた 適

含水比で、締固めなければならない。 

３ 請負人は、路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に、次の各号の規定に

従わなければならない。 

（１）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によるものとする。 

（２）請負人は、施工に先立って、舗装試験法便覧２－４－３（1988）に示す安定処理混

合物の一軸圧縮試験方法により一軸圧縮試験を行い、使用するセメントの量及び石灰

量について監督員の承諾を得なければならない。 

（３）下層路盤、上層路盤にセメント及び石灰安定処理に使用するセメント石灰安定処理

混合物の品質規格は、設計図書に示す場合を除き、表４－15、16 の規格に適合する

ものとする。ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量及

び石灰量の路盤材が、基準を満足することが明らかであり、監督員が承諾した場合

には、一軸圧縮試験を省略することができるものとする。 

 

表４－15 安定処理路盤（下層路盤）の品質規格 

工法 種別 試験項目 試験方法 基準値 

ｾﾒﾝﾄ安定処理 － 
一軸圧縮強さ 

〔７日〕 

舗装試験法便覧 

2-4-3(1988) 

１N/㎜２ 

（10kgf/㎝２） 

石灰安定処理 － 
一軸圧縮強さ 

〔10 日〕 

舗装試験法便覧 

2-4-3(1988) 

0.5N/㎜２ 

（５kgf/㎝２） 
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表４－16 安定処理路盤（上層路盤）の品質規格 

工法 種別 試験項目 試験方法 基準値 

ｾﾒﾝﾄ安定処理 － 
一軸圧縮強さ 

〔７日〕 

舗装試験法便覧

2-4-3(1988) 

２N/㎜２ 

（20kgf/㎝２）

石灰安定処理 － 
一軸圧縮強さ 

〔10 日〕 

舗装試験法便覧

2-4-3(1988) 

１N/㎜２ 

（10kgf/㎝２）

 

（４）監督員の承諾したセメント量及び石灰量と、設計図書に示されたセメント量及び

石灰量との開きが、±0.７％未満の場合には、契約変更を行わないものとする。 

（５）請負人は、舗装試験法便覧１－３－８（1988）に示される（突固め試験方法５－

(２)）方法によりセメント及び石灰安定処理路盤材の 大乾燥密度を求め、監督員の

承諾を得なければならない。 

（６）請負人は、監督員が承諾した場合以外は、気温５℃以下のとき及び雨天時に、施

工を行ってはならない。 

（７）請負人は、下層路盤の安定処理を施工する場合に、路床の整正を行った後、安定処

理をしようとする材料を均一な層状に整形し、その上に本項第２号から第５号により

決定した配合量のセメント又は石灰を均一に散布し、混合機械で１～２回空練りした

のち、 適含水比付近の含水比になるよう水を加えながら混合しなければならない。 

（８）請負人は、下層路盤の安定処理を行う場合に、敷均した安定処理路盤材を 適含水

比付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の性状

により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。 

（９）請負人は、下層路盤の安定処理を行う場合に、締固め後の１層の仕上がり厚さが

30 ㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。 

（10）請負人は、下層路盤のセメント安定処理を行う場合、締固めは水を加え、混合後２

時間以内で完了するようにしなければならない。 

（11）上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書によるものとする。 

（12）請負人は、上層路盤の安定処理を行う場合に、路盤材の分離を生じないよう敷均し、

締固めなければならない。 

（13）請負人は、上層路盤の安定処理を行う場合に、１層の仕上がり厚さは、 小厚さが

大粒径の３倍以上かつ 10 ㎝以上、 大厚さの上限は 20 ㎝以下でなければならない。

ただし、締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を 25 ㎝とする

ことができるものとする。 

（14）請負人は、上層路盤の安定処理を行う場合に、セメント安定処理路盤の締固めは、

混合後２時間以内に完了するようにしなければならない。 

（15）請負人は、一日の作業工程が終わったときは、道路中心線に直角に、かつ鉛直に、

横断施工目地を設けなければならない。また、施工目地は次に施工する部分の材料を

敷均し、整形、締固めを行う際に、すでに施工した部分に損傷を与えることのないよ

う保護しなければならない。 

（16）請負人は、セメント及び石灰安定処理路盤を２層以上に施工する場合の縦継目の位

置を１層仕上がり厚さの２倍以上、横継目の位置は、１ｍ以上ずらさなければならな

い。 
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（17）請負人は、加熱アスファルト安定処理層、基層又は表層と、セメント及び石灰安定

処理層の縦継目の位置を 15 ㎝以上、横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。 

（18）養生期間及び養生方法は、設計図書によるものとする。 

（19）請負人は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を、仕上げ作業完了後ただちに行

わなければならない。 

４ 請負人は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に、次の各号の規定に

従わなければならない。 

（１）加熱アスファルト安定処理路盤材は、表４－17 に示すマーシャル安定度試験基準

値に適合するものとする。供試体の突固め回数は両面各々50 回とする。 

 

表４－17 マーシャル安定度試験基準値 

項目 基準値 

安定度ｋN（㎏ f） 3.5（350）以上 

フロー値（1/100 ㎝） 10～40 

空隙率（%） ３～12 

        〔注〕25 ㎜を超える骨材部分は、同重量だけ 25 ㎜～13 ㎜で置き換えて 

          マーシャル安定度試験を行う。 

 

（２）請負人は、加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定にあ

たっては、配合設計を行い、監督員の確認を得なければならない。ただし、これま

でに実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）がある加熱アスファルト

安定処理路盤材を用いる場合には、これまでの実績（過去１年以内にプラントから生

産され使用した）又は、定期試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り、

配合設計を省略することができるものとする。 

（３）請負人は、小規模工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2000 ㎡未満）にお

いては、これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期

試験による試験結果の提出によって、配合設計を省略することができる。 

（４）請負人は、加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定にあたっては、監督

員の確認を得た配合で、室内で配合された混合物から３個のマーシャル供試体を作

製し、次式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度としなければな

らない。なお、マーシャル供試体の作製にあたっては、25 ㎜を超える骨材だけ 25 ㎜

～13 ㎜の骨材と置き換えるものとする。ただし、これまでに実績（過去１年以内に

プラントから生産され使用した）や定期試験で基準密度が求められている場合には、

その試験結果を監督員が承諾した場合に限り、基準密度を省略することができるも

のとする。 

 

 

 

（５）請負人は、加熱アスファルト安定処理施工にあたって、材料の混合所は敷地とプラ

ント、材料置場等の設備を有するものでプラントはその周辺に対する環境保全対策を

施したものでなければならない。 

（６）プラントは、骨材、アスファルト等の材料をあらかじめ定めた配合、温度で混合で

密度（g/㎝ 3） ＝ 

乾燥供試体の空中質量(g) 

表乾供試体の空中質量(g)－供試体の水中質量(g) 

×常温の水の密度(g/㎝ 3) 
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きるものとする。 

（７）請負人は、混合作業においてコールドフィーダのゲートを基準とする配合の粒度に

合うように調整し、骨材が連続的に供給できるようにしなければならない。 

（８）請負人は、混合作業においてバッチ式のプラントを用いる場合は、基準とする粒度

に合うよう各ホットビンごとの計量値を決定しなければならない。自動計量式のプラ

ントでは、ホットビンから計量する骨材の落差補正を行うものとする。なお、ミキサ

での混合時間は、均一な混合物を得るのに必要な時間とするものとする。 

（９）請負人は、加熱アスファルト混合物の排出時の温度について監督員の承諾を得な

ければならない。また、その変動は、承諾を得た温度に対して±25℃の範囲内としな

ければならない。 

（10）請負人は、加熱アスファルト混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵ビン又は加熱貯蔵サ

イロに貯蔵しなければならない。 

（11）請負人は、劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、12 時間以上加熱アス

ファルト混合物を貯蔵してはならない。 

（12）請負人は、加熱アスファルト混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有するダ

ンプトラックを使用し、ダンプトラックの荷台内面には、混合物の付着を防止する油、

又は溶液を薄く塗布しなければならない。 

（13）請負人は、加熱アスファルト混合物の運搬時の温度低下を防ぐために、運搬中はシ

ート類で覆わなければならない。 

（14）請負人は、加熱アスファルト混合物の舗設作業を監督員が承諾した場合を除き、

気温が５℃以下のときに施工しなければならない。また、雨が降り出した場合、敷均

し作業を中止し、すでに敷均した箇所の混合物をすみやかに締固めて仕上げを完了さ

せなければならない。 

（15）請負人は、加熱アスファルト混合物の敷均しにあたり、敷均し機械は施工条件に合

った機種のアスファルトフィニッシャを選定しなければならない。 

（16）請負人は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均

したときの混合物の温度は 110℃以上、また、１層の仕上がり厚さは 10 ㎝以下とし

なければならない。ただし、混合物の種類によって敷均しが困難な場合は監督員と

協議の上、混合物の温度を決定するものとする。 

（17）機械仕上げが不可能な箇所は、人力施工とするものとする。 

（18）請負人は、加熱アスファルト混合物の締固めにあたり、締固め機械は施工条件に合

ったローラを選定しなければならない。 

（19）請負人は、加熱アスファルト混合物を敷均した後、ローラによって締固めなければ

ならない。 

（20）請負人は、加熱アスファルト混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は、タン

パ、プレート、コテ等で締固めなければならない。 

（21）請負人は、加熱アスファルト混合物の継目を締固めて密着させ、平坦に仕上げなけ

ればならない。すでに舗設した端部の締固めが不足している場合や、亀裂が多い場合

は、その部分を切取ってから隣接部を施工しなければならない。 

（22）請負人は、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなければ

ならない。 
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（23）請負人は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を

15 ㎝以上、横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。 

（24）請負人は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車輪走行位置

の直下を外して設置しなければならない。 

５ 請負人は、アスファルト中間層の施工を行う場合に、次の各号の規定に従わなければ

ならない。 

（１）アスファルト混合物の種類は、設計図書によるものとする。 

（２）配合設計におけるマーシャル試験に対する基準値の突固め回数は、50 回とする。 

（３）請負人は、施工面が乾燥していることを確認するとともに浮石、ごみ、その他の

有害物質を除去しなければならない。 

（４）請負人は、路盤面に異常を発見したときは、設計図書に関して監督員と協議しな

ければならない。 

（５）請負人は、アスファルト中間層の施工にあたってプライムコートの使用量は、設

計図書によらなければならない。 

（６）請負人は、プライムコート及びタックコートの散布にあたって、縁石等の構造物を

汚さないようにしながら、アスファルトディストリビュータ又はエンジンスプレーヤ

等で均一に散布しなければならない。 

（７）請負人は、散布したタックコートが安定するまで養生するとともに、上層のアスフ

ァルト混合物を舗設するまでの間、良好な状態に維持しなければならない。 

（８）混合物の敷均しは、第４項第 15 号から第 17 号によるものとする。ただし、設計

図書に示す場合を除き、一層の仕上がり厚は７㎝以下とするものとする。 

（９）混合物の締固めは、第４項第 18 号から第 20 号によるものとする。 

（10）継目は、第４項第 21 号から第 24 号によるものとする。 

（11）請負人は、アスファルト中間層の表面には、コンクリート舗設に先立って、石粉等

を設計図書に示す量を均等に塗布しなければならない。なお、石粉は水との混合比

を１：１にして３㍑/㎡を標準とする。 

６ コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合基準は、表４－18 の規格に適合す

るものとする。 

 

表４－18 コンクリートの配合基準 

粗骨材の 大寸法 スランプ 摘要 

2.5 ㎝又は沈下度 30 秒を標準とする。 
40 ㎜ 

6.5 ㎝を標準とする。(特殊箇所のｺﾝｸﾘｰﾄ版）

舗設位置に

おいて 

     〔注〕特殊箇所とは、設計図書で示された施工箇所をいう。 

 

７ コンクリート舗装で使用するコンクリートの材料の質量計量分量に対し、表４－19

の許容誤差の範囲内とするものとする。 

 

表４－19 計量誤差の許容値 

材料の種類 水 ｾﾒﾝﾄ 骨材 混和材 混和剤 

許容誤差(%) ±１ ±１ ±３ ±２ ±３ 
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８ 請負人は、コンクリート舗装の練りまぜ、型枠の設置、コンクリートの運搬・荷物卸

しにあたって、次の各号の規定に従わなければならない。 

（１）請負人は、セメントコンクリート舗装の施工にあたって使用する現場練りコンクリ

ートの練りまぜには、強度練りミキサ又は可般式ミキサを使用しなければならない。 

（２）請負人は、セメントコンクリート舗装の施工にあたって型枠は、十分清掃し、まが

り、ねじれ等変形のない堅固な構造とし、版の正確な仕上がり厚さ、正しい計画高さ

を確保するものとし、舗設の際、移動しないように所定の位置に据付けなければなら

ない。また、コンクリートの舗設後、20 時間以上経過後に取り外さなければならな

い。 

（３）請負人は、コンクリートの運搬は、材料ができるだけ分離しない方法で行い、練り

まぜてから舗設開始までの時間は、ダンプトラックを用いる場合は、１時間以内、ま

た、アジテータトラックによる場合は 1.5 時間以内としなければならない。 

（４）アジテータトラックにより運搬されたコンクリートは、ミキサ内のコンクリートを

均等質にし、等厚になるように取卸し、また、シュートを振り分けて連続して、荷下

ろしを行うものとする。 

（５）コンクリートの運搬荷卸しは、舗設後のコンクリートに害を与えたり荷卸しの際コ

ンクリートが分離しないように路盤上に散布した石粉等をコンクリートの中に巻き込

まないようにするものとする。また、型枠やバーアセンブリ等に変形や変位を与えな

いように荷卸しをしなければならない。 

（６）請負人は、ダンプトラックの荷台には、コンクリートの滑りをよくするため油類を

塗布してはならない。 

９ 請負人は、コンクリート舗装のコンクリートの敷均し、締固めにあたって、次の各号

の規定に従わなければならない。 

（１）請負人は、アスファルト中間層の上に打設する場合は、石粉等が均一に散布してい

るかどうか、確認しなければならない。 

（２）日平均気温が 25℃を超える時期に施工する場合には暑中コンクリートとしての施

工ができるように準備をしておき、コンクリートの打込み時における気温が 30℃を

超える場合には、暑中コンクリートとするものとする。また、日平均気温が４℃以下

又は、舗設後６日以内に０℃となることが予想される場合には、寒中コンクリートと

するものとする。 

 請負人は、暑中コンクリート及び寒中コンクリートの施工にあたっては、日本道路

協会  舗装施工便覧第８章８－４－10 暑中および寒中におけるコンクリート版の施

工の規定によるものとし、第１編１－１－５ 第１項の施工計画書に、施工・養生方

法等を記載しなければならない。 

（３）請負人は、コンクリートを、スプレッダーを使用して材料が分離しないよう敷均さ

なければならない。ただし、拡幅摺付部、取付道路交差部で人力施工とする場合は、

型枠に沿ったところから順序よく「スコップ返し」をしながら所要の高さで敷均すも

のとする。 

（４）請負人は、コンクリートを、締固め後コンクリートを加えたり、削ったりすること

のないように敷均さなければならない。 
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（５）請負人は、コンクリート版の四隅、ダウエルバー、タイバー等の付近は、分離した

コンクリートが集まらないよう特に注意し、丁寧に施工しなければならない。 

（６）請負人は、コンクリート舗設中、雨が降ってきたときは、ただちに作業を中止しな

ければならない。 

（７）請負人が舗設中に機械の故障や、降雨のため、舗設を中止せざるを得ないときに設

ける目地は、できるだけダミー目地の設計位置に置くようにしなければならない。 

   それができない場合は、目地の設計位置から３ｍ以上離すようにするものとする。

この場合の目地構造は、タイバーを使った突き合わせ目地とするものとする。 

（８）請負人は、フィニッシャを使用し、コンクリートを十分に締固めなければならない。 

（９）請負人は、フィニッシャの故障、あるいはフィニッシャの使えないところなどの締

固めのため、平面バイブレータ、棒状バイブレータを準備して、締固めなければなら

ない。 

（10）請負人は、型枠及び目地の付近を、棒状バイブレータで締固めなければならない。

また、作業中ダ上ルバー、タイバー等の位置が移動しないよう注意するものとする。 

10 請負人は、コンクリート舗装の鉄網の設置にあたって、次の各号の規定に従わなけれ

ばならない。 

（１）請負人は、鉄網を締固めるときに、たわませたり移動したりしてはならない。 

（２）鉄網は、重ね継手とし、20 ㎝以上重ねあわせるものとする。 

（３）請負人は、鉄網の重ねを焼きなまし鉄線で結束しなければならない。 

（４）請負人は、鉄網位置により、コンクリートを上下層に分けて施工する場合は、下層

コンクリートを敷均した後、上層コンクリートを打つまでの時間を 30 分以内としな

ければならない。 

11 請負人は、コンクリート舗装の表面仕上げにあたって、次の各号の規定に従わなけれ

ばならない。 

（１）請負人は、コンクリート舗装の表面を粗面仕上げとし、かつ、仕上げ面は平坦で、

緻密、堅硬な表面とし、特に縦方向の凹凸がないように仕上げなければならない。 

（２）請負人は、荒仕上げをフィニッシャによる機械仕上げ、又は簡易フィニッシャやテ

ンプレートタンパによる手仕上げで行わなければならない。 

（３）請負人は、平坦仕上げを、荒仕上げに引き続いて行い、表面仕上げ機による機械仕

上げ又はフロートによる手仕上げで行わなければならない。 

（４）請負人は、人力によるフロート仕上げを、フロートを半分ずつ重ねて行わなければ

ならない。また、コンクリート面が低くてフロートが当たらないところがあれば、コ

ンクリートを補充してコンクリート全面にフロートが当たるまで仕上げなければなら

ない。 

（５）請負人は、仕上げ作業中、コンクリートの表面に水を加えてはならない。著しく乾

燥するような場合には、フォッグスプレーを用いてもよいものとする。 

（６）請負人は、仕上げ後に、平坦性の点検を行い、必要があれば不陸整正を行わなけれ

ばならない。 

（７）請負人は、粗面仕上げを、平坦仕上げが完全に終了し、表面の水光りが消えたら、

粗面仕上げを機械又は人力により、版全体を均等に粗面に仕上げなければならない。 

 



共通編 

 4-47

12 請負人は、コンクリート舗装のコンクリートの養生は、次の各号の規定に従って行わ

なければならない。 

（１）請負人は、表面仕上げの終わったコンクリート版は所定の強度になるまで日光の直

射、風雨、乾燥、気温、荷重ならびに衝撃等有害な影響を受けないよう養生をしなけ

ればならない。 

（２）請負人は、初期養生として、表面仕上げ終了直後から、コンクリート版の表面を荒

らさないで養生作業ができる程度にコンクリートが硬化するまで養生を行わなければ

ならない。 

（３）請負人は、後期養生として、初期養生に引き続き現場養生を行った供試体の曲げ強

度が 3.5N/㎜２（35 ㎏ f/㎝２）以上となるまで、スポンジ、麻布、むしろ等でコンク

リート表面を隙間なく覆って湿潤状態になるよう散水しなければならない。また、養

生期間を試験によらないで定める場合には、普通ポルトランドセメントの場合は２週

間、早強ポルトランドセメントの場合は１週間、中庸熱ポルトランドセメント、フラ

イアッシュセメントＢ種及び高炉セメントＢ種の場合は３週間とする。ただし、これ

らにより難い場合は、第１編１－１－５第１項の施工計画書に、その理由、施工方

法等を記載しなければならない。 

（４）請負人は、コンクリートが少なくとも圧縮強度が５N/㎜２（50 ㎏ f/㎝２）、曲げ強

度が１N/㎜２（10 ㎏ f/㎝２）になるまで、凍結しないよう保護し、特に風を防がなけ

ればならない。 

（５）請負人は、コンクリート舗装の交通開放の時期については、監督員の承諾を得な

ければならない。 

13 請負人は、転圧コンクリート舗装を施工する場合は、次の各号の規定に従って行わな

ければならない。 

（１）請負人は、施工に先立ち、転圧コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合を

定めるための試験を行って理論配合、示方配合を決定し、監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

（２）転圧コンクリート舗装において、下層路盤、上層路盤にセメント安定処理工を使用

する場合、セメント安定処理混合物の品質規格は設計図書に示す場合を除き、表４

－15、16 に適合するものとする。ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書

に示すセメント安定処理混合物の路盤材が、基準を満足することが明らかであり監督

員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略することができるものとする。 

（３）請負人は、「転圧コンクリート舗装技術指針(案)４－２配合条件」に基づいて配合

条件を決定し、監督員の承諾を得なければならない。 

（４）請負人は、「転圧コンクリート舗装技術指針(案)４―３－１配合設計の一般的手

順」に従って配合設計を行い、細骨材率、単位水量、単位セメント量を求めて理論配

合を決定しなければならない。その配合に基づき使用するプラントにおいて試験練り

を実施し、所要の品質が得られることを確認して示方配合を決定し、監督員の承諾

を得なければならない。 

   示方配合の標準的な表し方は、設計図書に示さない場合は表４－20 によるものと

する。 
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表４－20 示方配合表 

単位量(㎏/m３) 

種
別 

粗骨材

の 大

寸法

(㎜) 

ｺﾝｼｽﾃﾝ

ｼｰの目

標値

(%､秒) 

細骨材

率 s/a 

(%) 

水ｾﾒﾝﾄ

比 W/C 

(%) 

単位粗

骨材容

積 

水 

W 

ｾﾒﾝﾄ 

C 

細骨材

S 

粗骨材

G 
混和剤 

単位容

積質量

(kg/m3)

含水比

W(%) 

理
論
配
合 

 － － － －       － 

示
方
配
合 

            

備
考 

(１)設計基準曲げ強度＝    N/㎜２ 

(２)配合強度＝        N/㎜２ 

(３)設計空隙率        ％ 

(４)ｾﾒﾝﾄの種類： 

(５)混和剤の種類： 

(６)粗骨材の種類： 

(７)粗骨材の FM： 

(８)ｺﾝｼｽﾃﾝｼｰ評価法： 

(９)施工時間： 

(10)転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ運転時間：     分 

 

（５）設計図書に示されない場合、粗骨材の 大寸法は 20 ㎜とするものとする。ただし、

これにより難いときは監督員の承諾を得て 25 ㎜とすることができるものとする。 

（６）請負人は、転圧コンクリートの所要の品質を確保できる施工機械を選定しなければ

ならない。 

（７）請負人は、転圧コンクリートの施工にあたって練りまぜ用ミキサとして、２軸パグ

ミル型、水平回転型、あるいは可傾式のいずれかのミキサを使用しなければならない。 

（８）転圧コンクリートにおけるコンクリートの練りまぜ量は公称能力の 2/3 程度とする

が、試験練りによって決定し、監督員の承諾を得なければならない。 

（９）運搬は第８項第３号から第６号の規定によるものとする。ただし、転圧コンクリー

トを練りまぜてから転圧を開始するまでの時間は 60 分以内とするものとする。これ

により難い場合は監督員の承諾を得て、混和剤又は遅延剤を使用して時間を延長で

きるが、90 分を限度とするものとする。 

（10）請負人は、運搬中シートによりコンクリートを乾燥から保護しなければならない。 

（11）型枠は第８項第２号の規定によるものとする。 

（12）請負人は、コンクリートの敷均しを行う場合に、所要の品質を確保できるアスファ

ルトフィニッシャによって行わなければならない。 

（13）請負人は、敷均したコンクリートを、表面の平坦性の規格を満足させ、かつ、所定

の密度になるまで振動ローラ、タイヤローラなどによって締固めなければならない。 

（14）請負人は、締固めの終了した転圧コンクリートを養生マットで覆い、コンクリート

の表面を荒らさないよう散水による湿潤養生を行わなければならない。 

（15）請負人は、散水養生を、車両の走行によって表面のはく脱、飛散が生じなくなるま

で続けなければならない。 

（16）請負人は、養生期間終了後、監督員の承諾を得て、転圧コンクリートを交通に開

放しなければならない。 
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14 請負人は、コンクリート舗装の目地を施工する場合に、次の各号の規定に従わなけれ

ばならない。 

（１）請負人は、目地に接するところは、他の部分と同じ強度及び平坦性を持つように仕

上げなければならない。目地付近にモルタルばかりよせて施工してはならない。 

（２）目地を挟んだ、隣接コンクリート版相互の高さの差は２㎜を超えてはならない。ま

た、目地はコンクリート版面に垂直になるよう施工しなければならない。 

（３）目地の肩は、半径５㎜程度の面取りをするものとする。ただし、コンクリートが硬

化した後、コンクリートカッター等で目地を切る場合は面取りを行わなくともよいも

のとする。 

（４）目地の仕上げは、コンクリート面の荒仕上げが終わった後、面ごてで半径５㎜程度

の荒面取りを行い、水光が消えるのを待って 後の仕上げをするものとする。 

（５）請負人は、膨張目地のダウエルバーの設置において、バー端部付近に、コンクリー

ト版の伸縮によるひびわれが生じないよう、道路中心線に平行に挿入しなければならない。 

（６）請負人は、膨張目地のダウエルバーに、版の伸縮を可能にするため、ダウエルバー

の中央部約 10 ㎝程度にあらかじめ、錆止めペイントを塗布し、片側部分に瀝青材料

等を２回塗布して、コンクリートとの絶縁を図り、その先端には、キャップをかぶせ

なければならない。 

（７）請負人は、収縮目地を施工する場合に、ダミー目地を、定められた深さまで路面に

対して垂直にコンクリートカッターで切り込み、目地材を注入しなければならない。 

（８）請負人は、収縮目地を施工する場合に、突き合わせ目地に、硬化したコンクリート

目地にアスファルトを塗るか、又はアスファルトペーパーその他を挟んで、新しいコ

ンクリートが付着しないようにしなければならない。 

（９）注入目地材（加熱施工方式）の品質は、表４－21 を標準とする。 

 

表４－21 注入目地材（加熱施工式）の品質 

試験項目 低弾性タイプ 高弾性タイプ 

針入度（円鍵針） ６㎜ ９㎜以下 

弾性（球針）  初期貫入量 0.5～1.5 ㎜  復元率 60％以上 

引張量 ３㎜以上 10 ㎜以上 

流れ ５㎜以上 ３㎜以下 

 

15 転圧コンクリート舗装において目地は、設計図書に従うものとする。 

16 請負人は、アスファルト混合物の事前認定審査を受けた混合物は、認定書の写しを

提出することによって、配合設計書、基準密度、試験練りに代えるものとする。 

４－６－７ 薄層カラー舗装工 

１ 請負人は、薄層カラー舗装工の施工に先立ち、基盤面の有害物を除去しなければならない。 

２ 請負人は、基盤面に異常を発見したときは、設計図書に関して監督員と協議をしな

ければならない。 

３ 薄層カラー舗装工の上層路盤、下層路盤、薄層カラー舗装の施工については、４－６

－５アスファルト舗装工の規定によるものとする。 

４ 請負人は、使用済み合材等により、色合いが悪くなるおそれのある場合には、事前に

プラント、ダンプトラック、フィニッシャーの汚れを除去するよう洗浄しなければならない。 
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第７節 地盤改良工 

４－７－１ 一般事項 

  本節は、地盤改良工として路床安定処理工、置換工、表層安定処理工、パイルネット

工、サンドマット工、バーチカルドレーン工、締固改良工、固結工その他これらに類す

る工種について定めるものとする。 

４－７－２ 路床安定処理工 

１ 請負人は、路床土と安定材を均一に混合し、締固めて仕上げなければならない。 

２ 請負人は、安定材の散布を行う前に現地盤の不陸整正や必要に応じて仮排水路などを

設置しなければならない。 

３ 請負人は、所定の安定材を散布機械又は人力によって均等に散布しなければならない。 

４ 請負人は、路床安定処理工にあたり、散布終了後に適切な混合機械を用いて混合しな

ければならない。また、請負人は、混合中は混合深さの確認を行うとともに混合むら

が生じた場合は、再混合を行わなければならない。 

５ 請負人は、路床安定処理工にあたり、粒状の石灰を用いる場合には、一回目の混合が

終了した後仮転圧して放置し、生石灰の消化を待ってから再び混合を行わなければなら

ない。ただし、紛状の生石灰（０～５㎜）を使用する場合は、一回の混合とすることが

できるものとする。 

６ 請負人は、路床安定処理工における散布及び混合を行うにあたり、粉じん対策につい

て、監督員と設計図書に関して協議しなければならない。 

７ 請負人は、路床安定処理工にあたり、混合が終了したら表面を粗均しした後、整形し

締固めなければならない。当該箇所が軟弱で締固め機械が入れない場合には、湿地ブル

ドーザなどで軽く転圧を行い、数日間養生した後に整形しタイヤローラなどで締固める

ものとする。 

４－７－３ 置換工 

１ 請負人は、置換のために掘削を行うにあたり、掘削面以下の層を乱さないように施工

しなければならない。 

２ 請負人は、路床部の置換工にあたり、一層の敷均し厚さは、仕上がり厚で 20 ㎝以下

としなければならない。 

３ 請負人は、構造物基礎の置換工にあたり、構造物に有害な沈下及びその他の影響が生

じないように十分に締固めなければならない。 

４ 請負人は、置換工において、終了表面を粗均しした後、整形し締固めなければならな

い。 

４－７－４ 表層安定処理工 

１ 請負人は、表層安定処理工にあたり、設計図書に記載された安定材を用いて、記載

された範囲、形状に仕上げなければならない。 

２ サンドマット及び安定シートの施工については、４－７－６サンドマット工の規定に

よるものとする。 

３ 請負人は、表層混合処理を行うにあたり、安定材に生石灰を用いこれを貯蔵する場合

は、地表面 50 ㎝以上の水はけの良い高台に置き、水の侵入、吸湿を避けなければなら

ない。なお、請負人は、生石灰の貯蔵品が 500 ㎏を超える場合は、消防法の適用を受け

るので、これによらなければならない。 



共通編 

 4-51

４ 請負人は、置換のための掘削を行う場合には、その掘削法面の崩壊が生じないように

現地の状況に応じて勾配を決定しなければならない。 

５ 請負人は、サンドマット（海上）にあっては、潮流を考慮し砂を所定の箇所へ投下し

なければならない。 

６ 請負人は、安定材の配合について施工前に配合試験を行う場合は、安定処理土の静的

締固めによる供試体作製方法又は、安定処理土の締固めをしない供試体の作製方法（地

盤工学会）の各基準のいずれかにより供試体を作製し、JIS A 1216（土の一軸圧縮試験

方法）の基準により試験を行うものとする。 

４－７－５ パイルネット工 

１ 請負人は、連結鉄筋の施工にあたり、設計図書に記載された位置に敷設しなければ

ならない。 

２ サンドマット及び安定シートの施工については、４－７－６サンドマット工の規定に

よるものとする。 

３ 請負人は、パイルネット工における木杭の施工にあたり、次の各号の規定によらなけ

ればならない。 

（１）請負人は、材質が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。 

（２）請負人は、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 倍程度とし

なければならない。 

４ 請負人は、パイルネット工における既製コンクリート杭の施工にあたり、次の各号の

規定によらなければならない。 

（１）請負人は、施工後に地表面に凹凸や空洞が生じた場合は、４－３－３作業土工の規

定により、これを埋戻さなければならない。 

（２）請負人は、杭頭処理にあたり、杭本体を損傷させないように行わなければならない。 

（３）請負人は、杭の施工にあたり、施工記録を整備保管するものとし、監督員が施工記

録を求めた場合については、遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければな

らない。 

（４）請負人は、打込みにあたり、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。 

（５）請負人は、杭の施工にあたり、杭頭を打込みの打撃時により損傷した場合は、これ

を整形しなければならない。 

（６）請負人は、杭の施工にあたり、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。 

（７）請負人は、杭の打込みを終わり、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。 

（８）請負人は、杭の施工にあたり、次の規定によらなければならない。 

  ① 請負人は、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）の規定によらなければならない。 

  ② 請負人は、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）の規定によらなければならない。 

  ③ 請負人は、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
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定によらなければならない。 

（９）請負人は、杭のカットオフにあたり、杭内に設置されている鉄筋等の鋼材を傷付け

ないように、切断面が水平となるように行わなければならない。 

（10）請負人は、殻運搬処理にあたり、運搬物が飛散しないように行わなければならない。 

４－７－６ サンドマット工 

１ 請負人は、サンドマットの施工にあたり、砂のまき出しは均一に行い、均等に荷重を

かけるようにしなければならない。 

２ 請負人は、安定シートの施工にあたり、隙間無く敷設しなければならない。 

４－７－７ バーチカルドレーン工 

１ 請負人は、バーチカルドレーンの打設及び排水材の投入に使用する機械については、

施工前に施工計画書に記載しなければならない。 

２ 請負人は、バーチカルドレーン内への投入材の投入量を計測し、確実に充てんしたこ

とを確認しなければならない。 

３ 請負人は、袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンについてはその打設による使

用量を計測し、確実に打設されたことを確認しなければならない。 

４ 請負人は、袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンの打設にあたり、切断及び持

ち上がりが生じた場合は、改めて打設を行わなければならない。 

５ 請負人は、打設を完了したペーパードレーンの頭部を保護し、排水効果を維持しなけ

ればならない。 

４－７－８ 締固め改良工 

１ 請負人は、締固め改良工にあたり、地盤の状況を把握し、坑内へ設計図書に記載さ

れた粒度分布の砂を用いて適切に充てんしなければならない。 

２ 請負人は、施工現場周辺の地盤や、他の構造物並びに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。 

３ 請負人は、海上におけるサンドコンパクションの施工にあたっては、設計図書に示

された位置に打設しなければならない。 

４－７－９ 固結工 

１ 攪拌とは、粉体噴射攪拌、高圧噴射攪拌及びスラリー攪拌を示すものとする。 

２ 請負人は、固結工による工事着手前に、攪拌及び注入する材料について配合試験と一

軸圧縮試験を実施するものとし、目標強度を確認しこの結果を監督員に報告しなけれ

ばならない。 

３ 請負人は、固結工法にあたり、施工中における施工現場周辺の地盤や他の構造物並び

に施設などに対して振動による障害を与えないようにしなければならない。 

４ 請負人は、固結工法の施工中に地下埋設物を発見した場合は、ただちに工事を中止し、

監督員に報告後、占有者全体の立会いを求め管理者を明確にし、その管理者と埋設物

の処理にあたらなければならない。 

５ 請負人は、生石灰パイルの施工にあたり、パイルの頭部は１ｍ程度空打ちし、砂又は

粘土で埋戻さなければならない。 

６ 請負人は、薬液注入工の施工にあたり、薬液注入工法の適切な使用に関し、技術的知

識と経験を有する現場責任者を選任し、事前に経歴書により監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 
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７ 請負人は、薬液注入工事の着手前に次の各号について監督員の確認を得なければな

らない。 

（１）工法関係 ①注入圧 

        ②注入速度 

        ③注入順序 

        ④ステップ長 

（２）材料関係 ①材料（購入・流通経路等を含む） 

        ②ゲルタイム 

        ③配合 

８ 請負人は、薬液注入工を施工する場合には、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月建設省事務次官通達官技発第 160 号）の規定によらなけ

ればならない。 

９ 請負人は、薬液注入工における施工管理等については、薬液注入工事に係る施工管理

について（平成２年９月建設省技調発第 188 号）の規定によらなければならない。なお、

請負人は、注入の効果の確認が判定できる資料を作成し提出するものとする。 

 

第８節 工場製品輸送工 

４－８－１ 一般事項 

１ 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もの

とする。 

２ 請負人は、輸送に着手する前に１－１－５施工計画書第１項の施工計画への記載内

容に加えて、輸送計画に関する事項を記載し、監督員に提出しなければならない。 

４－８－２ 輸送工 

１ 請負人は、部材の発送に先立ち、塗装等で組立て記号を記入しておかなければならな

い。 

２ 請負人は、輸送中の部材の損傷を防止するために、発送前に堅固に荷造りしなければ

ならない。なお、請負人は、部材に損傷を与えた場合は直ちに監督員に報告し、取り

替え又は補修等の処置を講じなければならない。 

 

第９節 構造物撤去工 

４－９－１ 一般事項 

１ 本節は、構造物撤去工として構造物取壊し工、道路施設撤去工、旧橋撤去工、骨材再

生工その他これに類する工種について定めるものとする。 

２ 請負人は、工事の施工に伴い生じた建設副産物について、１－１－19 建設副産物の

規定によらなければならない。 

３ 請負人は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないよう適正に処理を行わな

ければならない。 

４－９－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

  作業土工の施工については、４－３－３作業土工の規定によるものとする。 

４－９－３ 構造物取壊し工 

１ 請負人は、コンクリート構造物取壊し及びコンクリートはつりを行うにあたり、本体
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構造物の一部を撤去する場合には、本体構造物に損傷を与えないように施工しなければ

ならない。 

２ 請負人は、舗装版取壊しを行うにあたり、他に影響を与えないように施工しなければ

ならない。 

３ 請負人は、石積み取壊し、コンクリートブロック撤去及び吹付法面取壊しを行うにあ

たり、地山法面の雨水による浸食や土砂崩れを発生させないよう施工しなければならな

い。 

４ 請負人は、鋼材切断を行うにあたり、本体部材として兼用されている部分において、

本体の部材に悪影響を与えないように処理しなければならない。 

５ 請負人は、鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜き跡の空洞を砂等で充てんするなどして地盤沈下

を生じないようにしなければならない。 

６ 請負人は、根固めブロック撤去を行うにあたり、根固めブロックに付着した土砂、泥

土、ゴミを現場内において取除いた後、運搬しなければならない。 

４－９－４ 道路施設撤去工 

１ 請負人は、道路施設の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じ

ないよう施工しなければならない。 

２ 請負人は、道路施設の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対

策を講じなければならない。 

３ 請負人は、側溝・街渠、集水桝・マンホールの撤去に際して、切廻し水路を設置した

場合は、その機能を維持するよう管理しなければならない。 

４－９－５ 旧橋撤去工 

１ 請負人は、旧橋撤去にあたり、振動、騒音、粉じん、汚濁水等により、第三者に被害

を及ぼさないよう施工しなければならない。 

２ 請負人は、舗装版・床版破砕及び撤去に伴い、適切な工法を検討し施工しなければな

らない。 

３ 請負人は、旧橋撤去工に伴い河川内に足場を設置する場合には、突発的な出水による

足場の流出、路盤の沈下が生じないよう対策及び管理を行わなければならない。 

４ 請負人は、鋼製高欄撤去・桁材撤去において、設計図書による処分方法によらなけ

ればならない。 

５ 請負人は、河川及び供用道路上等で、旧橋撤去工を行う場合は、撤去に伴い発生する

アスファルト殻、コンクリート殻及び撤去に使用する資材の落下を防止する対策を講じ、

河道及び交通の確保につとめなければならない。 

４－９－６ 骨材再生工 

１ 請負人は、骨材再生工の施工については、設計図書に明示した場合を除き、１－１

－19 建設副産物の規定によるものとする。 

２ 請負人は、構造物の破砕、撤去については、４－９－３構造物取壊し工及び４－９－

４道路施設撤去工の規定により施工しなければならない。ただし、これらの規定により

難い場合には、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

３ 請負人は、骨材再生工の施工にあたり、現場状況、破砕物の内容、破砕量や運搬方法

などから、適切な使用機械を選定しなければならない。 

４ 請負人は、骨材再生工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷や悪影響を与え
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ないようにしなければならない。 

５ 請負人は、作業ヤードの出入り口の設置及び破砕作業に際して、関係者以外の立入り

の防止に対して留意しなければならない。 

６ 請負人は、破砕ホッパーに投入する材質、圧縮強度、大きさ等について使用機械の仕

様、処理能力、選別方法や再生骨材の使用目的を考慮して、小割及び分別の方法を施

工計画書に記載しなければならない。なお、鉄筋、不純物、ごみや土砂などの付着物

の処理は、再生骨材の品質及び使用機械の適用条件に留意して行わなければならない。 

７ 請負人は、コンクリート塊やアスファルト塊等の破砕や積込みにあたり、飛散、粉じ

ん及び振動対策の必要性について変更が伴う場合には、事前に監督員と設計図書に関

して協議しなければならない。 

８ 請負人は、作業ヤードの大きさ及び適切な施工基盤面の設備方法について変更が伴う

場合は、事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

９ 請負人は、作業ヤードの大きさ及び適切な施工基盤面の整備方法については、設計

図書によるものとし、これにより難い場合は、事前に設計図書に関して監督員と協議

しなければならない。 

10 請負人は、施工上やむを得ず指定された場所以外に再生骨材や建設廃棄物を仮置き又

は処分する場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

 

第 10 節 仮設工 

４－10－１ 一般事項 

１ 本節は、仮設工として工事用道路工、仮橋・作業構台工、路面覆工、土留・仮締切工、

水替工、地下水位低下工、地中連続壁工（壁式）、地中連続壁工（柱列式）、仮水路工、

建設発生土受入れ施設工、作業ヤード整備工、電力設備工、用水設備工、コンクリート

製造設備工、橋梁足場等設備工、トンネル仮設備工、シェッド仮設備工、共同溝仮設備

工、防塵対策工、汚濁防止工、防護施設工、除雪工、雪寒施設工その他これらに類する

工種について定めるものとする。 

２ 請負人は、仮設工については、設計図書の定め又は監督員の指示がある場合を除き、

請負人の責任において施工しなければならない。 

３ 請負人は、仮設物については、設計図書の定め又は監督員の指示がある場合を除き、

工事完了後、仮設物を完全に撤去し、原形に復旧しなければならない。 

４－10－２ 工事用道路 

１ 工事用道路とは、工事用の資機材や土砂を運搬するために仮に施工された道路をいう

ものとする。 

２ 請負人は、工事用道路の施工にあたり、予定交通量、地形、気候を的確に把握し、周

囲の環境に影響のないよう対策を講じなければならない。 

３ 請負人は、工事用道路に一般交通がある場合には、一般交通の支障とならないようそ

の維持管理に留意しなければならない。 

４ 請負人は、工事用道路盛土の施工にあたり、不等沈下を起こさないよう締固めなけれ

ばならない。 

５ 請負人は、工事用道路の盛土部法面を整形する場合は、法面の崩壊が起こらないよう

に締固めなければならない。 
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６ 請負人は、工事用道路の敷砂利を行うにあたり、石材を均一に敷均さなければならない。 

７ 請負人は、安定シートを用いて、工事用道路の盛土の安定を図る場合には、安定シー

トと盛土が一体化して所定の効果が発揮できるよう施工しなければならない。 

８ 請負人は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないよう適正に処理を行わな

ければならない。 

９ 請負人は、工事用道路を堤防等の既設構造物に設置・撤去する場合は、既設構造物に

悪影響を与えないようにしなければならない。 

４－10－３ 仮橋・作業構台工 

１ 請負人は、仮橋・作業構台を河川内に設置する際に、設計図書に定めがない場合に

は、工事完了後及び工事期間中であっても出水期間中は撤去しなければならない。 

２ 請負人は、覆工板と仮橋上部との接合を行うにあたり、隅角部の設置に支障があると

きはその処理方法等の対策を講じなければならない。 

３ 請負人は、仮設高欄及び防舷材を設置するにあたり、その位置に支障があるときは、

設置方法等の対策を講じなければならない。 

４ 請負人は、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。 

５ 請負人は、杭橋脚の施工にあたり、ウォータージェットを用いる場合には、 後の打

止めを落錘等で貫入させ落ち着かせなければならない。 

４－10－４ 路面覆工 

１ 請負人は、路面覆工を施工するにあたり、覆工板間の段差、隙間、覆工板表面の滑り

及び覆工板の跳ね上がり等に注意し、交通の支障とならないようにしなければならない。

また、路面覆工の横断方向端部には必ず覆工板ずれ止め材を取付けなければならない。 

２ 請負人は、覆工部の出入り口の設置及び資器材の搬入出に際して、関係者以外の立入

りの防止に対して留意しなければならない。 

３ 請負人は、路面勾配がある場合に、覆工板の受桁に荷重が均等にかかるようにすると

共に、受桁が転倒しない構造としなければならない。 

４－10－５ 土留・仮締切工 

１ 請負人は、周囲の状況を考慮し、本体工事の品質、出来形等の確保に支障のないよう

に施工しなければならない。 

２ 請負人は、仮締切工の施工にあたり、河積阻害や河川管理施設、許可工作物等に対す

る局所的な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。 

３ 請負人は、河川堤防の開削をともなう施工にあたり、仮締切を設置する場合には、

「建設省仮締切堤設置基準（案）（平成 10 年６月 19 日建設省河治発第 40 号建設省河

川局治水課長通達）」の規定によらなければならない。 

４ 請負人は、土留・仮締切工の仮設Ｈ鋼杭、仮鋼矢板の打込みに先行し、支障となる埋

設物の確認のため、溝掘りを行い、埋設物を確認しなければならない。 

５ 請負人は、溝掘りを行うにあたり、一般の交通を開放する必要がある場合には、仮復

旧を行い一般の交通に開放しなければならない。 

６ 請負人は、埋戻しを行うにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、目

標高さまで埋戻さなければならない。 

７ 請負人は、埋戻し箇所が水中の場合には、施工前に排水しなければならない。 
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８ 請負人は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は、十分に締固め

を行わなければならない。 

９ 請負人は、埋戻しを行うにあたり、埋設構造物がある場合には、偏土圧が作用しない

ように、埋戻さなければならない。 

10 請負人は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻しに

あたり、埋戻し材に含まれる石が一ヶ所に集中しないように施工しなければならない。 

11 請負人は、埋戻しの施工にあたり、適切な含水比の状態で行わなければならない。 

12 請負人は、仮設鋼矢板の打込みにおいて、埋設物等に損傷を与えないよう施工しなけ

ればならない。 

13 請負人は、ウォータージェットを用いて仮設Ｈ鋼杭、鋼矢板等を施工する場合には、

後の打止めを落錘等で貫入させ落ち着かせなければならない。 

14 請負人は、仮設Ｈ鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変形を生じないよう空

洞を砂等で充てんしなければならない。 

15 請負人は、仮設アンカーの削孔施工については、地下埋設物や周辺家屋等に悪影響を

与えないよう行わなければならない。 

16 請負人は、タイロッド・腹起しあるいは切梁・腹起しの取付けにあたって各部材が一

様に働くように締付けを行わなければならない。 

17 請負人は、横矢板の施工にあたり、掘削と並行してはめ込み、横矢板と掘削土壁との

間に隙間にのないようにしなければならない。万一掘りすぎた場合は、良質な土砂、そ

の他適切な材料を用いて裏込めを行うとともに、土留杭のフランジと土留板の間にくさ

びを打込んで、隙間のないように固定しなければならない。 

18 請負人は、じゃかご（仮設）施工にあたり、中詰用石材の網目からの脱落が生じない

よう、石材の選定を行わなければならない。 

19 請負人は、じゃかご（仮設）の詰石にあたり、外廻りに大きな石を配置し、かごの先

端から逐次詰込み、空隙を少なくしなければならない。 

20 請負人は、じゃかご（仮設）の布設にあたり、床ごしらえの上、間割りをしてかご頭

の位置を定めなければならない。なお、詰石に際しては、請負人は法肩及び法尻の屈折

部がへん平にならないように充てんし、適切な断面形状に仕上げなければならない。 

21 請負人は、ふとんかご（仮設）の施工にあたり、第 18 号から前項の規定によらなけ

ればならない。 

22 請負人は、締切盛土着手前に現状地盤を確認し、周囲の地盤や構造物に変状を与え

ないようにしなければならない。 

23 請負人は、盛土部法面の整形を行う場合には、締固めて法面の崩壊がないように施工

しなければならない。 

24 請負人は、止水シートの設置にあたり、突起物やシートの接続方法の不良により漏水

しないように施工しなければならない。 

25 請負人は、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。 

４－10－６ 水替工 

１ 請負人は、ポンプ排水を行うにあたり、土質の確認によって、クイックサンド、ボ

イリングが起きない事を検討すると共に、漏水や雨水の流入水量を充分に排水しなけれ



共通編 

 4-58

ばならない。 

２ 請負人は、前項の現象による法面や掘削地盤面の崩壊を招かないように管理しなけれ

ばならない。 

３ 請負人は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、設計図書に明示がない

場合には、工事着手前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出、ある

いは許可を受けなければならない。 

４ 請負人は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行

った後、放流しなければならない。 

４－10－７ 地下水位低下工 

１ 請負人は、ウェルポイントあるいはディープウェルを行うにあたり、工事着手前に土

質の確認を行い、地下水位、透水係数、湧水量等を確認し、確実に施工しなければな

らない。 

２ 請負人は、周辺に井戸がある場合には、状況の確認につとめ被害を与えないように

しなければならない。 

４－10－８ 地中連続壁工（壁式） 

１ 請負人は、ガイドウォールの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位上載荷重、隣

接構造物との関係を考慮して、形状・寸法等を決定し、所定の位置に精度よく設置しな

ければならない。 

２ 請負人は、連壁鉄筋の組立に際して、運搬、建て込み時に変形が生じないようにしな

がら、所定の位置に正確に設置しなければならない。 

３ 連壁鉄筋を深さ方向に分割して施工する場合には、請負人は、建て込み時の接続精度

が確保できるように、各鉄筋かごの製作精度を保たなければならない。 

４ 請負人は、後行エレメントの鉄筋かごの建て込み前に、先行エレメントの、連壁継手

部に付着している泥土や残存している充てん砕石を取除く等エレメント間の止水性の向

上を図らなければならない。 

５ 請負人は、連壁コンクリートの打設に際して、鉄筋かごの浮き上がりのないように施

工しなければならない。 

６ 打設天端付近では、コンクリートの劣化が生じるため、請負人は 50 ㎝以上の余盛り

を行う等その対応をしなければならない。 

７ 請負人は、仮設アンカーの削孔施工にあたり、地下埋設物や周辺家屋等に影響を与え

ないように行わなければならない。 

８ 請負人は、切梁・腹起しの取付けにあたり、各部材が一様に働くように締付けを行わ

なければならない。 

９ 請負人は、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。 

４－10－９ 地中連続壁工（柱列式） 

１ 請負人は、ガイドトレンチの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位上載荷重、隣

接構造物との関係を考慮して、形状・寸法等を決定し、所定の位置に精度よく設置しな

ければならない。 

２ 請負人は、柱列杭の施工に際して、各杭の施工順序、間隔、柱列線及び掘削精度等に

留意し、連続壁の連続性の確保に努めなければならない。 

３ オーバーラップ配置の場合に、請負人は、隣接杭の材令が若く、固化材の強度が平均
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しているうちに掘孔しなければならない。 

４ 請負人は、芯材の建て込みに際して、孔壁を損傷しないようにするとともに、芯材を

孔心に対して垂直に建込まなければならない。 

５ 請負人は、芯材の挿入が所定の深度まで自重により行えない場合には、孔曲り、固化

材の凝結、余掘り長さ不足、ソイルセメントの攪拌不良等の原因を調査し、適切な処置

を講じなければならない。 

６ 請負人は、仮設アンカーの削孔施工にあたり、地下埋設物や周辺家屋等に影響を与え

ないように行なければならない。 

７ 請負人は、切梁・腹起しの取付けにあたり、各部材が一様に働くように締付けを行わ

なければならない。 

８ 請負人は、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。 

４－10－10 仮水路工 

１ 請負人は、工事車両等によりヒューム管、コルゲートパイプ、塩ビ管の破損を受けな

いよう、設置しなければならない。 

２ 請負人は、ヒューム管、コルゲートパイプ、塩ビ管の撤去後、埋戻しを行う場合には、

埋戻しに適した土を用いて締固めをしながら埋戻しをしなければならない。 

３ 請負人は、素掘側溝の施工にあたり、周囲の地下水位への影響が小さくなるように施

工しなければならない。 

４ 請負人は、切梁・腹起しの取付けにあたり、切梁・腹起しが一様に働くように締付け

を行わなければならない。 

５ 請負人は、仮設の鋼矢板水路を行うにあたり、控索材等の取付けにおいて、各控索材

等が一様に働くように締付けを行わなければならない。 

６ 請負人は、仮設Ｈ鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡を沈下などの地盤の変状を生じないよう

空洞を砂等で充てんしなければならない。 

４－10－11 建設発生土受入れ施設工 

１ 請負人は、雨水の排水処理等を含めて、搬入土砂の周囲への流出防止対策を講じなけ

ればならない。 

２ 請負人は、コンクリートブロック、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁

を仮置きする場合には、転倒、他部材との接触による損傷がないようにこれらを防護し

なければならない。 

４－10－12 作業ヤード整備工 

１ 請負人は、ヤード造成を施工するにあたり、工事の進行に支障のないように位置や規

模を検討し造成・整備しなければならない。 

２ 請負人は、ヤード内に敷砂利を施工する場合、ヤード敷地内に砕石を平坦に敷均さな

ければならない。 

４－10－13 電力設備工 

１ 請負人は、受電設備、配電設備、電動機設備、照明設備を設置するにあたり、必要と

なる電力量を把握し、本体工事の施工に支障が生じない設備としなければならない。 

２ 請負人は、電気事業法において定める自家用電気工作物施設の維持管理保守において

電気事業主任技術者を選び、監督員に報告するとともに、保守規定を制定し適切な運
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用をしなければならない。 

３ 請負人は、騒音が予見される設備を設置する場合には、防音対策を講じるなど、周辺

環境に配慮しなければならない。 

４－10－14 用水設備工 

１ 請負人は、用水設備を設置するにあたり、必要となる用水量等を把握し、本体工事の

施工に支障が生じない設備としなければならない。 

２ 請負人は、騒音が予見される設備を設置する場合には、防音対策を講じるなど、周辺

環境に配慮しなければならない。 

４－10－15 コンクリート製造設備工 

１ コンクリートプラント設備は、練り上がりコンクリートを排出するときに材料の分離

を起こさないものとする。 

２ 請負人は、コンクリートの練りまぜにおいてはバッチミキサを用いなければならない。 

３ ケーブルクレーン設備のバケットの構造は、コンクリートの投入及び搬出の際に材料

の分離を起こさないものとし、また、バケットからコンクリートの排出が容易でかつす

みやかなものとする。 

４－10－16 橋梁足場等設備工 

１ 請負人は、足場設備、防護設備及び登り桟橋の設置について、設計図書において特

に定めのない場合は、河川や道路等の管理条件を踏まえ、本体工事の品質・性能等の確

保に支障のない形式等によって施工しなければならない。 

２ 請負人は、歩道あるいは供用道路上等に足場設備工を設置する場合には、必要に応じ

て交通の支障とならないよう、板張防護、シート張り防護などを行わなければならない。 

４－10－17 トンネル仮設備工 

１ 請負人は、トンネル仮設備について、本体工事の品質・性能等の確保のため、その保

守に努めなければならない。 

２ 請負人は、トンネル照明設備を設置するにあたり、切羽等直接作業を行う場所、保線

作業、通路等に対して適切な照度を確保するとともに、明暗の対比を少なくするように

しなければならない。また、停電時等の非常時への対応についても配慮した設備としな

ければならない。 

３ 請負人は、用水設備を設置するにあたり、削孔水、コンクリート混練水、洗浄水、機

械冷却水等の各使用量及び水質を十分把握し、本体工事の施工に支障が生じない設備と

しなければならない。 

４ 請負人は、トンネル排水設備を設置するにあたり、湧水量を十分調査し、作業その他

に支障が生じないようにしなければならない。また、強制排水が必要な場合には、停電

等の非常時に対応した設備としなければならない。 

５ 請負人は、トンネル換気設備の設置にあたり、発破の後ガス、粉じん、内燃機関の排

気ガス、湧出有毒ガス等について、その濃度が関係法令等で定められた許容濃度以下に

坑内環境を保つものとしなければならない。また、停電等の非常時への対応についても

考慮した設備としなければならない。 

６ 請負人は、トンネル送気設備の設置にあたり、排気ガス等の流入を防止するように吸

気口の位置の選定に留意しなければならない。また、停電等の非常時への対応について

も考慮した設備としなければならない。 
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  請負人は、機械による掘削作業、せん孔作業及びコンクリート等の吹付け作業にあた

り、湿式の機械設置を用いて粉じんの発散を防止するための措置を講じなければならな

い。 

７ 請負人は、トンネル工事連絡設備の設置にあたり、通常時のみならず非常時における

連絡に関しても考慮しなければならない。 

  請負人は、換気装置の設置にあたり、トンネルの規模、施工方法、施工条件等を考慮

した上で、坑内の空気を強制的に換気するのに効果的な換気装置のものを選定しなけれ

ばならない。 

  請負人は、集じん装置の設置にあたり、トンネル等の規模等を考慮した上で、十分な

処理容量を有しているもので、粉じんを効率よく捕集し、かつ、吸入性粉じんを含めた

粉じんを清浄化する処理能力を有しているものを選定しなければならない。 

  請負人は、換気の実施等の効果を確認するにあたって、半月以内ごとに１回、定期

に定められた方法にしたがって、空気の粉じん濃度等について測定を行わなければなら

ない。この際、粉じん濃度（吸入性粉じん濃度）目標レベルは３㎎/m３以下とし、中小

断面のトンネル等のうち３㎎/m３を達成する事が困難と考えられるものについては、で

きるだけ低い値を目標レベルにすることとする。また、各測定点における測定値の平均

値が目標レベルを超える場合には、作業環境を改善するための必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

  粉じん濃度等の測定結果は関係労働者が閲覧できる措置を講じなければならない。 

８ 請負人は、トンネル充電設備を設置するにあたり、機関車台数等を考慮し工事に支障

が生じないよう充電所の大きさ及び充電器台数等を決定しなければならない。また、充

電中の換気に対する配慮を行わなければならない。 

９ 請負人は、スライドセントル組立解体にあたり、換気管及び送気管等の損傷に留意し、

また、移動時にねじれなどによる変形を起こさないようにしなければならない。組立時

には、可動部が長期間の使用に耐えるようにしなければならない。 

10 請負人は、防水作業台車の構造を防水シートが作業台端部で損傷しない構造とすると

ともに、作業台組立解体にあたり、施工済みの防水シートを損傷することのないように

作業しなければならない。 

11 請負人は、ターンテーブル設備の設置にあたり、その動きを円滑にするため、据付面

をよく整地し不陸をなくさなければならない。 

12 請負人は、トンネル用濁水処理設備の設置にあたり、水質汚濁防止法、関連地方自治

体の公害防止条例等の規定による水質を達成できるものとしなければならない。また、

設備については、湧水量、作業内容及び作業の進捗状況の変化にともなう処理水の水質

変化に対応できるものとしなければならない。 

４－10－18 シェッド仮設備工 

  請負人は、シェッド足場、パイプ吊り足場、足場の設置については、次の規定によら

なければならない。 

  請負人は、足場設備、防護設備及び登り桟橋の設置について、設計図書において特

に定めのない場合は、道路等の管理条件を踏まえ、本体工事目的物の品質・性能等の確

保に支障のない形式等によって施工しなければならない。 
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４－10－19 共同溝仮設備工 

  請負人は、仮階段工の施工にあたり関連基準等に基づき、本体工事の施工に支障のな

いようにしなければならない。 

４－10－20 防塵対策工 

１ 請負人は、工事車輌が車輪に泥土、土砂を付着したまま工事区域から外部に出るおそ

れがある場合には、タイヤ洗浄装置及びこれに類する装置の設置、その対策について監

督員と設計図書に関して協議しなければならない。 

２ 請負人は、工事用機械及び車輌の走行によって砂じんの被害を第三者に及ぼすおそれ

がある場合には、散水あるいは路面清掃について、監督員と設計図書に関して協議し

なければならない。 

４－10－21 汚濁防止工 

１ 請負人は、汚濁防止フェンスを施工する場合は、設置及び撤去時期、施工方法及び順

序について、工事着手前に検討し施工しなければならない。 

２ 請負人は、河川あるいは下水道等に排出する場合において、設計図書に明示がない

場合には、工事着手前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出、ある

いは許可を受けなければならない。 

３ 請負人は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行

った後、放流しなければならない。 

４－10－22 防護施設工 

１ 請負人は、防護施設の設置位置及び構造の選定にあたり、発破に伴う飛散物の周辺へ

の影響がないように留意しなければならない。 

２ 請負人は、仮囲い又は立入防止柵の設置にあたり、交通に支障をきたす場合あるいは

苦情が発生すると予想される場合には、工事前に対策を講じなければならない。 

４－10－23 除雪工 

  請負人は、除雪を行うにあたり、路面及び構造物、計画地盤に損傷を与えないように

しなければならない。なお、万一損傷を与えた場合には請負人の責任において元に戻さ

なければならない。 

４－10－24 雪寒施設工 

１ 請負人は、ウエザーシェルター及び雪寒仮囲いの施工にあたり、周囲の状況を把握し、

設置位置、向きについて機材の搬入出に支障のないようにしなければならない。 

２ 請負人は、ウエザーシェルターの施工にあたり、支柱の不等沈下が生じないよう留意

しなければならない。特に、足場上に設置する場合には足場の支持力の確保に留意しな

ければならない。 

３ 請負人は、樹木の冬囲いとして小しぼり、中しぼり等を施工するにあたり、樹木に対

する損傷が生じないようにしなければならない。 

４－10－25 法面吹付工 

  法面吹付工の施工については、４－３－６吹付工の規定による。 

４－10－26 支給品運搬工 

  支給品運搬工とは、支給品の引き渡し場所での積込みから、工事現場（仮置き場所を

含む）での取卸しまでの一連の作業をいう。 

  支給品の運搬については、沿道住民に迷惑がかからないように努めなければならない。 
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第５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ものとする。 

２ 本章に特に定めのない事項については、第２章材料の規定によるものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

  請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、次の基準類によらな

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に確認を求めなければならない。 

  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２年８月） 

  日本道路協会  道路土工－軟弱地盤対策工指針       （昭和 61 年 11 月） 

  日本道路協会  道路土工－のり面工・斜面安定工指針     （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） 

  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） 

  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） 

  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） 

 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 

５－３－１ 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、整形仕上げ工、天端敷砂利工、

作業残土工その他これに類する工種について定めるものとする。 

２ 地山の土及び岩の分類は、表５－１によるものとする。 

  請負人は、設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界を確かめられた時点で、

監督員の確認を受けなければならない。 

  また、請負人は、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、契約書第 19 条第１項の規定により監督員に通知するものとする。なお、

確認のため資料を整備、保管し、監督員の請求があった場合は遅滞なく提示するとと

もに、検査時に提出しなければならない。 

３ 請負人は、工事施工中については、滞水を生じないような排水状態に維持しなければ

ならない。 

４ 請負人は、建設発生土については、１－１－19 建設副産物の規定により適切に処理

しなければならない。 
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表５－１ 土及び岩の分類表 

名称 

Ａ Ｂ Ｃ 
説明 摘要 

礫質土 礫まじり土 
礫の混入があって掘削時の能率

が低下するもの。 

礫の多い砂、礫の多い砂質土、礫の多

い粘性土 

礫（Ｇ） 

礫質土（ＧＦ） 

砂 
バケット等に山盛り状態になり

にくいもの。 

海岸砂丘の砂 

マサ土 
砂（Ｓ） 

砂質土

及び砂 砂質土 

（普通土） 

掘削が容易で、バケット等に山

盛り状態にし易く空隙の少ない

もの。 

砂質土、マサ土 

粒度分布の良い砂 

条件の良いローム 

砂（Ｓ） 

砂質土（ＳＦ） 

シルト（Ｍ） 

粘性土 

バケット等に付着し易く空隙の

多い状態になり易いもの、ﾄﾗﾌｨ

ｶﾋﾞﾘﾃｨが問題となり易いもの。

ローム 

粘性土 

シルト（Ｍ） 

粘性土（Ｃ） 

土 

粘性土 

高含水比粘

性土 

バケットなどに付着し易く特に

ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨが悪いもの 
条件の悪いローム 

条件の悪い粘性土 

火山灰質粘性土 

シルト（Ｍ） 

粘性土（Ｃ） 

火山灰質粘性土（Ｖ）

有機質土（Ｏ） 

岩塊玉

石 
岩塊玉石 

岩塊、玉石が混入して掘削しにくく、バケット等に空隙のでき易いも

の。 

岩塊、玉石は粒径 7.5 ㎝以上とし、丸みのあるのを玉石とする。 

玉石まじり土 

岩塊起砕された岩、ご

ろごろした河床 

Ⅰ 

第三紀の岩石で固結の程度が弱いもの。 

風化がはなはだしくきわめてもろいもの。 

指先で離しうる程度のもので亀裂の間隔は１～５㎝くらいのもの及

び第三紀の岩石で固結の程度が良好なもの。 

風化が相当進み多少変色を伴い軽い打撃で容易に割れるもの、離れ

易いもので、き裂間隔は５～10 ㎝程度のもの。 
軟岩 軟岩 

Ⅱ 

凝灰質で堅く固結しているもの。 

風化が目にそって相当進んでいるもの。 

き裂間隔が 10～30 ㎝程度で軽い打撃により離しうる程度、異質の

硬い互層をなすもので層面に楽に離しうるもの。 

地山弾性波速度 

700～2800ｍ/sec 

中硬岩 

石灰岩、多孔質安山岩のように、特に緻密でなくても相当の固さを

有するもの。 

風化の程度があまり進んでないもの。 

硬い岩質で間隔 30～50 ㎝程度のき裂を有するもの。 

地山弾性波速度 

2000～4000ｍ/sec 

Ⅰ

花崗岩、結晶片岩等全く変化していないもの。 

き裂間隔が１ｍ内外で相当密着しているもの。 

硬い良好な石材を取り得るようなもの。 

岩
又
は
石 

硬岩 

硬岩 

Ⅱ

けい岩、角岩などの石英質に富む岩質で も硬いもの。 

風化していない新鮮な状態のもの。 

き裂が少なく、よく密着しているもの。 

地山弾性波速度 

3000ｍ/sec 以上 
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５ 請負人は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処理地の位置、及び建設発生土の内容

等については、設計図書及び監督員の指示に従わなければならない。なお、請負人は、

施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土又は、建設廃棄物を処分する場合に

は、事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

６ 請負人は、建設発生土処理にあたり１－１－５施工計画書第１項の施工計画書の記

載内容に加えて設計図書に基づき次の事項を施工計画書に記載しなければならない。 

（１）処理方法（場所・形状等） 

（２）排水計画 

（３）場内維持等 

７ 請負人は、建設発生土の受入地への搬入に先立ち、指定された建設発生土の受入地に

ついて地形を実測し、資料を監督員に提出しなければならない。ただし、請負人は、

実測困難な場合等には、これに代わる資料により、設計図書に関して監督員の承諾を

得なければならない。 

８ 建設発生土受入地については、請負人は、建設発生土受入地ごとの特定条件に応じて

施工しなければならない。 

９ 請負人は、伐開除根作業における伐開発生物の処理方法については、設計図書によ

るものとするが、設計図書に示されていない場合には、設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。 

10 請負人は、設計図書に示さない場合には、表５－２に従い施工しなければならない。 

 

表５－２ 伐開除根作業 

種  別 
区分 

雑草・ささ類 倒木 古根株 立木 

盛土箇所全部 根からすきとる 除去 伐根除去 同左 

 

５－３－２ 掘削工（切土工） 

１ 請負人は、水門等の上流側での掘削工を行うにあたり、流下する土砂その他によって

河川管理施設、許可工作物等、他の施設の機能に支障を与えてはならない。請負人は、

特に指定されたものを除き水の流れに対して影響を与える場合には、掘削順序、方向又

は高さ等についてあらかじめ設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

水中掘削を行う場合も同様とする。 

２ 請負人は、軟岩掘削及び硬岩掘削において、規定断面に仕上げた後、浮石等が残らな

いようにしなければならない。 

３ 請負人は、掘削工の施工中に、自然に崩壊、地すべり等が生じた場合、あるいはそれ

らを生じるおそれがあるときは、工事を中止し、必要に応じ災害防止のための措置をと

らなければならない。請負人は、災害防止のための措置をとった後、すみやかにその措

置内容を監督員に報告しなければならない。 

４ 請負人は、掘削工の施工中の地山の挙動を監視しなければならない。 

５ 請負人は、砂防土工における斜面対策としての掘削工（排土）を行うにあたり、設

計図書で特に定めのある場合を除き、原則として掘削を斜面上部より下部に向って行

わなければならない。 
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６ 請負人は、掘削工により発生する建設発生土を受入れ地へ運搬する場合には、沿道住

民に迷惑がかからないようにつとめなければならない。 

５－３－３ 盛土工 

１ 請負人は、盛土工の開始にあたって、地盤の表面を第３項に示す盛土層厚の 1/2 の厚

さまで掻き起してほぐし、盛土材料とともに締固め、地盤と盛土の一体性を確保しなけ

ればならない。 

２ 請負人は、１：４より急な勾配を有する地盤上に盛土を行う場合には、特に指示す

る場合を除き、段切りを行い、盛土と現地盤の密着を図り、滑動を防止しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－１ 盛土基礎地盤の段切 

 

３ 請負人は、築堤の盛土工の施工において、一層の仕上り厚を 30 ㎝以下とし、平坦に

締固めなければならない。 

４ 請負人は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土工について、タンパ・振動ローラ等の

小型締固め機械により締固めなければならない。 

  また、樋管等の構造物がある場合には、過重な偏土圧のかからないように盛土し、締

固めなければならない。 

５ 請負人は、盛土材料に石が混入する場合には、その施工にあたって石が一箇所に集ま

らないようにしなければならない。 

６ 請負人は、盛土工の作業終了時又は作業を中断する場合は、表面に３～５％程度の横

断勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなければなら

ない。 

７ 請負人は、締固め作業の実施にあたり、適切な含水比の状態で施工しなければならない。 

８ 請負人は、盛土工の作業中、予期できなかった沈下等の有害な現象のあった場合に、

工事を中止し、設計図書に関して監督員と協議をしなければならない。ただし、緊急

を要する場合には、応急処置を施すとともに監督員に報告しなければならない。 

９ 請負人は、土の採取に先立ち、指定された採取場所について地形を実測し、資料を監

督員に提出しなければならない。ただし、請負人は、実測困難な場合等には、これに

代わる資料により、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

10 請負人は、土の採取にあたり、採取場の維持及び修復について採取場ごとの条件に応

じて施工するとともに、土の採取中、土質に著しい変化があった場合には、設計図書

に関して監督員と協議しなければならない。 
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11 請負人は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び購入土を運搬す

る場合には沿道住民に迷惑がかからないようにつとめなければならない。流用土盛土及

び発生土盛土の施工にあたっても、一般道を運搬に利用する場合も同様とするものとする。 

12 請負人は、軟弱地盤上の盛土の施工にあたり、沈下のおそれのある場所の盛土の丁張

りを、常時点検しなければならない。 

13 請負人は、軟弱地盤上の盛土施工時の沈量確認方法については、設計図書によらな

ければならない。 

14 請負人は、軟弱地盤及び地下水位の高い地盤上に盛土工を行う場合には、すみやかに

排水施設を設け、盛土敷の乾燥を図らなければならない。 

15 軟弱地盤上の盛土工の施工の一段階の盛土高さは設計図書によるものとし、請負人

は、その沈下や周囲の地盤の水平変位等を監視しながら盛土を施工し、監督員の承諾

を得た後、次の盛土に着手しなければならない。 

16 請負人は、軟弱地盤上の盛土の施工中、予期できなかった沈下又は滑動等が生じるお

それのあると予測された場合には、工事を中止し、設計図書に関して監督員と協議し

なければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急処置を施すとともに、監督員

に報告しなければならない。 

17 請負人は、砂防土工における斜面対策としての盛土工（押え盛土）を行うにあたり、

盛土量、盛土の位置、ならびに盛土基礎地盤の特性等について現状の状況等を照査した

上で、それらを施工計画に反映しなければならない。 

５－３－４ 盛土補強工 

１ 盛土補強工とは、面状あるいは帯状等の補強材を土中に敷設し、盛土体の安定を図る

ことをいう。 

２ 盛土材については設計図書によるものとする。請負人は、盛土材のまき出しに先立

ち、予定している盛土材料の確認を行い、設計図書に関して監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

３ 請負人は、第１項の補強材の敷設に先立ち、現地盤の伐開除根及び不陸の整地を行う

とともに、設計図書に関して監督員と協議の上、基盤面に排水処理工を行わなければ

ならない。 

４ 請負人は、設計図書に示された規格及び敷設長を有する補強材を、所定の位置に敷

設しなければならない。補強材は水平に、かつたるみや極端な凹凸がないように敷設し、

ピンや土盛りなどにより適宜固定するものとする。 

５ 請負人は、面状補強材の引張り強さを考慮する盛土横断方向については、設計図書

で特に定めのある場合を除き、面状補強材に継目を設けてはならない。ただし、やむを

得ない事情があ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。 

６ 請負人は、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５㎝程度の重ね合わせ幅を確保するも

のとする。 

７ 請負人は、現場の状況や曲線、隅角などの折れ部により設計図書に示された方法で

補強材を敷設することが困難な場合は、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、やむを得ず隣り合う面状補強材との間に隙間が生じる場合においても、

盛土高さ方向に隙間が連続しないように敷設しなければならない。 
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８ 請負人は、盛土材のまき出し及び締固めについては、５－３－３盛土工の規定により

一層ごとに適切に施工しなければならない。まき出し及び締固めは、壁面工側から順次

奥へ行うとともに、重機械の急停止や急旋回等を避け、補強材にずれや損傷を与えない

ように注意しなければならない。 

９ 請負人は、盛土に先行して組立てられる壁面工の段数は、２段までとしなければなら

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

らない。 

10 請負人は、設計図書に明示した場合を除き、壁面工付近や隅角部の締固めにおいて

は、各補強土工法のマニュアルに基づき、振動コンパクタや小型振動ローラなどを用い

て入力によって入念に行わなければならない。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。 

11 請負人は、補強材を壁面工と連結する場合や、面状補強材の盛土のり面や接合部での

捲込みに際しては、局部的な折れ曲がりやゆるみを生じないようにしなければならない。 

12 請負人は、壁面工の設置に先立ち、壁面の直線性や変形について確認しながら施工

しなければならない。許容値を超える壁面変位が観測された場合は、ただちに作業を中

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。 

13 請負人は、壁面材の搬入、仮置きや吊り上げに際しては、損傷あるいは劣化をきたさ

ないようにしなければならない。 

14 補強材は、搬入から敷設後の締固め完了までの施工期間中、劣化や破断によって強度

が低下することがないように管理しなければならない。面状補強材の保管にあたっては

直射日光を避け、紫外線による劣化を防がなければならない。 

５－３－５ 整形仕上げ工 

１ 請負人は、掘削（切土）部法面整形の施工にあたり、ゆるんだ転石、岩塊等は、整形

法面安定のために取り除かなければならない。なお、浮石が大きく取除くことが困難な

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。 

２ 請負人は、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。 

３ 請負人は、平場仕上げの施工にあたり、平坦に締固め、排水が良好に行うようにしな

ければならない。 

４ 請負人は、砂防土工における斜面の掘削部法面整形の施工にあたり、掘削法面は、肥

沃な表土を残すようにしなければならない。 

５ 請負人は、砂防土工における斜面の掘削部法面整形の施工にあたり、崩壊のおそれの

ある箇所、あるいは湧水、軟弱地盤等の不良箇所の法面整形は、設計図書に関して監

督員と協議しなければならない。 

５－３－６ 天端敷砂利工 

  請負人は、堤防天端に砕石材を平坦に敷き均さなければならない。 

５－３－７ 作業建設発生土処理工（建設発生土処理） 

１ 作業建設発生土処理工とは作業土工で生じた建設発生土の工区外への運搬及び受入地

の整形処理までの一連作業をいう。 

２ 作業建設発生土を受入地へ運搬する場合には、沿道住民に迷惑がかからないよう努め

なければならない。 
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第４節 道路土工 

５－４－１ 一般事項 

１ 本節は、道路土工として掘削工、路体盛土工、路床盛土工、法面整形工、作業残土処

理工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２ 路床とは盛土部においては、盛土仕上り面下、掘削（切土）部においては掘削仕上り

面下１ｍ以内の部分をいう。 

  路体とは盛土における路床以外の部分をいう。 

３ 地山の土及び岩の分類は、表５－１によるものとする。 

  請負人は、設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界を確かめられた時点で、

監督員の確認を受けなければならない。なお、確認のための資料を整備・保管し、監

督員から請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければな

らない。 

４ 請負人は、盛土及び地山法面の雨水による浸食や土砂崩れを発生させないよう施工し

なければならない。 

５ 請負人は、工事箇所に工事目的物に影響をおよぼすおそれがあるような予期できなか

った湧水が発生した場合には、工事を中止し、設計図書に関して監督員と協議しなけ

ればならない。ただし、緊急を要する場合には応急措置を施すとともに、監督員に報

告しなければならない。 

６ 請負人は、工事施工中については、雨水等の滞水を生じないような排水状態を維持し

なければならない。 

７ 請負人は、建設発生土については、１－１－19 建設副産物の規定により、適切に処

理しなければならない。 

８ 請負人は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処分地の位置、建設発生土の内容等に

ついては、設計図書及び監督員の指示に従わなければならない。なお、請負人は、施

工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土又は、建設廃棄物を処分する場合には、

事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

９ 請負人は、建設発生土処理にあたり１－１－５施工計画書第１項の施工計画書の記

載内容に加えて設計図書に基づき次の各号を施工計画書に記載しなければならない。 

（１）処理方法（場所・形状等） 

（２）排水計画 

（３）場内維持等 

10 請負人は、建設発生土の受入地への搬入に先立ち、指定された建設発生土の受入地に

ついて地形を実測し、資料を監督員に提出しなければならない。ただし、請負人は、

実測困難な場合等には、これに代わる資料により、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 建設発生土受入地については、請負人は、建設発生土受入地ごとの特定条件に応じて

施工しなければならない。 

12 請負人は、伐開除根作業における伐開発生物の処理方法については、設計図書によ

るものとするが、設計図書に示されていない場合には、適正な方法により処理するも

のとする。なお、これにより難い場合には、設計図書に関して監督員と協議するもの

とする。 
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13 請負人は、伐開除根作業範囲が設計図書に示されない場合には、表５－３に従い施

工しなければならない。 

 

表５－３ 伐開除根作業 

種別 
区分 

雑草・ささ類 倒木 古根株 立木 

盛土高１m を超える場合 地面で刈りとる 除去 根本で切りとる 同左 

盛土高１m 以下の場合 根からすきとる 除去 伐根除去 同左 

 

14 請負人は、軟弱地盤上の盛土の施工にあたり、沈下のおそれのある場所の盛土の丁張

りを、常時点検しなければならない。 

15 請負人は、軟弱地盤上の盛土工施工時の沈下量確認方法については、設計図書によ

らなければならない。 

16 請負人は、軟弱地盤及び地下水位の高い地盤上に盛土工を行う場合には、すみやかに

排水処理を設け、盛土敷の乾燥を図らなければならない。 

17 軟弱地盤上の盛土工の施工の一段階の高さは設計図書によるものとし、請負人は、

その沈下や周囲の地盤の水平変化等を監視しながら盛土を施工し、監督員の承諾を得

た後、次の盛土に着手しなければならない。 

18 請負人は、軟弱地盤上の盛土の施工中、予期できなかった沈下又は滑動等が生じるお

それがあると予測された場合には、工事を中止し、設計図書に関して監督員と協議し

なければならない。ただし、緊急を要する場合には応急措置を施すとともに監督員に

報告しなければならない。 

５－４－２ 掘削工（切土工） 

１ 請負人は、掘削の施工にあたり、掘削中の土質に著しい変化が認められた場合、又は

埋設物を発見した場合は、工事を中止し、設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。ただし、緊急を要する場合には、応急措置を施すとともに監督員に報告し

なければならない。 

２ 請負人は、掘削の施工にあたり、現場の地形、掘削高さ、掘削量、地層の状態（岩の

有無）、掘削土の運搬方法などから、使用機械を設定しなければならない。 

３ 請負人は、掘削工の施工中に自然に崩壊、地すべり等が生じた場合、あるいはそれら

を生じるおそれがあるときは、工事を中止し、必要に応じ災害防止のための措置をとら

なければならない。請負人は、災害防止のための措置をとった後、すみやかにその措置

内容を監督員に報告しなければならない。 

４ 請負人は、路床面において、設計図書に示す支持力が得られない場合、又は均等性

に疑義がある場合には、監督員と協議しなければならない。 

５ 請負人は、掘削工の施工中の地山の挙動を監視しなければならない。 

６ 請負人は、硬岩掘削における法の仕上り面近くでは過度な発破を避けるものとし、浮

石等が残らないようにしなければならない。 

  万一誤って仕上げ面を超えて発破を行った場合には、請負人は監督員の承諾を得た

工法で修復しなければならない。 
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７ 請負人は、掘削工により発生する建設発生土を受入地に運搬する場合には、沿道住民

に迷惑をかけないようにしなければならない。 

５－４－３ 路体盛土工 

１ 請負人は、路体盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような、予

測しない軟弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には、敷設材工法等の

処置工法について、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２ 請負人は、水中で路体盛土工を行う場合の材料については、設計図書によるものと

する。 

３ 請負人は、路体盛土工箇所に管渠等がある場合には、盛土を両側から行い偏圧のかか

らないよう締固めなければならない。 

４ 請負人は、路体盛土工の作業終了時又は作業を中断する場合には、表面に３～５％程

度の横断勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなけれ

ばならない。 

５ 請負人は、路体盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に維持するものと

し、路体盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。 

６ 請負人は、路体盛土工の施工においては、一層の仕上り厚 30 ㎝以下とし、各層ごと

に締固めなければならない。 

７ 請負人は、路体盛土工の主材料が岩塊、玉石である場合は、空隙を細かい材料で充て

んしなければならない。やむを得ず 30 ㎝程度のものを使用する場合は、路体の 下層

に使用しなければならない。 

８ 請負人は、１：４より急な勾配を有する地盤上に路体盛土工を行う場合には、特に

指示する場合を除き段切りを行い、盛土と現地盤との密着を図り、滑動を防止しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２ 盛土基礎地盤の断切 

 

９ 請負人は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路体盛土工の施工については、タンパ、振

動ローラ等の小型締固め機械により締固めなければならない。なお、現場発生土等を用

いる場合は、その中で良質な材料を用いて施工しなければならない。 

10 請負人は、路体盛土工の締固め作業の実施にあたり、適切な含水比の状態で施工しな

ければならない。 
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11 請負人は、盛土作業中、予期できなかった沈下等の有害な現象のあった場合に、工事

を中止し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要す

る場合には、応急措置を施すとともに監督員に報告しなければならない。 

12 請負人は、土の採取に先立ち、指定された採取場所について地形を実測し、資料を監

督員に提出しなければならない。ただし、請負人は、実測困難な場合等には、これに

代わる資料により、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 請負人は、土の採取にあたり、採取場の維持及び修復について採取場ごとの条件に応

じて施工するとともに、土の採取中、土質に著しい変化があった場合には、設計図書

に関して監督員と協議しなければならない。 

14 請負人は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び購入土を運搬す

る場合には沿道住民に迷惑がかからないようにつとめなければならない。流用土盛土及

び発生土盛土の施工にあたっても、一般道を運搬に利用する場合も同様とするものとす

る。 

５－４－４ 路床盛土工 

１ 請負人は、路床盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような、予

測しない軟弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には、敷設材工法など

の処理方法について監督員と協議しなければならない。 

２ 請負人は、路床盛土工箇所に管渠等がある場合には、盛土を両側から行い偏圧のかか

らないよう締固めなければならない。 

３ 請負人は、路床盛土工の作業終了時又は作業を中断する場合には、表面に３～５％程

度の横断勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなけれ

ばならない。 

４ 請負人は、路床盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に維持するものと

し、路床盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。 

５ 請負人は、路床盛土の施工においては一層の仕上り厚を 20 ㎝以下とし、各層ごとに

締固めなければならない。 

６ 路床の盛土材料の 大寸法は 20 ㎝程度とするものとする。 

７ 請負人は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路床盛土の施工については、タンパ、振動

ローラ等小型の締固め機械により締固めなければならない。 

８ 請負人は、路床盛土工の締固め作業の実施にあたり、適切な含水比の状態で施工しな

ければならない。 

９ 請負人は、路床盛土工作業中、予期できなかった沈下等の有害な現象のあった場合に

工事を中止し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を

要する場合には応急処置を施すとともに監督員に報告しなければならない。 

10 請負人は、路床盛土の締固め度は１－１－27 施工管理第３項の規定によるものとす

る。 

11 請負人は、特に指示する場合を除き、片切り、片盛りの接続部には１：４程度の勾

配をもって緩和区間を設けるものとする。また、掘削（切土）部、盛土部の縦断方向の

接続部には岩の場合１：５以上、土砂の場合１：10 程度のすり付け区間を設けて路床

支持力の不連続をさけなければならない。 
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 (a)掘削部路床に置き換えのないとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b)掘削部路床に置き換えがあるとき 

 

(c)現地盤がすりつけ区間を長くとることが不経済となる場合 

 

                図５－３ 掘削(切土)部、盛土部接続部のすり付け 

 

12 請負人は、歩道・路肩部分等の締固めについては、タンパ、振動ローラ等の小型締固

め機械等を用いて、一層仕上り厚を 20 ㎝以内で行わなければならない。 

13 請負人は、路床盛土工の施工中に降雨や湧水によって路床面に水が滞水する場合は、

路肩部分などに仮排水路を設け、道路外へすみやかに排水できるようにしておかなけれ

ばならない。 

14 請負人は、土の採取の搬入に先立ち、指定された採取場、建設発生土の受入地につい

て地形を実測し、資料を監督員に提出しなければならない。 

15 請負人は、土の採取にあたり、採取場の維持及び修復について採取場ごとの条件に応

じて施工するとともに、土の採取中、土質に著しい変化があった場合には、設計図書

に関して監督員と協議しなければならない。 

16 請負人は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び購入土を運搬す

る場合には沿道住民に迷惑がかからないように努めなければならない。流用土盛土及び

発生土盛土の施工にあたっても、一般道路を運搬に利用する場合も同様とするものとす

る。 
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５－４－５ 法面整形工 

１ 請負人は、掘削(切土)部法面整形の施工にあたり、ゆるんだ転石、岩塊等は、整形し

た法面の安定のために取り除かなければならない。なお、浮石が大きく取除くことが困

難な場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２ 請負人は、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。 

５－４－６ 作業建設発生土処理工（建設発生土処理工) 

建設発生土処理については、５－３－７作業建設発生土処理工の規定によるものとする。
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第６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も

のとする。 

２ 本章に特に定めのない事項については、第２章材料の規定によるものとする。 

 

第２節 適用すべき基準 

  請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、次の基準によらなけ

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に確認を求めなければならない。 

  土木学会  コンクリート標準示方書（施工編）        （平成 14 年３月） 

  土木学会  コンクリート標準示方書（構造性能照査編）    （平成 14 年３月） 

  土木学会  コンクリートのポンプ施工指針（案）       （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） 

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 鉄筋継手指針                   （平成 57 年２月）  

土木学会 鉄筋継手指針（その２）鉄筋のエンクローズ溶接継手 （昭和 59 年９月）  

日本圧接協会 鉄筋のガス圧接工事標準仕様書         （平成 17 年４月） 

 

第３節 コンクリート 

６－３－１ 一般事項 

１ 本節は、構造物に使用するコンクリートとしてレディーミクストコンクリート、配合、

材料の計量、練りまぜ、運搬、コンクリート打込み、養生、施工継目、表面仕上げその

他これに類する事項について定めるものとする。 

２ 請負人は、コンクリートの施工にあたり、土木学会、コンクリート標準示方書（施工

編）のコンクリートの品質の規定によらなければならない。これ以外による場合は、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。 

３ 請負人は、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」

（国土交通大臣官房技術審議官通達、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認しなければならない。 

４ 請負人は、コンクリートの使用にあたって、次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、シース内のグラウト及び
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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。 

（３）アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適

宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量（Cl－）は、0.30 ㎏/m3 以下

とする。 

５ 請負人は、海水又は潮風の影響を著しく受ける海岸付近及び外部から浸透する塩化物

の影響を受ける箇所において、アルカリ骨材反応による損傷が構造物の品質・性能に重

大な影響を及ぼすと考えられる場合には、塩分の浸透を防止するための塗装等の措置方

法について、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

６－３－２ レディーミクストコンクリート 

１ 請負人は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JIS マーク表示認定工

場で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施

する能力のある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合設計及び品質

管理等を適切に実施できる工場（全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づ

く監査に合格した工場等）から選定し、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）

に適合するものを用いなければならない。これ以外の場合は、第３項及び第４項の規定

によるものとする。 

２ 請負人は、JIS マーク表示認定工場で製造され JIS A 5308（レディーミクストコンク

リート）により粗骨材の 大寸法、空気量、スランプ、水セメント比及び呼び強度等が

指定されるレディーミクストコンクリートについては、配合に臨場するとともに製造会

社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料を整備・保管し、監督員の請求があ

った場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。 

３ 請負人は、JIS マーク表示認定工場が工事現場近くに見当たらない場合は、使用する

工場について、設計図書に指定したコンクリートの品質が得られることを確認の上、

その資料により監督員の確認を得なければならない。なお、コンクリートの製造、施

工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者が常駐しており、

配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場から選定しなければならない。 

４ 請負人は、JIS マーク表示認定工場でない工場で製造したレディーミクストコンクリ

ート及び JIS マーク表示認定工場であっても JIS A 5308（レディーミクストコンクリ

ート）以外のレディーミクストコンクリートを用いる場合には、設計図書及び６－３

－３配合及び６－３－４材料の計量の規定によるとともに、配合に臨場し、製造会社の

材料試験結果、配合の決定に関する確認資料により監督員の確認を得なければならない 。 

５ 請負人は、レディーミクストコンクリートの品質を確かめるための検査を JIS A 

5308（レディーミクストコンクリート）により実施しなければならない。なお、生産者

等に検査のための試験を代行させる場合は請負人がその試験に臨場しなければならない。

また、現場練りコンクリートについても、これに準ずるものとする。 

６－３－３ 配 合 

１ 請負人は、コンクリートの配合において、設計図書の規定のほか、構造物の目的に

必要な強度、耐久性、ひびわれ抵抗性、鋼材を保護する性能、水密性及び作業に適する

ワーカビリティーをもつ範囲で単位水量を少なくするように定めなければならない。 

２ 請負人は、施工に先立ち、あらかじめ配合試験を行い、表６－１の示方配合表を作成
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し、その資料により監督員の確認を得なければならない。ただし、すでに使用実績が

あり、品質管理データがある場合は、配合試験を行わず、他工事（公共工事に限る）の

配合表によることができるものとする。 

３ 請負人は、土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般の環境条件の場

合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート

については 55％以下、無筋コンクリートについては 60％以下とするものとする。 

 

表６－１ 示方配合表 

単位量（㎏/m3） 粗骨材

の 大

寸法

（㎜） 

スラン

プ 

(㎝) 

水セメ

ント比

W/C(%) 

空気量 

 

(%) 

細骨材

率 

(%) 

水 

W 

ｾﾒﾝﾄ 

C 

混和材

F 

細骨材

S 

粗骨材

G 

混和剤

A 

 

４ 請負人は、示方配合を現場配合に直す場合には、骨材の含水状態、５㎜ふるいに留ま

る細骨材の量、５㎜ふるいを通る粗骨材の量、及び混和剤の希釈水量等を考慮しなけれ

ばならない。 

５ 請負人は、使用する材料を変更したり、示方配合の修正が必要と認められる場合には、

第２項の規定に従って示方配合表を作成し、事前に監督員の確認を得なければならな

い。 

６ 請負人は、セメント混和材料を使用する場合には、材料の品質に関する資料により使

用前に監督員の確認を得なければならない。 

６－３－４ 材料の計量 

１ 請負人は、各材料を一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混

和剤溶液は容積で計量してもよいものとする。なお、一練りの量は、工事の種類、コン

クリートの打込み量、練りまぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならない。 

２ 請負人は、混和剤を溶かすのに用いた水又は混和剤をうすめるのに用いた水は、練り

まぜ水の一部としなければならない。 

３ 請負人は、材料の計量設備の計量精度の定期的な点検を行い、その結果を監督員に

提出しなければならない。 

６－３－５ 練りまぜ 

１ 請負人は、バッチミキサ及び連続ミキサを使用する場合には、それぞれ JIS A 1119

（ミキサで練りま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

び土木学会連続ミキサの練りまぜ性能試験方法（案）により練りまぜ性能試験を行わな

ければならない。 

２ 請負人は、コンクリートの練りまぜにおいて、JIS A 8603（コンクリートミキサ）を

用いなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練

りで行う場合には、請負人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。 

３ 請負人は、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まぜなけ

ればならない。 

４ 練りまぜ時間は、試験練りによって定めるものとする。やむを得ず、練りまぜ時間の

試験を行わない場合は、その 小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合１分 30 秒、
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強制練りバッチミキサを用いる場合１分とするものとする。 

５ 請負人は、あらかじめ定めておいた練りまぜ時間の３倍以内で、練りまぜを行わなけ

ればならない。 

６ 請負人は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後にミキサ内に新たに材料を投

入しなければならない。 

７ 請負人は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。 

８ ミキサは、練上り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のもの

とする。 

９ 請負人は、連続ミキサを用いる場合、練りまぜ開始後、 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

以上とするものとする。 

10 請負人は、コンクリートを手練りにより練りまぜる場合は、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。 

６－３－６ 運 搬 

１ 請負人は、運搬車の使用にあたって、練りま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。 

 なお、請負人は、運搬中にダンプトラック等を使用する場合には、その荷台を平滑で、

かつ防水構造としなければならない。 

２ 請負人はコンクリートポンプを用いる場合は、「土木学会コンクリートのポンプ施工

指針（案）第５章圧送」の規定によらなければならない。また、請負人はコンクリート

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。 

３ 請負人は、シュートを用いる場合には、縦シュートを用いるものとし、漏斗管あるい

は、これと同等以上の管を継ぎ合わせて作り、コンクリートの材料分離が起こりにくい

ものにしなければならない。なお、これによりがたい場合は、設計図書に関して監督

員の承諾を得なければならない。 

６－３－７ コンクリート打込み 

１ 請負人は、コンクリートの打込み前に型枠、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。 

２ 請負人は、コンクリート打込み前に運搬装置、打込み設備及び型枠内を清掃して、コ

ンクリート中に雑物の混入することを防がなければならない。 

  また、請負人は、コンクリートと接して吸水するおそれのあるところを、あらかじめ

湿らせておかなければならない。 

３ 請負人は、コンクリートをすみやかに運搬し、直ちに打込み締固めなければならない。

練りまぜてから打終わるまでの時間は外気温が 25℃を超えるときでも 1.5 時間、25℃

以下のときで２時間を超えないものとする。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。 

４ 請負人は、コンクリートの打込みを、日平均気温が４℃を超え 25℃以下の範囲に予

想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、

６－６－３暑中コンクリート、６－６－４寒中コンクリートの規定によらなければなら
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ない。 

５ 請負人は、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明記しなければならない。ただし、請負人は、これを

変更する場合には、施工計画書に記載し、監督員に提出しなければならない。 

６ 請負人は、コンクリートの打込み作業にあたっては、鉄筋の配置や型枠を乱さないよ

うに注意しなければならない。 

７ 請負人は、打込んだコンクリートは、横移動させてはならない。 

８ 請負人は、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。 

９ 請負人は、一区画内のコンクリートを、打込みが完了するまで連続して打込まなけれ

ばならない。 

10 請負人は、コンクリートを、その表面が一区画内で水平になるよう打たなければなら

ない。コンクリート打込みの一層の高さは、締固め能力を考慮してこれを定めるものと

する。 

11 請負人は、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、上層と下層が一体となるように施

工しなければならない。 

12 請負人は、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、請負人は、

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込み面近くまで下げてコンクリートを打込まな

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 請負人は、コンクリートの打込み中、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。 

14 請負人は、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回の打込み高さや打上り速度を調整しなければならない。 

15 請負人は、スラブ又ははりのコンクリートが、壁又は柱のコンクリートとして連続し

ている場合には沈下ひびわれを防止するため、壁又は柱のコンクリートの沈下がほぼ終

了してから、スラブ又ははりのコンクリートを打込まなければならない。また、請負人

は、張出し部分を持つ構造物の場合にも同様にして施工しなければならない。 

16 請負人は、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。 

17 請負人は、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。 

18 請負人は、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。 

19 請負人は、コンクリートの打込み中及びその直後、コンクリートが鉄筋の周囲あるい

は型枠のすみずみに行き渡るように締固めなければならない。なお、締固めには内部振

動機を用いるものとし、作業にあたっては、鉄筋、型枠等に悪影響を与えないようにす
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るとともに過度の振動により材料の分離が生じることのないように留意しなければなら

ない。また、薄い壁など内部振動機の使用が困難な場合には型枠振動機を併用するもの

とする。 

６－３－８ 養 生 

１ 請負人は、コンクリートの打込み後の一定期間を、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 請負人は、コンクリートの露出面を養生マット、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６－２の期間、常に湿潤状態を保たなければならな

い。 

表６－２ コンクリートの養生期間 

高炉ｾﾒﾝﾄＢ種 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 

７日以上 ５日以上 ３日以上 

        〔注〕寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの場合は、6-6-4 寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの規定による。 

 

３ 請負人は、温度制御養生を行う場合には、温度制御方法及び養生日数についてコンク

リートの種類及び構造物の形状寸法を考慮して、養生方法を施工計画書に記載しなけ

ればならない。 

４ 請負人は、蒸気養生、その他促進養生を行う場合には、コンクリートに悪影響を及ぼ

さないよう養生を開始する時期、温度の上昇速度、冷却速度、養生温度及び養生時間な

どの養生方法を施工計画書に記載しなければならない。なお、膜養生を行う場合には、

設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

６－３－９ 施工継目 

１ 請負人は、設計図書で定められていない継目を設ける場合には、構造物の強度、耐

久性、機能及び外観を害さないように、位置、方向及び形状等を定め、設計図書に関

して監督員の承諾を得て施工しなければならない。 

２ 請負人は、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なるよう施工しなければならない。 

３ 請負人は、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 請負人は、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、その打込み

前に、型枠をしめ直し、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、雑物などを取り除き吸水させなければならない。 

  また、請負人は、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

継目を、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などを塗った後、新コンクリ

ートを打継がなければならない。 

５ 請負人は、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 請負人は、床組みにおける打継目を設ける場合には、スラブ又は、はりのスパンの中
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央付近に設けなければならない。ただし、請負人は、はりがそのスパンの中央で小ばり

と交わる場合には、小ばりの幅約２倍の距離を隔てて、はりの打継目を設け、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 請負人は、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の瀝青系目地材料厚は１㎝、施工間隔は 10ｍ程度とする。 

８ 請負人は、温度変化や乾燥収縮などにより生じるひびわれを集中させる目的で、必要

に応じてひびわ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。

ひびわれ誘発目地は、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。 

６－３－10 表面仕上げ 

１ 請負人は、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 請負人は、せき板に接しない面の仕上げにあたっては、締固めを終わり、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 請負人は、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。 

 

第４節 型枠及び支保 

６－４－１ 一般事項 

１ 本節は、型枠及び支保として支保、型枠、塗布その他これらに類する事項について定

めるものとする。 

２ 請負人は、型枠及び支保の施工にあたり、コンクリート部材の位置、形状及び寸法が

確保され工事目的物の品質・性能が確保できる性能を有するコンクリートが得られるよ

うに施工しなければならない。 

３ 請負人は、型枠を容易に組立て及び取り外すことができ、せき板又はパネルの継目は

なるべく部材軸に直角又は平行とし、モルタルのもれない構造にしなければならない。 

４ 請負人は、コンクリートがその自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度

に達するまで、型枠及び支保を取り外してはならない。 

５ 請負人は、型枠及び支保の取り外しの時期及び順序について、設計図書に定められ

ない場合には、構造物と同じような状態で養生した供試体の圧縮強度をもとに、セメン

トの性質、コンクリートの配合、構造物の種類とその重要性、部材の種類及び大きさ、

部材の受ける荷重、気温、天候、風通し等を考慮して、取り外しの時期及び計画を、

施工計画書に記載しなければならない。 

６ 請負人は、特に定めのない場合には、コンクリートのかどに面取りを施工しなければ

ならない。 

６－４－２ 支 保 

１ 請負人は、支保の施工にあたり、荷重に耐えうる強度を持った支保を使用するととも

に、受ける荷重を適切な方法で確実に基礎に伝えられるように適切な形状を選定しなけ
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ればならない。 

２ 請負人は、支保の基礎に過度の沈下や不等沈下などが生じないようにしなければなら

ない。 

６－４－３ 型 枠 

１ 請負人は、型枠を締付けるにあたって、ボルト又は棒鋼を用いなければならない。ま

た、外周をバンド等で締付ける場合、その構造、施工手順等を施工計画書に記載しな

ければならない。なお、請負人は、これらの締付け材を型枠取り外し後、コンクリート

表面に残しておいてはならない。 

２ 請負人は、型枠取り外し後、型枠締め付け材等により生じたコンクリート面の穴は、

本体コンクリートと同等以上の品質を有するモルタルで隙間のないように補修しなけれ

ばならない。 

６－４－４ 塗 布 

  請負人は、型枠の内面に、はく離剤を均一に塗布するとともに、はく離剤が、鉄筋に

付着しないようにしなければならない。 

 

第５節 鉄 筋 

６－５－１ 一般事項 

１ 本節は、鉄筋の加工、鉄筋の組立て、鉄筋の継手、ガス圧接その他これらに類する事

項について定めるものとする。 

２ 請負人は、施工前に、配筋図、鉄筋組立図及びかぶり詳細図により組立可能か、また、

配力鉄筋及び組立筋を考慮したかぶりとなっているかを照査し、不備を発見したときは

監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し確認を求めなければならない。 

３ 請負人は、鉄筋の材質を害さない方法で加工し、これを所定の位置に正確に、堅固に

組立てなければならない。 

４ 請負人は、亜鉛めっき鉄筋の加工を行う場合、その特性に応じた適切な方法でこれを

行わなければならない。 

５ 請負人は、エポキシ系樹脂塗装鉄筋の加工・組立を行う場合、塗装並びに鉄筋の材質

を害さないよう、衝撃・こすれによる損傷のないことを作業完了時に確認しなければ

ならない。 

６ エポキシ系樹脂塗装鉄筋の切断・溶接による塗膜欠落や、加工・組立にともなう有害

な損傷部を確認した場合、請負人は、十分清掃した上、コンクリートの打込み前に適

切な方法で補修しなければならない。 

６－５－２ 鉄筋の加工 

１ 請負人は、鉄筋を常温で加工しなければならない。ただし、鉄筋をやむを得ず熱して

加工するときには、既往の実績を調査し、現地において試験施工を行い、悪影響を及ぼ

さないことを確認した上で施工方法を定め、施工しなければならない。なお、調査・

試験及び確認資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示する

とともに検査時に提出しなければならない。 

２ 請負人は、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、「土木学会コンクリート標準示方書（設計編）第９章一般構造細目」の

規定によらなければならない。 
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６－５－３ 鉄筋の組立 

１ 請負人は、鉄筋を組立てる前にこれを清掃し浮きさびや鉄筋の表面についたどろ、油、

ペンキ、その他鉄筋とコンクリートの付着を害するおそれのあるものは、これを除かな

ければならない。 

２ 請負人は、鉄筋を配置し、コンクリートを打つときに動かないよう組立用鉄筋を用い

るなどして堅固に組立てなければならない。また、請負人は、鉄筋の交点の要所を、直

径 0.8 ㎜以上のなまし鉄線、又はクリップで緊結し、鉄筋が移動しないようにしなけれ

ばならない。 

３ 請負人は、原則として曲げ加工した鉄筋を曲げ戻してはならない。 

４ 請負人は、設計図書に特に定めのない限り、鉄筋のかぶりを保つよう、スペーサー

を設置するものとし、構造物の側面については１㎡あたり２個以上、構造物の底面につ

いては１㎡あたり４個以上設置しなければならない。鉄筋のかぶりとはコンクリート表

面から鉄筋までの 短距離をいい、設計上のコンクリート表面から主鉄筋の中心までの

距離とは異なる。また、請負人は、型枠に接するスペーサーについてはコンクリート製

あるいはモルタル製で本体コンクリートと同等以上の品質を有するものを使用しなけれ

ばならない。また、請負人は、打設するコンクリートと一体化する形状のスペーサーを

使用しなければならない。これ以外のスペーサーを使用する場合は使用前に監督員の

承諾を得なければならない。 

 

 

図６－１ 鉄筋のかぶり 

 

５ 請負人は、設計図書に示されていない鋼材（組立用鉄筋など）を配置する場合は、

その鋼材についても所定のかぶりを確保し、かつその鋼材と他の鉄筋とのあきを粗骨材

の 大寸法の 4/3 以上としなければならない。 

６ 請負人は、鉄筋を組立ててからコンクリートを打込むまでに、鉄筋の位置がずれたり、

泥、油等の付着がないかを確認し、清掃してからコンクリートを打たなければならな

い。 
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６－５－４ 鉄筋の継手 

１ 請負人は、設計図書に示されていない鉄筋の継手を設けるときには、継手の位置及

び方法について、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。 

２ 請負人は、鉄筋の重ね継手を行う場合は、設計図書に示す長さを重ね合わせて、直

径 0.8 ㎜以上のなまし鉄線で数箇所緊結しなければならない。 

３ 請負人は、鉄筋の継手にねじふし鉄筋継手、ねじ加工継手、溶接金属充てん継手、モ

ルタル充てん継手、自動ガス圧接継手、エンクローズ溶接継手などを用いる場合には、

鉄筋の種類、直径及び施工箇所に応じた施工方法を選び、その品質を証明する資料を監

督員に提出しなければならない。 

４ 請負人は、将来の継ぎたしのために構造物から鉄筋を露出しておく場合には、損傷、

腐食等を受けないようにこれを保護しなければならない。 

５ 請負人は、鉄筋の継手位置として、引張応力の大きい断面を避けなければならない。 

６ 請負人は、設計図書に明示した場合を除き、継手を同一断面に集めてはならない。

また、請負人は、継手を同一断面に集めないため、継手位置を軸方向に相互にずらす距

離は、継手の長さに鉄筋直径の 25 倍か断面高さのどちらか大きい方を加えた長さ以上

としなければならない。 

７ 請負人は、継手部と隣接する鉄筋とのあき、又は継手部相互のあきを粗骨材の 大寸

法以上としなければならない。 

６－５－５ ガス圧接 

１ 圧接工は、JIS Z 3881（ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準）に定めら

れた試験の種類のうち、その作業に該当する試験の技量を有する技術者でなければなら

ない。また、自動ガス圧接装置を取扱う者は、JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）

に規定する棒鋼を酸素・アセチレン炎により圧接する技量を有する技術者でなければな

らない。なお、ガス圧接の施工方法は、熱間押し抜き法とする場合は、設計図書に関

して監督員の承諾を得るものとする。 

  また、資格証明の写しを監督員に提出するものとする。 

２ 請負人は、鉄筋のガス圧接箇所が設計図書どおりに施工できない場所は、その処置

方法について施工前に監督員と協議しなくてはならない。 

３ 請負人は、規格又は形状の著しく異なる場合及び径の差が７㎜を超える場合は圧接し

てはならない。 

４ 請負人は、圧接面を圧接作業にグラインダ等でその端面が直角で平滑となるように仕

上げるとともに、さび、油、塗料、セメントペースト、その他有害な付着物を完全に除

去しなければならない。 

５ 突き合わせた圧接面はなるべく平面とし、周辺のすき間は３㎜以下とする。 

６ 請負人は、降雪雨又は、強風等のときの作業をしてはならない。ただし、作業が可能

なように、遮へいした場合は作業を行うことができるものとする。 
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第６節 特殊コンクリート 

６－６－１ 一般事項 

  本節は、構造物に使用する特殊コンクリートとして暑中コンクリート、寒中コンクリ

ート、水中コンクリート、海水の作用を受けるコンクリート、超速硬コンクリートその

他これらに類するコンクリートについて定めるものとする。 

６－６－２ 材 料 

１ 請負人は、コンクリートの材料の温度を、品質が確保できる範囲内で使用しなければ

ならない。 

２ 請負人は、暑中コンクリートにおいて、減水剤及びＡＥ減水剤を使用する場合は JIS 

A 6204（コンクリート用化学混和剤）の規格に適合する遅延形のものを使用しなければ

ならない。また、遅延剤、流動化剤等を使用する場合は、土木学会規格 JSCE-D101 によ

るものとし、遅延剤を使用する場合には使用したコンクリートの品質を確認し、その

使用方法添加量等について施工計画書に記載しなければならない。 

３ 請負人は、寒中コンクリートにおいて次の各号の規定によらなければならない。 

（１）請負人は、凍結しているか、又は氷雪の混入している骨材をそのまま用いてはなら

ない。 

（２）請負人は、材料を加熱する場合、水又は骨材を加熱することとし、セメントはどん

な場合でも直接これを熱してはならない。骨材の加熱は、温度が均等で、かつ過度に

乾燥しない方法によるものとする。 

（３）請負人は、ＡＥコンクリートを用いなければならない。これ以外を用いる場合は、

使用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。 

６－６－３ 暑中コンクリート 

１ 請負人は、日平均気温が 25℃を超えることが予想されるときは、暑中コンクリート

として施工を行わなければならない。 

２ 請負人は、暑中コンクリートの施工にあたり、高温によるコンクリートの品質の低下

がないように、材料、配合、練りまぜ、運搬、打込み及び養生について、打込み時及び

打込み直後においてコンクリートの温度が低くなるように対策を講じなければならない。 

３ 請負人は、コンクリートを打込む前には、地盤、型枠等のコンクリートから吸水する

おそれのある部分を湿潤状態に保たなければならない。また、請負人は、型枠、鉄筋等

が直射日光を受けて高温になるおそれのある場合には、散水、覆い等により高温になる

のを防がなければならない。 

４ 請負人は、コンクリートの打込みをできるだけ早く行い、練りまぜから打ち終わるま

での時間は 1.5 時間を超えてはならない。 

５ 請負人は、コンクリートの温度を、打込み時 35℃以下に保たなければならない。 

６ 請負人は、コンクリートの打込みにあたっては、コールドジョイントが発生しないよ

う迅速に行わなければならない。 

７ 請負人は、コンクリートの打込みを終了した時には、すみやかに養生を開始し、コン

クリートの表面を乾燥から保護しなければならない。また、特に気温が高く湿度が低い

場合には、打込み直後の急激な乾燥によってひびわれが生じることがあるので、直射日

光、風等を防がなければならない。 
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６－６－４ 寒中コンクリート 

１ 請負人は、日平均気温が４℃以下になることが予想されるときは、寒中コンクリート

として施工を行わなければならない。 

２ 請負人は、寒中コンクリートの施工にあたり、材料、配合、練りまぜ、運搬、打込み、

養生、型枠及び支保についてコンクリートが凍結しないように、また、寒冷下において

も設計図書に示す品質が得られるようにしなければならない。 

３ 請負人は、セメントが急結を起こさないように、加熱した材料をミキサに投入する順

序を設定しなければならない。 

４ 請負人は、熱量の損失を少なくするようにコンクリートの練りまぜ、運搬及び打込み

を行わなければならない。 

５ 請負人は、打込み時のコンクリートの温度を、構造物の断面 小寸法、気象条件等を

考慮して、５～20℃の範囲に保たなければならない。 

６ 請負人は、凍結している地盤上にコンクリートを打込んではならない。また、コンク

リートを打込む前に鉄筋、型枠等に氷雪が付着しているときは取り除かなければならな

い。 

７ 請負人は、コンクリートの打込み終了後ただちにシートその他材料で表面を覆い、養

生を始めるまでの間、コンクリート表面の温度の急冷を防がなければならない。 

８ 請負人は、コンクリートが打込み後の初期に凍結しないように保護し、特に風を防が

なければならない。 

９ 請負人は、養生方法及び養生期間について、外気温、配合、構造物の種類及び大きさ、

その他養生に影響を与えると考えられる要因を考慮して計画しなければならない。 

10 請負人は、養生中のコンクリートの温度を５℃以上に保たなければならない。また、

養生期間については、特に監督員が指示した場合のほかは、表６－３の値以上とする

ものとする。なお、表６－３の養生期間の後、さらに２日間はコンクリート温度を 0℃

以上に保たなければならない。 

 

表６－３ 寒中コンクリートの養生期間 

普通の場合  

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 

＋ 

促進剤 

混合ｾﾒﾝﾄ B 種 

５℃ ９日 ５日 12 日 (１)連続してあるいはしばし

ば水で飽和される部分 10℃ ７日 ４日 ９日 

５℃ ４日 ３日 ５日 (２ )普通 の露 出状 態に あり

(１)に属さない部分 10℃ ３日 ２日 ４日 

    〔注〕Ｗ／Ｃ＝55％の場合を示した。Ｗ／Ｃがこれと異なる場合は増減する。 

 

11 請負人は、凍結融解によって害を受けたコンクリートを除かなければならない。 

 

 

ｾﾒﾝﾄの種類 

断面 

構造物の露出状態 

養 
生 

温 
度 
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６－６－５ 水中コンクリート 

１ 請負人は、コンクリートを静水中に打込まなければならない。これ以外の場合であっ

ても、流速 0.05m/sec 以下でなければ打込んではならない。 

２ 請負人は、コンクリートを水中において落下させないようにし、かつ打込み開始時の

コンクリートは水と直接に接しないような工夫をしなければならない。 

３ 請負人は、コンクリートの面を水平に保ちながら所定の高さ又は水面上に達するまで

連続して打込まなければならない。 

４ 請負人は、レイタンスの発生を少なくするため、打込み中、コンクリートをかき乱さ

ないようにしなければならない。 

５ 請負人は、コンクリートが硬化するまで、水の流動を防がなければならない。 

６ 請負人は、一区画のコンクリートを打込み終わった後、レイタンスを完全に除いてか

ら、次の作業を始めなければならない。 

７ 請負人は、コンクリートをトレミー管若しくはコンクリートポンプを用いて打込まな

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た代替

工法で施工しなければならない。 

６－６－６ 海水の作用を受けるコンクリート 

１ 請負人は、海水の作用を受けるコンクリートの施工にあたり、品質が確保できるよう

に、打込み、締固め、養生などを行わなければならない。 

２ 請負人は、設計図書に示す 高潮位から上 60 ㎝及び 低潮位から下 60 ㎝の間のコ

ンクリートに水平継目を設けてはならない。干満差が大きく一回のうち上がり高さが非

常に高くなる場合や、その他やむを得ない事情で打継目を設ける必要がある場合には、

設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

３ 請負人は、コンクリート（普通ポルトランドセメントを用いた場合）が、材令５日に

なるまで海水にあらわれないよう保護しなければならない。 

６－６－７ マスコンクリート 

１ 請負人は、マスコンクリートの施工にあたって、事前にセメントの水和熱による温度

応力及び温度ひびわれに対する十分な検討を行わなければならない。 

２ 請負人は、温度ひびわれに関する検討結果に基づき、打込み区画の大きさ、リフト高

さ、継目の位置及び構造、打込み時間間隔を設定しなければならない。 

３ 請負人は、あらかじめ計画した温度を超えて打込みを行ってはならない。 

４ 請負人は、養生にあたって、温度ひびわれ制御が計画どおりに行えるようコンクリー

ト温度を制御しなければならない。 

５ 請負人は、温度ひびわれに制御が適切に行えるよう、型枠の材料及び構造を選定する

とともに、型枠を適切な期間存置しなければならない。 
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第７章 塗装 

 

第１節 適 用 

１ 本節は、水管橋等鋼構造物の塗装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 請負人は、工事に従事する塗装工は、同種塗装工事に従事した経験を有する者でなけ

ればならない。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

  請負人は、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３節 水管橋等構造物の塗装 

７－３－１ 一般事項 

  本節は、水管橋等構造物の塗装として塗料、工場塗装、現場塗装その他これらに類す

る工事について定めるものとする。 

７－３－２ 塗料 

１ 請負人は、JIS又はJWWAに適合した塗料を使用しなければならない。 

  また、工事着手前に色見本により、監督員の確認を得なければならない。 

２ 請負人は、塗料を、直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは関係諸法令及び

諸法規を遵守して行わなければならない。 

３ 請負人は、多液型塗料を使用する場合、混合の際の混合割合、混合法、混合塗料の状 

態、使用期間等について使用塗料の仕様を遵守しなければならない。 

４ 請負人は、塗料の有効期限を、ジンクリッチペイントの亜鉛粉末製造後６ヶ月以内、

その他の塗料は製造後12ヶ月以内とし、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。 

５ 請負人は、水没部に使用する塗料については、完全硬化後の塗膜が公的試験所におい

て実施する、水道法に基づく水質基準又はJWWA K135（水道用液状エポキシ樹脂塗料塗

装方法）、K 157(水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料)の浸出試験の規格に適合するもの

でなければならない。 

６ 請負人は、前項の塗料で監督員が請求したときは、水道法に基づく水質基準又はJWWA 

K 135（水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法）、K 157(水道用無溶剤形エポキシ樹脂

塗料)の品質及び検査の全項目について、公的試験所において試験した成績書並びに塗

装見本板等の関連技術資料を監督員に提出しなければならない。 

７－３－３ 工場塗装 

  請負人は、工場塗装については、部材の仮検査が完了した後、指定の下塗を１回以上

塗装しなければならない。ただし、組立記号を記入する箇所は、あらかじめ 小限度の

厚さに塗装を行わなければならない。 

  また、組立後塗装するのが困難な部分は、前もって塗装しなければならない。 
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７－３－４ 現場塗装 

１ 請負人は、部材の運搬又は組立て中に前回までの塗膜を損傷した場合、補修塗装を行

ってから現場塗装を行わなければならない。 

２ 請負人は、現場塗装に先立ち、下塗り塗膜の状態を調査し、たれ、はじき、泡、ふく

れ、割れ、はがれ、浮き錆及び塗膜に有害な付着物など塗料を塗り重ねると悪い影響を

与えるおそれがある場合は、監督員に報告し、処置を講じなければならない。 

３ 請負人は、被塗物の表面を塗装に先立ち、錆落し清掃を行うものとし、素地調整は設

計図書に示される素地調整種別に応じて、次の各号の仕様を適用しなければならない。 

（１）１種ケレン 

   塗膜、黒皮、錆その他の付着物を完全に除去（素地調整のグレードは、ISO規格で

Sa2.5以上）し、鋼肌を露出させたもの。 

（２）２種、３種及び４種ケレン 

  ① 錆が発生している場合 

素地調

整種別 
錆の状態 

発錆面積

（％） 
素地調整内容 

２種 
点錆が進行し、板状錆に近い状

態や、こぶ状錆となっている 

30以上 旧塗膜、錆を除去し、鋼材面を露

出させる 

３種A 
点錆がかなり点在している 15～30 活膜は残すが、それ以外の不良部

（錆・割れ・膨れ）は除去する。 

３種B 点錆が少し点在している ５～15 同上 

３種C 点錆がほんの少し点在している ５以下 同上 

 

②  錆がなく、割れ・ふくれ・はがれ・白亜化・変退色などの塗膜異常がある場合 

素地調

整種別 
錆の状態 

塗膜異常面

積（％） 
素地調整内容 

３種C 
発錆はないが、割れ、膨れ、は

がれの発生が多く認められる 
５以上 

活膜は残すが、不良部は除去す

る 

発錆はないが、割れ、膨れ、は

がれの発生が少し認められる 
５以下 

同上 

４種 

白亜化、変退色の著しい  粉化物、汚れなどを除去する 

 

４ 請負人は、海上輸送部材、海岸部に設置された部材及び塩分付着の疑いがある場合は、

塩分測定を行わなければならない。なお、塩分付着量の測定結果がNaC  100㎎/㎡以上

となった場合は、処置方法について監督員と協議しなければならない。 

５ 請負人は、次の各号の場合塗装を行ってはならない。これにより難い場合は監督員と

協議しなければならない。 

（１） 気温及び湿度の条件が表７－１の制限を満足しないとき 
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表７－１ 塗布作業時の気温と湿度制限 

塗装の種類 気温（℃） 湿度（ＲＨ％） 

長ばく形エッチングプライマー ５以下 85 以上 

無機ジンクリッチプライマー 0 以下 50 以上 

無機ジンクリッチペイント 0 以下 50 以上 

有機ジンクリッチペイント 10 以下 85 以上 

鉛系錆止めペイント ５以下 85 以上 

フェノール樹脂ＭＩＯ塗料 ５以下 85 以上 

エポキシ樹脂プライマー 10 以下 85 以上 

エポキシ樹脂ＭＩＯ塗料* 10 以下 85 以上 

エポキシ樹脂塗料下塗*（中塗）* 10 以下 85 以上 

変性エポキシ樹脂塗料下塗* 10 以下 85 以上 

超厚膜形エポキシ樹脂塗料 ５以下 85 以上 

タールエポキシ樹脂塗料 10 以下 85 以上 

変性エポキシ樹脂塗料内面用* 10 以下 85 以上 

無溶剤形タールエポキシ樹脂塗料* 10 以下、30 以上 85 以上 

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料* 10 以下、30 以上 85 以上 

長油性フタル酸樹脂塗料中塗 ５以下 85 以上 

長油性フタル酸樹脂塗料上塗 ５以下 85 以上 

シリコンアルキド樹脂塗料中塗 ５以下 85 以上 

シリコンアルキド樹脂塗料上塗 ５以下 85 以上 

塩化ゴム系塗料中塗 0 以下 85 以上 

塩化ゴム系塗料上塗 0 以下 85 以上 

ポリウレタン樹脂塗料中塗 ５以下 85 以上 

ポリウレタン樹脂塗料上塗 0 以下 85 以上 

フッ素樹脂塗料中塗 ５以下 85 以上 

フッ素樹脂塗料上塗 0 以下 85 以上 

    〔注〕*印を付した塗料を低温時に塗布する場合は、低温用の塗料を用いるものとする。 

       低温用の塗料に対する制限は、気温については５℃以下、20℃以上、湿度につ 

いては85％以上とする。 

 

（２）降雨等で表面がぬれているとき 

（３）風が強いとき及び塵埃が多いとき 

（４）塗料の乾燥前に降雨、雪及び霜のおそれがあるとき 

（５）炎天で鋼材表面の温度が高く塗膜に泡を生じるおそれのあるとき 

（６）その他監督員が不適当と認めたとき 

６ 請負人は、鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態のときに塗装し

なければならない。 
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７ 請負人は、塗残し、気泡むら、ながれ、刷毛目等の欠陥が生じないように塗装しなけ

ればならない。 

８ 請負人は、塗料を使用前に攪拌し、容器の底部に顔料が沈殿しないようにしてから使

用しなければならない。 

９ 請負人は、溶接部、ボルトの接合部分その他構造の複雑な部分に必要膜厚を確保する

ように施工しなければならない。 

10 請負人は、塗装の各層の塗重ね間隔を守り没水するものは、没水するまでに乾燥を行

わなければならない。 

11 請負人は、下塗にあたっては、次によらなければならない。 

（１）第１種以外の素地調整を終了したときは、被塗装面の素地調整状態を確認した上 

で下塗を施工すること。天災その他の理由によりやむを得ず下塗が遅れ、そのため錆

が生じたときは、再び素地調整を行い塗装すること。 

（２）重ね塗りを行うときは、塗料製造会社の指定する重ね塗り期間内に塗装すること。 

（３）ボルト締め後又は溶接施工のため塗装困難となる部分で設計図書に示されている場

合又は監督員の指示がある場合には、施工前に塗装を完了させること。 

（４）機械仕上げ面には、防錆油等を塗布すること。 

（５）現場溶接を行う部分について、錆の生じるおそれがある場合には防錆剤を塗布する

ことができるが、溶接及び塗膜に影響を及ぼすおそれのあるものについては、溶接及

び塗装前に除去すること。なお、防錆剤使用については、監督員の承諾を得ること。 

（６）第１種の素地調整を行ったときは、４時間以内に金属前処理塗装を施すこと。 

12 請負人は、中塗及び上塗にあたっては、次によらなければならない。 

（１）中塗及び上塗にあたっては、被塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を確認した上で行

うこと。 

（２）海岸地域、大気汚染の著しい地域等、特殊環境の塗装については、素地調整終了か

ら中塗完了まですみやかに塗装すること。 

13 請負人は、コンクリートとの接触面の塗装を行なってはならない。ただし、プライマ

ー塗装は行うことができる。 

14 請負人は、検査にあたっては、次によらなければならない。 

（１）工場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成及び保管し、監督員の

請求があった場合は遅滞なく提示するとともに検査時に提出すること。 

（２）塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後、塗膜測定をすること。 

（３）塗膜厚の測定は、部材ごと及び作業姿勢ごと平均して測定すること。 

（４）膜厚測定器は、２点調整式電磁膜厚計を使用すること。なお、これにより難い場合

は監督員の承諾を得ること。 

（５）塗料缶の貼付ラベルは完全な状態に保ち、未開封の状態で現場に搬入の上、次によ

り記録写真を作成して、監督員に提出すること。 

  ① 缶に番号を付けること。 

  ② 番号ごとの塗料の品質、色彩、数量、製造会社名、製造年月日及びロッド番号の

一覧表を作成すること。 

  ③ 缶の全般と貼付ラベルの写真を撮影すること。 

  ④ 塗布作業終了時には、使用量（空缶数）が確認できる写真を撮影すること。 
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15 請負人は、記録にあたっては、次によらなければならない。 

（１）記録として作成及び保管する施工管理写真は、カラー写真とすること。 

   また、監督員の請求があった場合は遅滞なく提示するとともに検査時に提出するこ

と。 

（２） 終塗装を完了した後は、ペイント又は塩ビ系の粘着シートにより図７－１のとお

り記録すること。 

 

塗装年月 20○○年□□月 

下塗 １ 規格と塗回数 

下塗 ２ 〃 

中塗 １ 〃 

中塗 ２ 〃 

塗料名 

上塗 〃 

塗料会社名  

施工者  

塗装面積 ○○㎡ 

 

 

 

図７－１ 塗装記録表 

 

450 

650
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第２編 水道土木工事 

第１章 管路工事 

 

第１節 管路工（開削） 

１－１－１ 適 用 

１ 本節は、管路工（開削）における管路土工、管布設工、弁設置工、弁室工（躯体工）、

栓設置工、排水設備設置工、管撤去工、弁撤去工、栓撤去工、排水設備撤去工、管路材

料、管路土留工、埋設管防護工、管路路面覆工、補助地盤改良工、地下水検査工、開削

水替工、地下水低下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 本節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ものとする。 

１－１－２ 一般事項 

１ 請負人は、施工前に次の各号について、監督員に確認しておかなければならない。 

（１）支給材料の受領場所、受領時期等 

（２）連絡工事の方法と、断水を伴う場合は、その予定時期等 

（３）その他 

２ 請負人は、次の各号の規定により試掘及び地質調査等の現地調査を実施しなければな

らない。 

（１）地下埋設物位置確認等の試掘箇所は、監督員と現地立会いの上決定すること。 

（２）ボーリング調査を行う場合の実施地点は、事前に地下埋設物の調査及び位置確認

をし、監督員と現地立会いの上決定すること。 

（３）試掘は、地下埋設物を損傷しないようにすること。 

（４）試掘及び地質調査については、土質の形状、地下水の状態等を観察し、事後の掘削

工、土留工及び管に及ぼす影響等の参考にすること。 

（５）舗装切断から仮復旧までの施工については、本工事と同様とする。 

（６）既設埋設物の大きさ（管径等）は、埋戻し後もその位置が確認できるよう測定基

点を明確にするとともに、当該位置の路面にペイント標示等の処置を行うこと。 

（７）試掘箇所は、当日のうちに埋戻し仮復旧を施工すること。また、仮復旧箇所は、工

事完了まで毎日巡回点検し、適正に保守管理すること。 

（８）試掘調査の場所、掘削の形状寸法、調査結果は、工事日報等に記載し監督員に提

出すること。 

（９）近接する地下埋設物が想定される場合は、当該施設の管理者の立会いを求め、そ

の指示を受け、処置を講ずること。 

１－１－３ 管路土工 

  管路土工については、第１編４－３－３作業土工の規定によるほか、次の各項のとお

りとする。 

１ 管路掘削 

  請負人は、掘削にあたっては、次の各号の規定により施工しなければならない。 

（１）掘削は、管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

等を施工すること。 
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（２）掘削は、掘り過ぎないように注意すること。 

（３）埋設物に近接して掘削する場合、 後の底面仕上げは、人力で行うこと。 

（４）舗装路面を掘削する場合は、コンクリートカッタ等を使用して舗装面を切断した後

に行うこと。 

（５）掘削作業中に湧水等がある場合は、ポンプ等で適正に排水すること。 

（６）掘削土砂を、掘削現場に仮置き又は堆積させないこと。 

（７）機械掘削を行う場合は、地上、地下施設物及び路面等を傷つけないよう処置を講ず

ること。 

   また、地上施設物、地下埋設物に近接する場所、又は掘削中地下埋設物が発見され

た場合は、当該施設の管理者の立会いを求め、その指示に従うとともに、監督員に

報告すること。 

（８）掘削底面が特に軟弱な場合、又は硬質な地盤の場合は、監督員の指示する基礎工

を施工すること。 

（９）会所掘りは、接合作業に支障のないように施工すること。 

   また、湧水のある場合は、土留、排水等を適正に行い、接合作業環境を良質に保つ

こと。 

（10）掘り置きは、監督員の承諾が得られない限り行わないこと。 

（11）掘り置きについての許可等を得た工事の場合は、掘り置き箇所は完全に閉塞するか、

保安ネット等で覆い、転落防止の処置を講じること。なお、掘り置き箇所はガードフ

ェンス等で完全に囲っておくこと。ただし、掘り置き箇所が極めて小規模の場合は、

ガードフェンスに換えてバリケード等を使用することができる。 

   また、掘り置き箇所は、特に工事標識等の設置及び照明設備を設置し照射しておく

こと。 

２ 管路埋戻 

  請負人は、埋戻しにあたっては、次の各号の規定により施工しなければならない。 

（１）埋戻し土は、設計図書で指定されたものを、また、設計図書で指定されていない

場合は監督員の承諾を得たものを使用すること。 

（２）埋戻しは、十分排水してから行うこと。 

（３）埋戻しは、一層の厚さが 20～30 ㎝ごとに平らに均し、タンパ等で締固めること。 

（４）管の周辺を埋戻すときは、管を損傷させないように良質土を用いるものとし、不等

沈下による管への応力発生を未然に防止すること。 

   また、埋戻し、転圧による管体の挙動を防止するとともに、管側面部及び底部に空

隙が生じないよう突き込むこと。 

３ 発生土処理 

  請負人は、発生土処理にあたっては、第１編１－１－19 建設副産物の規定によるほ

か、次の各号の規定により施工しなければならない。 

（１）発生土の運搬は、その性状に応じた輸送機械により運搬するものとし、運搬車、運

搬機、運搬用パイプライン等は、発生土の飛散及び、流出しないものを選択すること。 

（２）請負人は、発生土を処分するにあたって、設計図書で処分先を示されている場合

は、次によるものとする。 

  ① 処分を開始する前に処分先の規定により所定の手続きを行うこと。 
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  ② 処分については、処分先の管理者の指示に従うこと。 

  ③ 土砂搬入整理券により発生土を処分した場合は、その半券（搬入証明）を常に整

理保管し、工事完成時に監督員に提出すること。 

    また、その他の手続きにより発生土を処分した場合は、搬入量を証明する伝票等

を常に整理保管し、工事完成時に監督員に提出すること。 

（３）土砂搬入整理券により発生土を処分した場合は、余剰整理券を返還するものとし、

他の工事に使用したり、他人に譲渡したりしてはならない。 

（４）発生土の運搬、仮置き及び処理については、搬入整理券、搬入証明書等により、そ

の状況を把握するとともに記録を保存しなければならない。また、その状況写真を撮

影し、工事記録写真として整理しなければならない。 

４ 調査 

  請負人は、調査にあたっては、第２編１－１－２一般事項第２項及び１－１－４管布

設工第１項第 24 号②の規定によるものとする。 

１－１－４ 管布設工 

１ 一般事項 

  請負人は、管布設工にあたっては、次の各号の規定によるものとする。 

（１）管の運搬は、管を損傷しないように行うこと。 

（２）管の取扱いは、人力又はクレーン、巻上げ機等で吊り上げ作業及び吊り下ろし作業

を行い管に衝撃を加えないこと。 

（３）車輌に積込み、積下ろしをする場合において、クレーン等を使用する場合は、ナイ

ロンスリング又はゴムで被覆したワイヤロープ等安全な吊り具を使用し、玉掛けは２

点とし、管体を水平に保つようにすること。 

（４）管は、布設に必要な数だけ現場へ運搬し、埋設する管の勾配、方向等を確認し配

置すること。 

（５）管を現場に一時仮置きする場合は、交通に支障のないようにし、通路等をふさがな

いようにするとともに転び止め及び保安施設を設置すること。 

（６）車輌等への積込みについては、転がり防止のキャンバーを管径に応じて施し、ロー

プ掛けをすること。なお、積み重ねをする場合は、一段ごとに枕木を施すこと。 

   また、車輌の許容積載重量を超えないように注意すること。 

（７）管を人力により移動する場合は、枕木又は転がり丸太を用いるようにし、直接地上

面に転がしたり、引きずったりしないこと。その場合、鉄パイプ、てこ棒等を管端に

差し込み移動させないこと。また、必要に応じて小車等を使用すること。 

（８）塗装面保護等のため受口及び挿し口部分にキャップが施されてある管については、

管の据付け時までキャップは取り外さないこと。 

（９）管布設位置（平面位置及び埋設深さ）は、設計図書又は水道工事設計標準図（以

下「標準図」という。）に基づくものとする。ただし、測量、試掘等を実施した結果、

設計図書又は標準図のとおり布設できない場合は、監督員と協議して決定すること。 

（10）埋設深さの基準面は、設計図書に特に定めのない場合は、管布設位置（平面位置

及び埋設深さ）の既設路面とすること。 

   また、平面位置の基準は官民境界線とすること。 

（11）既設埋設管及び埋設物等との離れは、30 ㎝以上とすること。離れが確保できない
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場合は、当該施設の管理者の立会いを求め、その指示に従うとともに、監督員に報

告すること。 

（12）埋設深さが設計深さより浅くなる場合は、監督員の指示を得て、防護工事を行う

こと。 

（13）掘削箇所は、基礎工、管の布設等に支障のないように排水すること。 

（14）管の布設は、原則として、低所から高所に向けて行うものとすること。この場合、

受口のある管は受口を高所に向けて布設すること。伏越し部分の曲管等の配置、据付

けについても同様とすること。なお、離脱防止形管の伏越し部は、設計図書に定め

のない場合は、監督員の指示に従うこと。 

（15）管の据付け・布設については、管体の表記記号を確認するとともに、ダクタイル

鋳鉄管の場合は、受口部分に鋳出してある当該表記号のうち、口径、年号の記号を上

側にして布設すること。 

   鋼管の場合は、布設管の製作番号を工事日報等の配管図に記載すること。 

（16）管の据付け・布設についてはＴ形定規、曲管定規、水糸、レベル、巻尺、石筆又は

チョーク等を用いて芯出しを行い、布設作業の確保を図ること。 

（17）管の据付け・布設については管体検査を行い、損傷部のないことを確認すること。

また、管内に土砂、石塊その他不要なものが残らないように清掃すること。 

（18）土留工を施工した掘削溝内に管を吊り下す場合において、切梁の一部を一時取り外

す場合は、必ず補強切梁を施し安全を確認の上、施工すること。 

（19）管を掘削溝内に吊り下す場合は、吊り下し場所溝内に作業員を立ち入らせないこと。 

（20）管は、掘削溝内の安全な位置に一時仮下しした後、静かに接合部に引き寄せ、芯を

合わせ、接合等の作業に入ること。 

   また、管の高い位置に吊り上げた状態で押したり、引き寄せたりする仮下ろしをし

ないこと。 

（21）管の据付については、中心線及び高低を確認すること。 

（22）１日の布設作業完了後は、管内に土砂、汚水等が流入しないよう管栓を仮付けする

か、管蓋を用意し設置すること。この場合、管内に工具、矢板等を仮置きしないこと。 

（23）管布設に際しては、始点、終点の位置及び分岐箇所・異形管箇所等を明確にしてお

くため、オフセットを取り、完成図に記入しなければならない。 

（24）断水連絡工事 

   請負人は、既設管との断水連絡工事にあたっては、次の規定によるものとする。 

  ① 断水連絡工事の施工日時、作業工程、施工方法等について事前に協議すること。 

  ② 断水連絡工事箇所の試掘調査を行い、連絡する既設管の位置、管種、管径、切断

箇所、埋設物等の確認を十分行い、断水時間等に支障をきたさないようにしなけ

ればならない。 

  ③ 断水連絡工事の重要性を十分理解し、施工にあたっては、経験豊富な技術者及び

配水管工を配置しなければならない。なお、断水作業、配水調整作業、管洗浄作業

等は発注者にて行うが、請負人はこれらの作業に協力しなければならない。 

  ④ 既設管との連絡は、監督員に確認した後に行うこと。 

  ⑤ 管内を清掃し、土砂、汚水及び作業器具等の異物がないことを確認し連絡箇所

の配管を行うこと。 



水道土木工事編 

 1-5 

  ⑥ 栓の取り外し及び防護の取壊し等にあたっては、管内の水の有無にかかわらず圧

力がかかっている場合があるため、空気及び水を抜き圧力がないことを確認した

後に施工すること。 

  ⑦ 連絡工事箇所は、その周辺を調査し、連絡工事当日の機材の配置、交通対策等、

管内水の排出先等を確認し、支障のないように処置を講じておくこと。また、付

近住民に迷惑を及ぼすおそれのある場合は、事前に協力が得られるよう説明をして

おくこと。 

  ⑧ 連絡準備の配管については、Ｔ形定規、曲管定規、水糸等を用い、連絡工事当日

の配管内容、既設管の切断箇所、又は穿孔箇所を定め、監督員の確認を得ておく

こと。なお、連絡工事の当日配管は、 小限にとどめるようにすること。 

  ⑨ 既設管を切断して連絡する工事において、使用する管切断機は現場状況に応じた

ものとし、事前に管切断機の据付けを完了させ試運転を行う等の対策を講じなけれ

ばならない。 

２ ダクタイル鋳鉄管 

（１）管の吊込み据付 

   請負人は、管の吊込み据付にあたっては、第１項第 14 号から第 23 号の規定による

ものとする。 

（２）ポリエチレンスリーブ被覆工 

   請負人は、ダクタイル鋳鉄管を布設する場合には、次の規定に従いポリエチレンス

リーブにより防食対策を実施しなければならない。なお、標準仕様書にないものは、

JDPA 規格によるものとする。 

①  ポリエチレンスリーブ（以下「スリーブ」という。）被覆工の施工にあたって

は、スリーブを傷付けないように注意し、図１－１のとおり地下水や土砂が入ら

ないように管にできるだけ密着させ巻付け、折り重ね部（３重部）にスリーブの

表示がくるようにするとともに、布設にあたっては管頂にするものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１ スリーブの巻き方 

 

②  スリーブを被覆した管の吊り落しにあたっては、図１－２のとおり滑りやすい

ので、管の重量及び重心をよく確認し、吊り具類は、ナイロンスリンブやゴムチ

ューブ等で被覆されたワイヤロープを必ず使用し、管を２点吊りすること。 
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図１－２ 吊り方の例 

 

  ③ 管接合部のスリーブは、埋戻し時に無理なくなじむように十分にたるませること。

また、離脱防止金具等を使用している箇所は、ボルト等の突部にあたる部分が破れ

やすいので、図１－３のとおり別に短く切って４重にしたものを上部にあてて、ス

リーブを被覆するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－３ 接合部の施工方法 

 

  ④ 傾斜配管の場合、地下水が下流側の管とスリーブの間へ流入しないよう、図１－

４のとおり上流側のスリーブを上にして、重ね合わせること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－４ スリーブの合わせ方 

 

  ⑤ 地下水の侵入を防ぎ、また侵入した地下水が移動しないよう、図１－５のとおり

スリーブの端は必ずゴムバンドで管を固定すること。また、管の胴体部分は、粘着

テープにより部分巻きとするが、粘着テープの粘着力が低下した場合は、全周巻き

とする。 
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図１－５ スリーブの固定方法 

 

  ⑥ 誤ってスリーブに傷を付けた場合は、図１－６のとおり傷口よりも大きいスリー

ブを被せ、四方を粘着テープで固定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－６ スリーブの補修 
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  ⑦ スリーブの施工方法は、原則として次の規定によること。なお、異なった方法を

行う場合は、監督員の承諾を得ること。 

   ア 直管部、曲管部 

表１－１ 直管の施工例（Ａ法） 

手順 図 解  説 

１ 

 ・管を吊り上げるか、又は枕木の上に

載せて、挿入し口側からスリーブを

挿入する。 

 

 

２ 

 ・スリーブの端から 500 ㎜（呼び径

500 ㎜以上は 750 ㎜）に付けられた

印と管端とを合致させて、スリーブ

を引き伸ばす。 

・管頂部にスリーブの折りたたみ部が

くるように折りたたんで粘着テープ

又はゴムバンドで固定する。 

３ 

 ・受口側及び挿し口側にゴムバンドを

巻き、管にスリーブを固定する。 

 

 

 

４ 

 ・スリーブを傷付けないように管を吊

り下ろす。 

・管を接合する。 

 

５ 

 

 

 

・折り返したスリーブを元に戻して、

接合部に被せ、ゴムバンドを巻き、ス

リーブを管に固定する。 

  

６ 

 

 

 

 

・反対のスリーブも同様に、管に固定

する。 

（注）曲管は直管に準ずること。 
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   イ Ｔ字部 

表１－２ Ｔ字管の施工例 

手順 図 解  説 

１ 

 ・Ｔ字管の各寸法に合わせてスリーブ

を切断する。 

 

 

２ 

 ・呼び径Ｄ用スリーブをＴ字管のＬ寸

法より 1000 ㎜（呼び径 500 ㎜以上

は 1500 ㎜）長く切断し、さらに枝

管部分を容易に被覆できるように切

り目を入れておく。 

 

３ 

 ・呼び径ｄ用スリーブをＴ字管のＩ寸

法より 500 ㎜（呼び径 500 ㎜以上は

750 ㎜）長く切断し、さらに枝管部

分を容易に被覆できるように切り目

を入れておく。 

 

４ 

 ・呼び径Ｄ用スリーブを挿入し、広げ

る。 

 

５ 

 ・呼び径Ｄ用スリーブをＡ法と同様の

方法で管に固定する。 

・枝管部分まで切れ目を入れた箇所を

粘着テープで管に固定する。 

 

６ 

 ・呼び径ｄ用スリーブを枝管部分から

挿入し、形を整える。 

 

 

７ 

 ・呼び径ｄ用スリーブをＡ法と同様の

方法で管に固定する。ただし、呼び

径Ｄ用スリーブと呼び径ｄ用スリー

ブのシールは粘着テープで行う。 

・以後、Ａ法と同様にＴ字管を据付け

接合後、接合部のスリーブを管に固

定する。 

（注）寒冷地や雨天時及び水場等ではＴ字管のスリーブの固定は、粘着テープの粘着力が低下するこ

とがあるので、Ｔ字管スリーブを大きく（Ｉ寸法の倍程度）取り、ゴムバンドで固定する。 
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（３）管明示工 

   請負人は、管布設にあたっては管明示工を、次の規定により実施するものとする。 

  ① テープを巻付ける場合は、管表面の異物（巻付箇所の土、スノコ等）を取除いた

後に行うこと。 

  ② テープの巻付けは、次のとおり行うこと。 

   ア 直管の場合 

   (ｱ)管長４ｍの場合 

 

 

 

 

 

 

   (ｲ)管長５～６ｍの場合 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 異形管の場合 

   (ｱ)Ｔ字管の場合 

 

 

 

 

 

 

 

   (ｲ)曲管の場合 
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  ③ 管明示ペイント塗布工は、次の規定に従わなければならない。 

   ア 推進工法による場合は、直押し、さや管ともに表１－３に基づき、テープの代

わりにペイントを管体天端に塗布すること。 

 

表１－３ ペイント塗布 

塗布幅 
区分 ペイント色 

口径 幅 
塗布回数 

1000 ㎜以下 10 ㎝ 

1100 ㎜以上 

2000 ㎜以下 
15 ㎝ 

水道管 

工業用水道管 

青 

白 

2100 ㎜以上 20 ㎝ 

２回塗り 

 

   イ 請負人は、管体に塗布したペイントが完全に乾燥してからでなければ、施工し

てはならない。 

   ウ 水管橋を除く露出配管箇所の管体には、管明示テープの代わりにペイント(水

道管－青色、工業用水道管－白色）を塗布、若しくは防食テープを使用すること。 

３ 鋼管、ステンレス鋼管 

（１）一般事項 

  ① 請負人は、管の塗覆、塗膜及び管体に損傷を与えないよう、豊富な知識と経験を

有するものが丁寧に取扱い、損傷を与えた場合は、監督員に報告し、処置を講じ

なければならない。 

    また、管の梱包は、据付け直前まで取り外さないものとする。 

  ② 請負人は、管体が直接地面に接することのないよう、盤木等の上に仮置きするこ

と。 

（２）管の吊込み据付 

   請負人は、管の吊込み据付にあたっては、第１項第１６号から第２３号によるほか、

次の規定によらなければならない。 

  ① 管の据付けに際し、管軸方向の溶接継目が一直線にならないように据付けなけれ

ばならない。 

  ② ステンレス鋼管の据付けにあたっては、清潔な手袋等を使用して取扱うこと。 

  ③ ステンレス鋼管の芯出しに先立ち、開先面の清掃を行い、開先面に付着した泥土、

水分、油脂等の異物をステンレス鋼管専用のグラインダー、ワイヤブラシ、溶剤等

で完全に除去すること。 

（３）ポリエチレンスリーブ被覆工 

   請負人は、設計図書でポリエチレンスリーブ被覆施工を指定してある場合は、第

２項第２号によること。 

（４）管明示工 

   請負人は、管明示工にあたっては、第２項第３号によること。 

（５）防食テープ巻付工 

   請負人は、防食テープ巻付工にあたっては、防食テープ覆装工事特記仕様書によ

るものとする。 



水道土木工事編 

 1-12 

４ ＲＣ鋼管 

（１）一般事項 

   請負人は、管の塗覆、塗膜及び管体に損傷を与えないよう、豊富な知識と経験を

有するものが丁寧に取扱い、損傷を与えた場合は、監督員に報告し、処置を講じな

ければならない。 

   また、管の梱包は、据付け直前まで取り外さないものとする。 

（２）管の吊込み据付 

   請負人は、管の吊込み据付にあたっては、第１項第１６号から第２３号によるほか、

次の規定によらなければならない。 

  ① 管の据付けに際し、管軸方向の溶接継目が一直線にならないように据付けなけれ

ばならない。 

（３）ポリエチレンスリーブ被覆工 

   請負人は、設計図書でポリエチレンスリーブ被覆施工を指定してある場合は、第

２項第２号によること。 

（４）管明示工 

   請負人は、管明示工にあたっては、第２項第３号によること。 

（５）防食テープ巻付工 

   請負人は、防食テープ巻付工にあたっては、防食テープ覆装工事特記仕様書によ

るものとする。 

５ 不断水取出し 

（１）請負人は、施工及び機器の取扱い等について、当該施工に関して十分な知識及び経

験を有するものを選定し、監督員に報告すること。 

（２）請負人は、あらかじめ試掘等を実施し、周囲の埋設物、既設管の状況等を確認す

るとともに、施工方法、施工時期等について監督員と協議すること。 

（３）請負人は、設計図書に特に示す場合を除き、割Ｔ字管の取出しを水平に行うこと。

なお、水平にできない場合は、監督員の承諾を得ること。 

（４）請負人は、既設管に割Ｔ字管を取付けた後、水圧試験を行い漏水のないことを確

認してから穿孔を行わなければならない。 

（５）請負人は、穿孔機及び付属する動力機器等は、使用前に点検整備を行っておくこと。 

（６）請負人は、支持台を適正に設置し、割Ｔ字管に不要な応力を加えないように穿孔機

を取付けること。 

（７）請負人は、穿孔後切りくず、切断片等を確実に排出すること。 

６ 継手類（接合） 

（１）ダクタイル鋳鉄管の接合 

  ① 一般事項 

ア 請負人は、管の接合にあたって、接合作業に従事する作業員は、適切に作業を

行うことができる十分な技能を有したもので、管の種別に応じ表１－４に示す資

格者（以下「配水管工」という。）を、現場代理人・主任技術者等設置（変更）

届により２名以上届け出なければならない。 
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表１－４ 接合作業に従事する資格者 

種  別 資 格 者 

口径 450mm 以下の耐震継手管

（ＮＳ形等） 

(財)川崎市水道サービス公社（平成１２年

度以前にあっては川崎市水道局）の配水管

工講習受講修了者（耐震管）、若しくは

(社)日本水道協会の配水管技能者名簿登録

者（耐震登録） 

口径 500mm 以上の耐震継手管

（ＮＳ形等） 

(社)日本水道協会の配水管技能者名簿登録

者（大口径登録）、又は日本ダクタイル鉄

管協会のダクタイル鉄管技術者講習会修了

者（ＮＳ形φ500 以上） 

一般継手管 

（Ｋ形、フランジ形等） 

(財)川崎市水道サービス公社（平成１２年

度以前にあっては川崎市水道局）の配水管

工講習受講修了者、若しくは(社)日本水道

協会の配水管技能者名簿登録者 

[注] 耐震継手管の資格者は、一般継手管の施工も可。 

 

   イ 請負人は、接合作業に際しては、届け出た配水管工をもって充てなければなら

ない。また、配水管工は、受講証等を工事中常に携帯し、監督員の請求があった

ときはこれを提示しなければならない。 

   ウ 請負人は、接合に先立ち、継手の付属品及び必要器具・工具等を点検し確認

すること。 

   エ 請負人は、接合にあたって、挿口部の外面、受口部の内面、押輪及びゴム輪等

に付着している油、砂その他の異物を完全に除去すること。 

   オ 請負人は、押輪及びゴム輪等の形状、方向を確認し、接合すること。 

   カ 請負人は、受口内面、挿口外面及びゴム輪に滑剤を塗布し、受口と挿口の間隔

を上下左右均等に保ちながら、管及びゴム輪を押し込むこと。なお、押し込みに

際しては、ゴム輪を鋭利なもので叩いたり、押したりして損傷させないようにす

ること。 

   キ 請負人は、継手（接合完了後の継手も含む）の抜け出しがないように管を接合

すること。 

   ク 請負人は、接合完了後、必ず接合の状態を再確認するとともに、継手部及び

管外面の塗装の損傷箇所には防食塗料を塗布する。 

 

  ② 継手用滑剤 

   ア 請負人は、ダクタイル鋳鉄管の接合については、ゴム輪に悪い影響を及ぼし、

衛生上有害な成分を含むもの及び中性洗剤やグリース等の油類は使用しないこと。 

   イ 請負人は、ダクタイル鋳鉄管の接合に使用する継手用滑剤は、ポリカルボン酸

塩系又は脂肪酸石鹸系の滑剤を使用し、表１－５の規定によること。 

   ウ 請負人は、滑剤の試験については JDPA Z 2002（滑剤の試験）によること。 
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表１－５ 継手用滑剤の規格 

試験項目 品質規定 

容器中の状態 かき混ぜたとき堅い塊がなくて一様になること 

ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾝ酸塩系 6.0～10.0Pa･ｓ ２以下であること 粘 土 及 び 色

数 脂肪酸石鹸系 3.0～10.0Pa･ｓ ７以下であること 

ｐH 値 8.0～10.5 であること 

作業性 刷毛塗りができること 

水中滑性持続性 水中において 15 分以上滑性が保たれていること 

重塗り適合性 塗り重ねた塗面に、膨れ、はがれを認めないこと 

物性試験 

ゴムに対する影響 粘着性、クラックがないこと 

濁度 0.2 度以下 

色度 0.5 度以下 

過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量 1.0 ㎎/以下 

残留塩素の減量 0.7 ㎎/以下 

臭気 異常でないこと 

溶出試験 

味 異常でないこと 

   〔注１〕 溶出試験は、水道に使用する場合に適用する。 

   〔注２〕 濁度、色度、過マンガン酸カリウム消費量及び残留塩素の減量値は、 

       対照水との差である。 

 

  ③ ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管の接合 

   ア 請負人は、セットされた状態で納品されたロックリングと芯出しゴムが正常な

状態にあるか確認すること。 

   イ 請負人は、ゴム輪を、ヒール部を手前にして受口内にふくらみがないように装

着する。ゴム輪装着後、プラスチックハンマでゴム輪を受口内面になじませるよ

うに叩くこと。 

   ウ 請負人は、挿口側の管をクレーン等で吊った状態で受口に預け、この時２本の

管が１直線になるようにし、接合器具の操作によりゆっくりと挿口を受口に挿入

すること。 

   エ 請負人は、図１－７のとおり挿口外面に表示してある２本の白線のうち白線Ａ

の幅の中に受口端面がくるように合わせる。ただし、ライナーを使用した場合は

この限りではない。 

 

 

 

 

 

図１－７ 接合状態図 
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   オ 請負人は、接合時、表１－６に示す標準胴付間隔にする。 

表１－６ 標準胴付間隔寸法 

呼び径 
標準胴付間隔寸法

（㎜） Ｙ 

75・100 45 

150～250 60 

300 69 

350 70 

400 71 

450 73 

 

   カ 請負人は、管挿入後、受口と挿口との隙間に薄板ゲージを挿し込み全周にわた

りゴム輪が正しい位置にあることを確認すること。 

   キ 請負人は、切管の挿口を用いて接合する場合は、図１－８により専用の加工機

を用いて溝切り及び面取加工を行い、防食塗料（JWWA K 139 水道用ダクタイル

鋳鉄管合成樹脂塗料に適合した塗料）を塗布した後、挿口に白線２本を図１－９

及び表１－７により表示し、切管挿口リングを取付けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－８ 挿口加工図及び寸法 

 

 

     表１－７   寸法 

 

 

 

 

 

図１－９ 白線表示位置 

 

 

 

 

呼び径  （㎜） 

75 165 

100 170 

150～250 195 

300 230 

350 240 

400 240 

450 245 

 

（35.4） 

（14.0） 

（ ）寸法は呼び径 300～450 に適用する。 
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   ク 請負人は、継手の接合後、継手チェックシートを作成しすみやかに監督員に

提出すること。 

   コ その他詳細は JDPA ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管接合要領書に準ずること。 

 

  ④ Ｋ形ダクタイル鋳鉄管の接合 

   ア 請負人は、呼び径 600 以下の管については、挿口に表示されている白線（挿口

端面から１本目）が受口端面に合うように挿入すること。 

   イ 請負人は、受口内面と挿口外面及び押輪を、同心円となるように接合すること。 

   ウ 請負人は、接合部の各ボルトを片締めにならないよう上下左右対称に少しずつ

締め、押輪面と受口端面とが均等になるように締付けること。なお、 後の締付

けを必ずトルクレンチを用いて、表１－８に規定するトルクまで行うこと。 

 

表１－８ メカニカル継手管（Ｋ形）標準締付けトルク 

呼び径 トルク（Ｎ・ｍ） ボルトの呼び 

75 60 Ｍ16 

100～600 100 Ｍ20 

700～800 140 Ｍ24 

900～2600 200 Ｍ30 

 

   エ 請負人は、次の場合は、設計図書に明示がなくても、離脱防止金具（特殊押

輪等）を使用しなければならない。 

   （ア）異形管（Ｔ字管の支管受口を含む。）の受口側及び挿し口側の継手部 

   （イ）Ｋ形継手の仕切弁及び継輪等の両受口の継手部 

   （ウ）異形管、又は弁類に隣接する切管及び直管の受口側、又は挿口側の継手部 

   （エ）管栓止めとなる管の管栓部から直管３本相当分までの各受口の継手部 

   （オ）その他監督員から指示された箇所 

   オ 請負人は、特殊押輪の押ボルト締付けトルクについては、表１－９によること。 

     なお、押ボルトの「呼び」とボルト径の違う製品があるので、施工前にボルト

径を確認し使用しなければならない。 

 

表１－９ 特殊押輪の押しボルト締付けトルク 

押ボルトの呼び 締付けトルク（Ｎ・ｍ）

Ｍ20 100 

Ｍ22 120 

Ｍ24 140 

Ｍ30 200 

 

   カ 請負人は、継輪の使用にあたっては、管径に応じ継輪の有効長を確認し、接

合する管端相互の空間部が継輪の中央に位置するよう、接合する片方の管端部に

目印の線（罫書き）を入れ、継輪を挿入し、位置を確認するようにして接合作

業を行わなければならない。 
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（２）フランジ継手の接合 

  ① 一般事項 

    請負人は、本項第１号①に準拠して、ダクタイル鋳鉄管、鋼管、ステンレス鋼管

等の接合をするものとする。なお、ＧＦ形（溝形）フランジとＲＦ形（大平面座

形）フランジとの接合の場合で設計図書に特に定めのないときは、メタルタッチ

形式のフランジを使用すること。 

  ② ＲＦ形フランジとＲＦ形フランジとの接合 

   ア 請負人は、フランジ面を清掃し、異物のかみ込を防がなければならない。 

   イ 請負人は、移動が生じないようガスケットに接着剤（シアノアクリレート系）

を塗布し、固定すること。なお、酢酸ビニル系及び合成ゴム系の接着剤は、使用

してはならない。 

   ウ 請負人は、ボルトが片締めにならないよう全周にわたって表１－10 の標準締

付けトルクにより均等に締付けて水密性を図ること。 

 

表１－10 大平面座形フランジの締付けトルク(参考標準値) 

呼び径（㎜） ボルトの呼び 標準締付けトルク(N･m) 

75～200 Ｍ16 60 

250・300 Ｍ20 90 

350・400 Ｍ22 120 

450～600 Ｍ24 260 

700～1200 Ｍ30 570 

 

   エ 請負人は、継手の接合後、継手チェックシートを作成し、すみやかに監督員に

提出すること。 

  ③ ＧＦ形フランジとＲＦ形フランジとの接合（メタルタッチの場合） 

   ア 請負人は、フランジ面及びガスケット溝を清掃し、異物のかみ込を防がなけれ

ばならない。 

   イ 請負人は、移動が生じないようガスケットに接着剤（シアノアクリレート系）

を塗布し、固定すること。なお、酢酸ビニル系及び合成ゴム系の接着剤は、使用

してはならない。 

   ウ 請負人は、ボルトが片締めにならないよう全周にわたって均等に締付け、フラ

ンジ面をが接触していることを確認し、水密性を図ること。 

   エ 請負人は、継手外側（ただし、呼び径 700 ㎜以上で外側から挿入困難な場合は

内側）から円周４箇所、等間隔の位置にすきまゲージを差し込んでフランジ面間

のすき間を確認すること。 

     この場合、フランジ面間には 1.0 ㎜のすきまゲージが入ってはならない。 

     さらに、すべてのボルトが 60Ｎ・ｍ以上のトルクであることを確認すること。 

   オ 請負人は、継手の接合後、継手チェックシートを作成しすみやかに監督員に

提出すること。 

  ④ ＧＦ形フランジとＲＦ形フランジとの接合（メタルタッチでない場合） 
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   ア 請負人は、フランジ面及びガスケット溝を清掃し、異物のかみ込を防がなけれ

ばならない。 

   イ 請負人は、移動が生じないようガスケットに接着剤（シアノアクリレート系）

を塗布し、固定すること。なお、酢酸ビニル系及び合成ゴム系の接着剤は、使用

してはならない。 

   ウ 請負人は、ボルトが片締めにならないよう全周にわたって表１－11 の規定す

き間寸法の範囲以内に収まるよう均等に締付けて水密性を図ること。 

 

表１－11 溝形フランジ継手の規定すき間寸法 

規定すき間（㎜） 
呼び径 

下限 上限 

75～900 3.5 4.5 

1000～1500 4.5 6.0 

1600～2400 6.0 8.0 

2600 7.5 9.5 

 

   エ 請負人は、継手の接合後、継手チェックシートを作成しすみやかに監督員に

提出すること。 

  ⑤ ステンレス鋼管と他の管種と接合する場合 

   ア 請負人は、ステンレス鋼管と他の管種と接合にあたっては、原則として、絶縁

フランジで接合すること。 

   イ 請負人は、絶縁フランジにあたっては、図１－10、表１－12 によること。 

 

                       表１－12 絶縁フランジ部品 

 

 

 

 

 

 

 

    図１－10 絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ図 

 

   ウ 絶縁フランジは、焼き付け防止をした絶縁ボルト・ナット、ＧＦ形ガスケット

２号、スペーサーリング等を用いてセットし、その後各ボルトとフランジ間の抵

抗をテスター等で測定すること。 

   エ 絶縁フランジのボルト・ナット部、異形部、溶接ビード部等の凹凸部及び間隙

部には、充てん材を適切な大きさに成形し、手のひら、指、又はコテ等を用いて

空隙の生じないよう完全に充てんするとともに、平滑に仕上げること。（図１－

11 参照） 

No 部品名 材質等 

① 絶縁ボルト SUS304＋ﾌｯ素樹脂 

② 六角ナット SUS304 

③ 鉄座金 SUS304 

④ 絶縁ワッシャ FRP 

⑤ ｽﾍﾟｰｻｰﾘﾝｸﾞ JIS K 6353 Ⅲ類 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ硬さ 75±５ 

⑥ GF ｶﾞｽｹｯﾄ２号 JWWA G 114 
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   オ 絶縁フランジ外面は、結露や錆等によって導通しないよう、防食テープで被覆

すること。（図１－11 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－11 接合部充てん、防食テープ巻き参考図 

 

（３）鋼管及びステンレス鋼管溶接・塗覆装 

  ① 一般事項 

   ア 請負人は、溶接方法、溶接順序、溶接機、溶接棒等及び塗覆装の方法、順序、

使用器具等の詳細を施工計画書に記載して監督員に提出すること。 

   イ 請負人は、溶接作業及び塗覆装作業にあたって、監督員に次の書類を提出す

ること。 

   （ア）溶接作業・・・・溶接士の経歴書（写真貼付）及び溶接士の資格証明書 

   （イ）塗覆装作業・・・塗装工の経歴書（写真貼付） 

   ウ 請負人は、災害、漏電等の保安対策を講じながら溶接作業を行うこと。 

   エ 請負人は、管内外塗覆装面を傷めないような防護措置を施し、溶接及び塗覆装

作業を行うこと。また、作業員の歩行による損傷についても注意すること。 

   オ 請負人は、溶接作業中、ヒューム濃度が５㎎/ｍ３以下になるように換気設備

を設置すること。 

   カ 塗覆装作業については、周囲の環境を汚染しないように防止するととともに有

機溶剤中毒予防規則（昭和 47 年９月労働省令第 36 号）及び特定化学物質等障害

予防規則（昭和 47 年９月労働省令第 39 号）に基づき安全対策を講ずること。 

   キ 溶接及び塗装作業のため、踏み台又は渡し板を使用する場合は、塗装を傷めな

いよう当てものをすること。 

   ク 溶接作業に使用する受・配電設備、配線、発電機等の電気機器具は、資格を有

する電気技術者に施工又は取扱わせ、漏電遮断装置、接地等、漏電防止及び接触

による感電防止の処置を講じておくこと。 

   ケ 引火による危険を防止するため、溶接位置周辺には可燃性物質を置かないこと。

特に塗覆装鋼管の場合は、塗装面の引火防止の処置を講じておくこと。 

   コ アーク溶接の動力線、溶接機、スイッチ、ホルダー等の電気回路の確認及び溶

断機器の危険防止処置を講ずるとともに、防災用具を装備する等、作業前の点検、

確認を行って、溶接作業の中断その他支障が生じないようにすること。 

   サ 芯出しについては、管体の真円度を保つため、内張りジャッキ、うま等を使用

し開先相互の目違い、あるいは裏当金との隙間を全周にわたって平均化すること。

（ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系等） 
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なお、開先のルート間隔も全周にわたって均一になるようにすること。また、芯

出しに組合せ治具を用いる場合は、管体への溶接部分を少なくするとともに、管

体への溶接部分を少なくするとともに、管体に過度の拘束を加えないこと。除去

の際は、溶接部分をはつり取り、跡を平に仕上げること。 

  ② 鋼管の防食 

    請負人は、鋼管の防食については、設計図書によるほか、次の規定によること。 

   ア 請負人は、特に設計図書に定めがない場合は、現場溶接部の外面塗装にジョ

イントコートを用いること。 

   イ コンクリート及び土壌マクロセル腐食対策 

     請負人は、コンクリート及び土壌マクロセル腐食を防止するために次のように

施工すること。 

   （ア）請負人は、鉄筋コンクリート防護部分及び鉄骨・鉄筋コンクリート構造物内

の鋼管配管にあたって、鋼管と鉄骨、鉄筋等との離隔を確保し、絶対に鋼管と

鉄骨、鉄筋を溶接しないとともに、管体の据付け、接合に際し、管体と鉄骨・

鉄筋を接触させないこと。また、配筋、型枠組立、コンクリート打設、型枠解

体等の作業にあたっては、管の外面塗覆装に傷を付けないよう注意すること。 

   （イ）請負人は、鉄骨、鉄筋組立完了後、管体との接触のないことを目視及び抵抗

計を用いて確認すること。 

   （ウ）請負人は構造物の壁等の貫通部や共同溝内の管台部には絶縁物を設計図書

に示す位置に設置し、バンド等で確実に固定する。また、アンカーボルトによ

り管を固定する際、絶縁性の材料を用いて配管とアンカーボルトが直接接触す

るのを避けること。 

   （エ）請負人は.水管橋の支承部については、絶縁型支承等を用いた管と橋台及び

橋脚等の鉄筋とを接触させないこと。 

   ウ 異種金属マクロセル腐食防止対策 

     請負人は、鋼管とステンレス鋼管等、異種金属を接合する際、絶縁継手、絶縁

ボルト等を必ず使用し、異種金属によるマクロセル腐食防止対策を施さなければ

ならない。 

  ③ 被覆アーク溶接 

   ア 溶接士 

     請負人は、次の要件を満たし、この種の溶接に も適する技能と実務経験を有

した溶接士に施工させること。 

   （ア）溶接士は、被覆アーク溶接については、JIS Z 3801（手溶接技術検定におけ

る試験方法及び判定基準)、JIS Z 3821（ステンレス鋼溶接技術検定における

試験方法及び判定基準）に定められた試験のうち、溶接姿勢としてＦ．Ｖ．Ｏ

すべての試験又はＰの試験に合格した者とする。 

   （イ）被覆アーク溶接とティグ溶接を併用する場合は、溶接士は、(ｱ)のほか、④

ティグ溶接 アの要件とする。ただし、２層目までティグ溶接を行う場合は、

被覆アーク溶接のＰＭの試験に合格した者でよい。 

   イ 溶接棒 

   （ア）軟鋼に用いる場合 
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       請負人は、JIS Z 3211（軟鋼用被覆アーク溶接棒）に適合する溶接棒で次の

いずれかを使用すること。 

     Ｄ4301（イルミナイト系）、Ｄ4316（低水素系） 

   （イ）ステンレス鋼に用いる場合 

     請負人は、JIS Z 3221（ステンレス鋼被覆アーク溶接棒）に適合する溶接棒で、

母材に合わせて次のいずれかを使用すること。 

     Ｄ308、Ｄ308L、Ｄ316、Ｄ316Ｌ 

   （ウ）請負人は、溶接棒を常に乾燥状態を保つように管理し、湿度の高い掘削溝中

に裸のままで持込まない。特に低水素系の溶接棒は、恒温乾燥器中に300℃前

後で１時間以上保持した後、適当な防湿容器に入れて作業現場に持込み、これ

より１本ずつ取り出して使用すること。 

   ウ 溶接機器 

     請負人は、JIS C 3404（溶接用ケーブル）JIS C 9302（溶接棒ボルダ）、JIS 

C 9300（アーク溶接機）、JIS T 8141（しゃ光保護具）、JIS C 9311（交流アー

ク溶接機用電撃防止装置）等に規定された溶接機器を使用すること。 

   エ 溶接 

   （ア）請負人は、溶接部を乾燥させ、さびその他有害なものをワイヤブラシ等で完

全に除去、清掃した後に溶接すること。 

   （イ）請負人は、管の変形を矯正し開先を合わせて、 小限の仮付け溶接を行い、

本溶接を行うこと。なお、本溶接の施工にあたっては、仮付け溶接を完全には

つり取る。 

   （ウ）請負人は、溶接中、スパッタが塗覆装面を傷めないように防護措置を講じな

ければならない。 

   （エ）請負人は、ビードの余盛りをなるべく低くし、その高さは２㎜以下とする。 

   （オ）請負人は、溶接部の収縮やひずみを少なくするため、溶接熱の分布が均等に

なるような溶接順序で本溶接を行うこと。 

   （カ）請負人は、溶接開始後、その１層が完了するまで連続して行うこと。 

   （キ）請負人は、各層ごとにスラグ、スパッタ等を完全に除去、清掃した後に溶接

を行うこと。 

   （ク）請負人は、両面溶接を行う場合は、内面を溶接完了後、外面の健全な溶接層

までガウジングした後、外面の溶接を行うこと。 

   （ケ）請負人は、現場で開先加工する場合は、監督員と協議の上施工するすること。 

   （コ）請負人は、雨天、風雪、厳寒時等は溶接を行ってはならない。ただし、やむ

を得ず溶接を行う場合は、養生方法、溶接方法等について監督員と協議するこ

と。 

   （サ）請負人は、溶接棒に適した溶接電流及び溶接速度を選定し、欠陥のないよう

に溶接を行うこと。 

   （シ）請負人は、溶接部に、亀裂、溶込み不足、ブローホール、アンダーカット、

スラグの巻込み、不整な波形及びつぼ、肉厚の過不足、融合不良等の有害な欠

陥がないようにする。なお、溶接部の判定については、JIS Z 3104（鋼溶接継

手の放射線透過試験方法）及び、JIS Z 3106（ステンレス鋼溶接継手の放射線
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透過試験方法）の３類以上とする。 

   （ス）請負人は、現場溶接を行う場合、路線の一方向から逐次行うこと。やむを得

ずこれ以外の方法で溶接する場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

   （セ）請負人は、仮付け溶接後、直ちに本溶接を行うこと。ただし、作業上やむを

得ず本溶接ができない場合は、監督員の承諾を得ること。なお、仮付け溶接の

みが先行する場合は、３口以内とすること。 

   （ソ）請負人は上記（ア）から（セ）に準拠するほか次によりステンレス鋼の溶接

を行わなければならない。 

    ⅰ 請負人は、開先の補修、溶接の補修及び清掃等を行う場合は、ステンレス専

用のグラインダ又はワイヤブラシ等を使用すること。 

    ⅱ 請負人は、部材の溶込み、裏波の形成等が十分なされるような電流、電圧、

層間温度、溶接速度、運棒方法等を選定し、欠陥のないように溶接を行うこと。 

    ⅲ 請負人は、被覆アーク溶接とティグ溶接を併用する場合は、２層以上ティグ

溶接を行い、それ以降の層を被覆アーク溶接とする。それ以外の方法で溶接す

る場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

  ④ ティグ溶接（タングステンイナートガスアーク溶接） 

   ア 溶接士 

     請負人は、次の要件を満たし、この種の溶接に も適する技能と実務経験を有

した溶接士に施工させること。 

   （ア）溶接士は、ティグ溶接については、JlS Z 3821（ステンレス鋼溶接技術検定

における試験方法及び判定基準）に定められた試験のうち、溶接姿勢としてＦ．

Ｖ．Ｏすべての試験又はＰの試験に合格した者とする。 

   （イ）被覆アーク溶接とティグ溶接を併用する場合は、溶接士は、③被覆アーク溶

接のア（イ）によること。 

   イ 溶接用鋼棒及びワイヤ 

   （ア）請負人は、ステンレス鋼及びステンレスクラッド鋼に用いる溶接用鋼棒及び

ワイヤは、JIS Z 3321（溶接用ステンレス鋼棒及びワイヤ）に適合するもので、

母材に合わせ次のいずれかを使用する。 

Ｙ308、Ｙ308L、Ｙ309、Ｙ309L、Ｙ309Mo、Ｙ316、Ｙ316Ｌ 

   （イ）請負人は、鋼棒及びワイヤを常時乾燥状態に保ち、水滴、さび、油脂、ごみ

その他有害物が付着しないよう管理すること。 

   ウ 使用ガス 

     請負人は、アークシールドガス及びバックシールドガスに、JIS K 1105（アル

ゴン）を使用すること。なお、その他のガスを使用する場合は、あらかじめ監

督員の承諾を得ること。 

   エ 溶接機器 

     請負人は、JIS C 3404（溶接用ケーブル）、JIS Z 3233（イナートガスアーク

溶接並びにプラズマ切断及び溶接用タングステン電極）、JIS T 8141（しゃ光保

護具）等に規定されている溶接機器を使用すること。 

   オ 溶接 

   （ア）請負人は、溶接を③被覆アーク溶接 エに準拠して行うこと。 
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   （イ）請負人は、溶接を初層から２層以上行うこと。 

   （ウ）請負人は、バックシールドについては、管内にガスが封入できるような治具

を用いて行うこと。 

   （エ）請負人は、アルゴンガス等のボンベについては、作業上支障とならない場所

に垂直に置き、かつ、衝撃、火気等の影響を受けないように管理すること。 

  ⑤ 自動溶接 

   ア 請負人は、この溶接及び使用する自動溶接機の扱いに適する技能と実務経験を

有した溶接士に施工させること。 

     溶接土は、自動溶接については、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方

法及び判定基準）及びJlS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験方法及び判

定基準)に定められた試験に合格した者とする。 

   イ 溶接方法 

     請負人は、単層盛溶接（エレクトロガス及びエレクトロスラグ溶接法）又は多

層盛溶接（混合ガスアーク溶接法）のいずれかの溶接の方法によること。 

   ウ 溶接鋼ワイヤの範囲 

     請負人は、溶接鋼ワイヤをJIS Z 3312（軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接ソリッド

ワイヤ）とする。ただし、これによらない場合は、監督員と協議しこれと同等以

上の品質を有するものを使用すること。 

   エ 溶接ワイヤ、使用ガス等 

     請負人は、溶接ワイヤ、使用ガス等の管理については、次の規定によること。 

   （ア）請負人は、ワイヤを常時乾燥状態に保ち、水滴、さび、油脂、ごみその他有

害物が付着しないよう管理すること。 

   （イ）請負人は、溶接に使用する炭酸ガスは、JIS K 1106（液化二酸化炭素）の第

２種又は第３種に適合するものを使用すること。また、アルゴン又は酸素を併

用して溶接する場合は、JIS K 1105（アルゴン）又はJIS K 1101(酸素)適合す

るものを使用すること。なお、その他のガスを使用する場合は、あらかじめ監

督員の承諾を得なければならない。 

   オ 溶接 

   （ア）請負人は、溶接については③被覆アーク溶接 エに準拠すること。 

   （イ）請負人は、溶着金属がルートギャップから流出しないように、裏当金を取付

けて行うこと。また、銅性裏当金が必要な場合は、併用して取付けること。 

   （ウ）請負人は、許容溶接曲け角度については、表１－13による。 

 

表１－13 許容溶接曲げ角度 

呼び径 許容角度θ 

1600以下 ４° 

1800～3000 ３° 

 

   （エ）請負人は、気温が0℃以下の場合は、予熱（10～20℃）をしてから溶接を行

うこと。なお、このとき塗覆装に損傷を与えないこと。 

θ
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   （オ）請負人は、溶接機を 適な条件に取付けてから連続溶接を行うこと。なお、

やむを得ず溶接を中断した場合は、スラグ、ほこり等を完全に除去清掃して再

開すること。 

   （カ）請負人は、単層盛溶接及び仮付け溶接で手溶接を行う場合は、③被覆アーク

溶接によること。なお、溶接棒は、JIS Z 3211（軟鋼用被覆アーク溶接棒）に

規定されたものとすること。 

   （キ）請負人は、自動溶接に替えて一部手溶接を行う場合は、開先部の角度をアー

クエアガウジングあるいはグラインダ等で矯正すること。 

   カ 溶接記録の提出 

     請負人は、溶接記録を作成し、監督員に提出すること。 

  ⑥ 外面塗装（熱収縮系チューブ又は熱収縮系シート） 

   ア 請負人は、熱収縮系チューブ又は熱収縮系シートの品質及び施工要領について

は、JWWA K 153（水道用ジョイントコート）のうち、原則としてプラスチック系

ジョイントコートのⅡ形によるものとし、あらかじめ監督員の承諾を得なければ

ならない。 

   イ 被覆面の前処理 

   （ア）請負人は、溶接部のスラグ、スパッタ、仮付ピース後、ビード部の突起物等

をグラインダ、ディスクサンダ等の電動工具を用いて平滑に仕上げること。 

   （イ）請負人は、土砂、水分、油分、溶接の熱影響を受けたプライマー等を完全に

除去した後、被覆面を十分乾燥させること。 

   （ウ）請負人は、熱収縮系チューブ又は熱収縮系シートを装着する部分の工場塗装

部が損傷している場合は、損傷部を補修し凹凸のないようにトーチランプ、へ

ら等を用いて平滑に仕上げること。 

   ウ 請負人は、熱収縮系チューブ又は熱収縮系シートの工場塗装部との重ね長さを

50㎜以上とすること。また、熱収縮系シートの円周方向の重ね長さを50㎜以上と

する。 

   エ 請負人は、熱収縮系チューブ又は熱収縮系シートについては、地中埋設部又は

コンクリート防護箇所等での使用を原則とし、設計図書に特に定めのない場合は、

ステンレス鋼管の溶接部外面についても本防食材料により防食を行うこと。 

   オ 請負人は、防食作業完了後、すみやかに埋戻しを行うこと。やむを得ず放置す

る場合は、シート等により日除けを行い、養生をすること。 

   カ 請負人は、熱収縮系チューブ又は熱収縮系シートを必要量だけ梱包から取り出

し余分な材料を放置してはならない。 

  ⑦ 外面塗装（タールエポキシ樹脂塗装） 

    請負人は、タールエポキシ樹脂塗装については、JWWA K 115（水道用タールエポ

キシ樹脂塗料塗装方法）の規定によるものとする。ただし、硬化後の塗膜厚さは

設計図書に定めのある場合を除き 0.5 ㎜以上とする。 

  ⑧ 内面塗装（水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装） 

   ア 一般事項 

     請負人は、水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料及び塗装方法については、設計

図書に示されたものを除き、JWWA K 157（水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗
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装方法）、WSP072（水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法－現場溶接部の動

力工具による下地処理と手塗り塗装）の規格によるものとする。 

   イ 塗装 

   （ア）下地処理 

    ⅰ 請負人は、溶接によって生じた有害な突起があるときは、グラインダ、ディ

スクサンダ等の電動工具を用いて平滑に仕上げること。 

    ⅱ 請負人は、ちり、ほこり、泥等が付着しているときには、きれいな綿布で除

去し清掃すること。 

    ⅲ 請負人は、水分が付着しているときは、乾いた綿布で拭き取った後に乾燥さ

せること。 

    ⅳ 請負人は、スパッタ、溶接部の熱影響によって生じるヒートスケール及び溶

接酸化物等をブラスト、サンダ等で除去し、清掃をすること。 

      請負人は、下地処理の程度については、ロータリー式下地処理工具によって、

SSPC-SP11（ISO 8501-1 の Sa2 相当）の等級に仕上げること。 

    ⅴ 請負人は、付着した油分を溶剤で布等を用いて完全に除去すること。 

    ⅵ 請負人は、溶接によって損傷した部分の塗膜をサンダ等により除去すること。

また、除去部分周辺の損傷を受けていない塗膜及び工場塗装部との重ね塗り部

分は、幅 20 ㎜程度にわたりサンダ等で表層のみ目粗しして、処理して表面を

粗にし、層間はく離が起きないようにすること。 

   （イ）塗料の選定及び配合調整 

    ⅰ 塗料は、JWWA K 157 の箇条４に適合したものを使用する。 

    ⅱ 現場プライマーは、JWWA K 135 の附属書Ａによる。 

    ⅲ 請負人は、配合調整に先立ち、塗料が塗料製造会社の指定する有効期間内に

あること及び塗装条件に適合することを確認すること。 

    ⅳ 請負人は、塗料を主剤と硬化剤とが所定の配合比になるよう計量して、攪拌

機等により混合すること。 

    ⅴ 請負人は、配合調整された塗料を塗料製造会社の指定するポットライフ（時

間）内に使用すること。これを経過したものにシンナーを加えて使用してはな

らない。 

   （ウ）塗装 

    ⅰ 請負人は、はけ、ローラ、ハンドスプレーガン等によって塗装をすること。

また、はけ、ローラ、混合する時に使用した容器は、主剤と硬化剤を混合した

その都度使い捨てとし、ハンドスプレーガンについては、洗浄用有機溶剤等を

乾燥したのち使用すること。 

    ⅱ 請負人は、異物の混入、塗りむら、ピンホール、塗りもれ等がなく均一な塗

膜が得られるように塗装すること。 

    ⅲ 請負人は、下地処理後に現場プライマーを塗装した後、塗料を塗装すること。 

      また、塗膜の厚さを確保するために、重ね塗りを行うときは、塗料製造会社

の指定する重ね塗り期間内に塗装すること。 

      この場合、同じ塗料製造会社の同一製品を使用すること。なお、（ア）ⅵの

表層のみ目粗しした部分についても重ね塗り塗装を幅20㎜程度行うこと。 
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    ⅳ 請負人は、重ね塗り部分以外の工場塗装面を重ね塗り作業により塗料が付着

しないように保護をすること。 

    ⅴ 請負人は、塗装作業については、製品に示されている 適気象条件で行うこ

と。 

ⅵ 管端部の塗残し長さは、呼び径(Ａ)800未満は80+25 

  0 (mm)、呼び径（Ａ）800

以上は、100+50 

  0 (mm)とする。 

   （エ）塗膜の保護及び硬化促進 

    ⅰ 請負人は、指触乾燥までの間、ちり、ほこり、水分等が塗膜に付着しないよ

うにすること。特に、水分は、不完全硬化の原因となるので付着させないよう

にすること。 

      その後の硬化過程においても、塗装を損傷しないようにする。 

    ⅱ 請負人は、気象条件が不順な場合、又は、早期に塗膜を硬化する必要がある

場合等は、塗膜の硬化促進のため赤外線、熱風等により加熱することができる

が、加熱温度によっては塗膜に異常をきたすことがあるので十分注意をするこ

と。適正な加温範囲は、塗料製造会社の指定の範囲とする。 

   （オ）塗膜の厚さ 

     請負人は、硬化後の塗膜の厚さは設計図書に定めのある場合を除き 0.5 ㎜以

上とすること。 

 

  ⑨ 検査 

   ア 請負人は、現場溶接、塗装箇所については、次により検査員又は監督員の検査

を受けなければならない。 

   （ア）請負人は、検査にあたっては、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び

溶接工事にあっては溶接工、塗覆装工事にあっては塗装工が立会うこと。 

   （イ）請負人は、検査にあたっては、社内検査データ、写真を提出すること。 

   （ウ）請負人は、塗覆装検査にあたっては、ホリデーデテクタ、電磁微厚計、テス

トハンマ、表面温度計を準備すること。 

   イ 溶接部の非破壊検査 

   （ア）外観検査 

     請負人は、目視により次の項目について外観検査を受けること。なお、検査箇

所数は接合箇所全数とする。 

    ⅰ 余盛りの形状 

    ⅱ アンダーカットの探さ、長さ及びその分布状況 

    ⅲ 溶接部及びその付近の割れ、オーバーラップ、ピット、ビード形状スラグ及

びスパッタの付着の有無 

    ⅳ その他 

   （イ）放射線透過試験 

     請負人は、次の方法で、放射線透過試験を行うこと。 

    ⅰ 放射線透過試験は、炭素鋼の場合、JIS Z 3104 （鋼溶接継手の放射線透過

試験方法）に、ステンレスクラッド鋼及びステンレス鋼の場合には、JIS Z 

3106 （ステンレス鋼溶接継手の放射線透過試験方法）による。 
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    ⅱ 放射線透過試験を行う技術者は、JIS Z 3861 （溶接部の放射線透過試験の

技術検定における試験方法及び判定基準）に定められたＴ種試験に合格した者、

又は（社）日本非破壊検査協会の放射線透過試験２種技術者（ただし、結果の

判定以外の作業については放射線透過試験検査１種技術者でもよい）以上の資

格を有し、検査する溶接部及び放射線透過試験の特質について十分な知識と経

験を有するものでなければならない。また、資格証明書の写しを監督員に提出

すること。 

    ⅲ 撮影方法は、内部線源撮影方法により行う。なお、小口径管等で人が入れな

い場合は、JIS Z 3050 （パイプライン溶接部の非破壊試験方法）の二重壁片

面撮影方法による。 

      これ以外の方法で行う場合、請負人は、監督員の承諾を得なければならな

い。 

    ⅳ 透過撮影は、監督員が指示した接合箇所で行うものとし、１口につき、呼び

径9OO以下は１箇所、呼び径1000以上及び貯水槽は２箇所とする。なお、撮影

頻度は、表１－14による。ただし、監督員が指示した場合は、撮影箇所を増す

ことがある。 

 

表１－14 放射線透過試験撮影頻度 

構 造 溶接口数 撮影頻度（検査率） 

水管橋部 － 全箇所（100％） 

貯水槽 － 全箇所（100％） 

4 口以下 全箇所（100％） 

5 口以上 

99 口以下 

溶接口数を n とした場合ｎ1/2 箇所以上 

ただし 低 4 箇所（例：ｎ＝50 口→8 箇所） 
添架管及び埋設管 

100 口以上 溶接口数の 10％以上 

5 口以下 全箇所（100％） 

6 口以上 

99 口以下 

溶接口数を n とした場合 2ｎ1/2 箇所以上 

（例：ｎ＝50 口→15 箇所） 

推進管及びその前

後 

100 口以上 溶接口数の 20％以上 

 

    ⅴ 請負人は、透過写真（ネガ）を撮影完了後、撮影箇所を明示し監督員に提出

すること。 

    ⅵ 放射線透過試験の結果は次の規定を満足しなければならない。 

     ⅰ) 引張応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104 付属書４「透過写真によるきず

の像の分類方法」に示す２類以上 

     ⅱ) 圧縮応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104 付属書４「透過写真によるきず

の像の分類方法」に示す３類以上 

   （ウ）超音波探傷試験 

       請負人は、現場溶接部の検査が放射線透過試験でできない場合、超音波探傷

試験を行うこと。 
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    ⅰ 溶接部の超音波探傷試験は、JIS Z 3050 （パイプライン溶接部の非破壊試

験方法）及びJIS Z 3060（鋼溶接部の超音波探傷試験方法）による。 

    ⅱ 超音波探傷試験を行う技術者は、（社）日本非破壊検査協会の超音波探傷試

験２種技術者（ただし、結果の判定以外の作業については超音波探傷試験１種

技術者でもよい）以上の資格を有し、検査する溶接部及び超音波探傷試験の特

質について十分な知識と経験を有するものでなければならない。また、資格証

明書の写しを監督員に提出すること。 

    ⅲ 探傷箇所は、１口につき呼び径9OO以下は１箇所、呼び径1000以上は２箇所

とし、その位置は監督員が指示する。また、１箇所の検査長さは30㎝とする。

ただし、監督員が指示した場合は、検査箇所及び検査長さを増すことがある。 

    ⅳ 探傷走査は、溶接部両側から行うものとする。 

また、請負人は、横割れに対する検査の必要が生じた場合、またぎ走査ある

いは斜め平行走査を行うこと。 

    ⅴ エコー高さの領域区分は、表１－15による。なお、検出レベルはＭ検出レベ

ルとする。 

 

表１－15 エコー高さの領域区分 

エコー高さの範囲 エコー高さの領域 

Ｍ線を超えＨ線以下 Ⅲ 

Ｈ線を超えるもの Ⅳ 

 

    ⅵ 超音波探傷試験による合否判定基準については、次による。 

     ⅰ) 欠陥の評価は、母材の厚さに応じて表１－16のＡ、Ｂ、Ｃの値で区分され

る欠陥指示長さと 大エコー高さの領域により表１－17に従って行うこと。 

      

表１－16 超音波探傷試験における欠陥指示長さの区分 ㎜ 

     欠陥指示長さよ

る区分の境界 

母材の厚さ 

 

 

Ａ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

６以上18以下 ６ ９ 18 

18を超えるもの ｔ/３ ｔ/２ ｔ 

        ｔ：母材の板厚、板厚の異なる突合せ溶接のときは、薄いほうの板厚とする。 

 

         表１－17 超音波探傷試験における欠陥指示長さの区分    ㎜ 

 

 

 

 

 

      欠陥指示長さ 

大 

エコー高さ 

Ａ以下 Ａを超えＢ

以下 

Ｂを超えＣ

以下 

Ｃを超える

もの 

領域Ⅲ １点 ２点 ３点 ４点 

領域Ⅳ ２点 ３点 ４点 ４点 
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      ただし、合否は次の事項を考慮して評価する。 

      ａ 同一深さに存在するとみなされる２個以上の欠陥の間隔の長さがいずれ 

かの欠陥指示長さ以下である場合は、それら２個以上の欠陥指示長さの和

に間隔の長さを加えたものを欠陥指示長さとする。 

      ｂ ａによって得られた欠陥指示長さ及び１個の欠陥の欠陥指示長さを２方 

向以上から探傷して異なる値が得られた場合は、いずれか大きい値を欠陥

指示長さとする。 

     ⅱ) 前記ⅰ）に定めた欠陥の評価点に基づき３点以下であり、かつ、欠陥の

も密な溶接部の長さ30㎝あたりの評価点の和が５点以下のものを合格とする。 

   （エ）記録 

    ⅰ 請負人は、試験終了後、JIS Z 3050 （パイプライン溶接部の非破壊試験方

法）及びJIS Z 3060 （鋼溶接部の超音波探傷試験方法）に規定された事項を

記録し監督員に提出すること。 

      また、記録と試験箇所については、常に照合できるようにすること。 

    ⅱ 請負人は、溶接部を補修した場合は、補修前の状態と補修後の結果とを記録

しておくこと。 

   ウ 塗覆装の検査 

   （ア）熱収縮系チューブ、熱収縮系シートの検査等 

    ⅰ 請負人は、被覆部の検査を被覆箇所の全数について受けること。 

    ⅱ 請負人は、前処理の検査として、⑥ 外面の塗装（熱収縮系チューブ又は熱

収縮系シート）イの内容について、目視による検査を受けること。 

    ⅲ 請負人は、加熱収縮後の被覆部については、表１－18の検査項目の検査を受

け、その判定基準を満たすこと。 

 

表１－18 工事現場における項目 

項目 判定基準 

外観検査  防食材については、有害なきず、両端の大きなめくれ、両端から 50 ㎜以

内の膨れ、損傷がないこと。 

 耐衝撃シートについては、有害なきずがなく、テープ又は固定バンドで

確実に固定されていること。 

ピンホール検査 ピンホールの検査は、ホリデーデテクタ（電圧：10000～12000Ⅴ）を用

いて行い、花火の発生するような欠陥がないこと。 

寸法検査  防食材の被覆後の厚さは、1.5 ㎜以上あること。また、工場塗覆装部との

重ね代は 50 ㎜以上及びシートの円周方向の重ね代は 50 ㎜以上あること。 

 

   （イ）タールエポキシ樹脂塗装の検査 

    ⅰ 被塗装面の前処理検査 

      請負人は、被塗装面の前処理検査については、調整後、JWWA K 115（水道用

タールエポキシ樹脂塗料塗装方法）3.1 の項目について、処理方法と処理程度

を目視にて検査を受けること。ただし、前処理後直ちに塗装作業に入る場合は、

省略することができる。 
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    ⅱ 外観検査 

      請負人は、目視により塗装面の仕上り状態の外観検査を受けること。 

      検査内容は、塗装面のたれ、しわ、流れ、光沢、平滑度、色等について有害

な欠陥がなく、塗残し及びピンホールのないこと。また、塗覆装材の露出の有

無、表面の平滑度とする。 

    ⅲ ピンホール及び塗残し部 

      請負人は、ホリデーデテクタにより塗装全面について、検査を受ける。この

場合電圧については、塗膜厚 0.5 ㎜の場合は、2000～2500Ｖとする。 

    ⅳ 厚さ 

      厚さは、電磁微厚計その他により、管軸方向に対し任意の３箇所、その各箇

所の円周上任意の４点で測定する。 

    ⅴ 密着 

      請負人は、完全乾燥後、監督員の指示する位置及び試験片を鋼製両刃のへ

らを用いてはつり、密着の良否についての検査を受けること。 

   （ウ）水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装の検査 

    ⅰ 塗覆装面の前処理検査 

     ⅰ) 請負人は、被塗装面の前処理について、調整後すみやかに、⑧水道用無溶

剤形エポキシ樹脂塗装イ(ｱ)について、処理方法と処理程度の検査を受ける

こと。 

     ⅱ) 検査は塗装作業開始直前に目視によって行うこと。ただし、前処理後直ち

に塗装作業に入る場合は省略できる。 

    ⅱ 塗覆装の検査 

     ⅰ) 請負人は、目視により塗装面の仕上り状態の外観検査を受けること。 

       検査基準は、異物の混入、著しい塗りむら、流れ等がないこと。 

     ⅱ) 請負人は、塗膜厚の検査を受けること。 

       塗膜厚の検査基準は、電磁式微厚計又は他の適当な測定器具により測定

した各測定値が0.5㎜以上の塗膜厚さに適合すること。ただし、測定する箇

所は、長さ方向及び円周方向で、それそれ約500㎜間隔とする。なお、形状、

塗装面の大小等により任意に短縮できる。 

     ⅲ) 請負人は、ピンホール及び塗りもれの検査を受けること。 

       検査基準は、ホリデーデテクタで測定し塗膜全面について火花の発生する

欠陥がないこと。この場合の電圧は、塗膜厚0.5㎜の場合、2000～2500Ｖと

する。 

     ⅳ) 請負人は、硬化乾燥後、監督員の指示する場所又は試験片の塗膜を約

45°の角度で鋼製両刃のへらを用いてはつり、密着の良否についての検査

を受けること。 

  ⑩ 手直し 

   ア 溶接 

     請負人は、放射線透過試験・超音波探傷試験の結果、不合格となった場合は、

全周を検査して不良箇所を除去し、開先その他の点検を行った上で溶接し、再度

試験を行い、監督員に報告すること。 
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   イ タールエポキシ樹脂塗装及び水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装 

     請負人は、工事検査の結果、不合格となった箇所は、ナイフ又はヘラ等で塗膜

を切り取り鋼面の処理からやり直して塗覆装し、再度検査を受けなければならな

い。 

（４）ＲＣ鋼管溶接・塗覆装 

  ① 一般事項 

    ＲＣ鋼管の一般事項は、第３号鋼管及びステンレス鋼管溶接・塗覆装①一般事項

に準じる。 

  ② ＲＣ鋼管の防食 

    ＲＣ鋼管の防食は、第３号鋼管及びステンレス鋼管溶接・塗覆装②鋼管の防食に

準じる。 

  ③ 被覆アーク溶接 

    被覆アーク溶接は、第３号鋼管及びステンレス鋼管溶接・塗覆装③被覆アーク溶

接に準じる。 

  ④ 自動溶接 

    自動溶接は、第３号鋼管及びステンレス鋼管溶接・塗覆装⑤自動溶接に準じる。 

  ⑤ 外面の塗装（熱収縮系チューブ又は熱収縮系シート） 

    外面の塗装（熱収縮系チューブ又は熱収縮系シート）は、第３号鋼管及びステン

レス鋼管溶接・塗覆装⑥外面の塗装（熱収縮系チューブ又は熱収縮系シート）に準

じる。 

  ⑥ ショットクリート 

   ア 材料 

     ショットクリートに使用する材料は、次の規定によらなければならない。なお、

監督員が必要と認めたときは、試験を行うか、又は試験証明書を提出しなければ

ならない。 

   （ア）セメントは、JlS R 5210（ポルトランドセメント）に適合すること。 

   （イ）細骨材は、第１編２－５－２セメントコンクリート用骨材に適合すること。 

   （ウ）鉄筋は、JlS G 3532（鉄線）に規定する普通鉄線又はJlS G 3521（硬鋼線）

のいずれかの規格に適合すること。 

   イ 鉄筋の組立 

   （ア）ワイヤーメッシュ線径3.5㎜×50㎜×100㎜のもので、複筋にしなければなら

ない。 

   （イ）緊結は、結束線（0.7～0.8㎜）を使用し、ゆるみのないようにしなければな

らない。 

   ウ モルタルの配合 

   （ア）モルタルのセメントと砂の配合比は、１:３の割合による重量比とする。 

   （イ）水量はできるだけ少なくし、ショットクリートがたれさがらないようにしな

ければならない。 

   （ウ）セメントと細骨材は、吹付け機に入れる前に十分混合しなければならない。 

   エ 下地処理 

     下地処理は、第３号鋼管及びステンレス鋼管溶接・塗覆装⑧内面塗装（水道用
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無溶剤形エポキシ樹脂塗装） イ塗装(ｱ)に準じる。 

   オ 施工 

   （ア）ノズルは、吹付け面にほぼ垂直とし、圧力は0.2～0.39MPaにしなければなら

ない。 

   （イ）ノズルは、吹付け厚さが一定となるようにし、はね返りがショットクリート

に混入しないようにしなければならない。 

   （ウ）ショットクリートの表面は、コテ仕上げで行わなければならない。 

   （エ）ショットクリートにより発生した残材等は、すべて管外へ搬出し、清掃しな

ければならない。 

  ⑦ 検査 

    検査は、第３号鋼管及びステンレス鋼管溶接・塗覆装⑨検査に準じるもののほか、

次の規定によるものとする。 

   ア ショットクリート 

   （ア）ショットクリートの検査は、硬化後テストハンマーで軽くたたき、はく離箇

所の有無、ひびわれ等について行うこと。 

   （イ）検査に不合格となった箇所は、監督員の指示に従い入念に除去し、鋼面の処

理からやり直し、再検査を受けなければならない。この場合の費用は、請負人

の負担とする。 

   （ウ）ショットクリートの検査箇所数は、接合箇所全数とする。 

７ 管切断 

（１）鋳鉄管（ダクタイル鋳鉄管）の切断 

   請負人は、鋳鉄管の切断にあたっては、次の規定によるものとする。 

  ① 請負人は、設計図書及び配管箇所の測量により切管長及び切断箇所を決定し、

管の全周にわたり切断線を表示した上、管軸に対して直角に切断し、切断面をグラ

インダで仕上げること。ただし、異形管は切断してはならない。 

    また、切断管が残材とならないように計画的に切断すること。 

  ② 請負人は、低騒音の切断機を使用して切断すること。 

    特に夜間においては、騒音の発生を抑制し現場付近居住者の生活環境の保全に努

めること。 

  ③ 請負人は、管の切断場所付近に火気に弱い埋設物、又はガス管等可燃性物質の輸

送管等の埋設物がある場合は、当該埋設物の管理者の指示を得て保安上の処置を行

った上施工すること。また、切断機の使用については、動力源等の設置取扱いにも

注意すること。 

  ④ 離脱防止形のダクタイル鋳鉄管に溝切り加工を行う場合は、次のとおりとする。 

   ア １種管あるいはＳ種管であることを確認し、溝切加工すること。 

   イ 溝切加工は、溝切専用機を用いて施工すること。 

   ウ 溝切位置は、受口端面（フランジ面）から測定し、定めること。 

  ⑤ ＮＳ形管の挿口加工は、第６項継手類（接合）第１号ダクタイル鋳鉄管の接合③

ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管の接合 キに準じて施工すること。 

（２）鋼管の切断 

   請負人は、鋼管の切断にあたっては、次の規定に従うものとする。 
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  ① 請負人は、切断線を中心に口径 1350 ㎜以下については幅 30 ㎝、1400 ㎜以上に

ついては幅 40 ㎜の範囲の塗覆装をはく離し、切断線を表示して切断すること。 

  ② 請負人は、切断作業中、内外面の塗覆装に引火しないよう保安措置を講じること。 

  ③ 請負人は、切断完了後、監督員の指示に従い、新管の開先形状に応じた開先仕

上げを行うこと。また、切断部分の塗覆装については、新管と同じ規格に仕上げる

こと。 

（３）ＲＣ鋼管の切断 

   請負人は、ＲＣ鋼管の切断にあたっては、次の規定によるものとする。 

  ① 請負人は、鋼管部分の切断については、第２号鋼管の切断に準拠すること。 

  ② 請負人は、ライニングの切断について、必ず切断線により縁切りを行った後、は

つり取ること。特に管外面よりハンマー等によるたたき落としは、絶対にしてはな

らない。 

（４）ステンレス鋼管の切断 

   請負人は、ステンレス鋼管の切断にあたっては、第２号鋼管の切断に準拠し行うも

のとする。なお、ガス切断はできないため、プラズマ切断あるいは機械切断を行うこ

と。 

８ 伸縮可撓管 

（１）一般事項 

   請負人は、伸縮可撓管の積下ろし及び据付け作業に際しては、ナイロンスリングを

利用して胴巻きにして吊り下げるか、管備え付けの吊り金具を利用して吊り下げ、管

を転がしたり落下させて塗装を損傷させたり、変形させることの無いよう注意すること。 

（２）据付け 

   伸縮可撓管は、セットボルト、シッピングアングルで固定してあるので、天地を

確認して、第１項一般事項第 17 号から第 22 号に準じて据付けること。 

（３）シッピングアングルの取り外し 

   請負人は、伸縮可撓管の両端を接合し、完全に支持、固定が完了したらセットボル

ト、シッピングアングルを取り外すこと。 

（４）塗装 

   請負人は、伸縮可撓管の据付け後に上塗装をする場合には、摺動面に塗装をしては

ならない。 

９ 管明示シート 

  管明示シートは、埋設水道管の損傷、切断等の危険防止のため、設計図書に従い、

埋戻しに際し管天端より 30 ㎝を原則とし、必要に応じ 30 ㎝～50 ㎝に敷き込むこと。 

10 仮管栓 

（１）請負人は、仮管栓を施工する際は、監督員が指示する材料を揃えなければならな

い。 

（２）請負人は、使用する管材料に異常がないことを確認しなければならない。 

（３）請負人は、埋戻しにあたって管末の抜け出しがないよう施工しなければならない。 

11 管凍結 

（１）請負人は、あらかじめ試掘等を実施し、周囲の埋設物、凍結管の状況等を確認する

とともに、施工方法、施工時期等について監督員と協議すること。 
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（２）請負人は、凍結液が入っている保存容器（以下「容器」という。）を工事現場等に

運搬する場合は、容器を直接車両に載せることなく、クッション材等を使用し、慎重

に運搬すること。また、積込み及び積下ろしも同様とすること。 

（３）請負人は、容器先端の出し入れ口は、容器内にある液の多少にかかわらず密閉しな

いこと。 

（４）請負人は、凍結作業にあたっては、次の規定によるものとする。。 

  ① 凍結する箇所は、接合箇所より 30 ㎝以上離すこと。 

  ② 凍結箱は、当該管が埋没するよう設置し、凍結液が外部に漏れないようパテ等に

より確実に行うこと。 

  ③ 凍結液の注入作業は、皮手袋等保護具を用いて慎重に行い、トーチランプ等火気

を近付けないこと。 

  ④ 切断作業は管内の水が凍結したことを確認した後、火気が発生しない工法を用い

て行うこと。 

  ⑤ 作業終了後、凍結箱に残った液は、作業及びその他の施設物に支障のないように

処理すること。また、凍結箱は確実に回収し、適正に処理すること。 

  ⑥ 凍結箇所を解氷する場合は、ガスバーナーを用い、徐々に通水を確認すること。

なお、解氷はトーチランプを使用しないこと。 

１－１－５ 弁設置工 

１ 一般事項 

（１）請負人は、弁の運搬にあたって、弁を損傷しないように行うこと。 

（２）請負人は、弁の取扱いについて、人力又はクレーン、巻上げ機等で吊り上げ作業及

び吊り下ろし作業を行い弁に衝撃を加えないこと。 

（３）請負人は、維持管理、操作等に支障のないよう周囲の道路、家屋及び埋設物等を考

慮し、仕切弁等の設置場所を設計図書に基づき監督員の承諾を得て選定すること。 

（４）請負人は、弁類の設置にあたっては、正確に芯出しを行い、堅固に据付けなければ

ならない。 

（５）請負人は、鉄蓋類を構造物に堅固に取付け、かつ、路面に対して不陸のないように

すること。 

（６）請負人は、標準図に従い、弁筺を沈下、傾斜及び開閉軸に対して偏心が生じないよ

うに据付けること。 

２ 仕切弁 

（１）仕切弁の設置 

  ① 請負人は、仕切弁を開閉軸の位置を考慮して方向を定め、原則として、鉛直又は

水平に据付けること。ただし、これによりがたい場合は監督員の指示によること。 

  ② 請負人は、仕切弁室築造にあたっては、弁をシート等で覆い汚損しないようにす

ること。なお、築造完了後、清掃し、特に、開度計の部分はオイル拭きをしておく

こと。 

（２）ポリエチレンスリーブ被覆工 

   仕切弁を設置する場合は、図１－12の事項に従いポリエチレンスリーブにより防食

対策を実施しなければならない。なお、詳細については、ダクタイル管用ポリエチレ

ンスリーブ施工要領書（JDPA）によること。 
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手順 図 解説 

１ 

 

・スリーブは、次のように切断する。 

①スリーブの仕切弁部分の長さは３Ｌとする。

②Ｌ１＋Ｌ２＋3Ｌ＋1000（1500） 

の長さに切断する。 

③短管の寸法に合わせてスリーブに一点破線を

記入する。 

 ④Ｉの部分をカッター等で切り開く。 

  Ｉ＝500（750）＋Ｌ１＋2Ｌ 

２ 

 

・仕切弁上部のスリーブと同口径で、長さＨのス

リーブを準備する。 

３ 

 

・短管２号側からスリーブを挿入する。 

４ 

 

・切り開いた部分（仕切弁部を除く）を粘着テー

プでつなぎ合わす。 

５ 

 

・切り開いた仕切弁部分（斜線部分）を粘着テー

プで弁に固定する。 

６ 

 

・短管１号、２号部をゴムバンドで固定する。 

 図のようにスリーブに余裕を持たせておく。 

７ 

 

・仕切弁上部被覆用スリーブを上からかぶせ、粘

着テープ及びゴムバンドで固定する。 

８ 

 

・以後、直管接合Ａ法と同様に据付け接合後、接

合部スリーブを管に固定する。 

 

図１－12 仕切弁部のポリエチレンスリーブ施工例 
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３ 逆止弁 

  請負人は、逆止弁の設置にあたっては、前項第１号仕切弁の設置に準拠するほか、据

付方向を監督員に確認した上で設置しなければならない。 

４ 減圧弁 

  請負人は、減圧弁の設置にあたっては、第２項第１号仕切弁の設置に準拠するほか、

次の各号の規定によるものする。 

（１）請負人は、減圧弁の据付方向を監督員に確認した上で設置しなければならない。 

（２）請負人は、監督員立会いのもと減圧弁の動作確認を行わなければならない。なお、

減圧弁の設定水圧は監督員と協議の上決定するものとする。 

５ バタフライ弁 

  請負人は、バタフライ弁の設置にあたっては、第２項第１号仕切弁の設置に準じて設

置すること。 

６ 緊急遮断弁 

  請負人は、緊急遮断弁の設置にあたっては、第２項第１号仕切弁の設置に準拠するほ

か、次の各号の規定によるものとする。 

（１）請負人は、緊急遮断弁の据付方向を監督員に確認した上設置しなければならない。 

（２）請負人は、監督員立会いのもと緊急遮断弁の動作確認を行わなければならない。 

７ 空気弁 

（１）請負人は、空気弁を水平に設置すること。なお、双口空気弁については、両側の蓋

を外して保護材等を除去し、フロート弁（ボール）の傷、異物の有無及びフロート弁

と板状弁座との密着度合を確認すること。 

（２）請負人は、空気弁の設置にあたっては、フランジ付Ｔ字管に、設計図書に従い、ハ

ンドル付フランジ仕切弁又はボール式補修弁を直接取付けること。 

（３）請負人は、空気弁及び補修弁の設置にあたっては、弁の開閉方向を確認するととも

に、弁体の異常の有無を点検しなければならない。 

８ 弁筺類 

（１）鉄蓋の設置 

  ① 請負人は、鉄蓋の使用区分を確認し、標準図に基づき設置すること。 

  ② 請負人は、鉄蓋を原則として、車両の進行方向と逆に蓋が開くように据付けること。 

  ③ 請負人は、鉄蓋と路面に段差、高低差のないように据付けること。 

  ④ 請負人は、鉄蓋を室（筺）とずれのないよう据付けること。 

  ⑤ 請負人は、鉄蓋に付着したアスファルト等を必ず除去すること。 

（２）筺類の設置 

  ① 使用する弁筺は、設計図書に基づき原則として JWWA K 148（水道用レジンコン

クリート）製ボックスとし、標準図に準じ設置するものとする。 

  ② 筺設置に際し、調整用モルタルを使用する場合は、プレミックスのセメント系モ

ルタルとし、無収縮、高流動性、超早強性のもので、耐久性に優れたものを使用す

ること。なお、調整用モルタルの養生は、交通開放できるまで、直射日光、風雨、

乾燥、気温、荷重、衝撃等による有害な影響を受けないように養生すること。 

  ③ 調整用モルタル等の保管及び使用上の注意は次のとおりとする。 

   ア 調整部材の保管は、できるだけ乾燥した室内のパレット上で保管し、水に濡れ
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たり吸湿したりする場所での保管は避けること。 

   イ 調整用モルタルの使用期限は、４ヶ月以内とすること。 

   ウ 練りまぜは、袋詰めすべてを使用し、開封したものはその日のうちに使い切ること。 

   エ 調整用モルタルを使用する場合は、製造元の指定する使用方法、使用上の注意

に従うこと。 

   オ 調整用モルタルは、連続して 10 ㎝以上充てんしてはならない。 

  ④ 筺設置に際し使用する水道用レジンコンクリート製ボックス接合材料は、専用の

接着材料等（シール材、接着剤等）とすること。また、接合面の水分、油脂分、土

砂等を取り除き施工すること。なお、完全硬化に要する時間は、調整モルタルと同

様の養生を行うこと。 

１－１－６ 弁室工（躯体工） 

１ 一般事項 

（１）本項は、弁室（躯体）築造として躯体工、蓋、足掛金物、弁室ブロックその他これ

らに類する工種（細別）について、定めるものとする。 

（２）請負人は、躯体工については、現場で施工するコンクリート、鉄筋、接合目地モル

タル等の品質管理及び施工管理を行い堅固な構造物を築造しなければならない。また、

第１編第６章 無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。 

（３）請負人は、弁室等の設置位置の決定にあたっては、設計図書に基づくほか、埋設

物、道路交通、住民生活等を確認して行わなければならない。 

２ 蓋 

  請負人は、蓋設置にあたっては、１－１－５弁設置工第８項弁筺類第１号鉄蓋の設置

の規定によるものとする。 

３ 基礎材 

（１）請負人は、基礎材の施工においては、床掘り完了後（割ぐり石基礎には割ぐり石に

切込砂利、砕石などの間隙充てん材を加え）締固めながら仕上げなければならない。 

（２）請負人は、直接基礎において、載荷試験を実施する場合は事前に試験計画書を提

出し、監督員の承諾を得なければならない。 

（３）請負人は、床付け基面に予期しない不良土質が現れた場合、施工方法について監督

員と協議しなければならない。 

４ 均しコンクリート及びコンクリート 

  請負人は、均しコンクリート及びコンクリートについては、第１編第６章 無筋・鉄

筋コンクリート第３節 コンクリート及び第６節 特殊コンクリートの規定によるものとする。 

５ 型枠及び支保 

  請負人は、型枠及び支保にあたっては、第１編第６章 無筋・鉄筋コンクリート第４

節 型枠及び支保の規定によるものとする。 

６ 足場 

（１）請負人は、足場設備、防護設備及び登り桟橋の設置に際して、自重、積載荷重、風

荷重、水平荷重を考慮して、転倒あるいは落下が生じない構造としなければない。 

（２）請負人は、高所等へ足場を設置する場合には、作業員の転落及び吊荷の落下等が起

こらないように関連法令に基づき、手摺などの防護工を行わなければならない。 

（３）請負人は、板張防護、シート張り防護及びワイヤーブリッジ防護の施工にあたり、
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歩道あるいは供用道路上等に足場設備を設置する場合には、交通の障害とならないよ

う、板張防護、シート張り防護等を行わなければならない。 

（４）請負人は、シート張り防護の施工にあたり、ボルトや鉄筋などの突起物によるシー

トの破れ等に留意しなければならない。 

（５）請負人は、工事用エレベータの設置に際して、その 大積載荷重について検討の上、

設備を設置し、設定した 大積載荷重については作業員に周知させなければならない。 

７ 鉄筋 

  請負人は、鉄筋の施工にあたっては、第１編第６章 無筋・鉄筋コンクリート第５節

鉄筋の規定によるものとする。 

８ モルタル 

（１）請負人は、コンクリート天端面の仕上げについて、設計図書によるほか、次の規

定によるものとする。 

  ① 打放しコンクリートの天端面、滑らかな表面を必要とするコンクリート天端面は、

左官工による金ごて仕上げとしなければならない。 

  ② 締固めを終わり、所定の高さ及び形状に均したコンクリートの上面は、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てはならない。 

  ③ 仕上げ作業後、コンクリートが固まるまでの間に発生したひびわれは、タンピン

グ又は再仕上げによってこれを取り除かなければならない。 

  ④ 金ごて仕上げは、作業が可能な範囲で、出来るだけ遅い時期に、金ごてで強い力

を加えてコンクリート上面を仕上げなければならない。 

（２）請負人は、モルタル仕上げについて、設計図書によるほか、次の規定によるもの

とする。 

  ① モルタルの作成にあたって所定の配合にセメント及び洗砂を混合して、全部等色

になるまで数回空練りした後、清水を注ぎながらさらに５回以上切り返して練りま

ぜなければならない。 

  ② 壁、柱、はりの側面及びはり底面のモルタル仕上げは次の規定によること。 

   ア モルタル塗りを行うコンクリート表面を、あらかじめノミ、タガネ等で目荒ら

しし、清掃の上下塗りしなければならない。 

   イ 中塗りは、定規摺りを行い、木ごて押えとしなければならない。 

   ウ 上塗りは、中塗りしたモルタルの水引き加減を見はからって行い、面の不陸が

なく、かつむらの出ないように仕上げなければならない。 

  ③ 床塗りは、次の規定によること。 

   ア コンクリート面のレイタンスなどを除去し、よく清掃の上、水しめしを行い、

セメントペーストを十分流して、ホウキの類でかき均しの後、塗りつけなければ

ならない。 

   イ 塗りつけは、硬練りモルタルを板べら等でたたき込み、表面に水分を滲出させ、

水引き加減を見はからい、金ごて仕上げをしなければならない。 

（３）請負人は、防水モルタル工について、設計図書によるほか、次の規定によるもの

とする。 

  ① 防水モルタル工においては、あらかじめ監督員の承諾を得た防水剤を注入しな

ければならない。 
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９ 足掛金物 

（１）請負人は、足掛金物の取付けにあたっては、出入りに便利なように、蓋枠から垂直

に設けるものとし、壁内に深く埋込んでモルタルコーキングしなければならない。 

（２）請負人は、ステップ及び鉄梯子の材料については、設計図書によるものとし、取

付けは、弁室の深さ、大きさに応じ昇降の容易さを確認し、定着部は長期の使用に

支障を生じないよう強固に施工しなければならない。 

   また、ポリプロピレン等の樹脂被膜を施してある既製のステップ等を用いる場合は、

被膜部分を取付け部に埋込まなければならない。 

10 弁室ブロック 

（１）請負人は、ブロック天端の仕上り高さ及び勾配は、道路又は敷地の表面勾配に合致

するよう仕上げなければならない。 

（２）請負人は、ブロックの据付けにあたり、部材間が密着するよう施工しなければなら

ない。 

（３）請負人はブロックの据付けにあたり、衝撃を与えないよう丁寧に据付け、内面を一

致させ垂直に据付けなければならない。 

   また、据付け前にブロック相互の接合面を清掃し、止水用シール材の塗布あるいは

設置を行わなければならない。 

（４）請負人は、ブロックを削孔する場合は、躯体ブロック及び直壁ブロックに行うもの

とし、斜壁ブロックに削孔してはならない。 

（５）請負人は、管体とブロック壁体の接続部分について、漏水のないようモルタル等で

入念に仕上げなければならない。 

（６）請負人は、インバートを施工する場合は、管取付け部、底部及び側壁部より漏水を

生じないことを確認した後、行わなければならない。 

11 コンクリート防食被覆 

    請負人は、コンクリート防食被覆施工にあたり、設計図書によるほか、次の各号の規

定によるものとする。 

（１）躯体コンクリートの品質 

  ① 防食被覆を対象とするコンクリートは、所要の強度、耐久性、水密性を有し、有

害な欠陥がなく、素地調整層の密着性にすぐれていなければならない。 

  ② 原則として、素地調整層等の密着性に悪影響を及ぼす型枠材料、型枠はく離材、

コンクリート混和剤、塗膜養生剤等は用いてはならない。 

（２）躯体欠陥部の処理 

   防食被覆層に悪影響を及ぼすコンクリートの型枠段差、豆板、コールドジョイント、

打継ぎ部及び乾燥収縮によるひびわれなどの躯体欠陥部は、監督員の承諾を得てあら

かじめ所要の表面状態に仕上げなくてはならない。 

（３）前処理 

   対象コンクリートは前処理として、セパレーター、直接埋設管、箱抜き埋設管、タ

ラップ及び取付け金具廻りなどは、あらかじめ防水処理を行わなくてはならない。 

（４）表面処理 

   防食被覆層や素地調整層の接着に支障となるレイタンス、硬化不良、強度の著しく

小さい箇所、油、汚れ、型枠はく離材及び異物などを除去した後、入隅部、出隅部は、
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滑らかな曲線に仕上げた後、対象コンクリート表面全体をサンドブラスト、ウォータ

ージェット、電気サンダー等で物理的に除去しなければならない。 

（５）素地調整 

   表面処理が終了したコンクリート面に、防食被覆層の品質の確保と接着の安定性を

目的として所定の方法で素地調整をおこなわなければならない。 

（６）防食被覆工法の施工、養生 

  ① 防食被覆工は、所定の材料を仕様に従って塗布し、ピンホールが生じないよう、

また、層厚が均一になるように仕上げなければならない。 

  ② 防食被覆層の施工終了後、防食被覆層が使用に耐える状態になるまで、損傷を受

けることがないよう適切な養生をしなければならない。 

（７）請負人は、コンクリート及び防食被覆材料、防食被覆工法の設計と施工技術に関す

る知識と経験を有する専門技術者を選出し、監督員に提出しなければならない。 

（８）施工環境の管理 

  ① 請負人は、施工完了時まで温度及び湿度を管理し記録しなければならない。また、

施工箇所の気温が５℃以下、又は素地面が結露している場合には施工してはならな

い。 

  ② 請負人は、素地調整材、防食被覆材料並びにプライマー類については、関連法規

に従って換気や火気に注意し、照明、足場等の作業環境を整備して施工しなければ

ならない。 

１－１－７ 栓設置工 

１ 一般事項 

（１）請負人は、栓の運搬にあたって、栓を損傷しないように行うこと。 

（２）請負人は、栓の取扱いについて、人力又はクレーン、巻上げ機等で吊り上げ作業及

び吊り下ろし作業を行い栓に衝撃を加えないこと。 

（３）請負人は、維持管理、操作等に支障のないよう周囲の道路、家屋及び埋設物等を考

慮し、消火栓等の設置場所を設計図書に基づき監督員の承諾を得て選定すること。 

（４）請負人は、鉄蓋類を構造物に堅固に取付け、かつ、路面に対して不陸のないように

すること。 

（５）請負人は、標準図に従い、栓筺を沈下、傾斜及び開閉軸に対して偏心が生じないよ

うに据付けること。 

２ 消火栓 

（１）請負人は、消火栓を水平に設置すること。 

（２）請負人は、消火栓の設置にあたっては、フランジ付Ｔ字管に、標準図に従い、ボー

ル式補修弁を直接取付けること。 

（３）請負人は、補修弁の設置にあたっては、弁の開閉方向を確認するとともに、弁体

の異常の有無を点検しなければならない。 

３ 栓筺類 

  栓筺類の設置にあたっては、１－１－５弁設置工 第８項弁筺類の規定によるものと

する。 

１－１－８ 排水設備設置工 

  排水設備の設置にあたっては、１－１－４管布設工及び１－１－５弁設置工の規定に
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よるものとする。なお、簡易排水設備については、標準図に基づき施工すること。 

１－１－９ 管撤去工 

１ 一般事項 

（１）管及び付属設備の撤去箇所、撤去区間延長は、設計図書によること。 

（２）請負人は、管及び付属設備の撤去については、当該管の埋設位置、管種、口径及び

室の構造等を確認するとともに、監督員の指示、立会いを得て水道の使用廃止管で

あることを確認すること。 

（３）請負人は、撤去管及び撤去付属設備については、掘削完了後、又は撤去完了後、そ

の管種、口径、塗覆装の種別、ライニングの有無、単長及び異形管の種別、仕切弁、

消火栓等付属設備品の品名等を確認し、記録しておくこと。 

（４）請負人は、管の撤去については、掘削、土留等を完了後、継手の取り外し、又はパ

イプカッターによる切断を行って撤去するようにし、掘削機等による掘削作業とあわ

せて管体を引き上げるような方法はとらないこと。 

（５）請負人は、仕切弁、消火栓、空気弁等の弁栓類及び弁室等の付属設備の撤去につい

ては、これら弁栓類を破損しないようにすること。なお、弁室等の撤去については、

基礎コンクリート部分を完全に取り壊し、撤去すること。 

（６）請負人は、異形管の防護コンクリート等については、壊し残しの無いよう完全に取

り壊し撤去すること。 

（７）請負人は、撤去管については、その管体に付着した泥土、錆、こぶ等を除去し、納

品運搬に支障のないようにすること。付属設備品についても同様とすること。 

（８）請負人は、管及び付属設備の撤去については、管内に立入り、又は弁室等の室内に

入坑する場合は、換気処置を講ずるとともに、酸欠測定を行う等の事故防止処置を講

ずること。 

２ ダクタイル鋳鉄管、鋳鉄管（撤） 

  請負人は、ダクタイル鋳鉄管、鋳鉄管の撤去にあたっては、前項一般事項の規定によ

ること。 

３ 鋼管、ステンレス鋼管（撤） 

  請負人は、鋼管、ステンレス鋼管の撤去にあたっては、第１項一般事項の規定による

こと。 

４ ＲＣ鋼管（撤） 

  請負人は、ＲＣ鋼管の撤去にあたっては、第１項一般事項の規定によること。 

５ ポリエチレン管（撤） 

  請負人は、ポリエチレン管の撤去にあたっては、第１項一般事項の規定によること。 

６ 塩ビ管（撤） 

  請負人は、塩ビ管の撤去にあたっては、第１項一般事項の規定によること。 

７ 伸縮可撓管（撤） 

  請負人は、伸縮可撓管の撤去にあたっては、第１項一般事項の規定によること。 

８ 発生品処分 

請負人は、工事現場発生品を有価物として売却した場合、又は産業廃棄物として処

分した場合は、第１編１－１－19 建設副産物の第３項及び第４項の規定によること。 

９ 継手類（取り外し） 
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  請負人は、継手取り外しにあたっては、ＪＤＰＡの各種接合要領書等にしたがって適

切に施工すること。 

10 管切断 

  請負人は、管切断にあたっては、１－１－４管布設工第７項管切断の規定によること。 

１－１－10 弁撤去工 

  請負人は、弁撤去にあたっては、１－１－９管撤去工の規定によること。 

１－１－11 栓撤去工 

  請負人は、栓撤去にあたっては、１－１－９管撤去工の規定によること。 

１－１－12 排水設備撤去工 

  請負人は、排水設備撤去にあたっては、１－１－９管撤去工の規定によること。 

１－１－13 管路材料（管類） 

  請負人は、管路材料（管類）の購入、製作にあたっては、第１編共通編 第３章上水

道用配管材料 第２節土木工事に管路材料を含んだ工事、第３節鋼管製作及び第４節ス

テンレス鋼管製作の規定によること。 

１－１－14 管路材料（弁類） 

  請負人は、管路材料（弁類）の購入、製作にあたっては、第１編共通編 第３章上水

道用配管材料 第２節土木工事に管路材料を含んだ工事、第３節鋼管製作及び第４節ス

テンレス鋼管製作の規定によること。 

１－１－15 管路材料（栓類） 

  請負人は、管路材料（栓類）の購入、製作にあたっては、第１編共通編 第３章上水

道用配管材料 第２節土木工事に管路材料を含んだ工事、第３節鋼管製作及び第４節ス

テンレス鋼管製作の規定によること。 

１－１－16 管路材料（排水設備） 

  請負人は、管路材料（排水設備）の購入、製作にあたっては、第１編共通編 第３章

上水道用配管材料 第２節土木工事に管路材料を含んだ工事、第３節鋼管製作及び第４

節ステンレス鋼管製作の規定によること。 

１－１－17 管路土留工 

１ 一般事項 

  請負人は、管路土留工にあたっては、第１編４－10－５土留・仮締切工の規定による

ほか、次の各号によること。 

（１）請負人は、周囲の状況を考慮し、掘削深さ、土質、地下水位、作用する土圧、載荷

重を十分検討し施工しなければならない。 

（２）請負人は、土留工の施工にあたっては、交通の状況、埋設物及び架空線の位置、周

辺の環境及び施工期間等を考慮するとともに、第三者に騒音、振動、交通障害等の危

険や迷惑を及ぼさないよう、工法及び作業時間を定めなければならない。 

（３）請負人は、土留工に先行し、溝掘り及び探針を行い、埋設物の有無を確認しなけれ

ばならない。 

（４）請負人は、土留工に使用する材料について、割れ、腐食、断面欠損、曲り等構造耐

力上欠陥のないものを使用しなければならない。 

（５）請負人は、工事の進捗に伴う腹起し・切梁の取付け、取り外し時期については、施

工計画において十分検討し施工しなければならない。 
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（６）請負人は、工事を安全に行えるように作業中は常に点検し、異常のある時は、すみ

やかに対策を講じなければならない。 

２ 木矢板 

  請負人は、建込み式の木矢板の施工にあたっては、次の各号の規定によらなければな

らない。 

（１）矢板は、余掘りをしないように掘削の進行に合わせて垂直に建込むものとし、矢板

先端を掘削底面下20㎝程度貫入させなければならない。 

（２）バックホウの打撃による建込み作業は行ってはならない。 

（３）矢板と地山の間隙は、砂詰め等により裏込めを行わなければならない。 

（４）建込みの法線が不揃いとなった場合は、一旦引抜いて再度建込むものとする。 

（５）矢板を引抜くときは、埋戻しが完了した高さだけ引抜くこと。 

（６）矢板の引抜き跡については、沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂等で充て

んしなければならない。 

（７）矢板の引抜きにより近接構造物等に被害を及ぼすおそれのある場合には、その対応

について監督員と協議すること。 

３ 軽量鋼矢板土留 

  請負人は、軽量鋼矢板土留の施工にあたっては、前項の規定によらなければならない。 

４ 親杭横矢板土留 

  請負人は、親杭横矢板工の施工にあたっては、次の各号の規定によらなければならない。 

（１）親杭はＨ鋼杭を標準とし、打込み及び引抜きの施工については、次の規定によらな

ければならない。 

  ① Ｈ鋼杭の打込みにおいて、打込み方法及び使用機械については、打込み地点の土

質条件、施工条件及び周辺環境に応じたものを用いなければならない。 

  ② Ｈ鋼杭の打込みにおいて、埋設物等に損傷を与えないよう施工しなければならない。 

  ③ ウォータージェットを併用してＨ鋼杭を施工する場合には、 後の打上りを落錘

等で貫入させ落着かせなければならない。 

  ④ Ｈ綱杭の引抜き跡については、沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂等で

充てんしなければならない。 

（２）横矢板の施工にあたり、掘削と並行してはめ込み、横矢板と掘削土壁との間に隙間

のないようにしなければならない。 

   また、隙間が生じた場合は、裏込め、くさび等で隙間を完全に充てんし、横矢板を

固定しなければならない。 

（３）横矢板の板厚の 小厚は３㎝以上とし、作用する外力に応じて、適切な板厚を定め

なければならない。 

（４）横矢板は、その両端を十分親杭のフランジに掛合せなければならない。 

５ 鋼矢板土留 

  請負人は、鋼矢板の打込み引抜きの施工にあたり、次の各号の規定によらなければな

らない。 

（１）鋼矢板の打込みにおいて、打込み方法及び使用機械については、打込み地点の土質

条件、施工条件及び周辺環境に応じたものを用いなければならない。 

（２）鋼矢板の打込みにおいて、埋設物等に損傷を与えないよう施工しなければならない。
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なお、鋼矢板の打込みについては、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを

防止するものとし、また、隣接の鋼矢板が共下りしないように施工しなければならない。 

（３）鋼矢板の引抜きにおいて、隣接の鋼矢板が共上りしないように施工しなければならない。 

（４）ウォータージェットを併用して鋼矢板を施工する場合には、 後の打上りを落錘等

で貫入させ落着かせなければならない。 

（５）鋼矢板等の引抜き跡については、沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂等で

充てんしなければならない。 

６ 支保工 

  請負人は、土留支保工の施工にあたっては、次の各号の規定によらなければならない。 

（１）土留支保工は、掘削の進行に伴い設置しなければならない。 

（２）土留支保工は、土圧に十分耐え得るものを使用し、施工中に緩みが生じて落下する

ことのないよう施工しなければならない。 

（３）土留支保工の取付けにあたっては各部材が一体として働くように締付けを行わなけ

ればならない。 

（４）土留支保工の撤去盛替えは、土留支保工以下の埋戻し土が十分締固められた段階で

行い、矢板、杭に無理な応力や移動を生じないようにしなければならない。 

１－１－18 埋設物防護工 

１ 請負人は、工事範囲に存在する埋設物については、設計図書、地下埋設物調査事項、

各種埋設物管理図並びに試験掘りによってその全容を把握しなければならない。 

２ 請負人は、確認した埋設物は、その平面、断面を記載しておき、作業関係者に周知徹

底を図り、作業中の埋設物事故を防止しなければならない。 

３ 請負人は、工事に関係する埋設物を、あらかじめ指定された防護方法に基づいて慎重

かつ安全に防護しなければならない。なお、防護方法の一部が管理者施工となることが

あるが、この場合には、各自の施工分担に従って相互に協調しながら防護工事をしなけ

ればならない。 

４ 請負人は、埋設物に対する工事施工各段階における保安上必要な措置、防護方法、立

会いの有無、緊急時の連絡先等工事中における埋設物に関する一切のことを十分把握し

ておかなければならない。 

５ 請負人は、工事施工中、埋設物を安全に維持管理し、また、工事中の損傷及びこれに

よる公衆災害を防止するため常に埋設物の保安管理をしなければならない。 

１－１－19 管路路面覆工 

  請負人は、管路路面覆工にあたっては、第１編４－10－４路面覆工の規定によるほか、

次の各項によること。 

１ 請負人は、覆工板の受桁は埋設物の吊桁を兼ねてはならない。 

２ 請負人は、覆工板及び受桁等は、原則として鋼製の材料を使用し、上載荷重、支点の

状態、その他の設計条件により構造、形状、寸法を定め、使用期間中十分に安全なもの

を使用しなければならない。 

３ 請負人は、路面覆工を施工するにあたり、覆工板間の段差、隙間、覆工板表面の滑り

及び覆工板の跳上り等に注意し、交通の支障とならないようにしなければならない。 

  また、路面覆工の横断方向端部には必ず覆工板ずれ止め材を取付けなければならない。

なお覆工板と舗装面とのすりつけ部に段差が生じる場合は、歩行者及び車両の通行に支
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障を与えないよう、縦断及び横断方向ともにアスファルト混合物によるすりつけを行うこと。 

４ 請負人は、覆工の使用期間中、覆工の移動、受桁の緩み、路面の不陸等を常に点検し、

事故の発生を防止すること。 

１－１－20 補助地盤改良工 

  請負人は、補助地盤改良工にあたっては、第１編４－７－９固結工の規定によるほか、

次の各項によること。 

１ 薬液注入 

（１）請負人は、薬液注入工の施工にあたり、薬液注入剤の安全な使用に関し、技術的知

識と経験を有する現場責任者を選任し、事前に経歴書によって監督員の承諾を得な

ければならない。 

（２）請負人は、薬液注入工事の着手前に次の項目について監督員の確認を得なければならない。 

  ① 工法関係 

   ア 注入量 

   イ 注入本数 

   ウ 注入圧 

   エ 注入速度 

   オ 注入順序 

   カ ステップ長 

  ② 材料関係 

   ア 材料（購入・流通経路等を含む） 

   イ ゲルタイム 

   ウ 配合 

（３）請負人は、薬液注入工を施工する場合には、「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10日付け建設省官技発160号 ）の規定によらなけ

ればならない。 

（４）請負人は、薬液注入工における施工管理等については、「薬液注入工事に係わる施

工管理等について」（平成２年９月18日付け建設省官技調発第188号の１ ）の規定に

よらなければならない。なお、請負人は、注入効果の確認が判定できる資料を作成し

提出するものとする。 

２ 高圧噴射攪拌 

（１）攪拌とは、粉体噴射攪拌、高圧噴射攪拌及びスラリー攪拌を示すものとする。 

（２）請負人は、固結工による工事着手前に、攪拌及び注入する材料について配合試験と

一軸圧縮試験を実施するものとし、目標強度を確認し、この結果を監督員に報告しな

ければならない。 

（３）請負人は、固結工法にあたり、施工中における施工現場周辺の地盤や他の構造物並

びに施設などへの影響を把握しなければならない。これらへの影響が発生した場合あ

るいはそのおそれがある場合は、ただちに監督員へ報告し、その対応方法等について

監督員と協議しなければならない。 

（４）請負人は、固結工法にあたり、攪拌の施工中に地下埋設物を発見した場合は直ちに

工事を中止し、監督員に報告した後、占用者全体の立会いを求め管理者を明確にし、

その管理者と埋設物の処理にあたらなければならない。 



水道土木工事編 

 1-46 

（５）請負人は、生石灰パイルの施工にあたり、パイルの頭部は１ｍ程度空打ちし、砂又

は粘土で埋戻さなければならない。 

（６）請負人は、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験

要領（案）（平成13年４月20日付け建設省国官技第16号国営建第１号）に基づき事前

の調査を十分に行い、安全かつ適正な施工を行わなければならない。なお、必要に応

じて事後調査も実施しなければならない。 

３ 機械攪拌 

  請負人は、機械攪拌の施工にあたっては、前項高圧噴射攪拌の規定によること。 

１－１－21 地下水検査工 

１ ボーリング 

請負人は、ボーリングの施工にあたっては、他の埋設物を損傷しないように、事前に

種類、位置等を調査し、十分注意しなければならない。 

２ 観測井戸 

請負人は、観測井戸の設置にあたっては、薬液注入箇所及び周辺の地域の地形及び地

盤の状況、地下水の流動方向等を考慮し、注入箇所からおおむね 10ｍ以内に施工し、

いつでも採水可能な場所及び構造としなければならない。また、施工箇所においては、

監督員の承諾を得なければならない。なお、状況に応じ既存の井戸を観測井戸として

利用できる場合には、これを利用しても良い。 

３ ハンドホール 

請負人は、ハンドホールの設置にあたっては、基礎について支持力が均等になるよう

に、かつ不陸を生じないようにしなければならない。 

１－１－22 開削水替工 

 請負人は、開削水替工にあたり、第１編４－10－６水替工の規定によるほか、次の各項による。 

１ 請負人は、工事区域に湧水、滞水等がある場合は、現場に適した設備、方法により排

水をしなければならない。 

２ 請負人は、湧水量を十分排水できる能力を有するポンプ等を使用するとともに、不測

の出水に対して、予備機の準備等対処できるようにしておかなければならない。 

１－１－23 地下水低下工 

  請負人は、地下水低下工にあたり、第１編４－10－７地下水位低下工の規定によるほ

か、次の各項による。 

１ 請負人は、地下水位低下工法の施工期間を通して、計画の地下水位を保つために揚水

量の監視、揚水設備の保守管理及び工事の安全な実施に必要な施工管理を十分行わなけ

ればならない。特に必要以上の揚水をしてはならない。 

２ 請負人は、地下水位低下工法に伴う騒音振動に対して、十分な措置を講じておかなけ

ればならない。 

３ 請負人は、地下水位低下工法に伴う近接構造物等の沈下を防止するため、施工管理及

び防護措置を十分に行わなければならない。 

４ 請負人は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、工事着手前に、河川法、

下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出あるいは許可を受けなければならない。 

５ 請負人は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行

った後、放流しなければならない。 
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第２節 給水管付替工 

１－２－１ 適 用 

 本節は、給水管付替工における管路土工、給水管布設工、弁設置工、管路土留工、開

削水替工、付帯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。 

１－２－２ 一般事項 

１ 請負人は、給水装置工事の施工にあたっては、川崎市水道条例、川崎市水道条例施行

規程、川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程及び給水装置設計施行指針(以下

「施行指針」という。)等に準拠すること。 

２ 請負人は、配管作業に川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者を充てなければならない。 

３ 請負人は、配管に際しては原則として次の規格に適合する材料を使用すること。 

   JWWA G 115（水道用ステンレス鋼管） 

   JWWA G 116（水道用ステンレス鋼管継手） 

   JWWA G 119（水道用波状ステンレス鋼管） 

   JWWA K 132（水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管） 

   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 B 117（水道用サドル付分水栓） 

   JWWA K 150（水道用ライニング鋼管用管端防食形継手） 

４ 請負人は、配管にあたっては標準図を参考にすること。 

５ 請負人は、給水管付替工の施工に際しては、給水管所有者等に工事目的及び作業内容

の説明を十分に行い施工すること。なお、老朽給水管の付替にあたっては、事前に給水

管所有者等から承諾を得た上で工事を行い、施工終了後、工事完了の確認をとること。 

６ 請負人は、本工事で必要となる給水管情報の十分な調査を行い施工すること。なお、

業務上知りえた川崎市個人情報保護条例（昭和 60 年川崎市条例第 26 号）に規定された

個人情報（以下「個人情報」という。）については、本工事以外で使用してはならない。

また、個人情報の保護を図るため、漏えい、改ざん、滅失、き損等の事故を防止するた

めの必要な措置を講じ、適正な管理に努めなければならない。 

７ 請負人は、施工前に次の各号について、監督員に確認しておかなければならない。 

（１）断水を伴う場合は、その施工時期等 

（２）その他 

１－２－３ 管路土工 

  請負人は、管路土工にあたっては、１－１－３管路土工の規定によること。 

１－２－４ 給水管布設工 

１ 一般事項 

  請負人は、給水管布設工にあたっては、１－１－４管布設工 第１項一般事項の規定

によるほか、次の各号によること。 

（１）給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するためにその構造及び材

質に応じた適切な接合を行うこと。 

（２）水圧、水撃作用により給水管が離脱するおそれのある場所については、適切な離脱

防止のための措置を講じること。 

（３）いかなる場合でも衛生には十分注意し、工事の中断時又は一日の工事終了後には、



水道土木工事編 

 1-48 

管端にプラグ等で管栓をし、汚水等が流入しないようにすること。 

２ ＰＤ（小口径鋼管） 

  請負人は、ＰＤ（小口径鋼管）布設にあたっては、１－１－４管布設工 第３項鋼管、

ステンレス鋼管及び第６項継手類（接合）の規定によるほか、次の各号のよること。 

（１）接合に際しては、錆の発生を防止するために、適切な防食処理を行い接合しなけれ

ばならない。 

（２）管の切断は、管軸に対して直角に切断すること。管に悪影響を及ぼす機具は使用し

てはならない。 

３ ダクタイル鋳鉄管 

  請負人は、ダクタイル鋳鉄管にあたっては、１－１－４管布設工 第２項ダクタイル

鋳鉄管の規定によること。 

４ 鋼管、ステンレス鋼管 

  請負人は、鋼管、ステンレス鋼管にあたっては、１－１－４管布設工 第３項鋼管、

ステンレス鋼管及び第６項継手類（接合）の規定によるほか、次の各号によること。 

（１）ステンレス鋼管の曲げ配管については、次のとおりとする。  

  ① 管の曲げ加工は、ベンダーにより行い、加熱による焼曲げ加工等は行ってはならない。 

  ② 曲げ加工にあたっては、管面に曲げ寸法を示すけがき線を表示してから行うこと。 

  ③ 曲げの 大角度は、 90 度（補角）とし、曲げ部分にしわ、ねじれ等がないよう

にすること。 

（２）伸縮可とう式継手による接合については、次のとおりとする。 

  ① 管接合部の“ばり”などを除去し、清掃した後接合部に管の挿入長さを確認すること。 

  ② 継手の接合部品は、挿入順序に注意しながら管にセットすること。 

５ 分水栓 

（１）分岐工事については、接続しようとする管が発注者の指定する上水道管であること

を確認するとともに管種、口径、外径等を調査すること。 

（２）分岐については、次によること。 

  ① 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口及び配水管の継手部から 30

㎝以上離すこと。 

  ② 分岐管の口径は、原則として、配水管等の口径より小さい口径とすること。 

  ③ 異形管及び継手から給水管の分岐を行わないこと。 

  ④ 分岐器具を取付ける場合は、既設管のキズ、凹凸等がないことを確認し管肌を

十分に清掃して取付け、締付けを確実にすること。なお、分水サドルは垂直になる

ように取付けること。 

  ⑤ 穿孔機及び付属する動力機器等は、使用前に点検整備を行い、穿孔した穴の位置

がずれることなどが発生しないようにしておくこと。 

  ⑥ 穿孔機の取付けについては、分水器具及び管に、不要な応力等を加えないよう、

受台等を用いて適正に設置すること。 

  ⑦ 穿孔を開始する場合は、監督員の承諾を得て行うこと。 

  ⑧ 請負人は、金属管について、サドル付分水栓を使用し穿孔した場合は、穿孔口に

防錆コアを装着すること。 

６ 不断水取出し 
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  請負人は、不断水取出しにあたっては、１－１－４管布設工 第５項不断水取出しの

規定によること。 

７ 分水止 

  請負人は分水止にあたっては、既設給水管を分岐部から切離し、分水栓を閉止した後

分水栓キャップ等を使用しサドル付分水栓を止水すること。 

８ Ｔ字取り外し 

  請負人はＴ字取り外しにあたっては、適切な配水管材料を使用すること。なお、断水

を伴う場合は、１－１－４管布設工第１項一般事項第 24 号断水連絡工事の規定によること。 

９ 継手類（接合） 

  請負人は、継手類（接合）にあたっては、１－１－４管布設工 第６項継手類（接

合）の規定によること。 

10 ポリエチレンシート 

  請負人は、サドル付分水栓を使用し給水管 50 ㎜以下を分岐配管した場合、異常のな

いことを確認した後、ポリエチレンシートを使用しサドル付分水栓部を被覆し腐食を

防止しなければならない。なお、埋戻しの際にポリエチレンシートを破損しないよう慎

重に埋戻すこと。 

11 メーター 

（１）水道メーターの設置位置は、原則として道路（分岐部側）宅地の境界に近接する宅

地内（境界から 2.0ｍ以内）で、メーターの点検及び取替作業が容易であり、かつ、

メーターの損傷、凍結等のおそれがない位置であること。 

（２）水道メーターの設置にあたっては、メーターに表示されている流水方向の矢印を

確認した上で水平に取付けること。また、メーターの器種によっては、メーター前

後に所定の直管部を確保するなど、計量に支障を生じないようにすること。 

12 メーター移設 

（１）一般事項 

   請負人は、メーター移設にあたっては既設給水管の管種がＳＵＳ、ＰＣ、ＰＤ、及

びＶＤ以外の 40 ㎜以下の管を対象とすること。 

（２）メーター移設工Ａ 

   請負人は、メーター移設工Ａにあたっては、前項メーターの規定により設置しなけ

ればならない。なお、境界から 2.0ｍ以内の宅地内に移設しがたい場合は、住民の承

諾を得て施工すること。 

（３）メーター移設工Ｂ 

   請負人は、メーター移設工Ｂにあたっては、原則として既設メーターと同位置に設

置すること。 

１－２－５ 弁設置工 

１ 一般事項 

（１）請負人は、弁設置工にあたっては、１－１－５弁設置工 第１項一般事項の規定によること。 

（２）宅地内１ｍまでの施工については既設給水管の管種がＳＵＳ、ＰＣ、ＰＤ、及びＶ

Ｄ以外の管を対象とする。 

２ 仕切弁 

  請負人は、仕切弁の施工にあたっては、１－１－５弁設置工 第２項仕切弁の規定に
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よること。 

３ 止水栓 

（１）配水管等から分岐して 初に設置する止水栓の位置は、原則として宅地内１ｍ以内

とすること。 

（２）弁筺類 

請負人は、弁筺類の施工にあたっては、１－２－２一般事項の規定によること。 

１－２－６ 管路土留工 

  請負人は、管路土留工にあたっては、１－１－17 管路土留工の規定によること。 

１－２－７ 開削水替工 

  請負人は、開削水替工にあたっては、１－１－22 開削水替工の規定によること。 

１－２－８ 付帯工 

１ 舗装版切断 

  請負人は、舗装版切断にあたっては、１－８－３舗装撤去工 第１項舗装版切断の規

定によること。 

２ 舗装版破砕 

  請負人は、舗装版破砕にあたっては、１－８－３舗装撤去工 第２項舗装版破砕の規

定によること。 

３ コンクリート構造物取壊し 

  請負人は、コンクリート構造物取壊しにあたっては、１－８－８構造物取壊し工・構

造物撤去工の規定によること。 

４ 下層路盤・上層路盤・基層・表層 

  請負人は、下層路盤・上層路盤・基層・表層の施工にあたっては、１－８－５舗装復

旧工の規定によること。 

５ 基礎材 

  請負人は、基礎材の施工にあたっては、１－１－６弁室工（躯体工） 第３項基礎材

の規定によること。 

６ コンクリート 

  請負人は、コンクリートの施工にあたっては、１－１－６弁室工（躯体工） 第４項

均しコンクリート・コンクリートの規定によること。 

７ 型枠 

  請負人は、型枠の施工にあたっては、１－１－６弁室工（躯体工） 第５項型枠及び

支保の規定によること。 

８ 鉄筋 

  請負人は、鉄筋の施工にあたっては、第１編第６章 無筋・鉄筋コンクリート第５節

鉄筋の規定によること。 

９ モルタル 

  請負人は、モルタルの施工にあたっては、１－１－６弁室工（躯体工） 第８項モル

タルの規定によること。 

10 殻運搬処理 

  請負人は、殻運搬処理にあたっては、１－８－３舗装撤去工 第４項殻運搬処理の規

定によること。 
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第３節 管更生工 

１－３－１ 適 用 

  本節は、管更生工における管クリーニング工、管ライニング工、管端処理工、穿孔処

理工、管栓止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。 

１－３－２ 一般事項 

  請負人は、施工前に次の各号について、監督員に確認しておかなければならない。 

（１）支給材料の受領場所、受領時期等 

（２）断水を伴う場合は、その予定時期等 

（３）その他 

１－３－３ 管クリーニング工 

１ 請負人は、管内面の劣化部、錆こぶ等をスクレーパー又はジェットクリーナー等の方

法により、管体、分水栓、継手部等に損傷を与えないよう注意して、除去しなければな

らない。 

２ 清掃後、いったん通水を行った管に塗装する場合は、塗装前にあらたに発生した錆を

ワイヤーブラシ等により完全に撤去し、仕上げを行わなければならない。 

１－３－４ 管ライニング工 

１ モルタルライニング 

  請負人は、モルタルライニングにあたっては、WSP 001（水道用鋼管現地モルタルラ

イニング）の規定によるほか、次の各号によること。 

（１）ライニング完了後は、仕上り状況を測定検査し、報告書を作成し監督員に提出し

なければならない。なお、ライニングにおける検査は、次の各号について行うものと

する。 

（２）ライニングの検査は、次の規定について行わなければならない。 

また、各検査の結果については、報告書等を作成して直ちに監督員に提出しなけれ

ばならない。 

  ① はがれ 

    密着度は、小型ハンマーでライニング面を軽く叩き、異常の有無を調べること。 

  ② 表面の凹凸 

    表面の著しい凹凸、打ち継目等が生じていないかを、目視により確認すること。 

  ③ われ 

    ひびわれの幅は、0.25 ㎜以下であることを確認すること。 

  ④ ライニング厚 

    ライニング厚は、非破壊検査を行い、規定の厚さに適合していることを確認す

ること。 

（３）各検査によりライニングに欠陥を認めたときは、監督員の指示に従い補修しなけ

ればならない。なお、これらに要する費用は、すべて請負人の負担とする。 

２ 反転挿入 

  請負人は、反転挿入にあたっては、日本ホースライニング協会若しくは日本インシチ

ュフォーム協会の発行する実施基準を満たすほか、次の各号の規定によること。 

（１）被覆材等の製作にあたり、試掘終了後、その延長等をよく検討の上、監督員と協

議を行ってから製作すること。 
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（２）接水面に使用する材料については、水道施設の技術的基準を定める省令（平成 12

年２月 23 日厚生省令第 15 号）で定める水質基準に適合したものを使用しなければな

らない。また、水質基準の適合証明として｢浸出性能試験成績書｣、材料品質の証明書

等を提出し、施工前に監督員の承諾を得なければならない。 

（３）管内のライニングの品質を保持するため、次に掲げる施工管理を行うとともに、各

項における許容数値を明記の上、施工計画書に記載しなければならない。 

   また、本工事における各項の実績数値について、施工管理資料として更生工区毎に

報告書を作成して、直ちに監督員に報告しなければならない。 

  ① 被覆材含浸量 ： 被覆材に対する含浸量管理 

  ② 被覆材温度  ： 含浸後における被覆材の保温管理 

  ③ 反転挿入圧力 ： 反転挿入時における被覆材の挿入圧力管理 

  ④ 養生管理   ： 養生時間内の保圧又は保温管理 

（４）反転挿入における検査は、次の規定について更生工区毎に行わなければならない。 

 また、各検査の結果については、報告書等を作成して直ちに監督員に提出しなけ

ればならない。 

  ① 被覆材の硬度試験を行い、各実施基準における規定値以上の強度があることを

確認しなければならない。また、実施箇所は発進及び到達口における各管口にお

いて実施するものとする。 

  ② 被覆材の膜厚測定試験を行い、各実施基準における規定値以上の膜厚があること

を確認しなければならない。また、実施箇所は発進及び到達口における各管口に

おいて上・下・左・右の４点で実施するものとする。 

  ③ 管内クリーニング及びライニングの施工後に、管端部及びＴＶカメラ撮影による

施工全長における管内被覆状況を目視により確認しなければならない。また、Ｔ

Ｖカメラ撮影については、ビデオテープ等に録画し、検査終了後に監督員に提出

しなければならない。 

１－３－５ 管端処理工 

  請負人は、管端処理をする場合は、日本ホースライニング協会若しくは日本インシチ

ュホーム協会の発行する実施基準により管端処理を行うこと。 

１－３－６ 穿孔処理工 

  請負人は、穿孔処理をする場合は、日本ホースライニング協会若しくは日本インシチ

ュホーム協会の発行する実施基準により穿孔処理を行うこと。 

１－３－７ 管栓止工 

  請負人は、管栓止にあたっては１－１－４管布設工 第６項継手類（接合）及び１－

１－９ 第９項管撤去工 第 10 項管切断の規定により施工すること。なお、水圧を考

慮して抜け出し防止等の処置が必要であれば、監督員の承諾を得て、防護コンクリー

ト、又は控えくい等の処置を講じなければならない。 
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第４節 貯水槽設置工 

１－４－１ 適 用 

  本節は、貯水槽設置工における貯水槽製作工、貯水槽現場接合工、貯水槽設置工につ

いて適用するものとする。 

１－４－２ 一般事項 

  請負人は、施工前に次の各号について、監督員に確認しておかなければならない。 

（１）支給材料の受領場所、受領時期等 

（２）断水を伴う場合は、その予定時期等 

（３）その他 

１－４－３ 貯水槽製作工 

１ 請負人は、貯水槽の製作にあたって、設計図書によるものとし、疑義がある場合は

監督員に確認を求めなければならない。 

２ 請負人は、貯水槽製作に先立ち、製作図を所定の部数作成し、承諾を得ること。 

３ 請負人は、貯水槽の製作及び搬入工程・搬入経路等を施工計画書に記載し監督員に

提出しなければならない。 

４ 貯水槽には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示することとし、表示位置は

施工時に見やすい場所とすること。 

（１）型式番号 

（２）型式記号 

（３）製造者名又は商標 

（４）貯水容量 

（５）製造年月日又は製造番号 

１－４－４ 貯水槽現場接合工 

１ 貯水槽溶接 

  請負人は、貯水槽溶接にあたっては、１－１－４管布設工 第６項継手類（接合）第

３号鋼管及びステンレス鋼管溶接・塗覆装の規定によるほか、次の各号によること。 

（１）溶接は、使用する溶接棒並びに溶接条件に も適した電流で行わなければならない。

ただし、住宅地、商店街等において施工する場合は、騒音防止のために交流電源によ

り行うよう、指示することがある。 

（２）溶接作業に際しては、火気、漏電、換気等について、十分な対策を施さなければな

らない。 

（３）仮付溶接を行う前は、グラインダーやワイヤーブラシ等を使用し、開先面の傷、赤

錆、油脂、塗料やその他の異物を除去すること。 

（４）仮付溶接は、目違い矯正治具を用いた入念な芯出し肌合せを行う。なお、仮付溶接

は本溶接と同等とする。 

（５）溶接により発生した残材等は、すべて管外へ搬出し清掃しなければならない。 

２ 鋼管内外面塗装 

  請負人は、鋼管内外面塗装にあたっては、１－１－４管布設工 第６項継手類（接

合）第３号鋼管及びステンレス鋼管溶接・塗覆装の規定によるほか、次の各号によるこ

と。 

（１）工事その他の理由により塗覆装を破損した場合は、監督員の指示がなくとも修理
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しなければならない。 

（２）貯水槽の塗覆装は、原則として JWWA K 153（水道用ジョイントコート）に準拠し

て行うこと。 

（３）管体の予熱は、専用バーナーを用いて溶接部中央から左右に炎を当て、管体を

60℃程度に予熱すること。 

（４）熱収縮シートの施工 

   防食シートの貼り付けは、はく離紙をはがしながら管の表面に圧着するように貼り

付ける。この場合、管の頂点から管軸を中心に 45°の位置から貼り始め、約８分の

７周の管頂部まで貼り終わったら、ラップ部を張り合わせる前にシーリング材のはく

離紙をはぎとり、シートのラップ部を貼り付け、上から押さえて密着させること。 

（５）シートの加熱収縮は、専用バーナーを用いて、炎を直角にゆっくり移動し、中央部

を円周方向に 360°均一に収縮させた後、中央より一端へ空気を追い出すような要領

で行いながら、端部から粘着材がはみ出るまで、全体を均一に完全に収縮させること。

なお、ジョイントコートの施工は、空管の状態で行うこと。 

（６）ポリエチレンシートＰの取付け 

  ① ポリエチレンシートＰは、シートのラップ箇所と逆方向の 45°の位置から巻き

始め、幅合せをしながら巻き付けること。 

  ② ポリエチレンシートＰを巻き終わった後、テープ又は固定バンドでポリエチレン

シートＰを固定すること。 

１－４－５ 貯水槽設置工 

１ 貯水槽 

（１）請負人は、貯水槽の設置位置にあたっては設計図書に基づくものとする。ただし、

測量、試掘等を実施した結果、設計図書のとおり設置できない場合は、監督員と協

議の上決定すること。 

（２）貯水槽の設置は、天地を確認し、さげふり・水平器等を用いて芯出しを行い、本

体を水平に据付けること。 

（３）据付け用重機の選定は、据付け場所の状況を十分検討の上、クレーン配置、作業半

径、吊り上げ能力により決定する。なお、アウトリガー下の状況により、鉄板等を敷

き養生すること。 

２ 貯水槽固定 

  請負人は、貯水槽の固定にあたっては監督員の承諾を受けなければならない。 

３ 管洗浄 

  請負人は、管洗浄にあたっては洗浄方法、時期等監督員の承諾を受けなければなら

ない。 

４ 附帯設備 

  請負人は、附帯設備の設置にあたっては監督員の承諾を受けなければならない。 
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第５節 管路工（小口径推進） 

１－５－１ 適 用 

  本節は、管路工（小口径推進）として仮管併用推進工、オーガ掘削推進工、小口径泥

水推進工、オーガ掘削鋼管推進工、各種小口径推進工、立坑内管布設工、仮設備工（小

口径）、送排泥設備工、泥水処理設備工、推進水替工、補助地盤改良工、その他これら

に類する工種について定めるものとする。 

１－５－２ 一般事項 

１ 材料 

（１）請負人は、使用する水道用資材が次の規格に適合するもの、又はこれと同等以上の

品質を有するものでなければならない。 

  ① 鉄筋コンクリート管   JSWAS A-６（下水道小口径管推進工法鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管） 

  ② ダクタイル鋳鉄管    JDPA G 1029（推進工法用ダクタイル鉄管） 

  ③ レジンコンクリート管  JSWAS K-12（下水道推進工法用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管） 

  ④ 鋼管          JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管） 

                JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管） 

                JIS G 3455（高圧配管用炭素鋼鋼管） 

                JIS G 3456（高温配管用炭素鋼鋼管） 

                JIS G 3457（配管用アーク溶接炭素鋼綱管） 

                JIS G 3460（低温配管用鋼管） 

                JIS G 3444（一般構造用炭素鋼綱管） 

（２）請負人は、小口径推進の施工に使用する材料については、使用前に監督員の承諾を

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

滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。 

２ 施工計画 

（１）請負人は、推進工の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、地下水の状況、

地下埋設物その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結果に基づき現場に適応した

施工計画を作成して監督員に提出しなければならない。 

（２）請負人は、掘進箇所において、事前に土質の変化及び捨石、基礎杭等の存在が明ら

かになった場合には、周辺の状況を的確に把握するとともに、監督員と土質、立坑位

置、工法等について協議しなければならない。 

３ 管の取扱い、保管 

（１）請負人は、推進管の運搬、保管、据付けの際、管に衝撃を与えないように注意して

取扱わなければならない。 

（２）請負人は、現場に管を保管する場合には、第三者が保管場所に立入らないよう柵等

を設けるとともに、倒壊等が生じないよう十分な安全対策を講じなければならない。 

（３）請負人は、管等の取扱い及び運搬にあたり、落下、ぶつかり合いがないように慎重

に取扱わなければならない。また、管等と荷台との接触部、特に管端部にはクッショ

ン材等をはさみ、受口や差口が破損しないように十分注意しなければならない。 

（４）請負人は、管の吊り下ろしについては、現場の状況に適応した安全な方法により丁

寧に行わなければならない。 

４ 掘進機 
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（１）請負人は、掘進機について掘進路線の土質条件に適応する型式を選定しなければならない。 

（２）請負人は、仮管、ケーシング及びスクリューコンベア等の接合については、十分な

強度を有するボルト等で緊結し、緩みがないことを確認しなければならない。 

（３）請負人は、基本的に位置・傾きを正確に測定でき、容易に方向修正が可能な掘進機を使用し

なければならない。また、掘進機は、変形及び摩耗の少ない堅牢な構造のものでなければならない 。 

５ 測量、計測 

（１）請負人は、小口径推進機を推進管の計画管底高及び方向に基づいて設置しなければならない 。 

（２）請負人は、掘進中常に掘進機の方向測量を行い、掘進機の姿勢を制卸しなければならない。 

（３）請負人は、掘進時には設計図書に示した管底高・方向等計画線の維持に努め、管の

蛇行・屈曲が生じないように測定を行わなければならない。 

（４）請負人は、計画線に基づく上下・左右のずれ等について計測を行い、その記録を監

督員に提出しなければならない。 

６ 運転、掘進管理 

（１）請負人は、掘進機の運転操作に従事する技能者は、豊富な実務経験と知識を有し熟

知した者でなければならない。 

（２）請負人は、掘進機の操作にあたり、適切な運転を行い、地盤の変動には特に留意し

なければならない。 

（３）請負人は、掘進管理において地盤の特性、施工条件等を考慮した適切な管理基準を

定めて行わなければならない。 

７ 作業の中断 

  請負人は、掘進作業を中断する場合は必ず切羽面の安定を図らなければならない。ま

た、再掘進時において推進不能とならないよう十分な対策を講じなければならない。 

８ 変状対策 

  請負人は、推進作業中に異常を発見した場合には、すみやかに応急措置を講ずるとと

もに、直ちに監督員に報告しなければならない。 

９ 管の接合 

  請負人は、管の接合にあたり、管の規格にあった接合方法で接合部を十分に密着させ、

接合部の水密性を保つように施工しなければならない。 

10 滑材注入 

  請負人は、滑材注入にあたり、注入材料の選定と注入圧及び注入量の管理に留意しな

ければならない。 

１－５－３ 小口径推進工 

１ 仮管併用推進工 

（１）請負人は、誘導管推進において土の締付けにより推進不能とならぬよう、推進の途

中では中断せずすみやかに到達させなければならない。 

（２）請負人は、推進管推進時においてカッタースリットからの土砂の取込み過多となら

ないよう、スリットの開口率を土質、地下水圧に応じて調整しなければならない。 

２ オーガ掘削推進工 

  請負人は、推進管を接合する前に、スクリューコンべアを推進管内に挿入しておかな

ければならない。 

３ 小口径泥水推進工 
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（１）請負人は、泥水推進に際し切羽の状況、掘進機、送排泥設備及び泥水処理設備等の

運転状況を十分確認しながら施工しなければならない。 

（２）請負人は、泥水推進工事着手前に掘進位置の土質と地下水圧を十分把握して、適し

た泥水圧を選定しなければならない。 

４ 挿入用塩ビ管 

  請負人は、内管に塩化ビニル管等を挿入する場合は、計画線に合うようにスペーサー

等を取付け固定しなければならない。 

５ 中込め 

  請負人は、中込め充てん材を使用する場合は、注入材による硬化熱で塩化ビニル管等の材

科が変化変形しないようにするとともに、空隙が残ることがないようにしなけれぱならない。 

６ 発生土処理 

  請負人は、発生土、泥水及び泥土（建設汚泥）処分にあたり、発注者の指定した場所

に運搬、処分すること。特に指定のない場合は、捨場所、運搬方法、運搬経路等の計画

書を作成し、監督員に提出しなければならない。また、この場合でも、関係法令に基づ

き適正に処分しなければならない。なお、発生土及び泥土（建設汚泥）については、極

力、再利用又は再生利用を図るものとする。 

１－５－４ 立坑内管布設工 

１ ダクタイル鋳鉄管 

  立坑内ダクタイル鋳鉄管の布設にあたっては、１－１－４管布設工の規定によること。 

２ 鋼管、ステンレス鋼管 

  立坑内鋼管、ステンレス鋼管の布設にあたっては、１－１－４管布設工の規定によること。 

３ 砂基礎 

  請負人は、砂基礎を行う場合、設計図書に示す基礎用砂を所定の厚さまで十分締固め

た後管布設を行い、さらに砂の敷均し、締固めを行わなければならない。なおこの時、

砂は管の損傷、移動等が生じないように投入し、管の周辺には空隙が生じないように締

固めなければならない。 

４ 砕石基礎 

  請負人は、砕石基礎を行う場合、あらかじめ整地した基礎面に砕石を所定の厚さに均

等に敷均し、十分に突固め所定の寸法に仕上げなければならない。 

５ コンクリート基礎 

  請負人は、コンクリート基礎を行う場合、所定の厚さの砕石基礎を施した後、所定の

寸法になるように、コンクリートを打設し、十分締固めて空隙が生じないように仕上げ

なければならない。 

１－５－５ 仮設備工（小口径） 

１ 坑口 

（１）請負人は、発進立坑及び到達立坑には原則として坑口を設置しなければならない。 

（２）請負人は、坑口について滑材及び地下水等が漏出しないよう堅固な構造としなければならない 。 

（３）請負人は、止水器（ゴムパッキン製）等を設置し坑口箇所の止水に努めなければならない。 

２ 鏡切り 

  請負人は、鏡切りの施工にあたり、地山崩壊に注意し、慎重に作業しなければならない。 

３ 推進設備等設置撤去 
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（１）請負人は、推進設備を設置する場合、土質・推進延長等の諸条件に適合したものを

使用し設置しなければならない。 

（２）請負人は、油圧及び電気機器について十分能力に余裕あるものを選定するものとし、

常時点検整備に努め故障を未然に防止しなければならない。 

（３）請負人は、推進延長に比例して増加するジャッキ圧の測定等についてデータシート

を監督員に提出しなければならない。 

（４）請負人は、後部推進設備につき施工土質・推進延長等の諸条件に適合した推力のも

のを使用し、管心位置を中心測量・水準測量により正確に測量して所定の位置に設置

しなければならない。 

４ 支圧壁 

（１）請負人は、支圧壁について管の押込みによる荷重に十分耐える強度を有し、変形や

破壊が生じないよう堅固に構築しなければならない。 

（２）請負人は、支圧壁を土留と十分密着させるとともに、支圧面は推進計画線に対し直

角となるよう配置しなければならない。 

１－５－６ 送排泥設備工 

１ 送排泥設備 

（１）請負人は、切羽の安定、送排泥の輸送等に必要な容量の送排泥ポンプ及び送排泥管

等の設備を設けなければならない。 

（２）請負人は、送排泥管に流体の流量を測定できる装置を設け、掘削土量及び切羽の逸

水等を監視しなければならない。 

（３）請負人は、送排泥ポンプの回転数、送泥水圧及び送排泥流量を監視し、十分な運転

管理を行わなければならない。 

１－５－７ 泥水処理設備工 

１ 泥水処理設備 

（１）請負人は、掘削土の性状、掘削土量、作業サイクル及び立地条件等を十分考慮し、

泥水処理設備を設けなければならない。 

（２）請負人は、泥水処理設備を常に監視し、泥水の処理に支障をきたさないよう運転管

理に努めなければならない。 

（３）請負人は、泥水処理設備の管理及び処理にあたり、周辺及び路上等の環境保全に留

意し必要な対策を講じなければならない。 

２ 泥水運搬処理 

（１）請負人は、凝集剤について有害性のない薬品を使用しなければならない。 

（２）請負人は、凝集剤を使用する場合は土質成分に適した材質、配合のものとし、その

使用量は必要 小限にとどめなければならない。 

（３）請負人は、泥水処理された土砂を、運搬が可能な状態にして搬出しなければならない。 

（４）請負人は、余剰水について関係法令等に従い、必ず規制基準値内となるよう水質環

境の保全に十分留意して処理しなければならない。 

１－５－８ 推進水替工 

 推進水替工の施工については、１－１－22開削水替工の規定によるものとする。 

１－５－９ 補助地盤改良工 

 補助地盤改良工の施工については、１－１－20補助地盤改良工の規定によるものとする。 
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第６節 管路工（推進） 

１－６－１ 適 用 

  本節は、管路工（推進）として刃口推進工、泥水推進工、立坑内管布設工、仮設備工、

通信・換気設備工、送排泥設備工、泥水処理設備工、注入設備工、推進水替工、補助地

盤改良工、その他これらに類する工種について定めるものとする。 

１－６－２ 一般事項 

１ 材料 

（１）請負人は、使用する水道用資材が次の規格に適合するもの、又はこれと同等以上の

品質を有するものでなければならない。 

  ① 鉄筋コンクリート管  JSWAS A-２（下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管） 

  ② ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 JSWAS A-８（下水道推進工法用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管） 

  ③ ダクタイル鋳鉄管   JDPA G 1029（推進工法用ダクタイル鉄管） 

  ④ レジンコンクリート管 JSWAS K-12（下水道推進工法用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管） 

（２）請負人は、推進の施工に使用する材料については使用前に監督員に承諾を得るとと

もに、材料の品質証明害を整備、保管し、監督員から請求があった場合は遅滞なく提

示するとともに検査時に提出しなければならない。 

２ 施工計画 

（１）請負人は、推進工の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、地下水の状況、

地下埋設物、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結果に基づき現場に適応し

た施工計画を作成して監督員に提出しなければならない。 

（２）請負人は、掘進箇所において、事前に土質の変化及び捨石、基礎抗等の存在が明ら

かになった場合には、周辺の状況を的確に把握するとともに、監督員と土質・立坑位

置・工法等について協議しなければならない。 

３ 管の取扱い、保管 

  管の取扱い、保管については、１－５－２一般事項 ３管の取扱い、保管の規定によ

るものとする。 

４ クレーン設備 

  請負人は、クレーン等の設置及び使用にあたり、関係法令等の定めるところに従い適

切に行わなければならない。 

５ 測量、計測 

（１）請負人は、設計図書に示す管底高等に従って推進管を据付け、１本据付けるごとに

管底高、注入孔の位置等を確認しなければならない。 

（２）請負人は、掘進中常に掘進機の方向測量を行い、掘進機の姿勢を制御しなければな

らない。 

（３）請負人は、掘進時に設計図書に示した管底高・方向等計画線の維持に努め、管の蛇

行・屈曲が生じないように測定を行わなければならない。 

（４）請負人は、計画線に基づく上下・左右のずれ等について計測を行い、その記録を監

督員に提出しなければならない。 

６ 運転、掘進管理 

  運転、掘進管理については、第５節１－５－２ 第６項運転、掘進管理の規定による

ものとする。 
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７ 管の接合 

（１）請負人は、管の接合にあたり、推進方向に対し、カラーを後部にして、押込みカラ

ー形推進管用押輪を用いるとともに、シール材のめくれ等の異常について確認しなけ

ればならない。 

（２）請負人は、管の接合にあたり、管の規格にあった接合方法で接合部を十分に密着さ

せ、接合部の水密性を保つように施工しなければならない。 

８ 滑材注入 

  請負人は、滑材注入にあたり、注入材料の選定と注入管理に留意しなければならない。 

９ 沈下測定 

  請負人は、掘進路線上（地上）に、沈下測定点を設け、掘進前、掘進中及び掘進後の

一定期間、定期的に沈下量を測定し、その記録を監督員に提出しなければならない。 

10 変状対策 

（１）請負人は、掘進中、切羽面、管外周の空隙、地表面等の状況に注意し、万一の状況

変化に対しては十分な対応ができるよう必要な措置を講じなければならない。 

（２）請負人は、推進作業中に異常を発見した場合、すみやかに応急処置を講じるととも

に直ちに監督員に報告しなければならない。 

11 作業の中断 

  請負人は、掘進作業を中断する場合は必ず切羽面の安定を図らなければならない。ま

た、再掘進時において推進不能とならないよう十分な対策を講じなければならない。 

１－６－３ 推進工 

１ 刃口推進工 

（１）請負人は、刃口の形式及び構造を、掘削断面、土質条件並びに現場の施工条件を考

慮して安全確実な施工ができるものとしなければならない。 

（２）請負人は、掘削に際して、刃口を地山に貫入した後、管の先端部周囲の地山を緩め

ないよう注意して掘進し、先掘りを行ってはならない。 

２ 機械推進工 

（１）請負人は、掘進機について、方向修正用ジャッキを有し外圧や掘削作業に耐え、か

つ、堅牢で安全な構造のものを選定しなければならない。 

（２）請負人は、切羽に生じる圧力を隔壁で保持し、チャンバー内に充満した掘削土砂を

介して地山の土圧及び水圧に抵抗させる機構としなければならない。 

（３）請負人は、掘削機に関する諸機能等の詳細図、仕様及び応力計算書を監督員に提出

しなければならない。 

（４）請負人は、掘進機の運転操作に従事する技能者は、豊富な実務経験と知識を有し熟

知した者でなければならない。 

（５）請負人は、掘進中、常に掘削土量を監視し、所定の掘削土量を上回る土砂の取込み

が生じないよう適切な運転管理を行わなければならない。 

（６）請負人は、掘進速度について適用土質等に適した範囲を維持し、掘進中はできる限

り機械を停止させないよう管理しなければならない。 

（７）請負人は、掘削土を流体輸送方式によって坑外へ搬出する場合は、流体輸送装置の

土質に対する適応性、輸送装置の配置、輸送管の管種・管径等について検討し、施工

計画書に明記しなければならない。 
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３ 泥水推進工 

（１）請負人は、泥水式掘進機について、土質に適応したカッターヘッドの支持形式、構

造のものとし、掘削土量及び破砕されたレキの大きさに適合した排泥管径のものを選

定しなければならない。 

（２）請負人は、泥水推進に際し切羽の状況、掘進機、送排泥設備及び泥水処理設備等の

運転状況を十分確認しながら施工しなければならない。 

（３）請負人は、泥水推進工事着手前に掘進位置の土質と地下水圧を十分把握して、適し

た泥水圧を選定しなければならない。 

４ 泥濃推進工 

（１）請負人は、泥濃式掘進機について土質に適応したカッターヘッドの構造のものとし、

掘削土量及び搬出するレキの大きさ等施工条件に適合したオーバーカッター、排土バ

ルブ、分級機を有するものを選定しなければならない。 

（２）請負人は、泥濃式推進においてチャンバー内の圧力変動をできるだけ少なくするよ

う、保持圧力の調節や排泥バルブの適切な操作をしなければならない。 

５ 土圧推進工 

  請負人は、土圧推進工の施工にあたっては、次の各号によらなければならない。 

（１）掘進については、土砂の取込率を把握し、掘削土量を確認しながら切羽土圧との平

衡を常に保つようにすること。 

（２）添加材は、土質成分に適合した材質のものを使用して、掘削土砂の流動性を掘進機

の排土機構に適合するように改良すること。 

６ 発生土処理 

  請負人は、発生土、泥水及び泥土（建設汚泥）処分にあたり、発注者の指定した場所

に運搬、処分すること。特に指定のない場合は、捨場所、運搬方法、運搬経路等の計画

を作成し、監督員に提出しなければならない。また、この場合でも、関係法令に基づき

適正に処分しなければならない。なお、発生土及び泥土（建設汚泥）については、極力、

再利用又は再生利用を図るものとする。 

７ 裏込め 

  請負人は、裏込注入の施工においては、次の各号に留意して施工しなければならない。 

（１）裏込注入材料の選定、配合等は、土質その他の施工条件を十分考慮し、監督員の承

諾を得なければならない。 

（２）裏込注入工は、推進完了後、すみやかに施工しなければならない。なお、注入材が

十分管の背面にゆきわたる範囲で、できうる限り低圧注入とし、管体へ偏圧を生じさ

せてはならない。 

（３）注入中においては、その状態を常に監視し、注人材が地表面に噴出しないよう留意

し、注入効果を 大限に発揮するよう施工しなければならない。 

（４）注入完了後すみやかに、測量結果、注入結果等の記録を整理し監督員に提出しなけ

ればならない。 

８ 管目地 

  請負人は、管の継手部に止水を目的として、管の目地部をよく清掃し目地モルタルが

はく離しないよう処置した上で目地工を行わなければならない。 
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１－６－４ 立坑内管布設工 

  請負人は、立坑内管布設工にあたっては、１－５－４立坑内管布設工の規定によるも

のとする。 

１－６－５ 仮設備工 

１ 支圧壁 

  請負人は、支圧壁について管の押込みによる荷重に十分耐える強度を有し、変形や破

壊が生じないよう堅固に構築しなければならない。 

２ クレーン設備組立撤去 

（１）請負人は、クレーン設備において立坑内での吊込み、坑外での材料小運搬を効率的

に行えるよう、現場条件に適合したクレーンを配置しなければならない。 

（２）請負人は、推進管の吊り下し及び掘削土砂のダンプヘの積込み等を考慮し、必要な

吊り上げ能力を有するクレーンを選定しなければならない。 

３ 坑口 

（１）請負人は、発進立坑及び到達立坑には原則として坑口を設置しなければならない。 

（２）請負人は、坑口について滑材及び地下水等が漏出しないよう堅固な構造としなけれ

ばならない。 

（３）請負人は、止水器(ゴムパッキン製)等を設置し坑口箇所の止水に努めなければなら

ない。 

４ 鏡切り 

  請負人は、鏡切りの施工にあたり、地山崩壊に注意し、慎重に作業しなければならな

い。 

５ 刃口及び推進設備 

（１）請負人は、推進設備において管の推進抵抗に対して十分な能力と安全な推進機能を

有し、土砂搬出、坑内作業等に支障がなく、能率的に推進作業ができるものを選定し

なければならない。 

（２）請負人は、油圧ジャッキの能力、台数、配置は、一連の管を確実に推進できる推力、

管の軸方向支圧強度と口径等を配慮して決定するものとし、油圧ジャッキの伸長速度

とストロークは、掘削方式、作業能率等を考慮して決定しなければならない。 

６ 推進用機器据付撤去 

  請負人は、管の推力受部の構造について管の軸方向耐荷力内で安全に推力を伝達でき

るよう構成するものとし、推力受材（ストラット、スペーサ、押角）の形状寸法は、管

の口径、推進ジャッキ設備及び推進台の構造をもとに決定しなければならない。 

７ 掘進機発進用受台 

（１）請負人は、発進台について高さ、姿勢の確保はもちろんのこと、がたつき等の無い

よう安定性には十分配慮しなければならない。 

（２）請負人は、推進管の計画線を確保できるよう、発進台設置にあたっては、正確、堅

固な構造としなければならない。 

８ 掘進機据付 

  請負人は、推進先導体の位置、姿勢並びに管路中心線の状態を確認するために必要な

測定装置を設置しなければならない。 
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９ 中押し装置 

  請負人は、中押し装置のジャッキの両端にはジャッキの繰返し作動による管端部応力

の均等化及び衝撃の分散を図るため、クッション材を挿入しなければならない。なお、

長距離推進、カーブ推進の場合は、各ジョイント部においても同様の処置を講じ応力の

分散を図らなければならない。 

10 殻運搬処理 

  請負人は、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。 

１－６－６ 通信・換気設備工 

１ 通信配線設備 

  請負人は、坑内の工程を把握し、坑内作業の安全を確保し、各作業箇所及び各施設間

の連絡を緊密にするため通信設備及び非常事態に備えて警報装置を設けなければならな

い。 

２ 換気設備 

  請負人は、換気設備において、換気ファン及び換気ダクトの容量を、必要な換気量に

適合するようにしなければならない。また、ガス検知器等により常に換気状況を確認し

なければならない。 

１－６－７ 送排泥設備工 

（１）請負人は、切羽の安定、送排泥の輸送等に必要な容量の送排泥ポンプ及び送排泥管

等の設備を設けなければならない。 

（２）請負人は、送排泥管に流体の流量を測定できる装置を設け、掘削土量及び切羽の逸

水等を監視しなければならない。 

（３）請負人は、送排泥ポンプの回転数、送泥水圧及び送排泥流量を監視し、十分な運転

管理を行わなければならない。 

１－６－８ 泥水処理設備工 

１ 泥水処理設備 

（１）請負人は、掘削土の性状、掘削土量、作業サイクル及び立地条件等を十分考慮し、

泥水処理設備を設けなければならない。 

（２）請負人は、泥水処理設備を常に監視し、泥水の処理に支障をきたさないよう運転管

理に努めなければならない。 

（３）請負人は、泥水処理設備の管理及び処理にあたり、周辺及び路上等の環境保全に留

意し必要な対策を講じなければならない。 

２ 泥水運搬処理 

（１）請負人は、凝集剤について有害性のない薬品を使用しなければならない。 

（２）請負人は、凝集剤を使用する場合は土質成分に適した材質、配合のものとし、その

使用量は必要 小限にとどめなければならない。 

（３）請負人は、泥水処理された土砂を、運搬が可能な状態にして搬出しなければならな

い。 

（４）請負人は、余剰水について関係法令等に従い、必ず規制基準値内となるよう水質環

境の保全に十分留意して処理しなければならない。 
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１－６－９ 注入設備工 

１ 添加材注入設備 

  請負人は、添加材注入において次の各号の規定によらなければならない。 

（１）添加材の配合及び注入設備は、施工計画を作成して監督員に提出しなければならな

い。 

（２）注入の管理は、管理フローシートを作成し、注入量計・圧力計等により徹底した管

理を図らなければならない。 

（３）掘削土の粘性及び状態により、適切なる注入量、注入濃度を定め、掘進速度に応じ

た量を注入し、切羽の崩壊を防ぎ沈下等の影響を地表面に与えないようにしなければ

ならない。 

１－６－10 推進水替工 

  推進水替工の施工については、１－１－22開削水替工の規定によるものとする。 

１－６－11 補助地盤改良工 

  補助地盤改良工の施工については、１－１－20補助地盤改良工の規定によるものとす

る。 

 

第７節 管路工（シールド） 

１－７－１ 適 用 

１ 適用 

  本節は、管路工（シールド）として一次覆工、二次覆工、空伏工、立坑内管布設工、

坑内整備工、仮設備工（シールド）、坑内設備工、立坑設備工、圧気設備工、送排泥設

備工、泥水処理設備工、注入設備工、シールド水替工、補助地盤改良工その他これらに

類する工種について定めるものとする。 

２ 材料 

（１）請負人は、使用する材料が次の規格に適合するもの、又はこれと同等以上の品質を

有するものでなければならない。 

  ① セグメント  JSWAS A-34（シールド工事用標準セグメント） 

           JSWAS A-７（下水道ミニシールド工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ） 

  ② コンクリート 原則としてレディーミクストコンクリートとし、設計図書に示す

品質のコンクリートを使用しなければならない。 

（２）請負人は、シールド工の施工に使用する材料については、使用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

滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。 

１－７－２ 一次覆工 

１ 一般事項 

（１）請負人は、シールド工の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、地下水の状

況、地下埋設物、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結果に基づき現場に適

応した施工計画を作成して監督員に提出しなければならない。 

（２）請負人は、工事の開始にあたり、設計図書に記載された測量基準点を基に、シール

ドの掘進時の方向及び高低を維持するために必要な測量を行い、正確な図面を作成し、

掘進中は、坑内に測定点を設け、その精度の保持に努めなければならない。 
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２ シールド機器 

（１）請負人は、シールド機の設計製作にあたり、地山の条件、外圧及び掘削能力を十分

に考慮し、堅牢で安全確実かつ能率的な構造及び設備とし、その製作図、諸機能の仕

様及び構造計算書導を監督員に提出しなければならない。 

（２）請負人は、シールド機について、工場組立て時及び現場組立て時に、監督員等の検

査を受けなければならない。 

（３）請負人は、シールド機の運搬に際してはひずみ、その他の損傷を生じないように十

分注意しなければならない。 

（４）請負人は、現場据付け完了後、各部の機能について、十分に点検確認の上使用に供

しなければならない。 

３ 掘進 

（１）請負人は、地質に応じて掘進方法、順序等を検討し、十分に安全を確認した上で、

シールド機の掘進を開始しなければならない。 

（２）請負人は、シールド機の掘進を開始するにあたり、あらかじめ、その旨、監督員に

報告しなければならない。 

（３）請負人は、シールド機の運転操作に従事する技能者は、豊富な実務経験と知識を有

し熟知した者でなければならない。 

（４）請負人は、掘削の際、肌落ちが生じないよう注意し、特に、切羽からの湧水がある

場合は、肌落ちの誘発、シールド底部の地盤の緩み等を考慮して適切な措置を講じな

ければならない。 

（５）請負人は、シールド掘進中、常に掘削士量を監視し、所定の掘削土量を上回る土砂

の取込みが生じないよう適切な施工管理を行わなければならない。 

（６）請負人は、機種、工法及び土質等に適した範囲のシールド掘進速度を維持し、掘進

中はなるべくシールド機を停止してはならない。 

   なお、停止する場合は、切羽安定及びシールド機保守のため必要な措置を講じるも

のとする。 

（７）請負人は、シールド掘進中異常が発生した場合、掘進を中止する等の措置をとり、

すみやかに応急措置を講ずるとともに、直ちに監督員に報告しなければならない。 

（８）請負人は、掘削に泥水又は添加材を使用する場合、関係法令等を遵守し、土質、地

下水の状況等を十分考慮して材料及び配合を定めなければならない。 

（９）請負人は、シールド掘進中、埋設物その他構造物に支障を与えないよう施工しなけ

ればならない。 

（10）請負人は、シールド掘進中、各種ジャッキ、山留め等を監視し、シールドの掘進長、

推力等を記録し、監督員に提出しなければならない。 

（11）請負人は、シールド掘進路線上（地上）に、沈下測定点を設け、掘進前、掘進中及

び掘進後の一定期間、定期的に沈下量を測定し、その記録を監督員に提出しなければ

ならない。 

（12）請負人は、シールド掘進中、１日に１回以上坑内の精密測量を行って蛇行及び回転

の有無を測定し、蛇行等が生じた場合はすみやかに修正するとともに、その状況を監

督員に報告しなければならない。 
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４ 覆工セグメント 

（１）請負人は、セグメントの製作に先立ち、セグメント構造計算書、セグメント製作要

領書、製作図及び製作工程表を監督員に提出し、承諾を得なければならない。 

（２）請負人は、運搬時及び荷卸し時は、セグメントが損傷・変形しないように取扱わな

ければならない。仮置き時には、セグメントが変形・ひびわれしないように措置する

ものとし、併せて、継手の防錆等について措置をしなければならない。 

（３）請負人は、１リング掘進するごとに直ちにセグメントを組立てなければならない。 

（４）請負人は、セグメントを所定の形に正しく組立てるものとし、シールド掘進による

狂いが生じないようにしなければならない。 

（５）請負人は、セグメント組立て前に十分清掃し、組立てに際しては、セグメントの継

手面を互いによく密着させなければならない。 

（６）請負人は、セグメントをボルトで締結する際、ボルト孔に目違いのないよう調整し、

ボルト全数を十分締付け、シールドの掘進により生じるボルトの緩みは、必ず締直さ

なければならない。 

（７）請負人は、掘進方向における継手位置が必ず交互になるよう、セグメントを組立て

なければならない。 

（８）請負人は、セグメントの継手面にシール材等による防水処理を施さなければならな

い。 

５ 裏込注入 

（１）請負人は、シールド掘進によりセグメントと地山の間に出来た間隙にはすみやかに

ベントナイト、セメント等の注人材を圧入するものとし、その配合は監督員の承諾を

得なければならない。 

（２）請負人は、注入量、注入圧及びシールドの掘進速度に十分対応できる性能を有する

裏込注入設備を用いなければならない。 

（３）請負人は、裏込注入中は、注入量、注入圧等の管理を行わなければならない。 

６ 発生土処理 

（１）請負人は、坑内より流体輸送された掘削土砂の処理にあたり、土砂分離を行い、ダ

ンプトラックで搬出可能な状態にするとともに周辺及び路上等に散乱しないように留

意して発生土処分を行わなければならない。 

（２）請負人は、土砂搬出設備は、土砂の性質、坑内及び坑外の土砂運搬条件に適合し、

工事工程を満足するものを設置しなければならない。 

（３）請負人は、発生土、泥水及び泥土（建設汚泥）処分にあたり、発注者の指定した場

所に運搬、処分する。特に指定のない場合は、捨場所、運搬方法、運搬経路等の計画

書を作成し、監督員に提出しなければならない。また、この場合でも、関係法令に基

づき適正に処分しなければならない。なお、発生土及び泥土（建設汚泥）については、

極力、再利用又は再生利用を図るものとする。 

１－７－３ 二次覆工 

１ 請負人は、二次覆工に先立ち、一次覆工完了部分の縦横断測量を行い、これに基づい

て巻厚線を計画し、監督員の承諾を得なければならない。 

２ 請負人は、型枠について、堅固で容易に移動でき、作業の安全性を保持し、確実かつ

能率的な構造にするものとする。 
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３ 請負人は、区画、型枠設置位置に作業サイクル等を記した計画書を作成し、監督員に

提出しなければならない。 

４ 請負人は、覆工コンクリートがセグメントの内面の隅々にまで行きわたるよう打設す

るとともに、その締固めは、骨材の分離を起さないよう行わなければならない。 

５ 請負人は、一区画のコンクリートを連続して打設しなければならない。 

６ 請負人は、打設したコンクリートが自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な

強度に達するまで、型枠を取り外してはならない。 

７ 請負人は、強度、耐久性、水密性等の所要の品質を確保するために、打設後の一定期

間を硬化に必要な温度及び湿度に保ち、有害な作用の影響を受けないように、覆工コン

クリートを、十分養生しなければならない。 

８ 請負人は、コンクリートの坑内運搬に際しては、材料分離を起こさない適切な方法で

行わなければならない。 

９ 請負人は、頂部、端部付近に、良好な充てんができるよう、必要に応じあらかじめグ

ラウトパイプ、空気抜き等を設置しなければならない。 

１－７－４ 空伏工 

  請負人は、空伏セグメントの施工については、１－７－２一次覆工及び１－７－３二

次覆工の規定によるものとする。 

１－７－５ 立坑内管布般工 

１ ダクタイル鋳鉄管 

  立坑内ダクタイル鋳鉄管の布設にあたっては、１－１－４管布設工の規定によるもの

とする。 

２ 鋼管、ステンレス鋼管 

  立坑内鋼管、ステンレス鋼管の布設にあたっては、１－１－４管布設工の規定による

ものとする。 

３ 基礎材 

  基礎材は、１－１－６弁室工（躯体工）第３項基礎材の規定によるものとする。 

４ 均しコンクリート及びコンクリート 

  均しコンクリート及びコンクリートについては、第１編第６章 無筋・鉄筋コンクリ

ート第３節 コンクリート及び第６節 特殊コンクリートの規定によるものとする。 

５ 型枠 

  型枠は、第１編第６章 無筋・鉄筋コンクリート第４節 型枠及び支保の規定による

ものとする。 

６ 鉄筋 

  鉄筋は、第１編第６章 無筋・鉄筋コンクリート第５節 鉄筋の規定によるものとする。 

１－７－６ 坑内整備工 

１ 坑内整備 

（１）請負人は、一次覆工完了後、清掃、止水、軌条整備、仮設備の点検補修等、坑内整

備を行わなければならない。 

（２）請負人は、覆工コンクリートの打設にあたり、施工部の軌条設備、配管、配線等を

撤去後、セグメントの継手ボルトを再度締直し、付着している不純物を除去しコンク

リートが接する面を水洗いの上、溜水を完全に拭きとらなければならない。 
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１－７－７ 仮設備工（シールド） 

１ 立坑基礎 

  請負人は、立坑の基礎について、土質、上載荷重、諸設備を考慮した上で決定し、施

工について無理のない構造にしなければならない。 

２ 坑口 

  請負人は、坑口について、裏込材及び地下水等が漏出しないよう堅固な構造にしなけ

ればならない。 

３ 支圧壁 

  請負人は、立坑の後方土留壁及びシールドの反力受け設備は、必要な推力に対して十

分強度上耐えられる構造としなければならない。 

４ 立坑内作業床 

（１）請負人は、シールド作業時に、発進立坑底部に作業床を設置しなければならない。 

（２）請負人は、作業床を設けるにあたり、沈下やガタツキが生じないように設置しなけ

ればならない。 

５ シールド機発進用受台 

（１）請負人は、シールド機の据付けに際し、発進立坑底部にシールド機受台を設置しな

ければならない。 

（２）請負人は、シールド機受台を設置するにあたり、シールド機の自重によって沈下や

ズレを生じないように、堅固に設置しなければならない。 

（３）請負人は、シールド機受台を設置するにあたり、仮発進時の架台を兼用するため、

所定の高さ及び方向に基づいて設置しなければならない。 

６ シールド機後続台車据付 

（１）請負人は、シールド掘進に必要な、パワーユニット、運転操作盤、裏込注入設備は、

後続台車に設置しなければならない。 

（２）請負人は、後続台車の型式を、シールド径、シールド工事の作業性等を考慮して定

めなければならない。 

（３）請負人は、蓄電池機関車を使用する場合は、必要に応じて予備蓄電池及び充電器を

設置するとともに坑内で充電を行う場合は換気を行わなければならない。 

７ シールド機解体残置 

  請負人は、シールド機解体残置について、解体内容、作業手順、安全対策等を施工計

画書に記載するとともに、解体時には、シールド機の構造及び機能を熟知した者を立会

わせなければならない。 

８ シールド機仮発進 

（１）請負人は、発進時の反力受けを組立てる際、仮組みセグメント及び型鋼を用いるも

のとする。 

   また、セグメントに変形等が生じた場合は、当該セグメントを一次覆工に転用して

はならない。 

（２）請負人は、シールド機の発進にあたり、シールド機の高さ及び方向を確認の上開始

しなければならない。 

（３）請負人は、シールド機が坑口に貫入する際、エントランスパッキンの損傷・反転が

生じないように措置しなければならない。 
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（４）請負人は、仮組みセグメントについて、シールド機の推進力がセグメントで受け持

てるまで撤去してはならない。 

（５）請負人は、初期掘進延長を、後方設備の延長及びシールド工事の作業性を考慮して

定めなければならない。 

（６）請負人は、初期掘進における、切羽の安定について検討するものとし、検討の結果、

地盤改良等の初期掘進防護が必要となる場合は、施工計画を作成し監督員と協議しな

ければならない。 

９ 鏡切り 

  請負人は、鏡切りの施工にあたり、地山崩壊に注意し、施工しなければならない。 

10 軌条設備 

（１）請負人は、軌道方式による運搬は、車両の逸走防止、制動装置及び運転に必要な安

全装置、連結器の離脱防止装置、暴走停止装置、運転者席の安全を確保する設備、安

全通路、回避場所、信号装置等それぞれ必要な設備を設けなければならない。 

（２）請負人は、運転にあたり、坑内運転速度の制限、車両の留置時の安全の確保、信号

表示、合図方法の周知徹底等により運転の安全を図らなければならない。 

（３）請負人は、単線又は複線を採用するにあたり、シールド径及びシールド工事の作業

性並びに各種設備の配置等を考慮して定めなければならない。 

１－７－８ 坑内設備工 

１ 配管設備 

  請負人は、給水及び排水設備並びに配管設備は次の各号の規定によらなければならな

い。 

（１）坑内には、シールド工事に必要な給・排水設備並びに各種の配管設備を設置するも

のとする。 

（２）給水及び排水設備は、必要な給水量及び排水量が確保できる能力を有するものとす

る。なお、排水設備は、切羽からの出水等に対応できるよう計画するものとする。 

（３）給水及び排水設備の配管は、施工条件に適合するように、管径及び設備長さを定め

るものとする。 

（４）配管設備は、作業員及び作業車両の通行に支障のない位置に配置するものとする。

なお、管の接合作業の前に、バルブ等の閉鎖を確認するものとする。 

２ 換気設備 

  請負人は、換気設備において、換気ファン及び換気ダクトの容量を、必要な換気量に

適合するように定めなければならない。 

３ 通信配線設備 

（１）請負人は、坑内の工程を把握し、坑内作業の安全を確保し、各作業箇所及び各設備

間の連絡を緊密にするため通信設備及び非常事態に備えて警報装置を設けなければな

らない。 

（２）請負人は、「トンネル工事における可燃性ガス対策」（昭和53年７月建設省大臣官

房技術参事官通達）及び「工事中の長大トンネルにおける防火安全対策について」

（昭和54年10月23日建設省大臣官房技術参事官通達）に準拠して災害の防止に努めな

ければならない。 
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４ スチールフォーム設備 

  請負人は、覆工コンクリートに使用する型枠は原則としてスチールフォームとし、そ

の形状、寸法及び支保工は施工計画書に記載しなければならない。 

１－７－９ 立坑設備工 

１ 請負人は、立坑設備について、次の各号の規定によらなければならない。 

（１）請負人は、クレーン等の設置及び使用にあたり、関係法令等の定めるところに従い

適切に行わなければならない。 

（２）昇降設備は鋼製の仮設階段を標準とし、関係法令等を遵守して設置するものとする。

（３）土砂搬出設備は、 大日進量に対して余裕のある設備容量とする。 

（４）立坑周囲及び地上施設物の出入口以外には、防護柵等を設置するとともに保安灯・

夜間照明設備等を完備し、保安要員を配置するなどの事故防止に努めなければならな

い。 

（５）工事の施工に伴い発生する騒音、振動等を防止するため、防音、防振の対策を講じ

るものとする。 

２ 電力設備 

  請負人は、電力設備について次の各号の規定によらなければならない。 

（１）電力設備は、電気設備に関する技術的基準を定める省令（平成９年３月27日通商産

業省令第52号）及び労働安全衛生規則等に基づいて設置及び維持管理しなければなら

ない。 

（２）高圧の設備はキュービクル型機器等を使用し、電線路には絶縁電線又は絶縁ケーブ

ルを使用して、全ての通電部分は露出することを避けなければならない。 

（３）坑内電気設備は、坑内で使用する設備能力を把握し、トンネル延長等を考慮して、

必要にして十分な設備を施さなければならない。 

１－７－10 圧気設備工 

１ 請負人は、施工に先立ち、所轄労働基準監督署に対し圧気工法作業開始届を提出し、

その写しを監督員に提出しなければならない。 

２ 請負人は、施工前及び施工中に次の各号について監督員に報告しなければならない。 

（１）酸素欠乏危険作業主任者並びに調査員届 

（２）酸素濃度測定事前調査の報告 

（３）酸素欠乏防止に伴う土質調査報告 

（４）酸素濃度測定月報 

３ 請負人は酸素欠乏の事態が発生した場合には直ちに応急処置を講ずるとともに、関係

機関に緊急連絡を行い指示に従わなければならない。 

４ 請負人は、地上への漏気噴出を防止するため、監督員との協議により事前に路線付近

の井戸、横穴、地質調査、ボーリング孔等の調査を詳細に行わなければならない。 

５ 請負人は、圧気内での火気に十分注意し、可燃物の圧気下における危険性について作

業員に周知徹底させなければならない。 

６ 請負人は、送気中は坑内監視人をおき送気異常の有無を確認し、かつ停電による送気

中断の対策を常に講じておかなければならない。 

７ 請負人は、圧気を土質並びに湧水の状況に応じて調整するとともに漏気の有無につい

ては常時監視し、絶対に噴発を起こさないようにしなければならない。 
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８ 請負人は、圧気設備について、トンネルの大きさ、土被り、地質、ロックの開閉、送

気管の摩擦、作業環境等に応じ必要空気量を常時充足できるものを設置しなければなら

ない。 

９ 請負人は、コンプレッサ及びブロワ等の配置について、防音・防振に留意しなければ

ならない。 

10 請負人は、ロック設備について、所定の気圧に耐える気密機構で、信号設備、監視窓、

警報設備、照明設備を備えなければならない。また、マテリアルロック、マンロック、

非常用ロックは可能な限り別々に設けるものとする。 

１－７－11 送排泥設備工 

１ 請負人は、切羽の安定、送排泥の輸送等に必要な容量の送排泥ポンプ及び送排泥管等

の設備を設けなければならない。 

２ 請負人は、送排泥管に流体の流量を測定できる装置を設け、掘削土量及び切羽の逸水

等を監視しなければならない。 

３ 請負人は、送排泥ポンプの回転数、送泥水圧及び送排泥流量を監視し、十分な運転管

理を行わなければならない。 

１－７－12 泥水処理設備工 

１ 請負人は、掘削土の性状、掘削土量、作業サイクル及び立地条件等を十分考慮し、泥

水処理設備を設けなければならない。 

２ 請負人は、泥水処理設備を常に監視し、泥水の処理に支障をきたさないよう運転管理

に努めなければならない。 

３ 請負人は、泥水処理設備の管理及び処理にあたり、周辺及び路上等の環境保全に留意

し必要な対策を講じなければならない。 

４ 請負人は、泥水処理設備は、掘削する地山の土質に適合し、かつ計画に対して余裕の

ある容量の処理装置を設けなければならない。 

５ 請負人は、凝集剤について有害性のない薬品を使用しなければならない。 

６ 請負人は、凝集剤を使用する場合は、土質成分に適した材質、配合のものとし、その

使用量は必要 小限にとどめなければならない。 

７ 請負人は、泥水処理された土砂を、運搬が可能な状態にして搬出しなければならない。 

８ 請負人は、余剰水について関係法令等に従って処理しなければならない。 

１－７－13 注入設備工 

 請負人は、添加材注入について次の各項の規定によらなければならない。 

１ 添加材の配合及び注入設備は、施工計画を作成して監督員に提出しなければならない。 

２ 注入の管理は管理フローシートを作成し、注入量計、圧力計等により徹底した管理を

図らなければならない。 

３ 掘削土の粘性及び状態により、適切なる注入量、注入濃度を定め、掘進速度に応じた

量を注入し、切羽の崩壊を防ぎ沈下等の影響を地表面に与えないようにしなければなら

ない。 

１－７－14 シールド水替工 

 シールド水替工の施工については、１－１－22開削水替工の規定によるものとする。 

１－７－15 補助地盤改良工 

 補助地盤改良工の施工については、１－１－20補助地盤改良工の規定によるものとする。



水道土木工事編 

 1-72 

第８節 附帯工 

１－８－１ 一般事項 

  本節は、附帯工として地下水検査工、舗装撤去工、管路土工、舗装復旧工、道路付属

物撤去工、道路付属物復旧工、構造物取壊し工、構造物撤去工、構造物設置工その他こ

れらに類する工種について定めるものとする。 

１－８－２ 地下水検査工 

  請負人は、地下水検査工にあたっては、１－１－21地下水検査工の規定によるものと

する。 

１－８－３ 舗装撤去工 

１ 舗装版切断 

  請負人は、既設舗装を撤去するにあたり、必要に応じてあらかじめ舗装版を切断する

など、他に影響を与えないように処理しなければならない。 

２ 舗装版破砕 

  請負人は、施工中、既設舗装の撤去によって周辺の舗装や構造物に影響を及ぼす懸念

が生じた場合、その処置方法についてすみやかに監督員と協議しなければならない。 

３ 路面切削 

  請負人は、路面切削前に、縦横断測量を行い、舗装計画図を作成し、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 殻運搬処理 

  請負人は、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。 

１－８－４ 管路土工 

１ 管路掘削 

  請負人は、掘削にあたっては、１－１－３管路土工の規定によるものとする。 

２ 管路埋戻 

  請負人は、埋戻にあたっては、１－１－３管路土工の規定によるものとする。 

３ 発生土処理 

  請負人は、発生土処理にあたっては、１－１－３管路土工の規定によるものとする。 

１－８－５ 舗装復旧工 

１ 一般事項 

  請負人は、舗装復旧工の施工は、第１編第４章第６節一般舗装工の規定によるほか、

次の各項の規定によるものとする。 

２ 下層、上層路盤工 

（１）路床面を損なわないように各層の路盤材料を所定の厚さに均一に締固めなければな

らない。 

（２）各層の仕上り面が平坦となるよう施工しなければならない。 

（３）均一な支持力が得られるよう路盤を締固めなければならない。 

３ 基層、表層 

（１）基層及び表層の施工にあたり、舗設作業に先立ち、基層又は路盤の表面を損傷しな

いよう注意し、また、入念に清掃しなければならない。 

（２）請負人は、路面復旧完了後、すみやかに既設の区画線及び道路標示等を原形に復旧
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しなければならない。 

４ コンクリート舗装 

  請負人は、コンクリート舗装の施工にあたっては、第１編４－６－６コンクリート舗

装工の規定によるほか、次の各号の規定によること。 

（１）現場練りコンクリートを使用する場合の配合は配合設計を行い、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）粗面仕上げは、フロート及びハケ、ホウキ等で行うものとする。 

（３）初期養生において、コンクリート皮膜養生剤を原液濃度で70g/㎡程度を入念に散布

し、三角屋根、麻袋等で十分に行うこと。 

５ 縦目地・横目地 

（１）目地注入材は、加熱注入式高弾性タイプ（路肩側低弾性タイプ）を使用するものと

する。 

（２）横収縮目地及び縦目地は、カッター目地とし、横収縮目地は30ｍに１箇所程度打込

み目地とする。 

６ ブロック舗装 

（１）請負人は、ブロック舗装の施工について、ブロックの不陸や不等沈下が生じないよ

う基礎を入念に締固めなければならない。 

（２）請負人は、ブロック舗装の端末部及び曲線部で隙間が生じる場合、半ブロック又は、

コンクリートなどを用いて施工しなければならない。 

（３）請負人は、ブロック舗装工の施工にあたっては、本項のほか、舗装施工便覧第８章

８－３－18インターロッキングブロック舗装の施工の規定、アスファルト舗装工事共 

通仕様書・同解説 第10章10－３－７ 施工の規定、視覚障害者用誘導ブロック設置指

針・同解説第４章施工の規定によらなければならない。 

（４）目地材、サンドクッション材は、砂（細砂）を使用するものとする。 

（５）請負人は、インターロッキングブロックが平坦になるように路盤を転圧しなければ

ならない。 

７ 溶融式区画線・ペイント式区画線・高視認性区画線 

  請負人は、溶融式区画線・ペイント式区画線・高視認性区画線の施工にあたっては、

第１編４－３－12区画線工の規定によるほか、次の各号の規定によるものとする。 

（１）区画線の指示方法について設計図書に示されない事項は、道路標識・区画線及び道

路標示に関する命令（昭和35年12月17日総理府・建設省令第３号）により施工するも

のとする。 

（２）路面標示の抹消にあたっては既設標示を何らかの乳剤で塗りつぶす工法を取っては

ならない。 

（３）ペイント式（常温式）に使用するシンナーの使用量は10％以下とする。 

１－８－６ 道路付属物撤去工 

１ 請負人は、道路施設の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能止の悪影響が生じ

ないよう施工しなければならない。 

２ 請負人は、道路施設の撤去に際して、損傷等の悪影響が生じた場合に、その措置につ

いて監督員と協議しなければならない。 
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３ 請負人は、道路施設の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対

策を講じなければならない。 

４ 請負人は、側溝、街渠、集水ます等の撤去に際して、切廻し水路を設置した場合は、

その機能を維持するよう管理しなければならない。 

５ 請負人は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、第１編１－１－19建設副産物

の規定によること。 

６ 請負人は、殻、発生材等の処理を行う場合は、関係法令等に基づき適正に処理するも

のとし、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に行わなけ

ればならない。 

１－８－７ 道路付属物復旧工 

１ 請負人は道路付属物復旧工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えない

ように行わなければならない。 

２ 請負人は、道路付属物復旧工については、必要に応じ、時期、箇所、材料、方法等に

ついて監督員より指示を受けるものとし、完了後はすみやかに復旧数量等を監督員に報

告しなければならない。 

３ Ｌ型側溝、管（函）渠型側溝、プレキャストＵ型側溝、側溝蓋、自由勾配側溝 

（１）請負人は、Ｌ型側溝又はＬＯ型側溝、プレキャストＵ型側溝の設置については、設

計図書又は監督員の指示する勾配で、下流又は、低い側から設置するとともに、底面

は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。 

（２）請負人は、Ｌ型側溝及びＬＯ型側溝、プレキャストＵ型側溝のコンクリート製品の

接合部について、取付部は、特に指定しない限り、セメントと砂の比が１：３の配合

のモルタル等を用い、漏水のないように入念に施工しなければならない。 

（３）請負人は、側溝蓋の施工にあたっては材料が破損しないよう丁寧に施工しなければ

ならない。 

４ ガードレール、ガードケーブル、ガードパイプ 

（１）ガードレール、ガードケーブル、ガードパイプの施工については、防護柵の設置基

準・同解説４－１施工、道路土工－施工指針及び第１編４－３－11路側防護柵工の規

定によるものとする。 

（２）請負人は、防護柵に視線誘導標を取付ける場合は、視線誘導標設置基準・同解説

（昭和59年10月（社）日本道路協会）により取付けなければならない。防護柵の規格

は、設計図書によるものとする。 

５ 横断・転落防止柵、立入防止柵 

  防止柵の施工については、防護柵の設置基準・同解説４－１施工、道路土工－施工指

針及び第１編４－３－10防止柵工の規定によるものとする。 

６ 道路付属物 

  道路付属物の施工については、第１編４－３－13道路付属物工の規定によるものとす

る。 

７ 歩車道境界ブロック、地先境界ブロック、アスカーブ 

  歩車道境界ブロック、地先境界ブロック、アスカーブの施工については、第１編４－

３－８縁石工の規定によるものとする。 
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８ 植栽 

（１）請負人は、樹木の運搬にあたり枝幹等の損傷、はちくず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、迅速かつ入念に行わなければならない。なお、樹木、株物、その他植物

材料であって、やむを得ない理由で当日中に植栽出来ない分は、仮植えするか又は、

完全な養生をしすみやかに植えなければならない。 

（２）請負人は、植栽帯盛土の施工にあたり、植栽帯盛土の施工はローラ等で転圧し、客

土の施工は客土を敷均した後、植栽に支障のない程度に締固め、所定の断面に仕上げ

なければならない。 

（３）請負人は、植樹施工にあたり、設計図書及び監督員の指示する位置に樹木類の鉢に

応じて、植穴を掘り、瓦礫などの生育に有害な雑物を取り除き、植穴の底部は耕して

植付けなければならない。 

（４）請負人は、植栽地の土壌に問題があった場合は監督員に報告し、必要に応じて客

土・肥料土壌改良剤を使用する場合は根の周りに均一に施工し、施肥は肥料が直接樹木

の根に触れないようにし均等に行うものとする。また、蒸散抑制剤を使用する場合に

は、使用剤及び使用方法について、設計図書に関して監督員の承諾を得るものとする。 

（５）請負人は、植穴の掘削については、湧水が認められた場合は、ただちに監督員に報

告し指示を受けなければならない。 

（６）請負人は植付けにあたっては、次の規定によらなければならない。 

  ① 請負人は、植付けについて、地下埋設物に損傷を与えないよう特に注意しなけれ

ばならない。万一既存埋設物に損傷を与えた場合には、ただちに応急措置を行い、

関係機関への連絡を行なうとともに、監督員に報告し指示を受けなければならない。 

  ② 樹木植付けは、植栽しようとする樹木に応じて相当余裕のある植穴を掘り、瓦礫、

不良土、その他樹木の生育に害のあるものは除去しなければならない。 

  ③ 植付けは、現場に応じて見栄えよく、また樹木の表裏をよく見極めた上植穴の 

中心に植付けなければならない。 

  ④ 寄植及び株物植付けは既植樹木の配置を考慮して全般に過不足のないよう配植し

なければならない。 

（７）請負人は、水極めについては、樹木に有害な雑物を含まない水を使用し、木の棒等

でつくなど、根の回りに間隙の生じないよう土を流入させなければならない。 

（８）請負人は、埋戻し完了後は、地均し等を行い、根元の周囲に水鉢を切って仕上げな

ければならない。なお、根元周辺に低木等を植栽する場合は、地均し後に植栽する。 

（９）請負人は、施工完了後、余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れを行わなければな 

らない。 

（10）請負人は、添木の設置について、ぐらつきのないよう設置しなければならない。樹

幹と添木との取付け部は、杉皮等を巻きしゅろなわを用いて動かぬよう結束するもの

とする。 

（11）請負人は、樹名板の設置について、添木及び樹木等に視認しやすい場所に据付けな

ければならない。 

（12）底部が粘土を主体とした滞水性の地質の場合には、設計図書に関して監督員と協議

しなければならない。 
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１－８－８ 構造物取壊し工・構造物撤去工 

１ 一般事項 

（１）請負人は、構造物の取壊しにあたり、構造物の倒壊、物体の飛来、又は落下による

災害を防止するため、あらかじめ構造物の形状、亀裂の有無、周囲の状況等を調査し、

その結果に適応する施工計画書を作成し、その計画書により施工しなければならない。

なお、施工計画書は、作業の方法及び順序、使用する機械等の種類及び能力、立入禁

止区域の設定等安全管理が示されているものとしなければならない。 

（２）請負人は、構造物の取壊しにあたり、振動、騒音、粉じん、汚濁水等により、第三

者に被害を及ばさないよう施工しなければならない。 

２ コンクリート構造物取壊し、コンクリートはつり 

請負人は、コンクリート構造物取壊し及びコンクリートはつりを行うにあたり、本体

構造物の一部を撤去する場合には、本体構造物に損傷を与えないように施工しなければ

ならない。 

３ 舗装版取壊し 

 請負人は、舗装版取壊しを行うにあたり、必要に応じてあらかじめ舗装版を切断する

など、他に影響を与えないように施工しなければならない。 

４ 石積み取壊し、コンクリートブロック撤去及び吹付け法面取壊し 

請負人は、石積み取壊し、コンクリートブロック撤去及び吹付け法面取壊しを行うに

あたり、地山法面の雨水による浸食や土砂崩れを発生させないよう施工しなければなら

ない。 

５ 鋼材切断 

請負人は、鋼材切断を行うにあたり、本体部材として兼用されている部分において、

本体の部材に悪影響を与えないように処理しなければならない。 

６ 鋼矢板引抜、広幅鋼矢板引抜、Ｈ鋼引抜 

請負人は、鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜き跡の空洞を砂等で充てんするなどして地盤沈下

を生じないようにしなければならない。ただし、地盤に変化が生じた場合には、請負人

は監督員と協議しなければならない。 

７ 根固めブロック撤去 

請負人は、根固めブロック撤去を行うにあたり、根固めブロックに付着した土砂、泥

土、ゴミを現場内において取除いた後、運搬しなければならないが、これらにより難い

場合は監督員と協議しなければならない。 

１－８－９ 構造物設置工 

１ 一般事項 

  請負人は、構造物設置にあたっては、設計図書に基づいて施工できない場合は、設計

図書に関して監督員と協議しなければない。 

２ 基礎材 

  請負人は、基礎材の施工にあたっては、１－１－６弁室工（躯体工）の規定によるも

のとする。 

３ 均しコンクリート及びコンクリート 

  請負人は、均しコンクリート及びコンクリートの施工にあたっては、１－１－６弁室

工（躯体工）の規定によるものとする。 
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４ 型枠及び支保 

  請負人は、型枠及び支保の施工にあたっては、１－１－６弁室工（躯体工）の規定に

よるものとする。 

５ 足場 

  請負人は、足場の施工にあたっては、１－１－６弁室工（躯体工）の規定によるもの

とする。 

６ 鉄筋 

  請負人は、鉄筋の施工にあたっては、１－１－６弁室工（躯体工）の規定によるもの

とする。 

７ モルタル 

  請負人は、モルタルの施工にあたっては、１－１－６弁室工（躯体工）の規定による

ものとする。 
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第９節 立坑工 

１－９－１ 一般事項 

  本節は、立坑工として管路土工、土留工、ライナープレート式土留工及び土工、鋼製

土留工及び土工、地中連続壁工（コンクリート壁）、地中連続壁工（ソイル壁）、路面

覆工、立坑設備工、埋設物防護工、補助地盤改良工、立坑水替工、地下水位低下工、そ

の他これに類する工種について定めるものとする。 

１－９－２ 管路土工 

  請負人は、管路土工の施工については、１－１－３管路土工の規定によるものとする。 

１－９－３ 土留工 

１ 一般事項 

  請負人は、土留工の施工にあたっては、１－１－17管路土留工の規定によらなければ

ならない。 

  また、請負人は、立坑内での作業員の昇降設備や立坑内への資機材の吊り下しについ

ては、安全を十分確保した上で作業を行わなければならない。 

２ 切梁・腹起し 

（１）請負人は、タイロッド・腹起しあるいは切梁・腹起しの取付けにあたって各部材が

一体として働くように締付けを行わなければならない。また、盛替え梁の施工にあた

り、矢板の変状に注意し切梁・腹起し等の撤去を行わなければならない。 

（２）請負人は、掘削中、切梁・腹起し等に衝撃を与えないよう注意し、施工しなければ

ならない。 

（３）請負人は、掘削の進捗及びコンクリートの打設に伴う切梁・腹起しの取り外し時期

については、掘削・コンクリートの打設計画において検討し、施工しなければならな

い。 

３ 横矢板 

  請負人は、横矢板の施工にあたり、掘削と並行してはめ込み、横矢板と掘削土壁との

間に隙間のないようにしなければならない。 

１－９－４ ライナープレート式土留工及び土工 

１ 一般事項 

（１）請負人は、使用するライナープレートについては、地質条件、掘削方式を検討の上、

十分に安全なものを選定し、施工計画書に明記し監督員に提出しなければならない。 

（２）請負人は、ライナープレート式土留工の施工において、周囲の状況を考慮し、掘削

探さ、土質、地下水位、作用する土圧、載荷重を十分検討し施工しなければならない。 

（３）請負人は、ライナープレート式土留工の土留掘削に先行し、探針等を行い、埋設物

の有無を確認しなければならない。 

（４）請負人は、立坑内での作業員の昇降設備や立坑内への資機材の吊り下しについては、

安全を十分確保した上で作業を行わなければならない。 

２ ガイドコンクリート、ライナープレート掘削土留 

（１）請負人は、ライナープレート土留の掘削にあたっては先行掘削になるため、地盤が

自立しているかを確認し順次掘下げていかねばならない。また、ライナープレートと

地山との空隙を少なくするよう掘削しなければならない。 
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（２）請負人は、掘削を１リングごとに行い、地山の崩壊を防止するためにすみやかにラ

イナープレートを設置しなければならない。 

（３）請負人は、１リング組立て完了後、形状・寸法・水平度・鉛直度等を確認し、ライ

ナープレートを固定するため、頂部をコンクリート及びＨ鋼等で組んだ井桁による方

法で堅固に固定し、移動や変形を防止しなければならない。 

（４）請負人は、ライナープレートの組立てにおいて、継目が縦方向に通らないよう交互

（千鳥状）に設置しなければならない。また、土留背面と掘削壁との間にエアーモル

タル等で間隙が生じないようグラウト注入し固定しなければならない。 

（５）請負人は、補強リングを用いる場合には、補強リングをライナープレートに仮止め

しながら継手版を用いて環状に組立て、その後、下段のライナープレートを組立てる

ときに、円周方向のボルトで固定しなければならない。 

３ ライナープレート埋戻し 

  請負人は、ライナープレート埋戻しの施工については、１－１－３管路土工の規定に

よるものとする。 

４ ライナープレート支保 

  請負人は、小判型ライナープレート土留の立坑等の施工において、支保材を正規の位

置に取付けるまでの間、直線部には仮梁を設置しなければならない。 

１－９－５ 鋼製立坑及び土工 

１ 鋼製立坑 

（１）請負人は、使用する鋼製ケーシング式土留工については、周囲の状況、掘削深さ、

土質、地下水位等を十分検討し、適合する安全かつ効率的な施工法を検討の上、施工

計画書に明記し監督員に提出しなければならない。 

（２）請負人は、鋼製ケーシング式土留工の施工において、周囲の状況を考慮し、掘削深

さ、土質、地下水位、作用する土圧、上載荷重を十分検討し施工しなければならない。 

（３）請負人は、鋼製ケーシング式土留工の土留掘削に先行し、溝掘り及び探針を行い、

埋設物の有無を確認しなければならない。 

（４）請負人は、鋼製ケーシング式土留工掘削において、地下水や土砂が底盤部から湧出

しないようケーシング内の地下水位の位置に十分注意し、施工しなければならない。

また、確実にケーシング内の土砂を取除かなければならない。 

（５）請負人は、底盤コンクリートの打設は、コンクリートが分離を起さないように丁寧

な施工を行わなければならない。 

（６）請負人は、立坑内での作業員の昇降設備や立坑内への資機材の吊り下しについては、

安全を十分確保した上で作業を行わなければならない。 

１－９－６ 地中連続壁工（コンクリート壁） 

１ 一般事項 

  請負人は、地盤条件、施工条件に適した工法、資機材を用いて、充分な作業スペース

を確保して、施工しなければならない。 

２ 作業床及び軌条 

  請負人は、作業床及び軌条の施工にあたり、路盤状況によっては砕石路盤を設けるな

ど、作業床及び軌条を堅固なものとしなければならない。 
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３ ガイドウォール 

  請負人は、ガイドウォールの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位、上載荷重、

隣接構造物との関係を考慮して、形状・寸法等を決定し、所定の位置に精度よく設置し

なければならない。 

４ 連壁掘削 

  請負人は、連壁掘削を施工するに際して、土質に適した掘削速度で掘削しなければな

らない。 

  また、掘削底面は平坦となるようにしなければならない。 

５ 連壁鉄筋 

（１）請負人は、連壁鉄筋の組立てに際して、運搬、建込み時に変形が生じないようにし

なければならない。 

（２）連壁鉄筋を深さ方向に分割して施工する場合には、請負人は、建込み時の接続精度

が確保できるように、各鉄筋かごの製作精度を保たなければならない。 

６ 連壁継手 

  請負人は、後行エレメントの鉄筋かごの建込み前に、先行エレメントの、連壁継手部

に付着している泥土や残存している充てん砕石を取除く等エレメント間の止水性の向上

を図らなければならない。 

７ 連壁コンクリート 

（１）請負人は、連壁コンクリートの打設に際して、鉄筋かごの浮上がりのないように施

工しなければならない。 

（２）打設天端付近では、コンクリートの劣化が生じるため、請負人は50㎝以上高く打込

む等の対応をしなければならない。 

８ プラント・機械組立解体 

  請負人は、安定液のプラント・機械組立解体に際して、プラントの移動が困難である

ことを考慮して、動線計画も考慮した位置にプラントの設置を行わなければならない。 

９ アンカー 

  請負人は、仮設アンカーの削孔施工にあたり、地下埋設物や周辺家屋等に影響を与え

ないように行わなければならない。 

10 切梁・腹起し 

  請負人は、切梁・腹起しの取付けにあたり、各部材が一体として働くように締付けを

行わなければならない。 

11 廃液処理、泥土処理 

  請負人は、廃液及び泥土処分する場合、関係法令等に従い処分しなければならない。 

12 コンクリート構造物取壊し 

  請負人は、構造物の取壊しにあたり、振動、騒音、粉じん、濁水等により、第三者に

被害を及ぼさないよう施工しなければならない。 

13 殻運搬処理 

  請負人は、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。 
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１－９－７ 地中連続壁工（ソイル壁） 

１ 一般事項 

  請負人は、地盤条件、施工条件に適した工法、資機材を用いて、充分な作業スペース

を確保して、施工しなければならない。 

２ 作業床 

  請負人は、作業床の施工にあたり、路盤状況によっては砕石路盤を設けるなど、作業

床を竪固なものとしなければならない。 

３ ガイドトレンチ 

  請負人は、ガイドトレンチの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位、上載荷重、

隣接構造物との関係を考慮して、形状・寸法等を決定し、所定の位置に精度よく設置し

なければならない。 

４ ソイル壁 

（１）請負人は、柱列杭の施工に際して、各杭の施工順序、間隔、柱列線及び削孔精度等

に留意し、連続壁の連続性の確保に努めなければならない。 

（２）請負人は、オーバーラップ配置の場合には、隣接杭の材令が若く、固化材の強度が

平均しているうちに削孔しなければならない。 

（３）請負人は、芯材の建込みに際して、孔壁を損傷しないようにするとともに、芯材を

孔心に対して垂直に建込まなければならない。 

（４）請負人は、芯材の挿入が所定の深度まで自重により行えない場合には、孔曲り、固

化材の凝結、余掘り長さ不足、ソイルセメントの攪拌不良等の原因を調査し、適切な

処置を講じなければならない。 

５ プラント・機械組立解体 

  請負人は、安定液のプラント組立・解体に際して、プラントの移動が困難であること

を考慮して、動線計画も考慮した位置にプラントの設置を行わなければならない。 

６ アンカー 

  請負人は、仮設アンカーの削孔施工にあたり、地下埋設物や周辺家屋等に影響を与え

ないように行わなければならない。 

７ 切梁・腹起し 

  請負人は、切梁・腹起しの取付けにあたり、各部材が一体として働くように締付けを

行わなければならない。 

８ 泥土処理 

  請負人は、廃液及び泥土（建設汚泥）処分をする場合、関係法令等に従い処分しなけ

ればならない。 

９ コンクリート構造物取壊し 

  請負人は、構造物の取壊しにあたり、振動、騒音、粉じん、濁水等により、第三者に

被害を及ぼさないよう施工しなければならない。 

10 殻運搬処理 

  請負人は、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。 
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１－９－８ 路面覆工 

  路面覆工の施工については、１－１－19管路路面覆工の規定によるものとする。 

１－９－９ 立坑設備工 

１ 立坑内仮設階段、仮設昇降設備、天井クレーン 

  請負人は、立坑内には、仮設階段、昇降投備、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ない。 

１－９－10 埋設物防護工 

 請負人は、埋設物防護工の施工については、１－１－18埋設物防護工の規定によるも

のとする。 

１－９－11 補助地盤改良工 

  請負人は、補助地盤改良工の施工については、１－１－20補助地盤改良工の規定によ

るものとする。 

１－９－12 立坑水替工 

  請負人は、立坑水替工の施工については、１－１－22開削水替工の規定によるものと

する。 

１－９－13 地下水低下工 

  請負人は、地下水低下工の施工については、１－１－23地下水低下工の規定によるも

のとする。 
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第２章 浄水場・配水池 

 

第１節 総則 

２－１－１ 適 用 

１ 本章は、浄水場・配水池工事における敷地造成土工、法面工、地盤改良工、本体土工、

本体仮設工、本体築造工、構内管路工、構内道路工、擁壁工、構内植栽工、修景池工、

構内附帯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編共通編の規定によるものとする。 

 

第２節 敷地造成土工 

２－２－１ 一般事項 

１ 本節は、敷地造成工として、掘削工、盛土工、法面整形工、発生土処理工その他これ

らに類する工種について定めるものとする。 

２ 本節に特に定めのない事項については、第１編共通編第５章土工の規定によるものと

する。 

 

第３節 法面工 

２－３－１ 一般事項 

１ 本節は、法面工として、法枠工、植生工その他これらに類する工種について定めるも

のとする。 

２ 本節に特に定めのない事項については、第１編共通編第４章一般施工の規定によるも

のとする。 

 

第４節 地盤改良工 

２－４－１ 一般事項 

１ 本節は、地盤改良工として、表層安定処理工、バーチカルドレーン工、締固め改良工、

固結工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２ 本節に特に定めのない事項については、第１編共通編第４章一般施工の規定によるも

のとする。 

 

第５節 本体土工 

２－５－１ 一般事項 

１ 本節は、本体土工として、掘削工、埋戻工、盛土工、法面整形工、発生土処理工その

他これらに類する工種について定めるものとする。 

２ 本節に特に定めのない事項については、第１編共通編第４章一般施工、第５章土工の

規定によるものとする。 
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第６節 本体仮設工 

２－６－１ 一般事項 

１ 本節は、本体仮設工として、土留・仮締切工、地中連続壁工（コンクリート壁）、地

中連続壁工（ソイル壁）、水替工、地下水位低下工、補助地盤改良工、仮橋・作業構台

工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２ 本節に特に定めのない事項については、第１編共通編第４章一般施工の規定によるも

のとする。 

 

第７節 本体築造工 

２－７－１ 一般事項 

１ 本節は、本体築造工として、直接基礎工（改良、置換）、既製鋼管、場所打杭工、オ

ープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、躯体工、その他これらに類す

る工種について定めるものとする。 

２ 本節に特に定めのない事項については、第１編共通編第４章一般施工、第６章無筋、

鉄筋コンクリート工の規定によるものとする。 

 

第８節 構内管路工 

２－８－１ 一般事項 

１ 本節は、構内管路工として、土工、補助地盤改良工、管路土留工、路面覆工、開削水

替工、地下水位低下工、管布設工、弁設置工、弁室工（躯体工）、附帯工その他これら

に類する工種について定めるものとする。 

２ 本節に特に定めのない事項については、第２編水道土木工事編第１章管路工事の規定

によるものとする。 

 

第９節 構内道路工 

２－９－１ 一般事項 

１ 本節は、構内道路工として、掘削工、発生土処理工、舗装撤去工、アスファルト舗装

工、コンクリート舗装工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２ 本節に特に定めのない事項については、第１編共通編第４章一般施工及び第５章土工

の規定によるものとする。 

 

第10節 擁壁工 

２－10－１ 一般事項 

１ 本節は、擁壁工として、土工、土留・仮締切工、水替工、地下水位低下工、補助地盤

改良工、既製杭工、場所打杭工、現場打擁壁工、プレキャスト擁壁工、補強土壁工、井

桁ブロック工、コンクリートブロック工、緑化ブロック工、石積（張）工その他これら

に類する工種について定めるものとする。 

２ 本節に特に定めのない事項については、川崎市土木工事共通仕様書第６編道路編の規

定によるものとする。 
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第３編 水道機械・電気設備工事編 

第１章 機械設備工事 

第１節 総則 

１－１－１ 適用 

１ 本章は、機械設備工事において、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、適正な履行の確保を図るためのものである。 

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ものとする。 

３ 機械設備工事の中に電気・土木・建築設備が含まれるものについては、本標準仕様書

の関連する「編」及び「章」に準拠しなければならない。 

 

第２節 機械設備共通事項 

１－２－１ システム設計 

請負人は、自社でシステム設計を行わなければならない。 

 システム設計とは、設計図書に基づく確認・検討・打合せ・調整等（各種容量等に関す

る確認、既設設備の確認等含む。）及び関連する他工事（土木・建築・電気設備等）との

取合い確認を経て、施設に合った 適な機器・材料を選択し、システムとしての組合せを

行い、 終的には据付けるまでに係る技術的な検討を行うことをいう。 

（フローシート、機器配置図、機器基礎図、配管図の作成を含む。） 

１－２－２ 機器等の調達先 

請負人の機器等調達先は、請負人自社・請負人以外の他社のいずれでもよいものとする。 

 機器等の調達は、機種毎に次の第１項又は第２項いずれかの実績条件を満足する機器製

作者から調達しなければならない。なお、機器製作者の定義は、表１－１による。 

１ 稼動実績が１箇所（水道施設以外の施設でもよい。）１年間以上ある機種の機器製作

者であること。 

２ 前項を満たさない場合は、使用用途に対応する実負荷実証テストで稼働実績が四季を

通じて各々20時間以上ある機種の機器製作者であること。 

 

表１－１ 機器製作者の定義 

機器設計 機器製作及び機器製作者検査 

機器製作者自社 

（OEMの場合、提携先会社が行

うことができる。） 

機器製作者自杜又は協力工場 

（OEMの場合、提携先会社が行うこ

とができる。） 

注１ 協力工場とは、品質管理に係る条項を含む取引基本契約書等が 

締結されている会社で恒常的に製作を行わせている工場をいう。 

 

１－２－３ 海外製品を使用する場合 

１ 国内の機器製作者が導入した海外製品は、原則として国内で生産、改修、修理が可能

であり、アフターサービス体制が整備され、整備及び修理に必要な部品が国内に保管さ

れ供給可能であること。 
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なお、国内での改修、修理が可能でない場合等は、代替機器等の予備の機器を保管す

るなど、迅速な対応が可能であること。 

２ 海外資本の場合は、日本法人を設立し、国内にアフターサービス体制が整備され、整

備及び修理に必要な部品が国内に保管されていること。 

なお、国内での改修、修理が可能でない場合等は、代替機器等の予備の機器を保管す

るなど、迅速な対応が可能であること。 

１－２－４ 承諾図書 

１ 承諾図書とは、請負人が設計図書に記載した仕様に対し機器等を決定した製作仕様書

詳細図等を含む図書である。 

（１）請負人は、設計図書に基づき浄水場及びポンプ場のシステムとしての設計意図

（機能性、安全性、維持管理性等）を十分に把握し、現場実測を行ったうえで承諾

図書を作成しなければならない。 

（２）請負人は、承諾図書のうち、システム設計に係る図書は、自社で設計しなければ

ならない。 

（３）監督員が承諾した後の承諾図書は、設計図書を補完するものである。 

２ 機器等の設計に係る承諾図書において、機器の運転・操作機能等が説明できる資料が

不十分なもの、若しくは機器の性能等が資料により確認できないもの、あるいは機器の

構造等が標準仕様書（特記仕様書を含む。）に適合していない場合、監督員は、当該機

器に関わる不足の確認資料等の添付又は当該機器製作者の変更を請負人に求めることが

できる。なお、機器製作者を変更する場合は、請負人は監督員と協議の上、再提出を行

う。 

３ 第２項で承諾された機器等を含め、「機械資料１ 承諾図書の作成内訳」により承諾

を得てからでなければ、製作に着手及び施工することはできない。 

４ 請負人が据付けたシステムにおいて、承諾図書で推定困難な不都合箇所（性能・各種

機能・構造等）が生じた場合は、その原因を明確にし、システムの全部又は一部を請負

人の責任において、変更又は改修するものとする。 

５ 承諾図書作成に当り、システムが公害の発生源とならないための公害防止、寒冷地、

海岸等の塩害及び地震の対策を十分考慮しなければならない。 

６ 承諾図書の承諾は、請負人の責任による設計に基づく工事着工をあくまで発注者の観

点から承諾するものであり、承諾によって請負人の責務(瑕疵担保責任等)が免責又は軽

視されるものではない。 

１－２－５ 工事記録写真 

請負人は、工事中の写真を「附則 工事記録写真」に基づき撮影し、工事着手前、施工

中、完成時の工程順に整理編集して、工事完了の際、写真帳等を提出する。 

１－２－６ 完成図書等 

請負人は、工事完成までに維持管理上必要な完成図書等を「機械資料２ 完成図書等の

作成内訳」、「機械資料３ 完成図書表紙の様式」に基づいて作成、製本し提出する。 

１－２－７ 機器の機能保持 

請負人は、完成検査終了後、工事引渡しが済むまでの機器の機能保持に必要な措置を講

じなければならない。 
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１－２－８ 機器の表示 

１ 機械設備の主要機器・材料には、各々見やすいところ(水中機器は、近傍の端子箱等) 

に銘板を取付ける。 

２ 取付ける銘板の種類は、製造銘板及び工事銘板とする。 

３ 銘板は、JIS Z 8304（銘板の設計基準）による。なお、材質は、原則としてSUS 304

製とし、上面に透明塗料を塗る。 

４ 請負人は、銘板の表示内容リストを事前に監督員に提出し、承諾を得てから銘板を製

作する。 

５ 製造銘板は、製作者が製作工場で取付ける銘板で、名称・形式・仕様・製造番号・製

造年月・製造会社名等を記載する。（原則として製作者の標準仕様とする。記載標準例

「（１）製造銘板」参照。） 

６ 工事銘板は、請負人の施工範囲を明確にするもので、年度（設計図書記載年度）工事

件名・主要仕様・完成年月・請負業者名等を記載する。（記載標準例「（２）工事銘

板」参照。） 

７ 記載標準例 

（１）製造銘板（記載例－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）工事銘板（記載例－２） 

 

 

 

 

 

 

１－２－９ 特殊付属工具 

各機器の特殊付属工具は、機器名称等を記入した工具箱に収めて納入する。なお、工

具箱には工具リストを入れる。 

１－２－10 法令、条例等の適用 

１ 請負人は、特記仕様書に記載する各種工事を本工事標準仕様書第１編第１章に基づき

施工しなければならない。なお、大気汚染、騒音等について、特記仕様書に明記されて

いない事項で疑義が生じた場合は、事前に明確にしておかなければならない。 

２ 請負人は、工事の施工にあたり、次の関係指針を参照すること。 

（１）水道施設設計指針                                 －日本水道協会－ 

（２）水道維持管理指針                                 －日本水道協会－ 

○       排水ポンプ        ○ 

型  式 haisui-5.O 

仕  様 φ65×5.0 /ｍ×10ｍ×1.5kw 

製造番号 9876-54321-01 

製造年月 平成21年10月(2009年) 

○      製造者名○○○○(株)     ○ 

○         水中ポンプ        ○ 

工 事 名 平成21年度 水中ポンプ設置工事 

仕  様 φ65×5.0 /ｍ×10ｍ×1.5kw 

完成年月 平成21年10月(2009年) 

○請負人名 (株)○○○            ○ 
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（３）水道施設耐震工法指針・解説                      －日本水道協会－ 

（４）建築設備耐震設計・施工指針                      －国土交通省住宅局－ 

（５）機械設備工事施工指針                             －日本下水道事業団－ 

（６）電気設備工事施工指針                             －日本下水道事業団－ 

（７）塩害対策指針（案）                               －日本下水道事業団－ 

（８）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指針・同マニュアル 

                                       －日本下水道事業団－ 

（９）総合試運転の手引き                               －日本下水道事業団－ 

１－２－11 組合試験及び総合試運転 

１ 組合試験及び総合試運転の有無については、特記仕様書による。総合試運転が含まれ

ていない場合（早期に完成した工事等）の請負人は、監督員の要請する期間に、関連す

る別途工事の請負人と連絡を取り、総合試運転に協力するものとする。 

２ 総合試運転が含まれている場合の実施は次による。 

（１）実施内容 

ア 設備及び機器の連係運転による機能の確認及び調整 

イ 維持管理職員に対する運転操作、保安点検方法等の基礎的指導 

ウ その他監督員の指示による。 

（２）実施方法 

ア 請負人は、原則として総合試運転開始前までに早期に工事が完成した各設備機器

の機能回復調整、単体調整（配管系統の気密試験、軸受部等の給油状態の確認、シ

ーケンス試験、絶縁抵抗及び接地抵抗の測定、保護装置の動作試験）、組合せ試験

（機器盤間の試験等）が完了した後に総合試運転を実施するものとする。 

イ 総合試運転の適用範囲及び実施期間は、特記仕様書による。なお、実施期間にお

ける運転時間は、「総合試運転の手引き」（日本下水道事業団）による。 

ウ 総合試運転期間中に発生した故障、不良箇所などはすべて請負人の責任で改修又

は再調整を行い再度試運転のうえ機能の確認を行う。 

エ 請負人は、総合試運転を行う際、浄水処理等の作業に影響が及ぶおそれがある場

合、時期・期間・連絡手段などについて監督員と十分協議を行うものとする。 

オ その他は、別に定める「総合試運転の手引き」（日本下水道事業団）に基づき、

監督員の指示により行うものとする。 

（３）検査、試験、検定等 

性能又は機能の確認のため設計図書で指示する物理、化学試験などの特別な検査、

試験、又は検定を要するものは、指定する期日までに資料を提出するものとする。 

なお、これらの資料は、原則として公的又は権威ある試験所の分析試験表による。 

（４）業務の機密に関する事項 

 請負人は、総合試運転により知り得た業務の機密に関する事項及び各種データを

発注者の承諾なしに外部に発表してはならない。 

（５）総合試運転関係提出書類 

請負人は、別に定める「総合試運転の手引き」（日本下水道事業団）により次の

書類を提出するものとする。また、必要に応じて説明を行わなければならない。 

ア 総合試運転の準備が完了した場合は、総合試運転開始前までに「総合試運転準備
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確認報告書」 

イ 総合試運転を行うための「総合試運転実施要領書」については、監督員と打合せ

を行い作成するものとする。 

ウ 総合試運転期間中には、「総合試運転日報」及び「総合試運転機器運転報告書」

又は必要により「総合試運転故障・補修・調整完了報告書」 

エ 総合試運転完了時は「総合試運転実施報告書」 

オ その他監督員が指示するもの。 

１－２－12 不具合時の措置 

請負人は、納入した機器や材料等でリコール・不具合の部外情報を知り得た場合、速や

かに監督員へ報告すること。 

１－２－13 他の仕様書の適用 

請負人は、機械工事の中に電気、土木、建築設備等が含まれるものについては、その該

当する工事の仕様に準拠して施工しなければならない。 

 

第３節 機器の製作・施工・据付 

１－３－１ 材料 

１ 機器の製作に使用する材料は、特記仕様書に基づくものとするが、その他は次による。

また、必要のあるものについては、使用前に材料、寸法の検査を行う。 

２ 材料は、すべて日本工業規格（JIS）に適合したもので、その主なものは次による。 

また、JIS相当品など同等又は、これより適格な材質の物があれば監督員の承諾を得て、

次の各号以外の材料を使用してよい。ただし、アスベスト等の有害物質を含有しないも

のを使用すること。なお、FC、SS、SUS材等の異種金属を接合する場合は、電食による

腐食を起こす場合があるので、絶縁ボルト絶縁パッキン等を使用すること。 

（１）鋳鉄                       FC200～250 

（２）ダクタイル鋳鉄             FCD400-15～600-3 

（３）鋳鋼                       SC450～480 

（４）鍛鋼                       SF440～540 

（５）青銅鋳物                   CAC402～406C（BC2～6） 

（原則として鉛フリー青銅鋳物とする。） 

（６）形鋼、鋼板類               SS400 

（７）燐青銅鋳物                 PBC2～3 

（８）軸、キー類                 S30C～S50C、SUS304～316、SUS403～420J2 

（９）ボルト、ナット類           S25C、SS400、FCD400-15、FCD400-10、SUS304～316 

SUS403（かじり防止処置を施すこと。） 

（10）基礎ボルト                 S25C、SS400水中部等の腐食のおそれがある箇所はボ 

ルト・ナット共SUS304とする。 

（11）黄銅製ボルト、ナット類    BsBM-1 

（12）リベット                   SV400 

３ JISにない材料は、次による。 

（１）電気規格調査会標準規格（JEC） 

（２）日本電気工業会標準規格（JEM） 
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（３）日本電線工業会標準規格（JCS）  

（４）日本溶接協会規格（WES） 

（５）日本水道協会規格（JWWA） 

（６）日本下水道協会規格（JSWAS） 

（７）空気調和・衛生工学会規格（HASS） 

（８）その他 

４ 海外製品の使用 

材料等は国内生産を原則とするが、海外生産のJIS認証品又は、日本規格協会に準じ

る同等の海外規格（ASTM、BS、DIN、NF、EN、ISOの６規格）で規格対照表等により確認

できるものに限り使用できる。また、上記以外の海外で生産された材料等を使用する場

合は、海外建設資材品質証明（（財）建材試験センター発行）及び日本国内の公的機関

等で実施した試験結果資料を提出した上で、監督員の承諾を得て使用する。 

１－３－２ 機器等の設計製作、加工 

１ 機器等は、特記仕様書、本仕様書及び設計図面等に準拠し、監督員が承諾した承諾図

書に基づいて、請負人は設計製作加工を行い正確でていねいに製作する。 

２ 主要機器等は基礎ボルトに強固に固定して地震力、重荷重に対して、転倒、横滑り、

脱落、破損等が起こりにくい構造とする。 

 ただし、表１－２の機器及び設備については、各関係法令を参考とする。 

 

表１－２ 地震力算定時参考とすべき各種法令等 

機器及び設備名 関連法令等 

危険物、屋外タンク類 消防法 危険物の規則に関する技術上の基

準の細則を定める告示第4条の20 

（平成8年9月改定） 

ガスホルダ等 ガス事業法 ガス工作物の技術上の基準を定め

る省令第15条 

煙突等 建築基準法 建設省告示第1104号 

（昭和56年） 

焼却設備等の大型架構類 

（地盤に自立しているも

の。） 

建築基準法 施行令第88号 

（昭和62年） 

高圧ガス設備等 高圧ガス保安法 経済産業省告示第474号 

（昭和61年12月改定） 

 

３ 機器等は製造物責任法の主旨を十分考慮した構造等の製品とする。 

４ 機器の軸受は、負荷の性質に適した形式のもので精度の高い加工を施したものとする。 

５ 鋼材の加工については、次のとおりとする。 

（１）鋼材の接合は、原則としてアーク溶接とし、特殊な場合に限り、リベット又はボル

ト締めとする。なお、ステンレス鋼材をアーク溶接する際は、不活性ガスを適正に

使用すること。 
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（２）鋼製加工品、架台等で気密箇所、基礎部、軸受部等の強度を必要とする場所は、連

続溶接とするが、強度を必要としない場合は、この限りでない。 

（３）溶接棒の材料、太さは適用部材に合わせたものを使用し、溶接電流、溶接電圧、溶

接速度を適正に選定し、欠陥の無いように溶接しなければならない。また、部材に

合ったすみ肉脚長、余盛高さ、断続溶接長さを確保しなければならない。 

（４）溶接作業者は、溶接に十分熟練した有資格者とし、法規則に定められるものは、これに従う。 

（５）亀裂、ピンホール、オーバーラップ、アンダーカット、肉厚過不足等の有無につい

て外見検査し、余分な肉付、スラグ、スパッター等の除去、グラインダー仕上げ等

必要に応じた手直しを行う。また、特記仕様書により定められた場合、浸透探傷検

査、放射線検査等の非破壊検査を行い、法規則に定められたものは、これに従う。 

（６）溶接作業中は漏電、電撃、アーク等による人身事故及び火災防止の処置を十分に行

い、作業環境の整備を図る。 

６ 回転駆動部、チェーン、又はＶベルト等による駆動の場合は、噛み合い良好にして効

率の高いものとし、危険防止のカバーを取付ける。なお、外からカバー内が点検できる

構造とする。 

７ 潤滑部分は、回転数、負荷に対して適切な形式とし、耐久性に優れたものとする。ま

た、給・排油箇所の判別が容易に行えるよう、各油口は本体色とは異なる色で表示を行

うと共に、排油口には弁・配管等を取付ける。 

８ 各部仕上げ及び組立はていねいに行い、必要箇所には分解組立に便利となるよう合せ

マーク等をつける。 

９ ポンプ等のドレン管は、取外し可能なようにユニオンを取付ける。 

10 屋外機器カバー、屋外盤は、防水、防砂、防じん等を考慮した構造とする。 

11 薬液槽等に点検用開口蓋を設ける場合は、鎖等で機器とつなぎ落下を防止する。 

12 手摺、点検歩廊、階段の標準寸法・材質については次の例による。なお、歩廊、階段

等には、水抜き穴の施工及び滑止等の対応を行う。また、既設との接続があるときは、

監督員の指示による。 

（１）手摺 

ア 機械まわり用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１ 機械まわり用手摺 
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イ 機械まわり高所用（４ｍ以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２ 機械まわり高所用手摺（４ｍ） 

 

ウ 池まわり用アルミ手摺りは、「下水道施設標準図（詳細）土木・建築・建築設備

編」（日本下水道事業団）による。 

注 手摺をコンクリート面に取付ける場合、原則として、アンカーボルトを躯体

の鉄筋に溶接する。なお、やむを得ずコンクリートアンカーを使用する場合は、

接着系穿孔アンカーとする。 

（２）点検歩廊 

ア 歩廊幅は、原則として800㎜以上（有効700㎜以上）とする。 

イ 歩廊床材は、縞鋼板（ｔ＝4.5㎜以上）又は、鋼製グレーチングとする。 

（３）階段 

ア こう配は水平に対して45°を原則とし図１－３を参考とする。 

イ けあげの寸法は200～230㎜でかつ、各踏面の間は、同一とする。 

ウ 踏面の寸法は230～300㎜でかつ、各踏面は、同一とする。両面の曲げは30㎜以上

とする。 

エ 階段及びその踊場の幅は、点検歩廊と同様に、原則として800㎜以上（有効700㎜

以上）とする。また、床材は縞鋼板ｔ＝4.5㎜以上とし、たわみ防止用として等辺

山形鋼40×40×３以上で補強する。 

オ 階段を設置する建物の高さが４ｍを超えるものについては、４ｍ以内ごとに踊場

を設ける。踏面は、1,200㎜以上とする。 

SGP25A

2
0
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5
5
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5
5
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歩廊側設置
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図１－３ 階段参考図 

 

（４）別基礎に渡って点検歩廊、階段等を設置する場合には、不等沈下等を考慮し、そ

の固定方法を検討する。 

13 塗装は、「第４節 塗装」によるものとする。 

14 タンク類（ホッパを除く）の容量は、原則として図１－４の定義による。なお、水位

計には、設定表示を行うものとする。 
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１－３－３ 機械基礎及び土木、建築作業 

１ 掘削、埋戻し、コンクリート打設等の土木工事は、本工事標準仕様書並びに建築工事

は、公共建築工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部）等に準じて施工する。 

なお、水密性や耐久性が求められるコンクリート構造物（POD底板、地下貯油槽の構

造物、屋外基礎等）に使用するコンクリートの水セメント比は、「下水道施設における

土木コンクリート構造物の設計について。」（平成13年８月23日付国土交通省下水道部

下水道事業課企画専門官事務連絡）により、鉄筋コンクリートについては55%以下、無

筋コンクリートについては60%以下とする。 

２ 機械基礎は、原則として工事で施工するものとする。ただし、特殊なもので別途土

木・建築工事の施工によるものを除く。機械基礎の鉄筋は、機器の種別、運転状態等に

より適切なものとし、原則として躯体鉄筋のはつり出し、又はあらかじめ土木・建築構

造物に埋設された差筋に結束又は溶接する。なお、溶接のビート長は鉄筋径の４Ｄ以上

とする。また、コンクリートの角は面取りをすること。 

３ 既設部分に基礎コンクリートを打継ぐ場合は、打設面を目荒清掃し、水湿しの上、コ

ンクリートを打込む。また、打込にあたっては、入念に締固めを行う。 

４ 工事に必要なコンクリートのはつりは、監督員を通じて建築・土木関係部所と十分な

調整の基に、土木・建築構造物をできるだけ損傷させない工法で施工するものとする。

特にコア抜きは、壁、床等の躯体鉄筋を切断する場合があるため、貫通する箇所等が構

造物に影響しないことを確認した後、この作業を行わなければならない。 

５ 機械基礎アンカー、配管等の箱抜きは、別途、土木・建築工事によるものを除き、当

然必要なものは工事で施工するものとする。この際、躯体鉄筋及び機械基礎とは電気的

に接続させないこと。 

６ 基礎コンクリートは、別途指定するものを除き、設計基準強度24N/㎜2以上とする。

また、基礎露出部はモルタル左官仕上げを施す。 

７ レディーミクストコンクリートを使用する場合で、一連の打設量が５㎡を超える時は、

あらかじめ配合計画書、報告書を提出すると共に強度試験を行う。なお、５㎡以下の場

合は、配合計画書、報告書の提出をもって、強度試験を省略することができる。 

１－３－４ 据付 

１ 工事にて設置する諸設備は、運転監視、保守点検が容易かつ、安全で合理的能率的に

行えるように据付けなければならない。なお、必要箇所は全て危険防止の処置を講ずる

ものとする。 

２ 他の施設物防護並びに施工上必要な臨時取りこわし物の復旧及び仮施設等は、請負人

の負担で行うものとする。 

３ 重量の大きい機器の搬入に際しては、日程、搬入方法、据付等施工方法をとりまとめ、

監督員に提出し、承諾を得た後、施工する。 

４ 各機器の詳細な据付位置の決定にあたっては、事前に監督員と十分協議を行い、位置

のすみ出し後、監督員の確認を得てから着手し、正確に据付けるものとする。 

５ 機器の据付けにあたっては、表１－３により鋼板製ウェッジ及び鋼板ライナー等を用

いて水平垂直の芯出し調整を行う。なお、機器の据付後、芯出し記録等を提出するもの

とする。 
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表１－３ 水平垂直の芯出し調整 

外径の振れ 0.05㎜以下 

面の振れ 直径100㎜につき0.04㎜以下 

ただし、 大値は0.l0㎜とする。 

フランジ形たわみ軸継手のすきまは3～5㎜が望ましい。 

 

６ 主要機器等は、「建設設備耐震設計・施工指針〔（財）日本建設センター２００５

版〕に準じて施工し十分な強度を有する基礎ボルトで強固に固定する。なお、基礎ボル

トは原則として機械基礎の鉄筋に固定すること。あと施工アンカー（吸着系）により施

工できる場合の使用機器、箇所については、別に定める「機械設備工事施工指針」（日

本下水道事業団）による。 

７ 基礎ボルトやアンカーの位置は、へりあき寸法の確保等を考慮する。ただし、基礎ボ

ルトを鉄筋に結束溶接をした場合で、配管上でコンクリートマクロセルの影響が懸念さ

れるときは腐食防止のため、対策を行うこと。 

８ 基礎ボルトを躯体に直接取り付ける場合は、構造物に影響が無いものとし、必要によ

り支持力等の確認を行う。また、あと施工アンカー（吸着系）による場合は、構造物の

劣化及び鉄筋に干渉しないよう留意する。 

９ 主要機器の基礎ボルトは、監督員の確認を受けた後、当該基礎の使用にあったコンク

リート又は無収縮モルタルを充填し、固定する。なお、基礎ボルト穴は、必要以上に大

きくしないものとする。 

10 基礎ボルトの締付けは、前項のコンクリート、又はモルタルの養生期間を十分見込み

完全に硬化してから監督員の承諾を得て行う。 

11 ポンプ周りや駆動装置のベッド等に水溜まりが発生するおそれのあるところは、自然

排水又はモルタル充填等を行いベッドの腐食を防止する。 

12 摺動面のある機器は、特に騒音源とならないよう十分な摺合せ調整及び芯出し調整を

行わなければならない。 

13 振動等により、ボルト・ナットがゆるむ恐れのある箇所にはダブルナット、スプリン

グワッシャ等のゆるみ防止対策を行う。 

14 機器等のメンテナンス用に設置した吊上げ装置、フック等には、許容荷重を明示する。 

15 開口部等に覆蓋を施工した場合は、原則として１セットに１箇所以上耐荷重[Ｎ／㎡

（kg/㎡）]を明記する。 

１－３－５ モルタル左官仕上げ等 

１ 工事に含まれる機械基礎等の仕上げは、原則としてモルタル左官仕上げとする。 

２ 床の仕上げ等は特記仕様書に示さない限り、無筋コンクリート設計基準強度18Ｎ/㎜2

以上とし、仕上げは木ごて１回、金ごて２回とする。また、必要により目地切り等のク

ラック対策を行うものとする。 

なお、床に排水溝、排水管等を設ける場合は、床の排水勾配を十分に考慮し施工する。 

３ モルタル左官仕上げは、床、機械基礎コンクリート台、排水溝内、配管基礎コンクリ

ート台及び配管貫通部閉塞箇所等にも施工する。 

４ モルタル左官仕上げの厚さは、平面部及び配管貫通部は20㎜以上とする。 

５ 監督員が指示する箇所及び技術上当然必要とする箇所は、防水を考慮すること。 
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６ モルタルの標準配合は、表１－４によるものとする。 

 

表１－４ モルタル標準配合表 

配合 配合比 

セメント※ 洗砂 

使用箇所 

1：2 18袋 0.95ｍ3 箱抜穴充填用 

（大穴埋め、強度を要する部分を除

く。） 

1：3 13.3袋 1.05ｍ3 基礎仕上げ用 

 

７ 沈でん池等の底部仕上げコンクリートは、設計基準強度18Ｎ/㎜2以上のコンクリート

で、原則として粗骨材は20㎜砕石、25㎜砂利のいずれかを使用したものとする。 

８ スクリーン・ゲート等据付け時の下部ハンチは、機器据付け後、交換、維持管理等に

支障のない範囲でモルタル詰め等の処置を行う。 

９ コンクリート等に耐薬品防食を施す場合は、ビニルエステル系樹脂とする。なお、施

工は「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」（日本下水

道事業団）による。 

 

第４節 配管工事 

１－４－１ 配管材料 

工事に使用する配管材料は、特に指定のない場合は原則として本工事標準仕様書第１

編第２章に定められた材料を使用すること。 

１－４－２ 伸縮継手及び防振継手 

１ 鋼管用伸縮管継手（使用例：屋外配管等） 

 ベローズ型はJIS B2352（ベローズ形伸縮管継手）に規定するフランジ形で、ベロー

ズ及び接液部はJIS G4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）によるSUS 304L又はSUS 

316Lとする。 

スリーブ形はHASS 003（スリーブ形伸縮管継手）に規定するフランジ形で、管の伸縮

に対して漏れがなく作動確実なものとする。 

本継手は、管の伸縮に対して漏れがなく、伸縮可とうに十分耐え作動確実なものとし、

複式のものは、十分な強度をもつ固定台を有するものとする。なお、面間寸法は製造者

の標準寸法とする。 

２ 防振継手 

（１）ベローズ形防振継手（使用例：空気圧縮機、送風機、各種ブロワ、ポンプ等） 

鋼製フランジ付きで、ベローズはJIS G4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）

によるSUS 304L又はSUS 316Lとする。 

本継手は、溶接を用いずにベローズとフランジを組込んだものとし、十分な可とう

性、耐熱性、耐圧強度（ 高使用圧の３倍以上）及び防振効果（補強材を挿入したゴ

ム製の防振継手と同等以上）を有する。なお、面間寸法は製造者の標準寸法とする。 

（２）ゴム製防振継手（使用例：汚水ポンプ等） 

鋼製フランジ付きで、補強材を挿入した合成ゴム・天然ゴム製又は３山ベローズ形
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のポリテトラフルオロエチレン樹脂製のものとし、十分な可とう性、耐熱性、耐圧強

度及び防振効果を有する。なお、面間寸法は製造者の標準寸法とする。 

３ 可とう伸縮継手（使用例：埋設及び露出管路の変位吸収、不等沈下対応、振動吸収） 

補強材を挿入したゴムの複合材料でフランジ共一体成型品にしたもの、若しくは二重

管構造のクローザ型で、シール部にオートマチックシール形ゴムリングを使用したもの

で、本継手は管の伸縮に対して漏れがなく、伸縮可とう、ねじり、曲げ等に対し十分耐

え作動確実なものとする。 

また、コンクリート構造物内（管廊内など。）に布設する配管にあっては標準の変位

量を100㎜とし、それ以外にあっては200㎜を吸収できるものを標準とするが、地盤等の

基礎条件を考慮して決定する。なお、面間寸法は製造者の標準寸法とする。 

４ 高変位・振動対応型可とう伸縮継手（使用例：埋設及び露出管路で基礎の異なった箇

所等で著しい変位が想定される場所） 

補強材を挿入したゴムの複合材料でフランジ共一体成型品にしたもの、若しくは二重

管構造のクローザ型で、シール部にオートマチックシール形ゴムリングを使用したもの

で、本継手は管の伸縮に対して漏れがなく、伸縮可とう、ねじり、曲げ等に対し十分耐

え作動確実なものとする。 

内圧（O.98MPa）保持の状態で急激な変位及び振動に十分耐える仕様（振幅±25㎜、

振動速度40㎝/s、振動回数10,000回の検査を行いその性能を確認した製品）とし、不等

沈下や配管上の変位は400㎜を吸収できるものを標準とするが、地盤等の基礎条件を考

慮して決定する。なお、面間寸法は製造者の標準寸法とする。 

１－４－３ 弁 

１ 工事に使用する制水弁は、特に指定のない場合は次の仕様による。 

仕切弁：FCD 400-15、FCD 450-10 

JIS B 2062（水道用仕切弁）、JWWA B122（ダクタイル鋳鉄仕切弁）による。 

（ポンプ場において、各ポンプの流入側及び流出側には外ねじ式を、ポンプ流入本管、

流出本管、バイパス管及び地中に設置する場合は内ねじ式とする。） 

２ 工事に使用する逆止弁は、特に指定のない場合は次の仕様による。 

スイング式逆止弁:本体及び弁体FCD 400-15、FCD 450-10  

弁座CAC 406、合成ゴム 

弁棒SUS 304又はSUS 403 

JWWA B129（水道用逆流防止仕切弁）による。 

３ そのほかの弁は次の規格のとおりとする。 

（１）青銅製弁 

JIS B 2011（蛇口） 

（２）バタフライ弁 

JWWA B138 

（３）ソフトシール仕切弁 

JWWA B120  

４ 弁の注意事項は次のとおりとする。 

（１）口径50Ａ以下の弁で、消防法を適用する場合、又は特に指定する場合を除いて青銅

製仕切弁とし、上水、空気用等に使用するものについては、玉形弁又は仕切弁とする。 
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（２）原則として仕切弁は右廻し開、左廻し閉とする。なお、ハンドル付のものは、ハン

ドルに開閉方向を明記したものを使用し、開度指示計を設けるものとする。また、弁

には「開」「閉」の表示札を取付けること。 

（３）使用頻度の多い弁は、操作しやすい位置に設置する。また、やむをえず高所に設置

する弁で監督員が指示するものは、床上よりチェーン操作のできる構造とするか、操

作用の架台等を設ける。ただし、将来の増設用止弁は、この限りではない。 

（４）弁の設置状態は、チェーン操作用の横形を除いて開閉ハンドルを上向形とする。な

お、下向形は避けなければならない。 

１－４－４ 配管弁類の標準図示記号 

機器設計製作承認図のフローシート図等で表示する配管弁類の図示記号は、JIS B 0011

（製図－配管の簡略図示方法）、JIS Z 8204（計装用記号）による。 

１－４－５ 配管上の注意事項 

１ 一般事項 

（１）配管ルート及び方法については、原則として設計図面のとおりとし、詳細について

は、請負人は次の点に留意し、配管施工図を作成し承諾を受けるものとする。 

ア 配管は、原則としてなるべく床面に近い高さに設けて整然とした配列とする。 

イ 維持管理用点検通路等を十分確保する。 

ウ 機器の分解、点検に便利なものとする。 

エ 機器に配管弁の荷重がかからぬものとする。 

オ 偏心、伸縮、不等沈下等に対する考慮をする。 

カ 異金属（鋼管とステンレス管）のフランジ接合には注意する。 

（２）管廊及びポンプ室等露出配管の支持及び吊具は、配管に振動が生じないように強固

に取付ける。 

（３）曲り、Ｔ字部には、衝撃力等、管を振動させる力が生ずるので、原則としてフラン

ジ継手を使用する。また、衝撃力が集中する可能性がある曲り部等は防護コンクリー

ト施工、又は支持架台等を検討すること。 

（４）配管支持等 

配管支持は、配管と支持構造物とが剛体となる支持構造とし、特に重量のある弁類

は、その重量を単独で支持するものとする。 

また、溝形鋼に取り付けるＵボルト等の支持金物には、ゆるみ防止用のテーパワッ

シャで堅固に固定するものとする。 

ア 直管部分の支持箇所は、原則として定尺木につき2箇所以上とし、支持スパンは

３ｍ以内とする。 

イ 底板より支持するタイプのアンカーはあと施工アンカー（接着系）で固定するこ

とができる。ただし、衝撃力等がかかるおそれのある箇所は、アンカーボルトとす

るが、躯体の鉄筋に結束又は溶接してはならない。 

ウ ブラケットタイプのアンカーは、接着系の穿孔アンカーを使用して固定すること

ができる。ただし、衝撃力等がかかるおそれのある箇所は、躯体の鉄筋に結束又は

アーク溶接とする。ブラケット形の支持部材は、原則として、「機械設備工事施工

指針」（日本下水道事業団）の標準サポートに準拠するものとする。 

エ 天井部分等からの吊りタイプの配管支持 
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（ア）浄水処理機能に直接的に関係する配管（処理水、浄水、汚泥等）に対しては、

吊りタイプの配管支持は原則として行わない。 

（イ）浄水処理機能に間接的に関係する配管（給排気ダクト、管等）に対しては、

重量及び振動について十分余裕有る支持力を見込む施工アンカーで固定する。 

ただし、アンカーは極力壁･梁等を利用し、せん断方向で用い、引抜き方向

とならないよう施工する。また、梁へのアンカー打設は、主筋を傷めないよう

十分留意する。 

オ アンカーを軽量コンクリートに打込んではならない。 

カ 部分の支持箇所は、１本につき１箇所以上とし、アンカーは躯体の鉄筋に結束又

はアーク溶接する。 

（５）可とう継手等 

ア 配管が構造物を貫通し地中等に埋設される等支持構造物が異なるときは、可とう

管を挿入する。なお、地中埋設管に使用する可とう管は、土圧を十分に考慮したも

のを使用する。 

イ 構造物と構造物の接続部（コンクリート構造物の継目部分等）の配管で鋳鉄管、

鋼管（空気管は除く。）のときは、可とう管を挿入する。 

ウ 温度変化による伸縮のある所には、伸縮可能な継手類を挿入する。 

エ 可とう管及び曲管の前後は、原則として定尺管とし、可とう管及び曲管前後の直

近に配管支持を設ける。 

（６）配管貫通部 

ア コンクリート構造物、その他の配管貫通部は、配管施工後入念にモルタルを充填

し、防水を必要とする箇所は、漏水がないように止水板等を設け、貫通部の両面を

防水モルタル左官仕上げとする。特に監督員が指示する箇所については、監督員が

承諾する工法、仕上げで閉塞する。また、配管貫通部の両側直近には、フランジ等

を設ける。 

イ 防火区両を貫通する場合は、不燃材で充填する。 

（７）分岐管 

主管より分岐する枝管には、原則として弁を設ける。 

（８）埋設管 

ア 地中埋設部分で分岐し、弁を設ける場合は、コンクリート製の弁、ますを設ける。 

イ 管の地中埋設深さは、特記仕様書に明記してある場合を除いて浄水場等の構内は、

土かぶり300㎜以上、浄水場等の車道の地下に当たっては、土かぶり800㎜以上とす

る。ただし、特記仕様書及び道路管理者の指示がある場合は、その限りではない。 

ウ 地中埋設部分は、掘削後よくつき固めを行い、切り込み砂利等を敷き詰め、その

上に配管を行う。特に設計図書に示す場合は、設計図書に示す基礎工を施工の後、

配管を行う。 

また、地中管敷設後は、埋戻用の砂等で入念に埋戻し、よくつき固めを行い埋設

前の原形に復旧する。 

エ 通路横断部、分岐・曲り配管部及び重量物を受ける箇所の埋設配管は、必要に応

じてコンクリートその他で衝撃防護措置を施す。 

オ 屋外埋設配管には、その位置を表示するコンクリート製の埋設標を設ける。 
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図１－５は舗装していない場合を示しており、 

舗装した場合は、舗装面に合わせる。 

 

 

図１－５ 埋設表設置図 

 

カ 本工事標準仕様書第２編第１章に基づき、浄水場等の構内の道路にて管を埋設す

る場合は、埋設位置の直上30㎝のところには、耐久性のある管埋設明示シートを連

続して埋設する。また、埋設配管には管明示テープを貼付すること。 

キ 埋設配管をする箇所は、配管作業に危険のないよう必要に応じて土止め、矢板等

を完全に施して掘削し、配管する。なお、配管完了後、監督員の確認が終了するま

で埋戻しをしてはならない。 

（９）配管の立上がり部及び立下り部等の空気だまりのおそれのある箇所には、空気弁又

はドレン配管等を必要に応じて設ける。なお、汚泥管の場合は原則として50Ａ以上の

ものを用いる。 

また、薬品配管等のエア抜き管、安全弁等の吐出側は、薬品等噴出時に飛散するこ

との無いように考慮する。 

（10）配管はていねいに行い、無理な外力が加わらないよう施工する。管の切断、曲げ等

の加工は、割れ、ひずみ及び有害な傷ができないように行う。また、施工中は管の内

部に土砂その他のきょう雑物が残らないようにていねいに清掃して配管する。 

（11）配管には必要に応じ勾配をとり、排水・排泥管においては排水・排泥に支障のない

構造とする。 

（12）機器と管を接続する場合、管、継手の規格を合わせる。 

（13）流量計まわりの配管 

ア 電磁流量計の取付けは、機器の機能が十分発揮できるように、原則として直管上

流長は５Ｄ以上、下流長２Ｄ以上、挿入式電磁流量計は直管上流長で10Ｄ以上、下

流長は５Ｄ以上、超音波流量計は直管上流長で10Ｄ以上、下流長は５Ｄ以上、確保

すること。なお、ポンプの吐出側に設置する場合には、この２倍以上の距離を確保

することとし、流量調節弁の下流には流量計を設置してはならない。 

イ 流量計の上部は、空気溜まりが生ずることなく、常に充水状態を保てるよう配直

し、計測の誤差をなくすものとする。 

（14）炭素鋼鋼管（Znめっきを含む。）、鋳鉄管とステンレス鋼管を接続する場合、絶縁

施工の要否について確認を行うこと。なお、不可視部分で電食を起こす可能性がある

場合は、絶縁スリーブ・絶縁ワッシャなどで施工を行うものとし、「公共建築設備工

事標準図（機械設備工事編）」の異種管の接合要領を参考とする。 

２ ダクタイル鋳鉄管配管に対する注意事項 

（１）ポンプ等機器まわりの配管は、原則としてフランジ継手とし、分解、組立ての際必

要と認められる箇所にはルーズ継手等を 小限使用する。 

（２）標準のルーズ継手及びその設置個所は次のとおりとする。 

20

80

3
0
0

G.L

コンクリート製
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ア ルーズ継手及びルーズ継手用短管 

管の材質は、SUS 304製品（フランジ部分はSS400）又はダクタイル鋳鉄製品（フ

ランジ部を含む。）とする。なお、接合部はエポキシ樹脂粉体塗装、液状エポキシ

樹脂塗装等を施す。 

（３）ルーズ性、可とう性、防振性を兼ねる目的から可とう管継手を使用する場合、フラ

ンジはSS400とする。 

（４）ポンプ等機器まわり配管以外の配管は、メカニカル継手形ダクタイル鋳鉄管を原則

とする。直立配管部、曲管部、及びＴ字部等でメカニカル継手を使用する場合は、離

脱防止継手、特殊押輸等を使用し、衝撃時に離脱することのないよう考慮する。 

３ 鋼管配管に対する注意事項 

（１）配管継手については、表１－５のとおりとする。 

 

表１－５ 鋼管継手注意事項 

 

（２）鋼管の差込み溶接を行う場合は、 

図１－６のように取付けるものでＡ部と 

Ｂ部は連続全周すみ肉溶接とし、溶接完 

了後に非破壊検査を行うこと。 

 

 

 

 

（３）突合せ溶接を行う場合は、開先加工を適正に行い、溶接完了後非破壊検査、内面、

外面の塗装等を行う。（本工事標準仕様書第１編第１章を参照のこと。） 

（４）標準のルーズ継手、可とう管継手等の種類及びその設置箇所は、次のとおりとする。 

ア ルーズ継手及びルーズ継手用短管 

原則として鋼製品（フランジ部を含む。）とし、接水部はJWWA K135、JWWA K157

に基づきエポキシ樹脂粉体塗装を施す。 

 鋼管（65Ａ以上） 鋼管（50Ａ以下） 

機器回り 原則としてフランジ継手とし、

分解、組立に必要な箇所はルーズ

フランジ継手等を設ける。 

同左 

直管部分 現場製作管を除き原則として規

格直管１本ごとにフランジ継手と

する。やむを得ない場合において

も規格直管２本以内にフランジ継

手を設けなければいけない。 

規格直管３本以内にフランジ

継手又はユニオン継手を設けな

げればならない。 

異形管 

 

原則としてフランジ継手とす

る。ただし、100Ａ以上はフラン

ジ継手を設けなければならない。

原則としてソケット継手とし

分解、組立に必要な箇所は、フ

ランジ、ユニオン継手等を設け

る。 

A

B

鋼管

フランジ

図１－６ 鋼管差込
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【設置箇所例】 

・主として送水ポンプ、配水ポンプ、汚泥ポンプ等のポンプまわり 

イ 可とう管継手（伸縮性、可とう性、防振性を兼ねる。） 

原則としてWSP 024規格品か水道用のメーカー標準品を使用すること。 

【設置箇所例】 

・高圧洗浄ポンプ、消火ポンプ等の吐出及び吸込側 

・コンクリート構造物のエキスパンション部分の横断配管等 

・油タンク等の給油管、返油管、送油管等（ベローズ形ステンレス製） 

・冷却塔の冷却水出入口及び補給水管等（ゴム製） 

４ フランジ接合時の注意事項 

（１）ポンプ場内の配管においては、予め提出した施工計画書に基づく作業手順に従って

作業を行うこと。 

（２）フランジの接合作業時には、請負人は本工事標準仕様書第１編第１章に基づき作業

を行い、作業後に測定値を記入した継手チェックシートを作成し監督員に提出する。 

（３）RF形フランジのガスケット座面は、無塗装とする。 

１－４－６ 防錆 

各種配管材料の防錆の仕様は、次による。 

１ 鋼管 

（１）塗装は、本工事標準仕様書第１編第３章による。 

（２）その他 

ア 亜鉛めっき鋼管に溶接を施したときは、その部分に高濃度亜鉛塗装を施す。 

イ 塩ビライニング鋼管については、JWWA K116（水道用ステンレス鋼管継手）及び

WSP 011（フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管）による。 

２ ダクタイル鋳鉄管 

（１）内面塗装は、JWWA G112（エポキシ樹脂粉体塗装）の規格による。 

（２）外面塗装は、JWWA K139（合成樹脂塗料）の規格による。 

１－４－７ 被覆（保温等）工事 

各種配管の保温等被覆工事は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）によるもの

とする。 

 

第５節 送排風ダクト 

１－５－１ ビニル製ダクト 

塩化ビニル製ダクトの製作、施工は「機械設備工事一般仕様書」（日本下水道事業団）

によるものとする。 

１－５－２ ステンレス鋼板製ダクト 

ステンレス鋼板製ダクトの製作、施工は「機械設備工事一般仕様書」（日本下水道事業

団）によるものとする。 
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第６節 塗装 

１－６－１ 一般事項 

１ 塗装は、錆止めを含めて工場検査が終了してから行うことを原則とするが、製管品、

鋳造品以外は、この限りではない。 

２ 塗装に先立って「表１－７ 素地調整基準」に基づき素地調整を行うものとする。 

３ 塗装仕様は、原則として特記仕様書によるものとするが、特に指定がない場合は「表

１－８ 塗装基準（Ｉ）」、「表１－９ 塗装基準（Ⅱ）」、塗装の種類、仕上げ色、

配管色、流れ方向表示、管名称記入等は、「表１－10 標準塗装色（Ⅲ）」による。た

だし、既設との取り合いのある箇所等については監督員と打合せを行うものとする。 

４ 「汎用品」の内・外面については、使用する場所による耐食性等を十分考慮した上で、

本塗装基準によらないことができる。ただし、色分けの必要があるものについては、中

塗りまでメーカー仕様として、上塗りは特記仕様書又は本塗装基準によるものとする。 

５ 塗装間隔は、「表１－９ 塗装基準（Ⅱ）」によるが、間隔時間の関係でやむを得ず

これによりがたい場合は、監督員の承諾を得る。 

６ 搬入据付により塗装面に損傷を生じた場合は、適当な下地処理を加え、正規な塗装状

態と同程度に補修塗装を行う。 

７ 現地据付後の塗装に当っては、その周辺及び床等にあらかじめ適宜養生を行うこと。

また、塗装面に汚染損傷を与えないよう注意する。 

８ 塗装時、気温が５℃以下の時、湿度が85％以上の時、炎天で塗装面に泡を生じさせる

恐れのある時、風塵がひどい時、並びに降雨を受ける恐れのある時は、塗装を行っては

ならない。 

９ 塗装時、塗装面に湿気のある場合、又は塗装の硬化を促進させるため、塗装面を加熱

する必要の場合は、塗装製造業者の指示する温度により、赤外線ランプ、熱風装置等の

適当な方法により均一に加熱し乾燥状態にしてから塗装を行う。 

10 塗装は、はけ塗りを原則とし、はけ塗りが困難な場所はスプレーを使用してもよい。

ただし、スプレーを使用する場合は事前に承諾を得なければならない。はけ塗りは、た

て、よこに交差させて、むら、たれ、流れ、異物の混入、ピンホール、塗り残し等のな

いようにしなければたらない。 

11 砥の粉仕上げ品については、ひび割れ、凹凸のないよう、その施工に十分注意する。

必要な場合は、パテ仕上げを施す。 

12 現場塗装での使用塗料及び溶剤は、その製造会社・品名・品質・塗装方法等を記載し

た塗装明細書及び必要に応じて色見本（鋼板に塗装したもの。）を提出し、監督員の承

諾を得るものとする。塗装は、工程毎に色を変える等、写真、その他の方法により工程

確認ができるようにする。 

13 各種配管設備の塗装についての共通仕様は、原則として次のとおりとする。 

（１）配管途中の弁は、配管系統に合わせる。 

（２）管名、流れ方向矢印及び必要に応じて行き先を管に記入する。管廊内は10～15ｍ毎、

配管分岐部、室、管廊等から別室又は屋外へ出る管は、出入箇所に、その他監督員の

指示する箇所に記入する。記入は原則として手書きとするが、監督員の承諾を得て、

シールを使用してもよい。シールを使用する場合は、はがれ、変色等の無いものを選

定する。 
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（３）特殊な配管塗装については耐食、耐熱を考慮する。 

14 その他 

（１）水没部、湿潤部及び埋設部は黒色とする。 

（２）亜鉛めっき鋼板（管）の仕上げ塗装については、下水道事業団事業団による。亜鉛

めっき鋼板（管）の溶融亜鉛めっき量は、JIS H8641（溶融亜鉛めっき）の２種HDZ 

55（550g/㎡以上）とする。 

（３）機械設備工事で、池・槽内等のコンクリート面に防食措置を施す場合は、「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指針１回マニュアル」（日本下水道

事業団）に準ずる。 

（４）塗装を行う場所は換気に注意し、溶剤による中毒を起こさないようにする。 

（５）塗膜厚測定は、次による。 

ア 測定器 

測定には定期的に校正されている測定器を用いること。 

イ 塗膜厚の測定個所 

測定箇所は、部材等のエッジ部、溶接ビート等から少なくとも、50㎜以上離すも

のとする。測定数は表１－６のとおりとし、各塗装部位の塗装面積10㎡までは２箇

所（１箇所上下左右４点測定）、10㎡を超え100㎡までは10㎡増すごとに２箇所増、

100㎡を超えると100㎡を増すごとに４箇所、１箇所当たりの平均値が標準膜厚以上

でなければならない。ただし、測定した 低値は、標準膜厚の70%以上とする。 

 

表１－６ 塗膜厚測定箇所数の例 

塗装面積（㎡） 測定箇所 

10 2 

20 4 

50 10 

100 20 

200 24 

500 36 

1000 56 

2000 96 

2000 を超える。 96 を超える。 
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表１－７ 素地調整基準 

下地処理の程度 下地処理の状態 使用用具 

原板 

ブラスト

加工前に表面処理し、その後

プライマ処理を行う。 

ショットブラスト 

グリットブラスト 

カットワイヤブラスト 

サンドブラスト 

１種 

ケレン 

製品 

ブラスト

ミルスケール、さび等を完全

に 除 去 し 清 浄な 金 属 面 と す

る。 

ショットブラスト 

グリットブラスト 

カットワイヤブラスト 

サンドブラスト 

２種ケレン 

 

完全に付着したミルスケール

等以外の旧塗装さび等を除去

する。 

３種ケレン 浮き、さび、剥離等を除去す

る。 

ディスクサンダー 

スクレーパ 

ハンマ 

サンドペーパ 

４種ケレン さび、溶接のスパッターを除

去する。 

ワイヤブラシ 

 

表１－８ 塗装基準（Ⅰ） 

 

注 １ １種ケレンを指定した機器は、１種ケレンを施した鋼材を用いてもよい。ただし、

この場合は、鋼材のケレン証明書を添付する。 

２ 鋼材の主要構成部材は、１種ケレンを施す。ただし、歩廊、手摺、配管架台等付

帯部分は２種ケレンとする。 

３ 軽金属は各適用区分による。素地調整は３種ケレンとする。 

４ 温度上昇（70℃）の想定される機器には、塩化ゴム系を適用しない。 

 

適用区分 塗装系 素地調整 備考 

屋外 水上部 

屋内 

フタル酸樹脂系 

（鉛・クロムフリ

ー） 

１種ケレン 

乾湿交番部 

水上部腐食性ガスふん

囲気内 

ポリウレタン樹脂

系 

〃 

耐侯・耐水・耐薬品 ポリウレタン樹脂

系 

〃 

水中部 エポキシ樹脂系 〃 

耐薬品部 エポキシ樹脂系 〃 

た だ し 鋳 鉄部 分

は ２ 種 ケ レン と

する。 
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表１－９ 塗装基準（Ⅱ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 １ 塗装間隔は記入した時間の範囲で塗り重ねる。 

２ エポキシ樹脂塗料は５℃以上で塗装する。 

３ H:時間、D:日、M:月 

４ JWWA K 135、K 157エポキシ樹脂塗料を上水、浄水配管及びポンプ等の内面に使

用する場合は、塗装終了後、乾燥時間には十分注意をすること。 

 

標準膜厚 塗装間隔

(μm) 夏(30℃)、冬(5℃)
塗装系 施工場所 工程 塗料名

エポキシ系
耐薬品部

・水中部

第１層(下塗)
JIS K 5553　ジンクリッチ

ペイント（有機）
75

1D～6M

第２層(下塗)
JWWA K 135、JWWA K 157

エポキシ樹脂塗料
100

第３層(中塗)
JWWA K 135、JWWA K 157

エポキシ樹脂塗料
100

第４層(上塗)
JWWA K 135、JWWA K 157
エポキシ樹脂塗料

100

1D～7D、2D～7D

1D～7D、2D～7D

ポリウレタン
樹脂系

乾湿交番部
・耐候耐水耐薬品

第１層(下塗)
JIS K 5553　ジンクリッチ
ペイント（有機）

第３層(中塗)
JIS K 5659
ポリウレタン樹脂塗装

75

1D～6M

第２層(下塗)
JIS K 5551
エポキシ樹脂塗料

60

1D～7D、2D～7D

30

1D～7D、2D～7D

第４層(上塗)
JIS K 5659
ポリウレタン樹脂塗装

25

フタル酸

樹脂系
水上部

第３層(中塗)
JIS K 5516

フタル酸樹脂塗料

50

2D～6M

第１層(下塗)
JIS K 5674、鉛・クロムフ
リーさび止めペイント

35

1D～7D、2D～7D

第２層(下塗)
JIS K 5674、鉛・クロムフ

リーさび止めペイント
35

1D～6M、2D～6M

30

1D～7D、2D～7D

第４層(上塗)
JIS K 5516

フタル酸樹脂塗料
25

煙突

第１層(下塗)
JIS K 5553　ジンクリッチ
ペイント（無機）

第２層(中塗)
変性シリコン樹脂耐熱用シ
ルバー

15

1D～7D

第３層(上塗)
変性シリコン樹脂耐熱用シ
ルバー

15
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表１－10 標準塗装色（Ⅲ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗装方法  

注１ 当該配管の上塗り層は本表の仕様により塗装すること。ただし、硬質塩化ビニル管、ポリエチ

レン管、ステンレス管等で、塗装が困難又は行わない場合には、要所にリング状の色識別を施す。 

２ 工事に含む電気設備機器・材料（電動機を除く。）については、「第３編第２章電気設備工事」

に準拠する。なお、電線管については、監督員との打合せを行うものとする。 

３ 基準によれないものについては、監督員との協議による。 

備 考

色票番号 マンセル値

ポンプ本体 E65-80H 5B8/ 4

軸継手 E09-50X 10R5/14

電動機 E65-80H 5B8/ 4

液体抵抗器 E65-80 5B8/ 4

原水 E39-60L 10GY6/ 6

未ろ過水(沈でん水) E39-80H 10GY8/ 4

給水 E69-50T 10B5/10

排水(洗浄排水､上澄水) E17-70L 7.5YR7/ 6

排泥 E17-50L 7.5YR5/ 6

次亜塩素酸ナトリウム

配管、貯槽、注入ポンプ

ポリ塩化アルミニウム

配管、貯槽、注入ポンプ

高分子凝集剤配管、貯槽、注入ポンプ E85-80D 5P8/ 2

活性炭（スラリ）

配管、貯槽、注入ポンプ

硫酸配管、貯槽、注入ポンプ E12-60X 2.5YR6/14

圧油・貯油槽 E09-50X 10R5/14 ギアポンプ含む。

受・給水槽 E65-80H 5B8/ 4

撹拌機類 E65-80H 5B8/ 4 駆動部

コンベア類 E55-60B 5BG6/ 1

クレ－ン E65-80H 5B8/ 4

電動弁 E65-80H 5B8/ 4

配管架台 めっきを施した

ものは除く。

自家発排気管 耐熱塗料

ケーブルダクト E22-70B 2.5Y7/ 1 電線管を含む。

ケーブルラックサポート めっきを施した

ものは除く。

屋内点検架台 点検歩廊、階段、

手すり等

屋外点検架台 〃

指示のない機器・架台類 E65-80H 5B8/ 4

燃料用油類 E07-40X 5R4/14

油圧装置用油 E09-50X 10R5/14

その他 文字及び矢印
CN-10
or

CN-95

N1
or
N9.5

黒

白

使用する液体による指
定色にて文字及び方向
矢印を指示することが
ある。

被塗装物（機器、材料、配管等）
塗 装 色

主ポンプ設備

主配管

薬品注入配管
・注入設備

E22-85H 2.5Y8.5/ 4

EN-40 N-4

E49-50H 10G5/ 4

その他の設備

E55-60B 5BG6/ 1

シルバー

E55-60B 5BG6/ 1

E39-80H 10GY8/ 4

シルバー
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第７節 電気部分 

１－７－１ 適用基準 

工事で施工する電気部分の工事はすべて、本工事標準仕様書「第３編第２章電気設備工

事」による。 

１－７－２ 電気設備工事との取合い 

１ 機器及び設備の制御用端子は、集合端子箱又は端子箱を設け、二次側以降の配線を行

う。また、端子箱は、設置場所によって耐水形、安全増形とし、ネームプレートを取付

ける。 

２ 電動機及び制御機器等の動力用端子ボックスは、別途電気設備工事と十分な打合わせ

調整を行い、別途電気工事のケーブル等の接続にあたって端末処理等を考慮した大きさ

のものを設ける。 

３ 主ポンプ、送風機等の電動機、抵抗器、制御器の据付けは、機械設備工事側で行い、

電動機と抵抗器間、抵抗器と制御器間の配線及び一次側の配線は、電気設備工事側で行

うことを原則とする。 

４ 各機器の安全装置は、「機械資料４ 安全装置一覧表」を参考とする 

５ 特記仕様書に、明記してある場合を除いて、「機械資料４ 安全装置一覧表」を適用

する際は、監督員と十分に協議する。 

６ 沈砂池機器、床排水ポンプ、水洗い場所等の電装品（端子箱含む。）は、非常時、機

器点検等を考慮して、取付けるものとする。 

１－７－３ インバータ 

１ インバータを使用する電動機は、必要に応じてインバータ用電動機の適応や過負荷保

護の対策を考慮し、モーターの枠番等を 適なものとする。 

２ 機械工事でインバータを設置する場合は、電気設備標準図「インバータ」に準ずるこ

と。インバータは、「高調波抑制対策ガイドライン」に適合する機種を選定すること。 

１－７－４ その他の留意事項 

１ 沈砂池・沈でん池・ろ過池・配水池、送水ポンプ、汚泥処理施設などでは、必要によ

り硫化水素、塩化水素等の薬品や湿気による腐食対策として、インバータ、シーケンサ

等の対策品を使用する等の検討を行う。 

２ 内部機器や日光などの外部条件による温度上昇が考えられる動力制御盤等では、必要

に応じて熱計算を行い、ファン又は冷却器の要否を検討する。 

３ 屋外、地下階、管廊等に設置する動力制御盤等には、湿気対策として、スペースヒー

タを設置する。 

 

第８節 共通仮設工事 

１－８－１ 仮設電気設備 

工事に使用する仮設電気設備は、工事に含むものとする。 

１－８－２ 仮設水道設備 

工事に使用する仮設水道設備は、工事に含むものとする。 

１－８－３ 施工用機器の搬出入 

工事を施工するために必要な建設機械、その他の機器の搬出入は、工事の施工範囲とす

る。 
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第９節 その他資料 

機械資料１ 承諾図書の作成内訳 

１ 機器設計製作図書の承諾願に関するもの 

（１）システム設計に係る承諾図書 

システム設計に係る承諾図書は、設計図書に準拠するものとし、提出範囲は、機器

製作仕様書、フローシート、全体平面図、配置平面図、配置断面図、基本設計、計算

に関する図書、その他、監督員が必要とするものとする。 

（２）機器等の設計に係る承諾図書 

承諾図書は、外観、構造(概略)、材質、主要寸法、据付けの状態等が明確に表示さ

れたもので、運転・操作機能が十分説明されたものでなければならない。性能等につ

いては、設計計算書又は既存の設備等により確認できる資料を添付する。 

（３） 機器設計製作図書の詳細 

ア 全体平面図：発注図面に対するもの及び細部図 

イ 配置平面図：発注図面に対するもの及び細部図 

ウ 配置断面図：発注図面に対するもの及び細部図 

エ フロ―シート：各系統又は各装置に必要とするもの 

オ 機器詳細図：主要構造図(材質、数量等を明示) 

カ 機器製作仕様書：名称、形式規格、仕様、メーカ名、台数等 

キ 配線・結線図：各機器 

ク 主要機器設計計算書：容量、動力負荷、主要部等の設計計算書、水位関係図(必

要な場合) 

ケ 運転操作説明書：各機器の運転操作について記入（主要機器は、非常時等の安全

対策を含む。） 

コ 工事名盤製作図：主機名称仕様について記入 

※ 主要機器等基礎・架台とは、機器を据付ける機械基礎、加圧脱水機等の鋼製基礎

架台、配管等のトラス構造の自立架台などをいう。 

２ 施工設計図書の承諾願に関するもの 

（１）躯体、基礎及び据付 

躯体、基礎及び据付に係る承諾図書は、原則として日本下水道事業団「機械設備工

事施工指針」の標準基礎図に基づいて躯体の現状と据付ける機器等の基礎(配置図、

はつり図、配筋図、アンカー施工図、箱抜図、コンクリート打設等)の関係が明確に

された施工図及び主要機器の基礎設計書及び耐震計算書を提出すること。なお、安全

性、維持管理性等については、十分検討を加え承諾図書を作成しなければならない。 

（２）配管等 

配管等は、必要箇所(機器廻り、曲り部、Ｔ字部等)を配管図、サポート図、基礎図

等により他の施設との関連を明確にし、維持管理上の不具合等のないことを確認でき

る承諾図書を作成する。 

（３）その他 

設計図書に明記なき事項及び安全性、維持管理性等については、十分検討を加え承

諾図書を作成しなければならない。なお、施工に係る承諾図書に明記のない施工要領、

工法（既製コンクリート部のはつり、配管の開孔等）については、事前に監督員の承
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諾を得るものとする。 

（４）機器設計製作図書の詳細 

ア 機器基礎図：配置図、はつり図、配筋図、アンカー施工図 

イ 基礎設計書：主要機器の基礎設計書(基礎ボルトの耐震計算を含む。) 

ウ 鋼製加工品設計書：主要架台の設計書 

エ 配管施工図：配管図（建築附帯のダクト・照明図示）、サポート図、基礎図、ス

ケルトン及び主要材料比較表 

オ 塗装仕様書・防錆防露保温仕様書：機器、配管ごとに記入。ケレンの仕様につい

ても記入。 

※ 材料等の変更の必要があるときは、監督員と打合せ等を行わなければならない。 
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機械資料２ 完成図書等の作成内訳 

番号 図書名 規格 部数 内容 

１ 

完 

 

成 

 

図 

 

書 

Ａ 

 

４ 

 

版 

 

製 

 

本 

 

／ 

 

折 

 

り 

 

込 

 

み 

３部 

 

 

 

１ 工事概要及びアフターサービス体制 

２ 機器設計製作承諾図の完成時のもの 

   機械：全体平面図 

      配置平面図 

      配置断面図 

      フローシート 

      機器詳細図 

      機器製作仕様書 

      配線・結線図 

   電気：単線結線図 

      システム構成図 

      全体フローシート 

      制御電源系統図 

      機器図及び機器製作仕様書 

      制御展開接続図 

３ 施工承諾図の完成時のもの 

   機械：機器基礎図 

      配管施工図 

   電気：配線ルート図 

      埋設配管図 

      装柱図 

      接地系統図 

      機器配置図 

      ケーブルピット図 

      計装機器取付詳細図 

４ 検査試験成績表 

５ 機器取扱い説明書 

６ 運転操作に関する説明書 

７ 官公庁等申請書類 

８ その他特記仕様書、監督員が指示するも

の。 

２ 
工事記

録写真 
「附則 工事記録写真」による。 

注１ 完成図書の厚さは、80㎜程度とし、それ以上は分冊する。 

注２ 表紙の様式は機械資料３による。 
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機械資料３ 完成図書表紙の様式  

１ 体裁:市販事務ファイル（２穴パイプ式厚型ファイル） 

２ 形式 

（１）表紙・背表紙の書体は、明朝体とする。 

（２）表紙・背表紙の文字の大きさは、原則として次のとおりとする。 

      表 紙                     背表紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）活字の大きさは、原則として次のとおりとする。 

ア １号：9.664㎜ 

イ ２号：7.379㎜ 

ウ ３号：5.325㎜ 

（４）年月は完成時とする。 

（５）分冊時の内容等は、綴られている図面等がわかるような標記とする。 

例:展開接続図、機器関係、取扱説明書

完成図書 

 

平成○○年度 

川崎市上下水道局 

 

〇〇〇〇株式会社 

〇 

〇 

浄
水
場 

〇
〇
〇
設
備
改
良
工
事 

平
成
〇
〇
年
度 

完 

成 

図 

書 

川
崎
市
上
下
水
道
局 

○
○
○
株
式
会
社 

〇 〇 浄水場 

〇〇〇設備改良工事 

２号 

２号 

２号 

 

３号 

１号 

 

２号 

活字の 

大きさ 

２号 
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機械資料４ 安全装置一覧表  

安全装置一覧表 

 

 

（注１）他の機器については、この一覧表に準ずるものとする。 

施設名 設備名 機器名 対象形式 

減速機内蔵 

トルク 

リミッター 

ゲート設備 鋳鉄製ゲート 電動 ○  取水機械 

設備 制水弁設備 電動蝶形弁  ○  

ゲート設備 鋳鉄製ゲート 電動 ○ 

連続式自動除じん機   ○ 
沈砂池 

機械設備 除じん 

機械設備 間欠式自動除じん機   ○ 

沈でん池設備 
汚泥かき寄せ機 

(周辺駆動形) 
  ○ 

ゲート設備 鋳鉄製ゲート 電動 ○ 

鋳鉄製ゲート 電動  ○ 

沈でん池 

設備 

排泥設備 
偏心構造弁  ○ 

ゲート設備 鋳鉄製ゲート 電動 ○ ろ過池 

機械設備 制水弁設備 電動蝶形弁  ○ 

電動仕切弁   ○ 主ポンプ 

設備 
制水弁設備 

電動蝶形弁   ○ 

汚泥 

脱水設備 

加圧 

脱水設備 
加圧脱水機   ○ 
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第２章 電気設備工事 

 

第１節 総則 

２－１－１ 適用 

１ 本章は、電気設備工事において、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、適正な履行の確保を図るためのものである。 

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ものとする。 

３ 電気設備工事の中に機械・土木・建築設備が含まれるものについては、本標準仕様書

の関連する「編」及び「章」に準拠しなければならない。 

 

第２節 電気設備共通事項 

２－２－１ 規格、基準等 

１ 請負人は、当該工事を「第１編共通編１－１－38 諸法令及び諸法規の遵守」に基づ

き施工するほか、次の関係法令等に従い、誠実にしてかつ安全な施工を行わなければな

らない。なお、主な法令は次に示すとおりである。 

（１）電気設備に関する技術基準を定める省令 

（２）日本工業規格（JIS） 

（３）電気学会電気規格調査会規格（JEC） 

（４）日本電機工業会規格（JEM） 

（５）日本電線工業会規格（JCS） 

（６）日本照明器具工業会規格（JIL） 

（７）電池工業会規格（SBA） 

（８）日本電力ケーブル接続技術協会規格（JCAA） 

（９）日本内燃力発電設備協会規格（NEGA） 

（10）日本計量機器工業連合会規格（JMIF） 

（11）工場電気設備防爆指針（独立行政法人労働安全衛生総合研究所） 

（12）電気技術規程（JEAC）〔高圧受電設備規程〕、〔内線規程〕 

（13）日本電気制御機器工業会規格（NECA） 

（14）電力会社で定める約款 

（15）その他関連法令、条例及び規格 

２－２－２ 事前調査 

 請負人は工事着手に先立ち、現地の状況、関連工事、その他について綿密な調査を行い、

十分実情を把握の上、工事を施工しなければならない。 

２－２－３ システム設計等 

１ システム設計とは、設計図書に基づく確認・検討・調整等（各種容量等に関する確

認、既設設備の確認等を含む。）及び関連する他工事（土木・建築・機械設備等）と

の取り合い確認を経て、施設に合った 適な機器・材料を選択し、システムとしての

組合せを行い、 終的に据付けるまでに係る技術的な検討をいう。（システム仕様書、

システム構成図、フローシート、機器配置図、機器基礎図、配管・配線図等の作成を含

む。) 
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２ 請負人は、土木・建築等の構造物、機械設備並びに既設電気設備等の事前調査を十分

に行った上で、当該施設の処理方法及び次の技術的検討事項等をふまえ、プラントとし

て当該施設に 適なシステム設計を行い、監督員に提案・承諾を得ること。 

（１）信頼性 

  ア 機器は、その性能、信頼性を長期に渡って維持し、保守用部品等の確保ができる

製品を使用する。ただし、汎用品は除く。 

  イ バックアップ、機能分散を十分考慮したシステムとする。 

  ウ 制御電源(直流電源、ＵＰＳ電源、商用電源)は、用途、目的に応じて区分すると

ともに対象設備ごとに適正に分割する。 

（２）安全性 

  ア フェイルセーフを十分考慮したシステムとする。 

  イ 火災、感電事故の防止を考慮した機器・材料とする。 

  ウ 誤操作の防止を考慮した機器とする。 

  エ 耐震設計、耐震施工を行う。 

  オ 防水処理、機器配置、防水区画等の浸水対策を行う。 

  カ 防煙・防火処理、焼損波及、防火区画等の火災対策を行う。 

（３）操作性 

  ア 容易で、誤操作のない確実な運転操作方法とする。 

  イ 自動化、省力化を十分考慮した運転操作方法とする。 

（４）拡張性 

  ア 増設計画を取り入れた機器の製作を行う。 

  イ 増設計両を取り入れた機器配置、配電制御経路・空間とする。 

  ウ 増設時の設備休止により、プラント全体に支障を及ぼさないシステムとする。 

（５）維持管理性 

  ア 互換性を考慮した機器とすること。 

  イ 点検頻度の少ない機器とし、保守点検が容易となるように配置する。 

  ウ できる限り汎用品を採用したシステムとすること。 

  エ 更新時の設備休止により、プラント全体に支障を及ぼさないシステムとする。 

（６）地域特性・環境対策 

  ア 寒冷地・高温地、積雪地、雷多発地、海浜地等の地域特性を把握した上で、機

器・材料の機能、容量の選定等を行う。 

  イ 腐食ガス、温度、湿度等の設置環境を把握した上で、機器・材料の選定を行い

適な設置位置とする。 

３ 監視制御装置からの操作応答時間は、アンサーを含めて運転操作の迅速性が確保され

る時間(３秒程度)とする。また、表示応答時間(次の画面へ表示を開始するまでの時間)

は、1 秒程度とする。ただし、場外等を経由するものは除く。 

４ 機能増設にあたっては、第２項のほか、既設設備との互換性、拡張性等に支障を生じ

ない機器を選定し、ひとつの維持管理システムの関係を構築する。 

５ 承諾図書 

（１）請負人は第２項の承認を得た提案システム設計に基づき、承諾図書を作成し承諾

を得てから製作、施工に着手すること。承諾図書の作成内訳は「承諾図書の作成内
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訳」（電気資料１）のとおりとする。 

（２）設計図書等で定められている仕様は原則として変更を認めないが、やむを得ず仕

様変更する必要がある場合は事前に承諾を得なければならない。なお、契約変更が

必要と認められた場合、川崎市上下水道局工事請負契約約款に基づき契約変更を行う。 

（３）承諾図書作成にあたり、特記仕様書で明示する機器、材料、プラントについては

公害の発生源とならないための対策を十分考慮すること。 

６ 請負人は監督員と協議して、次に示す各種計算書等を提出しなければならない。な

お、計算方法については、日本水道協会発行「水道施設設計指針」等に準じること。 

（１）受変電設備 

   保護協調、変圧器容量、コンデンサ容量 

（２）発電設備 

   発電機容量、空気槽・蓄電池容量、換気量、騒音、負荷バランス、防油堤、燃料槽、

燃料小出槽 

（３）直流電源設備 

   ＵＰＳ容量、蓄電池容量、整流器容量 

（４）運転操作設備 

   汎用インバータ容量等選定根拠 

（５）計装設備 

   計測スパンの決定根拠、流量計等の口径選定根拠等 

（６）監視制御設備 

   処理速度の検討、ＣＰＵ容量等 

（７）共通事項 

   耐震計算、高調波対策検討、電線・ケーブル選定根拠、各種電線路選定根拠 

（８）その他監督員が指示するもの。 

２－２－４ 工事記録写真 

 請負人は、工事中の写真を「附則 工事記録写真」に基づき撮影し、工事着手前、施工

中、完成時の工程順に整理編集して、工事完了の際、写真帳等を提出する。なお、工事

途中でも提出できるよう常備すること。 

２－２－５ 完成図書等 

 請負人は、工事完成までに維持管理上必要な完成図書等を「完成図書等の作成内訳」

(電気資料２)及び「完成図書表紙の様式」(電気資料３)に基づいて作成、製本し提出する。  

２－２－６ 現場試験 

 現場試験は、当該工事で施工される据付・組立・加工・調整等の部分について行う試験

であり、単体調整と組合せ試験とからなる。「単体調整」とは、据付完了後の機器単体

（材料を含む）動作確認、調整及び試験をいい、「組合せ試験」とは、機器間（材料も含

む）の良好な動作及び機能的関連等を確認するために、負荷をかけずに行う各種試験の

ことをいう。現場試験の内容等は、日本下水道事業団「電気設備工事必携」に準拠し、監

督員の指示により行うこと。 

２－２－７ 機器の機能保持 

 請負人は、完成検査終了後、工事引渡しが済むまでの機器の機能保持に必要な措置を講

じなければならない。 
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２－２－８ 総合試運転 

 総合試運転の有無については、特記仕様書による。 

１ 総合試運転が含まれていない場合、総合試運転が他工事に含まれる場合は、その工事

の請負人及び監督員と協議の上、総合試運転の実施に協力しなければならない。 

２ 総合試運転が、含まれている場合の実施は次による。 

（１）実施内容 

  ア 設備及び機器の連携運転による機能・維持管理性の確認及び調整 

  イ 発注者及び維持管理職員に対する運転操作、保守点検方法等の基礎的指導 

  ウ その他監督員の指示によるもの。 

（２）実施方法 

  ア 請負人は、原則として、総合試運転開始前に早期に工事が完成した各設備機器の

機能回復調整、単体調整（保護装置の動作試験等）、組合せ試験（機器盤間の試

験等）が完了した後に総合試運転を実施すること。 

  イ 総合試運転の適用範囲及び実施期間は、特記仕様書による。なお、実施期間に

おける運転時間は、日本下水道事業団「総合試運転の手引き」に準拠する。 

  ウ 総合試運転期間中に発生した故障、不良箇所等は監督員との協議の上で改修又

は再調整を行い、再度試運転の上、機能の確認を行う。 

  エ 請負人は総合試運転を行う際、施設の運転等に影響が及ぶ場合、時期、期間、連

絡手段等について監督員と十分協議を行うこと。 

  オ その他は、日本下水道事業団「総合試運転の手引き」に準拠し、監督員の指示

により行うこと。 

（３）総合試運転関係書類の提出 

請負人は、日本下水道事業団「総合試運転の手引き」に準拠し、次の書類を提出

すること。また、必要に応じて説明を行わなければならない。 

  ア 総合試運転を行うための「総合試運転実施要領書」については、監督員と十分

協議を行い作成すること。 

  イ 総合試運転期間中には、「総合試運転日報」及び「総合試運転機器運転報告書」

又は必要により「総合試運転故障・補修・調整完了報告書」 

  ウ 総合試運転完了時は、「総合試運転実施報告書」 

  エ その他監督員が指示するもの。 

２－２－９ 機械設備工事との取り合い 

 機械設備工事との取り合いは、「１－７－１ 適用基準～１－７－３ インバータ」を

参考とし、適用する際は、関連工事請負人と確認の上、協議すること。 

２－２－10 開口部の処置 

 監督員の指示により壁面及び床面等の将来用開口部（電気設備用）は、安全対策及び

浸水対策を考慮した適切な資材をもって閉口処置を行うこと。 

２－２－11 軽微な変更 

 本工事施工中、構造物、機械設備等の関係で発生する機器の位置変更、配線経路変更等

の軽微な変更は、協議の上、施工承諾図を提出し監督員の承諾を得て変更することがで

きる。ただし、本変更の範囲は、設計の本質的機能を変えるものであってはならない。 
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２－２－12 その他 

１ 据付及び調整 

  据付及び調整については、請負人は特に熟練した技術者を派遣しなければならない。 

２ 製作連絡 

  機器等の製作者が異なる場合には、製作者は互いに密接な連絡をとって全体として調

和のとれたものとすること。 

３ 工程会議及び打合せ会議 

  請負人は、監督員が主催する当該会議に必ず出席し、設計、施工についての打合せ会

議の議事録を会議のつど指定の部数提出すること。なお、会議において仕様書、図面

の変更及び解釈の変更がなされた場合は、当該部分についての変更資料を提出するこ

と。 

４ 運搬 

  機器等の運搬は、慎重に行い、内容物に損傷を与えないように扱い、運搬中に路面あ

るいは第三者に損傷を与えた場合、屋内搬入時に構造物等に損傷を与えた場合は、すべ

て、請負人の責任において対処すること。 

５ 障害物件の取扱い 

  工事中、障害物件の取扱い及び取壊しの処置については、監督員の指示又は承諾を

受けること。 

６ 有害物質の使用禁止 

  機器等において、アスベスト等の有害物質を含有しないものを使用すること。 

 

第３節 機器 

２－３－１ 共通事項 

１ 一般事項 

  機器は、特記仕様書、図面及び本節によるほか日本下水道事業団「電気設備工事一

般仕様書・同標準図」に準拠して製作する。 

２－３－２ 単位 

 基本単位、誘導単位及び補助計量単位は計量法によることを標準とする。 

２－３－３ 輸送 

 機器の輸送は、荷造りの防雨措置及び転倒防止措置等を行い、損傷のないよう十分注意

すること。 

２－３－４ 建築電気設備機器 

１ 一般事項 

  電気設備工事に含まれる建築電気設備に使用する諸機器は、次の仕様書、標準図並び

に諸法規に適合したものでなければならない。 

（１）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」

及び「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」 

（２）国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「公共建築設備工事標準図（電気

設備工事編）」 

（３）日本下水道事業団「建築電気設備工事一般仕様書・同標準図」 
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第４節 材料 

２－４－１ ケーブル・電線及び付属品 

１ ケーブル・電線の種類 

ケーブル・電線は、原則として JIS 及び JCS 製品を使用し、次のとおりとする。なお、

可能な限り環境配慮型（エコケーブル・電線）を使用すること。 

（１）高圧ケーブルは、6  架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

（CE/F）又はこのトリプレックス形（CET/F）を使用する。 

（２）低圧ケーブルは、公称 2.0 ㎜ 2 以上の 600Ⅴ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチ

レンシースケーブル（CE/F）又はこのトリプレックス形（CET/F）、600Ⅴポリエチレ

ン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形（EEF/F）を使用する。 

（３）制御用ケーブルは、原則として公称断面積 1.25 ㎜ 2 以上の制御用ポリエチレン絶

縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（CEE/F）を使用する。ただし、機器盤等の端

子がコネクタの場合はこの限りではない。 

（４）計装用ケーブルは、専用ケーブル若しくはコネクタ付多心ケーブルを使用する場合

を除き、公称断面積 1.25 ㎜ 2 以上の遮へい付ケーブル（CEE/F-S）を使用する。なお、

信号ケーブルは、遮へい付計装ケーブル（KPEV-S）を使用することができる。 

（５）電線は、耐燃性ポリエチレン絶縁電線（IE/F）を使用する。 

（６）同軸ケーブルは、編組形ポリエチレン高周波同軸ケーブル（ECX）を使用する。 

（７）光ファイバケーブルは、原則として石英ガラス系とする。 

（８）ネットワーク用ケーブルは、原則としてエコ UTP（CAT5e)を使用する。 

（９）規格化されていない電線等は、特記仕様書で指定されている場合に限り使用でき

る。 

２ 端末処理材 

  ケーブルの端末処理材は、原則として JCAA 製品とする。 

３ 圧着端子 

  圧着端子類は、JIS 製品とする。 

４ その他 

  付属品は、原則として JIS 製品とする。 

２－４－２ バスダクト 

１ バスダクトは JIS C 8364 の製品とする。ただし、高圧バスダクトは JEM1425 に準拠

した製品とする。 

２ バスダクトは原則として非換気形とする。 

３ バスダクトの外箱は溶融亜鉛めっき又は錆止め塗装後、上塗り塗装２回以上とするこ

と。ただし、アルミ製、SUS 製のものは除く。 

２－４－３ 配管及び付属品 

１ 電線管は、特記仕様書又は図面で特に指定のない場合は薄鋼電線管とする。ただし、

耐食性を必要とする場合はステンレス管とすることができる。 

２ 地中に埋設する場合は波付硬質合成樹脂管とする。 

３ 特記仕様書又は図面で特に指定のない場合に使用する電線・ケーブル保護材料は、

表２－１による。なお、線ぴ類を使用する場合は電気用品安全法適合品を使用すること。 
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表２－１ 指定のない場合に使用する電線・ケーブル保護材料 

管種 名称 規格 備考 

鋼製電線管 JIS C 8305  

金属製可とう電線管 JIS C 8309  

ケーブル保護用合成樹脂被

覆鋼管 
JIS C 8380  金属管 

ステンレス電線管 
JIS C 8461-2-1 

JIS C 8461-2-3 

剛性（硬質）電線管 

フレキシブル電線管 

合成樹脂製可とう電線管 JIS C 8411  

硬質塩化ビニル電線管 JIS C 8430  
合 成 樹

脂管 
波付硬質合成樹脂管 JIS C 3653 附属書１ 

注１ 付属品は、配管に適合したものとする。 
 ２ 金属製可とう電線管は、MAS 製品(日本工作機械工業会規格品)を使用できる。 

 

２－４－４ プルボックス 

１ 屋内に取付けるプルボックスは、特記仕様書又は図面で特に指定のない場合は鋼製

とし、本体と蓋の間には吸湿性が少なく、かつ劣化しにくいパッキンを設けた防水形と

する。ただし、耐食性を必要とする場合は、ステンレス製とすることができる。 

２ 屋外に取付けるプルボックスは、特記仕様書又は図面で特に指定のない場合は鋼製

又はステンレス製とし、本体と蓋の間には吸湿性が少なく、かつ劣化しにくいパッキン

を設けた防水形とする。また、屋外の腐食進行の著しい場所（屋外引込用は除く）は、

合成樹脂製で防水形とする。 

３ プルボックスの下面に、水抜き穴を設ける。 

４ 蓋の止めネジは、ステンレス製とすること。 

５ 鋼製プルボックスは、鋼板の塗装前処理として、次の各号のいずれかによる。 

（１）鋼板は、加工後、脱脂、りん酸塩処理を行う。 

（２）表面処理鋼板を使用する場合は、脱脂を行う。 

６ 鋼製又はステンレス製プルボックスは、次の各号による。 

（１）鋼製プルボックスの板厚は 1.6 ㎜以上とし、ステンレス製プルボックスの板厚は

1.2 ㎜以上とする。 

（２）長辺が 600 ㎜を超えるものには、一組以上の電線支持物の受金物を設ける。 

（３）プルボックス内部に接地端子座による接地端子を設ける。 

２－４－５ 金属ダクト 

１ 金属ダクト（セパレータを含む。）は、原則として板厚 2.O ㎜以上のアルミ板を使用

すること。ただし、耐食性を必要とする場合はステンレス製とする。 

２ 本体断面の長辺が 400 ㎜を超えるものは補強材を設けること。 

３ 本体内部にはケーブルを損傷するような突起物を設けないこと。 

４ 金属ダクトには、ビス止め蓋付点検口を必要に応じて設けること。 

５ ダクトの屈曲部の大きさは、収容ケーブルの屈曲半径が外径の 10 倍以上となるよう

選定すること。 

６ ダクト内部に電線を支持する金具を取付けること。 

７ アルマイト加工及びクリア塗装を施すこと。 
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８ ボルト、ナット類は、ステンレス製とする。 

９ 接地端子を設けること。 

10 床・壁貫通部、配電盤との接合部は外フランジ方式とする。 

11 金属ダクトの屈曲部は、電線被覆を損傷するおそれがないよう隅切り等を行うこと。 

12 金属ダクトの製作にあたっては、製作承諾願を提出し、監督員の承諾をうけた後製

作すること。 

２－４－６ ケーブルラック 

１ ケーブルラックは、ケーブルの重量に十分耐えるものとし、将来分のケーブルを考慮

しても 大たわみを支点間距離 1/300 以内とする。 

２ ケーブルラック(セパレータ含む。)は、十分な強度を有するアルミ製とすること。 

３ ケーブルラックの子桁の間隔は 250 ㎜以下とすること。 

４ ケーブルラックを構成する親桁と子桁の接合は、ねじ止めにより行うこと。 

５ ケーブルラックの屈曲部及び分岐部の寸法は収容ケーブルの屈曲半径が外径の 10 倍

以上となるように選定すること。 

６ ケーブルラック接続材の固定ボルトは 2 本以上使用すること。 

７ アルマイト加工又はクリア塗装を施すこと。 

８ 終端部には、エンドカバー又は端末保護キャップを設けること。 

２－４－７ マンホール・ハンドホールの規格 

１ マンホール、ハンドホールは、「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）」（国

土交通省大臣官房官庁営繕部監修）によるものとする。 

２ ブロックマンホール及びブロックハンドホールの設計基準強度は、21N/㎜ 2 以上とし、

スランプ 18cm 以下とする。 

３ 蓋は○電 マーク入りの簡易防水型とする。道路及び歩道切り下げ部等に設置する場合

は重耐形（破壊荷重 80[kN]以上）、その他の重量が掛からない場合は中耐形（破壊荷

重 20[kN]以上）とし、黒色防錆塗装を施すこと。 

４ 現場打ちのマンホール及びハンドホールに使用する材料、構造は図面又は特記仕様

書によること。 

２－４－８ 電柱の規格 

電柱は電力会社仕様による。 

２－４－９ 装柱材料 

１ 原則として金物類は、亜鉛めっき鋼材を使用する。なお、腕金等装柱材料は電力会社

の仕様による。 

２ がいし類の名称及び規格は、表２－２による。 

 

表２－２ がいし類の名称及び規格 

名 称 規 格 備 考 

高圧ピンがいし 

高圧耐張がいし 

玉 が い し 

低圧ピンがいし 

高圧引留がいし 

JIS C 3821 

JIS C 3826 

JIS C 3832 

JIS C 3844 

JIS C 3845 
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２－４－10 接地極 

１ 接地極銅板は JIS H 3100 を使用し、リード線付を使用すること。 

２ 接地棒は銅覆鋼棒のφ14、L1500、リード端子付を使用すること。 

３ ボーリング接地は、特記仕様書による。 

２－４－11 接地極埋設標等 

１ 接地極埋設標は、コンクリート製とする。 

２ 舗装面等においては標識ピン等を使用することができる。 

３ 表示板は、黄銅製又はステンレス製(厚さ 1.0 ㎜以上)とすること。文字及び数字は刻

印とし、形状及び寸法は、日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」に

準拠すること。 

２－４－12 接地端子箱 

 接地端子箱は、日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」による。また、

極数は図面による。 

２－４－13 配管及び付属品 

 燃料油、燃料ガス、冷却水、排気、始動用空気及び換気ダクト等の主要配管材料は、表

２－３による。 

 

表２－３ 主要配管材料 

用途 材料 名称 規格 備考 

燃料系 

潤滑油系 
鋼管 

配管用炭素鋼鋼管(SGP) 

圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG) 

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管(STPY)

JIS G 3452 

JIS G 3454 

JIS G 3457 

JIS マ

ー ク 表

示品 

冷却水系 鋼管 
水道用亜鉛めっき鋼管（SGPW） 

一般配管用ステンレス鋼管 

JIS G 3442 

JIS G 3448 
〃 

鋼管 銅及び銅合金継目無管（STPG） JIS H 3300 〃 

空 気 系 
圧力鋼管 

圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG) 

配管用ステンレス鋼管 

JIS G 3454 

JIS G 3459 
〃 

鋼管 

配管用炭素鋼鋼管（SGP) 

配 管 用 ア ー ク 溶 接 炭 素 鋼 鋼 管

（STPY） 

一般構造用炭素鋼鋼管（STK） 

JIS G 3452 

JIS G 3457 

 

JIS G 3444 

〃 

排 気 系 

鋼板 

一般構造用圧延鋼材（SS） 

冷間圧延鋼板及び鋼帯（SPCC） 

熱間圧延軟鋼板及び鋼帯（SPHC） 

熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

(SUS) 

冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

(SUS) 

JIS G 3101 

JIS G 3141 

JIS G 3131 

JIS G 4304 

 

JIS G 4305 

〃 

注 継手及び弁類は、配管に適合したものとする。 
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第５節 施工 

２－５－１ 一般事項 

１ 機器の据付け及び配線等は、システム設計における技術検討を基に、電気的、機械的

に完全、かつ、機能的にして耐久性に富み、保守点検が容易なように施工すること。 

また、詳細な位置の決定は、設置目的、管理スペース、安全等十分に検討した上で施

工図を作成し、監督員の承諾を得てから施工に着手すること。 

２ 主要機器等は、特に地震力に対して、転倒、横滑り、脱落、破損などを起こさないよ

う十分な強度を有する基礎ボルトで構造物又は基礎に強固に固定する。地震力算定には、

特記されている場合を除き、「水道施設耐震工法指針・解説(日本水道協会)」並びに

「建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策研究所独立行政法人建築研究

所監修)」に準ずる。 

２－５－２ 仮設工事 

１ 仮設建物 

  請負人の現場事務所及び材料置場等を局用地内等に設置する場合は、監督員の承諾

を得ること。 

２ 足場 

  足場は、想定される荷重及び外力の状況、使用期間等を考慮した種類及び構造とし、

使用にあたっては、関係者に対して、計画時の条件等を明示したうえで、周知させるこ

と。 

３ 作業構台 

  作業構台は、使用目的に応じた位置、形状及び規模とするとともに、積載荷重及び外

力に対して安全な構造で、墜落、落下等の事故の防止策を施し、使用にあたっては、関

係者に対して、積載荷重を明示したうえで、周知させること。 

４ 仮設設備 

  仮設用設備は、作業員の作業環境及び衛生環境を確保するため、換気・空調設備及び

照明設備等の設置を考慮すること。 

５ 仮設電力 

  増設、更新又は改築工事等の場合の仮設電力は、原則として、既設設備から分岐して

はならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、この限りではない。 

２－５－３ 土工事 

 次の事項以外は、「第１編共通編」の該当事項による。 

１ 根切りは、周囲の状況、土質、地下水の状態等に適した工法とし、関係法令等に従い

適切な法面とするか、又は山留めを設計、工事目的物の深さまで行うこと。 

２ 地中埋設物は、事前に調査し、地中埋設物に損傷をあたえてはならない。また、処置

については、監督員と協議すること。 

３ 施工中に地下埋設物に損傷を与えた場合は、応急措置を施すとともに、監督員に報

告すること。 

４ 根切り底は、地盤をかく乱しないように施工する。なお、地盤をかく乱した場合は、

自然地盤と同等以上の強度となるように適切な処置を行うこと。 

５ 埋戻しは、根切り土の中の良質土で行い、小型締固め機械を使用し、均一になるよう

に仕上げること。 



水道機械・電気設備工事編 

 2-11

２－５－４ 地業工事 

 次の事項以外は、「第１編共通編」の該当事項による。 

１ 砂利地業は次による。 

（１）砂利は、原則として再生クラッシャランの RC-40 程度を使用し、やむを得ず切込砂

利又は切込砕石を使用する場合は C-40 程度のものとする。 

（２）根切り底に、砂利を敷きならし、十分締固めること。 

（３）砂利地業の厚さは 100 ㎜以上とする。 

２ 捨コンクリート地業は次による。 

（１）捨コンクリートの種類は普通コンクリートとする。 

（２）捨コンクリートの厚さは、50 ㎜以上とし、平たんに仕上げること。 

２－５－５ 型枠 

１ 型枠は、木製、金属製等とし、作業荷重、コンクリートの自重及び側圧、振動等の外

力に耐え、かつ有害量のひずみ、狂い等を生じない構造とすること。 

２ 型枠及び支保の施工にあたり、コンクリート部材の位置、形状及び寸法が確保され、

構造物の品質が確保できる性能を有するコンクリートが得られるようにすること。 

３ 型枠は、容易に組立て及び取りはずすことができ、せき板又はパネルの継目はなるべ

く部材軸に直角又は平行とし、モルタルのもれない構造にすること。 

４ コンクリートのかどには、面取りをすること。 

５ 型枠を締めつけるにあたって、ボルト又は棒鋼を用いること。また、これらの締付け

材を型枠取りはずし後、コンクリート表面に残しておいてはならない。 

６ 型枠の内面に、はく離材を均一に塗布するとともに、はく離材が鉄筋に付着しないこ

と。ただし、合板内面コーティング材を使用する場合はこの限りでない。 

７ コンクリートがその自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度に達するま

で、型枠を取りはずしてはならない。 

２－５－６ コンクリート工事 

 次の事項以外は、「第１編共通編」の該当事項による。 

１ コンクリートの種類は、普通コンクリートとし、原則としてレディーミクストコンク

リートとする。 

２ レディーミクストコンクリートは、JIS A 5308 によるものとする。ただし、コンク

リートが少量の場合等は、監督員の承諾を受けて、現場練りコンクリートとすること

ができる。 

３ コンクリートの打設は、1 回で行うこと。 

４ 鉄筋コンクリート（発電機関連、屋外基礎等）の設計基準強度は、21N/㎜ 2 以上、無

筋コンクリートの設計基準強度は、18N/㎜ 2 以上とする。なお、スランプについては、

両者とも 18 ㎝以下とする。ただし、屋外鉄筋コンクリート基礎及び地下貯油槽は、

24N/㎜ 2 以上とする。 

５ 施工に先立ち、配合計画表を監督員に提出すること。ただし、少量（おおむね５ｍ3

以下）の場合等は、監督員の承諾を得て省略することができる。 

６ セメントは、JIS R 5210 による普通ポルトランドセメント又は JlS R 5211、JlS R 

5212、JlS R 5213 のＡ種のいずれかとする。 
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７ 骨材の大きさは、原則として、砂利は 25 ㎜以下、砕石は 20 ㎜以下、砂は５㎜以下と

する。ただし、基礎等で断面が大きく鉄筋量の比較的少ない場合は、砂利は 40 ㎜以下、

砕石は 25 ㎜以下とすることができる。 

８ コンクリート打込み後 5 日間は、散水その他の方法で湿潤を保つこと。また、寒冷時

には、寒気を防ぎ、コンクリートの温度を２℃以上に保つ等の適切な養生を行うこと。 

９ 鉄筋は、異形棒鋼（SD345）とし、JIS G 3112 による。 

10 鉄筋の重ね継手と定着の長さは、原則として 40d（d は、異形鉄筋の呼び名に用いた

数値）とする。 

11 鉄筋の交差部及び継手部の要所は、鉄線を用い結束すること。 

12 型枠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、平らな表面が得られ

るように打設し、締固めをすること。 

13 型枠除去後にコンクリート表面にできた突起物又はすじ等を除いて平らにし、欠けた

箇所等の不完全な部分を取り除いて、水でぬらした後、熟練者がコンクリート又はモル

タルのバッチングによって手直しを行うこと。 

14 型枠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てなければ仕上げ作業にかか

ってはならない。仕上げには木ごてを用いるものとするが、仕上げの精度を必要とする

場合は、木ごてで仕上げた後、作業が可能な範囲でできるだけ遅い時期に金ごてをしな

ければならない。 

15 スラブ面に新コンクリートを打継ぐ場合には、旧コンクリートの打継面をチッピング

等により粗にして十分吸水させた後行うこと。 

16 施工後の強度試験成績書を提出する。ただし、少量（おおむね５ｍ3 以下）の場合等

は、以下の場合を除き省略できる。 

（１）自家発電設備等の重要な施設 

（２）監督員が指示したもの。 

２－５－７ モルタル仕上げ 

１ コンクリート面のレイタンス等を除去し、よく清掃のうえ、水浸しを行った後塗付け

を行う。 

２ 床面の塗付けは、水引き具合を見計らい、勾配等注意し金ゴテで平滑に塗り均し仕上

げる。 

３ 壁面の塗付けは、１回の塗厚を原則として７㎜以下とする。上塗り面は、コテでむら

なく平らになるように仕上げる。 

４ 防水モルタル工においては、あらかじめ監督員の承諾を得た防水材を注入しなけれ

ばならない。 

２－５－８ 幅木 

１ 施工箇所の表面をよく清掃し施工すること。 

２ 幅木の種別は次のとおりとする。 

（１）塗幅木は、塩化ビニル樹脂エナメル塗り（VE）の２回塗りとし、高さ 100 ㎜とする

こと。 

（２）ビニル幅木は、厚さ 2 ㎜、高さ 60 ㎜とすること。 
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２－５－９ 溶接工事 

１ 工事現場で行う溶接部は、塗装の剥離及び清掃を行い、溶接後の表面は、ワイヤブラ

シ等で可能な限り清掃し、必要に応じ、グラインダー仕上げをした後、溶接面の補修塗

装を行うこと。 

２ 溶接部の余盛りは、 小限に行うこと。 

３ 溶接作業は、漏電、電撃、アーク等による人身事故及び火災の防止処置を十分に行う

こと。 

４ 溶接工は、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及び判定基準）による検定

に合格した者とし、監督員の承諾を得る。ただし、軽易な作業（盤架台は除く）で監

督員の承諾を得た場合には、この限りではない。 

２－５－10 塗装工事 

１ 各種機材のうち、次の部分を除き、すべて塗装を行うこと。 

（１）コンクリートに埋設されるもの 

（２）溶融亜鉛めっき面（JIS H 8641 の HDZ55） 

（３）アルミニウム、ステンレス、銅、合成樹脂製等の特に塗装の必要が認められない面 

（４）特殊な表面仕上げ処理を施した面 

２ 塗装は、設計図書に指定されている場合はそれによるほか、施工時に行う塗装は次

による。 

（１）塗装の素地ごしらえは次による。 

  ア 鉄面は、汚れ、付着物及び油類を除去し、ワイヤブラシサンダ等でさび落としを

行う。 

  イ コンクリート面は、不陸、クラック、穴等の補修及び付着物、油類等の除去を行

う。また、素地が打設後３週間以上経過し、十分乾燥していること。 

  ウ 亜鉛めっき面は、汚れ、付着物及び油類を除去し、原則として化学処理（JIS K 

5633 によるエッチングプライマー１種）を行う。 

（２）塗装は素地ごしらえの後に行い、塗装箇所の塗料の種別、塗り回数は、原則として、

表２－４による。 

 

表２－４ 各塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数 

塗 装 箇 所 

機  材 状 態 
塗装の種別 

塗り

回数
備考 

金属管・プルボッ

クス 

 

露 出 

 

合成樹脂調合ペイント 2 内面を除く 

さび止めペイント 2 
露 出 

合成樹脂調合ペイント 2 
金属製の支持金物

架台等 
隠ぺい さび止めペイント 2 

(合計 4 回) 

電気室等の床面・

ピット内部 

 

 

 

床 用 塗 料 2 

塗装圧 0.2 ㎜

以上(プライマ

リー塗り含む) 
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（３）表２－４に記載のないものについては、その用途、材質、状態等を考慮し、類似の

機材の項により行うこと。 

（４）めっき又は塗膜のはがれた箇所は、補修を行う。ただし、コンクリート埋込み部分

は、この限りでない。 

（５）金属管・プルボックス及び金属製の支持金物架台等に使用する塗料は、合成樹脂調

合ペイント（JIS K 5516）とする。屋内高湿部及び屋外についてはポリウレタン樹脂系、

エポキシ樹脂系等とする。 

３ 塗装色については、請負人が準備した色見本等により、監督員が指示する。 

２－５－11 アクセスフロア工事 

１ 床板 

  450×450 ㎜以上の寸法とし、集中荷重 3000N に対し、たわみ 2.5 ㎜以内を標準とする。 

２ 支持脚（スタンド） 

（１）支持脚は、高さの調整が可能なもので、その高さは 300 ㎜を標準とし、建築の床面

に合わせること。 

（２）支持脚は、高さ調整後完全に固定できること。 

３ アクセスフロアを設置する部屋のすみのボーダ部は無筋コンクリートの上に、床板と

同質系材料を使用し、仕上げること。 

４ 帯電防止剤の使用 

  計算機、PCS 盤等設置箇所のアクセスフロアは帯電防止の処理を行う。 

２－５－12 配電盤等の据付 

１ 自立形配電盤の据付 

（１）コンクリート基礎に据付ける盤類は、コンクリートの養生を十分に行った後、堅固

に据付けること。 

（２）屋外地上に盤類を据付ける場合は、地盤に応じた基礎構造とし、コンクリート部分

は地上から原則として 10 ㎝以上の基礎上に設置すること。 

（３）電気室、自象発電機室及び監視室等以外でのコンクリート床面に盤等を据付ける場

合は、床面から原則として 10 ㎝以上の基礎上に設置すること。ただし、操作性を考

慮した基礎高さに変更できる。 

（４）室内に据付ける場合（コンクリート床上据付） 

  ア 列盤になるものは、名盤の前面扉を一直線にそろえること。 

  イ チャンネルベース又は架台付（溶接）チャンネルベースは、耐震を考慮したアン

カーボルトで固定すること。 

  ウ 盤内レールと盤内収納機器の引出用台車レールが同一レベルとなるように据付け

ること。 

  エ チャンネルベースと盤本体は、ボルトにより堅固に固定し、チェックマークを施

すこと。 

  オ チャンネルベースのない軽量機器（キャスター付プリンタ等）については、床面

からアンカーボルト等により直接固定すること。ただし、これによりがたい場合は、

監督員と協議すること。 

（５）機器周囲の保有距離は、原則として表２－５のとおりとする。なお、関係諸法令・

基準等に定めがある場合はこれによる。 



水道機械・電気設備工事編 

 2-15

表２－５ 自立配電盤の周囲保有距離 

部位別 
機器別 

前面 背面※１ 相互間 列相互間※２ 

高圧配電盤 1.8ｍ以上 0.8ｍ以上 ― 1.8ｍ以上 

低圧配電盤 1.8ｍ以上 0.8ｍ以上 ― 1.8ｍ以上 
コ ン ト ロ ー
ルセンタ 

1.2ｍ以上 ― 0.6ｍ以上 1.2ｍ以上 

※１：背面扉が設置されている場合は、1.2ｍ以上を確保する。 

※２：列相互間とは機器類を２列以上設ける場合とする。 

 

（６）現場機器付近のコンクリートスラブ上に据付ける場合 

   前項第３号によるほか基礎の横幅及び奥行寸法は盤のそれより左右、前後に 10 ㎝

ずつ長くすること。 

（７）他設備架台上に据付ける場合は他設備に支障を与えないように据付けること。 

（８）分割搬入して据付ける機器は、据付後に主回路母線、裏面配線の接続等各部の調

整、締付けを十分に行うこと。また、導線部の接続は、その適合した方法により、

電気的かつ機械的に完全に接続すること。 

２ 現場操作盤（スタンド形）の据付 

（１）コンクリートスラブ上に据付ける場合は、前項第３号によるコンクリート基礎及び

同等品以上の基礎を設けること。 

（２）屋外地上に据付ける場合の基礎は、前項第２号による。 

（３）他設備架台上に据付ける場合は、他設備に支障を与えないように据付けること。 

３ 機器の据付 

（１）機器の据付けに際しては、前項第１号及び第２号によること。 

（２）据置形機器（変圧器、始動制御器及び抵抗器等)を電気室及び現場機器付近のコン

クリート床上に据付ける場合、第１項第３号によること。なお、基礎の横幅及び奥行

寸法は据付機器のそれより左右、前後に 10cm ずつ長くすること。 

（３）卓上機器は、固定ベルト等により、卓上からの落下を防止する。 

４ その他 

（１）原則として、壁掛形の分電盤及び操作盤等で高さ 1ｍ以下のものは、床上 1.1ｍを

盤の下端とし、盤の高さ 1ｍ以上のものは床上 1.5ｍを盤の中心とし、壁面と盤本体

が直接接触しないよう取付けることを原則とする。 

（２）配電箱、カバー付ナイフスイッチ、電磁開閉器、操作箱等の小形器具類は、床上

1.5ｍを器具類の中心とすること。 

（３）地下及び水気の多い場所のコンセントは、床上約１ｍを器具の中心とする。 

（４）器具の取付けに際し構造物に、はつり及び溶接を行う場合は、監督員の承諾を得

たあと施工し、すみやかに補修すること。 

（５）配電盤の立ち上がりにはシール材を入れること。 

（６）電気室では、リフター（新Ｍ型受変電設備は除く）及び脚立は、チェーン等で固足

して保管すること。 

２－５－13 計装機器の据付 

１ 主ポンプ運転用の水位計等の変換器類は、水没する恐れのある場所には原則として設

置してはならない。 
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２ 検出端と発信器、変換器相互の接続は極力短い距離で行うこと。また、これらの機器

には、合成樹脂製又はファイバ製の機器名称札をつけること。 

３ 機器は、機械的振動を受ける場所に据付けてはならない。やむを得ず据付ける場合は、

防振処置を行うこと。 

４ 機器を高温の雰囲気や放射熱を受ける場所に取付ける場合は、遮熱板や断熱材等を用

いて防護すること。 

５ 機器が凍結等により機能に支障をきたすおそれのある場合は、電熱ヒータ、保温材等

を用いて防護すること。 

６ 検出端と発信器は、機器に応じた正しい位置関係を保ち据付けること。 

７ 据付けに際しては機器本体に溶接、切断等の加工を行ってはならない。 

８ 電磁流量計等配管途中に挿入する機器は、配管の応力が掛からないように据付けるこ

と。また、フランジの締付けは均等に行うこと。 

９ 処理施設に取付ける検出器の位置及び取付構造は、スカム、汚泥だまり等に留意する

こと。 

10 現場指示計付発信器又は変換器は、指示面が視認しやすいように据付けること。 

11 手動弁には、「常時開」又は「常時閉」の合成樹脂製表示札を設けること。 

12 機器は、維持管理に要する洗浄水等が得られやすい場所に設置すること。 

２－５－14 自家発電機器の据付 

 機器周囲の保有距離は、原則として表２－６のとおりとする。なお、関係諸法令・基

準等に定めがある場合は、これによる。 
 

表２－６ 自家発電機器の保有距離 

保有距離を確保しなければならないもの 保有距離 

相互間 1.0ｍ以上 発電機と機関を連結し

たもの 周囲 0.6ｍ以上※２ 

操作面 1.8ｍ以上※１ 

点検面 0.6ｍ以上※２ 操作盤 

換気面 0.2ｍ以上 

余熱する方式の機関 2.0ｍ以上 

その他の方式の機関 0.6ｍ以上 燃料小出槽と機関の間 

防油堤と機関の間 0.5ｍ以上 

操作面 1.2ｍ以上 
キュービクル式の周囲 

点検面 0.6ｍ以上※２ 
※１：消防法上は、1.0ｍ以上であるが、盤内の機器取り出し等を考慮した数値である。 
※２：通路として使用する場合は、0.8ｍ以上とする。 

 

１ 発電機及び原動機 

（１）基礎の鉄筋は、原則として、あらかじめ土木・建築構造物に埋設された差筋に結束、

溶接又はあと施工アンカー（接着系）により躯体との固定を行うこと。 

（２）基礎は、スラブ面等一体となるように棒鋼 D13 を 20 ㎝ピッチで配筋し、「２－５

－５ 型枠～２－５－７ モルタル仕上げ」により築造する。また、スラブ面は目荒

らしを行った後コンクリート打設し、表面はモルタル仕上げを行うこと。 

（３）発電機及び原動機の基礎ボルトは、前号で設けた鉄筋に固定すること。また、基礎

ボルト穴は必要以上に大きくせず、当該基礎の仕様にあったコンクリート又は無収縮
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モルタルを充填し、固定する。 

（４）共通台床方式以外の施工に対しては、施工承諾図等を作成し監督員の承諾を得る

こと。 

（５）発電機及び原動機の水平、中心線、入出力軸部のたわみ等について適時補正を行う

こと。 

２ 配電盤等 

  搭載形発電装置を除き、「２－５－12 配電盤等の据付」による。 

３ 空気圧縮機 

空気圧縮機は、コンクリート基礎上に水平に据付けボルトで固定する。なお、コンク

リート基礎の厚さは 10 ㎝以上とする。 

４ 始動空気槽 

（１）空気槽は、主そく止弁が床上約 1,200 ㎜の位置になるように基礎を設け設置するこ

と。 

（２）空気槽が２本ある場合は、空気槽と空気槽との間に木製等の枕をはさみ、鋼製のバ

ンドで空気槽をだき合せとすること。 

５ 冷却塔 

（１）冷却塔は、鉄筋コンクリート製又は形鋼製架台上に自重、積雪、風圧、地震、その

他の振動に対し安全に据付けること。 

（２）冷却塔まわりの配管は、その重量が直接本体にかからぬように支持すること。 

６ 主燃料槽 

（１）「危険物の規制に関する政令」及び同規則の定めるところにより施工すること。 

（２）通気管の屋外配管の先端には、引火防止網付通気口を設け、地上 4ｍ以上の高さと

し、窓、出入口等の開口部から１ｍ以上隔離すること。なお、指定数量の五分の一以

上指定数量未満の場合は、地上２ｍ以上とすること。 

（３）油面計（発信器）と油量指示計間の配線は、本質安全防爆回路配線とし、単独の金

属管工事にて施工し、他の回路と混蝕、誘導を防止する。 

７ 燃料小出槽 

（１）燃料小出槽は、形銅製架台上に自重、地震、その他の振動に対し安全に据付けるこ

と。 

（２）防油堤は、燃料小出槽下部に小出槽容量の 110%以上の容積を有するものとし、床

面は勾配をつけ油だまりを設け、防水モルタル仕上げとする。なお、建築壁は原則と

して利用してはならない。 

（３）通気管は、前項第２号による。 

８ 燃料ガス加圧装置 

空気圧縮機は、コンクリート基礎上に水平に据付けボルトで固定すること。 

９ 減圧水槽 

減圧水槽は、形鋼製架台上に自重、地震、その他の振動に対し安全に据けること。 

10 施工資格 

（１）据付工事責任者は、「(社)日本内燃力発電設備協会」で付与する自家用発電設備専

門技術者・据付工事部門の資格を有する者であること。 

（２）自家用電気工作物内にある 大電力 500kW 未満の需要設備に付帯する非常用予備発
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電装置の据付工事に従事する者は、非常用予備発電装置の工事に係る「特殊電気工事

資格者認定証」の交付を受けた者であること。 

２－５－15 自家発電設備用配管 

１ 共通事項 

（１）燃料油、燃料ガス、冷却水、排気、始動空気及び換気ダクト等の各系統の主要配管

材料は、図面によること。 

（２）継手及び弁類は、配管に適合したものとする。 

（３）配管は、接続終了後それぞれの漏れ試験に合格し、かつ、発電機及び原動機の運転

に伴う振動、温度上昇、地震等に対し十分耐えるものでなければならない。 

（４）排気管系統を除く他の配管は、原則として配管ピットを経由して行うこと。 

（５）ピット又はコンクリート床から機器への立ち上げ又は立ち下げ管は、各機器に沿わ

せるか又は側面に平行に配管すること。 

（６）天井、床、壁等を貫通する露出配管の見えがかり部分には、管座金を取付けること。 

（７）ピット内配管は次による。 

  ア 支持金物は排水等に支障のないようにピット底又はピット側面に固定する。 

  イ 燃料油、冷却水、始動空気等の各管を系統別に順序よく配列し、なるべく交錯し

ないよう配管すること。 

  ウ ピット内より各機器に立ち上げる場合は、その要所にフランジ等を設け垂直に立

ち上げること。 

（８）床下配管の場合は、管の横走り部分が床下より 100 ㎜以上の距離を保つように配管

すること。 

（９）管は接合する前にその内部を点検し、異物のないことを確かめ、切りくず、ごみ等

を除去してから接合すること。 

（10）配管の施工を一時休止する場合等は、その管内に異物がはいらないように養生する

こと。 

（11）耐油性ゴム及びファイバのパッキンは、燃料油及び潤滑油に用いる鋼管のフランジ

にシール剤と併用してもよい。 

（12）配管の接続は、その配管に適したものとし、取外しの必要がある場合はフレア継手、

フランジ継手等を使用すること。 

（13）配管のコーキング修理はしてはならない。 

（14）管の曲がり部分及び分岐箇所では、支持固定すること。また、伸縮管継手を備えた

配管には、その伸縮の起点として有効な箇所に支持固定すること。なお、 大支持間

隔は、表２－７のとおりとする。 

 

           表２－７ 管の 大支持間隔        (単位：ｍ) 

呼び径（Ａ） ２０以下 
２５以上 
４０以下 

５０以下 ６５以上 

鋼管 １．８ ２．０ ３．０ ３．０ 
横走管 

銅管 １．０ １．５ ２．０ ２．５ 

鋼管 
大支持間隔 

立て管 
銅管 

３．０ 
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（15）原動機、ポンプ、槽等との接続点には、振動方向及び振幅を考慮して、フレキシブ

ルジョイントを設けること。 

（16）配管には、十分な防錆塗装を施し、露出部分は表２－８の塗装で仕上げること。た

だし、銅管は防錆塗装を行わない。なお、ステンレス鋼管は、塗装処理を行わない。 

 

表２－８ 配 管 の 色 別 

種類 排気管 空気配管 潤滑油配管 燃料油配管 冷却水配管

色 銀 白 晴橙 赤 青 

ﾏﾝｾﾙ記号 ― N9.5 2.5YR5/12 5R4/14 10B5/10 

注：通気管は、その流体の種類の色と同色とし、通気管と明示する。また、温水管は 

赤色バンド塗装とする。ただし、屋外露出部分は、図面又は特記仕様書による。 

 

（17）手動弁には、「常時開」又は「常時閉」の合成樹脂製表示札を設けること。 

（18）配管の流れ方向矢印及び配管名称等を見やすい位置に適宜記すること。 

（19）潤滑油の給・排油作業が容易に行えるよう考慮すること。 

２ 燃料油配管 

（１）原動機、燃料タンク、燃料小出槽、燃料ポンプ等の機器接合部の配管継ぎ手は、フ

ランジ継ぎ手とする。また、分解・組立てに必要な個所の配管継ぎ手も同様とする。 

（２）管の接合は、ピット又は露出部分で行い、原則として溶接接合とすること。なお、

やむを得ず埋設配管でねじ接合を行う場合は、継手部にコンクリート製点検ますを設

けること。 

（３）ねじ接合及びフランジ接合には、それぞれ耐油性塗材及び耐油性のパッキンを使用

する。 

（４）原動機及び燃料小出槽への接続は、ステンレンス製フレキシブルジョイントにて接

続し、呼径 40 ㎜以上のものは(財)日本消防設備安全センターの認定証票が添付され

たものとする。また、その取付け位置は、所轄消防署と十分な打合せを行うほか、下

記事項による。 

  ア 管軸方向の変位吸収量は極めて小さいので、取付けにあたっては十分注意する。 

  イ 機器に可能な限り近接して設ける。 

  ウ 無理に圧縮又は伸張して取付けない。 

  エ ねじれが生じないように取付ける。 

  オ 自重等による変形を防止するため、必要に応じてつり又は支持を行う。 

（５）金属性フレキシブルジョイントの全長は表２－９によるが、原動機への接続用はこ

の限りでない。 

 

     表２－９ 燃料油配管のフレキシブルジョイントの長さ  (単位 ㎜) 

呼び径（Ａ） ２５未満 ２５以上５０未満 ５０以上１００未満 

長    さ ３００以上 ５００以上 ８００以上 
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（６）地中埋設配管は、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」（昭

和 49 年自治省告示第 99 号）第 3 条の規定による、塗覆装若しくはコーティング又は

これと同等以上の防食効果のある材料・方法で所轄消防害が承認したもので防食措置

を行なうほか、次のとおりとすること。 

  ア 塗覆装の方法規格 JlS G 3492 

  イ 埋設深さは、一般敷地で 0.3ｍ以上、車両通路で 0.75ｍ以上とする。ただし、寒

冷地では、凍結深度以上の深さとする。 

（７）地中埋設配管の建物への引込部分は、可とう性をもたせ、地盤沈下等の変化に対応

できるようにすること。 

（８）燃料小出槽、主燃料槽に取付ける元バルブ及びドレンバルブは、所轄消防署の承認

するものとすること。 

３ 燃料ガス配管 

燃料ガス加圧装置の安全弁の逃がし管は、屋外まで配管すること。 

４ 水系統配管 

（１）配管には、適当な箇所にフランジ継手等を挿入し、取外しを容易にすること。 

（２）配管中に空気だまりが生じる箇所には、空気抜き弁を設けること。 

（３）水ジャケット及び水系統配管の 下部には、原則として、ドレンコックを設けること。 

（４）水冷式原動機、減圧水槽若しくは初期注水槽及び冷却塔への接続は、可とう性を持

たせた継手を使用すること。 

  ア 金属性フレキシブルジョイントは、ステンレス製とし、フランジ部分は鋼製とする。 

  イ 金属性フレキシブルジョイントの全長は表２－10 によるが、原動機への接続用

はこの限りでない。 

     表２－10 水系統配管のフレキシブルジョイントの長さ   （単位 ㎜） 

呼び径（Ａ） ２５以下 ３２以上５０以下 ６５以上１５０以下

長    さ ３００以上 ５００以上 ７５０以上 

 

  ウ 金属製以外のフレキシブルジョイントは、鋼製フランジ付きで、補強材を挿入し

た合成ゴム製とし、上記イの表に相当する軸直角変位量を有するもので、耐候性、

耐熱性及び耐圧強度を満足すること。 

（５）配管、継手及びバルブ類は、ウォータハンマー等の衝撃に耐える強度をもつこと。 

４ 空気系統配管 

  原動機への接続には、フレキシブルジョイントを使用する。ただし、銅管は、フレ

キシブルジョイントに代えて、リング状にする等の可とう性をもたせることができる。 

５ 排気系統配管 

（１）排気管や排気ダクトは、原動機出口に排気可とう管等可とう性をもたせて接続し、

消音器等を介して排気する。なお、原則として天井配管とする。 

（２）排気管（排気ダクトを含む。）の断熱材の厚さは 75 ㎜以上のロックウール(JIS A 

9504)等を使用し、鉄線で固定し溶融亜鉛めっき鉄板等で巻き上げる。また、伸縮継

宇部分及びフランジ部分はロックウール等で覆い鉄線で縫い合わせること。 

（３）消音器は、同項前号により断熱処理を行うが、断熱層が設けられている場合は、
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この限りではない。 

（４）消音器にドレン配管を設け、ドレンコックを操作しやすい位置に取付けること。

また、その他排気系設備にドレンの必要性がある場合は、ドレン配管及びドレンコ

ックを設けること。 

（５）排気管先端には、原則として防虫綱又は防鳥網を設けること。 

６ 換気ダクト 

給気ファン、換気ファン等をダクトに接続する場合は、可とう性をもたせて接続す

ること。 

２－５－16 ケーブル工事 

１ ケーブル布設 

（１）ケーブルを曲げる場合は、被覆が傷まないように行い、その屈折半径（内側半径

とする。）は表２－11 によること。 

 

表２－11 ケ ー ブ ル の 屈 折 半 径 

ケーブルの種別 単心以外のもの 単心のもの 

低圧ケーブル 仕上り外径の６倍以上 仕上り外径の８倍以上 

低圧遮へい付ケーブル 

高圧ケーブル 
仕上り外径の８倍以上 仕上り外径の 10 倍以上 

注：トリプレックス形の場合は、より合せ外径をいう。 

 

（２）管内配線 

  ア 通線する際には、潤滑材として絶縁被覆をおかすものを使用してはならない。 

  イ 通線は、通線直前に管内を清掃し、ケーブル等の被覆を損傷しないように養生し

ながら行うこと。 

  ウ 埋設配管の通線時期は、なるべく天井、壁の仕上げ塗りが乾燥してから行い汚れ

ないように養生しながら行うこと。 

（３）ダクト内配線 

  ア ダクト内では、電線の接続をしてはならない。 

  イ ダクトの蓋には、ケーブル等の荷重がかからないようにすること。 

  ウ ダクト内のケーブル等は、各回線ごとにひとまとめとし、電線支持物の上に整然

と布設し、原則として水平部で 3ｍ以下、垂直部で 1.5ｍ以下ごとに緊縛すること。 

（４）ケーブルラック配線 

  ア ケーブルは、整然と布設し、原則として水平部では 3ｍ以下、垂直部では 1.5ｍ

以下の間隔ごとに支持すること。 

  イ ケーブルラックの垂直部に多数のケーブルを緊縛する場合は、特定の子桁に重量

が集中しないように分散して緊縛すること。 

  ウ 原則として、高圧及び低圧ケーブルを同一ラックに布設してはならない。ただし、

やむを得ず同一ラック上に布設する場合は、「第３項第３号」によること。 

  エ 電力ゲーブルの布設は、高圧及び低圧幹線ケーブルについては、一段、低圧動力、

計装、制御ケーブルは二段積み以下とすること。 
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（５）ピット配線及びアクセスフロア配線 

  ア ケーブル等は、ころがし配線とし、整然と布設すること。 

  イ ケーブル等の被覆がアクセスフロア支持柱又はセパレータ等で損傷しないように

布設すること。 

２ 端末処理等及び導電部の接続等 

（１）高圧ケーブル及び公称断面積 60 ㎜ 2 以上の低圧ケーブルの端末処理は、規格材料

を用いて行うこと。（CVT を含む） 

また、60 ㎜ 2 未満の低圧ケーブルは、自己融着テープ及び電気絶縁用ビニールテー

プ等を用いて、ケーブルの絶縁物及びシースと同等以上の効力を有するように絶縁処

理を行うこと。 

なお、機器類側の接続端子等の条件から、規格の端末処理材を使用することが困難

な低圧ケーブルは、監督員の承諾を得て他の方法で端末処理することができる。 

（２）ケーブル端末には、ケーブル仕様、太さ、負荷名称等を入力したラベルを貼付け

ること。なお、幹線ケーブルの端末には、合成樹脂製又はファイバ製の名札を付け、

行き先表示をすること。 

（３）制御ケーブルは、電気絶縁用ビニールテープ等を用いて端末処理を行うこと。 

（４）機器類の各端子へのつなぎ込みは、原則として丸形の圧着端子で行うこと。 

（５）高圧ケーブル及び低圧動力ケーブルの各心線は相色別を行う。なお、電力会社か

らの引込線及び建築電灯線については、二重色別表示をケーブル等に施す。 

（６）制御ケーブルの各心線は、端子記号と同じマークを刻印したマークバンド又はチ

ューブを取付けること。なお、端末には絶縁カバーを使用すること。 

（７）高圧ケーブルの端末処理は有資格者により施工し、端末処理者カードを取付けること。 

（８）主要低圧ケーブルの接続端子部には、不可逆性の感熱表示ラベル等を貼付けること。 

  ア 変圧器 2 次側端子（量線、ケーブルとの接続部） 

  イ 低圧配電盤１次側母線及び２次側端子（電線、ケーブルとの接続部又は被覆

部） 

（９）主要低圧ケーブルでターミナルラグを使用する場合で、絶縁性隔壁の無いものは、

ターミナルラグを２本以上のねじ、又は同等以上の方法により締付けること。 

（10）配電盤に引き込むケーブルは適切な支持物に堅固に固定し、接続部に過大な応力

がかからないようにすること。 

（11）配電盤はケーブル引込み後、開口部をパテ等でふさぎ防湿、防虫処理を行うこと。 

（12）盤内では、ケーブルの施工上必要なものを除き、余長をとらないこと。 

（13）ケーブルの直線接続は原則として行ってはならない。ただし、やむを得ない場合

は、監督員の承諾を得て行うことができる。 

３ 電路とその他のものとの離隔 

（１）低圧ケーブル又は低圧ケーブルを収納した電路は、弱電流電線等と接触しないよ

うに施工すること。 

（２）低圧ケーブルと弱電流電線を同一金属ダクト、ケーブルラック、ケーブルピット

に収納して配線するときは隔壁を設けること。ただし、弱電流電線にＤ種接地工事

を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルを使用する場合はこの限りでな

い。 
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（３）高圧ケーブルと他のケーブル等との離隔 

高圧ケーブルと低圧屋内ケーブル、管灯回路の配線、弱電流電線又は水管、ガス管

若しくはこれらに類するものとは 15 ㎝以上離隔する。ただし、高圧ケーブルを耐火

性のある堅ろうな管に収め、又は相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けるときはこ

の限りではない。 

（４）ケーブルを堅ろうな管に収めて、敷設するときでも、水管、ガス管等に接触して

はならない。 

（５）高熱を発生する機器への配線又は輻射熱を受ける配線等は、耐熱電線又は断熱処

理を施し保護すること。 

２－５－17 光ファイバケーブル工事 

１ 機器に光ファイバケーブルを接続する場合は、コネクタを使用する。 

２ 光ファイバケーブル端末には、合成樹脂製又はファイバ製の表示札を取りつけ系統

種別、ケーブル種別を表示すること。 

３ 光ファイバケーブルに外圧又は衝撃を受けるおそれのある部分は、適切な防護処置

を施すこと。また、布設時においても踏付け等による外圧又は衝撃を受けないように

十分注意して施工すること。 

４ 光ファイバケーブルは、低温から高温に急激に変動するような場所は避けて布設す

ること。 

５ 光ファイバケーブルを布設する時は、仕上り外径の 20 倍以上の曲げ半径を保ち作業

を行うこと。また、固定時の屈曲半径(内側半径とする。)は、仕上り外径の 10 倍以上

とすること。 

６ 光ファイバケーブルの延線作業は、テンションメンバに延線用撚戻し金物を取付け、

10ｍ/分程度以下の速度で布設すること。 

７ 光ファイバケーブルを支持又は固定する場合には、外圧又は張力が加わらないよう

にすること。 

８ 特に光ファイバケーブルに加えられる伸び、歪、側圧、 小曲げ半径等伝送特性を

損ずることのないよう十分に管理して施工すること。 

９ 地中管路等で水のある場合は、引入れ端より光ファイバケーブル内に水が入らない

ように端末を防水処理すること。 

10 光ファイバケーブルを電線管等より引出す部分には、ブッシング等を取付け損傷し

ないようにスパイラルチューブ等により保護すること。 

11 コネクタ付光ファイバケーブルの場合は、コネクタを十分に保護して布設すること。 

12 原則として、光ファイバケーブル相互は融着又は光コネクタによる接続をしてはな

らない。ただし、やむを得ない場合は、監督員の承諾を得て行うことができる。この

場合の接続損失は、１箇所あたり O.3dB 以下とする。 

13 光ファイバケーブル相互の接続損失は、融着接続の場合は１箇所あたり 0.75dB 以下

とすること。なお、融着接続とする場合は JIS C 6841「光ファイバ心線融着接続方

法」によること。 

14 融着接続及びコネクタの取付は、光ファイバケーブルに適した材料、専用の工具及

び地具を用いて行う。 

15 融着接続作業は、湿度の高い場所を避け、できるだけ塵埃の少ない場所で行うこと。 
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16 接続部は、接続箱材（クロージャ）に収めて保護すること。なお、融着後、心線を

収める場合の曲げ半径は 30 ㎜以上とし、心線は突起物等に接しないように納める。 

17 光ファイバケーブルと機器端子との接続は、次による。 

（１）光ファイバケーブルと機器端子の間に接続箱を設けて、コネクタ付光ファイバコ

ードを用いて接続する。ただし、機器の内部に接続箱等の施設がある場合、ケーブ

ルが集合光ファイバコード等、コネクタ付光ファイバコードが不要の場合は除く。 

（２）光ファイバケーブルと機器端子は、コネクタで接続する。コネクタ接続による１

箇所の 大挿入損失は、0.75dB とする。また余長を収める場合の曲げ半径は、30 ㎜

以上とする。 

２－５－18 金属電線管工事 

１ いんぺい配管の布設 

（１）予備配管には、1.2 ㎜以上のビニル被覆銅線を入れておくこと。 

（２）管の埋込み又は貫通は監督員の承諾を得た後、建造物の構造及び強度に支障のな

いように行うこと。 

（３）管の曲げ半径は、管内径の６倍以上とし、曲げ角度は 90°をこえてはならない。

また、１区画の屈曲箇所は４カ所以内とし、曲げ角度の合計は 270°をこえてはならない 。 

（４）管の支持間隔は２ｍ以下とする。ただし、管端、管相互の接続点及び管とボック

スとの接続点では、接続点に近い箇所で固定すること。 

（５）コンクリート埋込みとなる管路は、管を鉄線で鉄筋に結束し、コンクリート打込

み時に容易に移動しないようにする。 

（６）配管の１区間が 30ｍをこえる場合又は技術上必要とする箇所にはプルボックスを

設けること。 

（７）プルボックス類は、造営材その他に堅固に取付ける。なお、点検できない箇所に

施設してはならない。 

（８）管の切り口はリーマ等を使用して平滑にするとともに絶縁ブッシング又はＰＣブ

ッシングを取付けること。 

（９）水気の多いコンクリート床面からの立上がり配管の根元回りはモルタル巻を施す

等水切処理すること。 

２ 露出配管の布設は、第１項第１号から第４号、第６号から第９号によるほか、次の

とおりとすること。 

（１）管を支持する金物は、鋼製で管数、管の配列及びこれを支持する箇所の状況に応

じたものとする。なお屋外及び結露のおそれがある場所での支持金物はステンレス

製とする。 

（２）プルボックスは、原則としてスラブその他の構造体に直接接触しないようにカラ

一等を挿入して取付けること。 

（３）管を支持する金物は、スラブその他の構造体に堅固に取付けること。 

（４）管は、天井及び壁面に直接触れないように布設し、2ｍ以下の間隔で支持すること。

なお、支持金物は、その小口で床上 2.5ｍ以下の部分は保護キャップを取付けること。 

  また、必要な場合には水抜きコネクタを使用する。 

（５）管を構造物の伸縮部分を渡って施設する場合は、伸縮を考慮すること。 

（６）湿気の浸入するおそれがある場合は、浸入防止処置を施すこと。 
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（７）原則として、通路となる床面に配管してはならない。やむを得ない場合は、監督

員の承諾を得て、衝撃及び荷重を直接受けないように防護措置を施すこと。 

（８）塗装色は、原則として 5Y7/1 とする。 

（９）その他は第１項に準じること。 

３ 管の接続 

（１）屋外鋼板製プルボックスヘの接続は、プルボックスの側面又は下面とする。 

（２）管相互の接続はカップリングを使用し、ねじ込み、突き合せ及び締付けは十分に

行うこと。 

（３）管とボックス等の接続がねじ込みによらないものには内外面にロックナットを使

用して接続部分を締付け、管端には絶縁ブッシング又はブッシングを設けること。 

（４）管を送り接続とする場合は、カップリング及びロックナットを使用する。 

（５）接地を施す配管は、管とボックス間にボンディングを行う。ただし、ねじ込み接

続となる箇所及びねじなし丸形露出ボックス、ねじなし露出スイッチボックス等に

接続される箇所には省略してよい。 

（６）ボンディングに用いる接続線は 2.0 ㎜以上の軟銅線を使用する。その接続は、監

督員の承諾を得た場合を除き、無はんだ接続とすること。 

４ 配管の養生及び清掃 

（１）コンクリート打設時は、管に水気、コンクリートとろ等が浸入しないように、埋

設管管端にパイプキャップ又はブッシュキャップ等を用いて十分養生すること。 

（２）コンクリート埋設配管及びボックスは、型枠取外し後、すみやかに清掃、導通調

べを行うこと。 

２－５－19 合成樹脂電線管工事 

１ いんぺい配管の布設は、「２－５－18 金属電線管工事第１項第１号、第３号、第

５号から第９号」によるほか次によること。 

（１）管の支持間隔は、1.5ｍ以下とする。 

（２）コンクリート埋込みとなるＰＦ管・ＣＤ管は、１ｍ以下の間隔で鉄筋に結束する

こと。 

（３）管相互及び管とプルボックス等との接続点又は管端から 0.3ｍ以下の箇所で管を固

足する。 

（４）温度変化による伸縮性を考慮して締付けるものとし、直線部が 10ｍを超える場合

は、適当な箇所に伸縮カップリングを使用すること。 

（５）管を曲げる場合は、焼けこげが生じないようにすること。 

２ 露出配管の布設は、「２－５－18 金属電線管工事第１項第１号、第３号、第６号か

ら第９号、前項第１号、第３号から第５号」によるほか次の各号によること。 

（１）管を支持する金物は、鋼製で管数、管の配列及びこれを支持する箇所の状況に応

じたものとする。なお屋外及び結露のおそれがある場所での支持金物はステンレス

製とする。 

（２）管を支持する金物は、スラブその他の構造体に堅固に取付けること。 

（３）管は、1.5ｍ以下の間隔で支持するものとする。なお、支持金物は、その小口で床

上 2.5ｍ以下の部分は保護キャップと取付けること。 

（４）管を構造物の伸縮部分を渡って施設する場合は、伸縮を考慮すること。 
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（５）原則として、通路となる床面に配管してはならない。やむを得ない場合は、監督

員の承諾を得て、衝撃及び荷重を直接受けないように防護措置を施すこと。 

３ 管と付属品の接続は次の各号による。 

（１）管と付属品は完全に接続すること。 

（２）管相互の接続は原則として、ＴＳカップリングによって行うこと。なお、この場

合はＴＳカップリング用の接着剤をむらなく塗布して完全に接続すること。ただし、

伸縮カップリング部分は片側ルーズ接続とする。 

（３）合成樹脂製プルボックスとの接続は、原則としてハブ付ボックスによるか又はコ

ネクタを使用し、接着剤をむらなく塗布して完全に接続すること。なお、屋外鋼板

製プルボックスヘの接続は、プルボックスの側面又は下面とする。 

（４）配管の養生及び清掃は、「２－５－18 金属電線管工事第４項」によること。 

２－５－20 金属製可とう電線管工事 

１ 金属製可とう電線管は、機器接続部及び建物エキスパンション部以外に使用しては

ならない。ただし、金属管及び合成樹脂管による施工が困難な場合は監督員の承諾を

得て使用することができる。 

２ 管の布設は次によること。 

（１）金属製可とう電線管及び付属品相互は、機械的、電気的に完全に連結すること。 

（２）管の曲げ半径は、管内径の６倍以上とし、管内の電線が容易に引き替えることが

できるように布設すること。ただし、やむを得ない場合は管内径の３倍以上とする

ことができる。 

（３）プルボックスとの接続は、コネクタを使用し堅固に取付けること。また、プルボ

ックスヘの接続は、プルボックスの側面又は下面とする。 

（４）金属製可とう電線管を他の金属管等と接続する場合は、適切なコネクタにより機

械的、電気的に完全に連絡すること。また、必要な場合には水抜きコネクタを使用する。 

（５）管の端口には、電線の被覆を損傷しないようにブッシング又はコネクタ等を使用

すること。 

（６）ボンディングに用いる接続線は、「２－５－18 金属電線管工事第３項第６号」

によること。 

２－５－21 金属ダクト工事 

１ ダクトの布設 

（１）ダクトは、内部に水分が浸入しても蓄積しないようにすること。 

（２）ダクトの支持間隔は表２－12 によること。 

 

表２－12 金 属 ダ ク ト の 支 持 間 隔 

本体断面の長辺の長さ［㎜］ 支持点間の 大距離［㎜］ 

３００以下 

３００～６００ 

６００以上 

２，４００ 

２，０００ 

１，８００ 

 

２ ダクトの接続 

（１）ダクト相互及びダクトと配分電盤等の接続は、突合せを完全にし、ボルト等によ
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り機械的に堅固に接続する。また、ダクト相互間を除く他の部分は、軟銅線により

電気的に完全に接続する。その接続は無はんだ接続とすること。ただし、電気的に

完全に接続されている場合は、ダクト相互の接続部のボンディングは省略してもよ

い。 

（２）ダクトが床又は壁を貫通する場合は、貫通部分でダクト相互又はダクトとプルボ

ックス等の接続を行ってはならない。また、垂直支持間隔は、3ｍ以下とする。ただ

し、直線部と直線部以外との接続点では、接続点に近い箇所で支持する。 

（３）ダクトの蓋に、電線の重量がかからないようにすること。 

（４）建造物の伸縮部分に施設する場合は、金属ダクトの伸縮を考慮すること。 

（５）水気の多いコンクリート床面からの立上がり配管の根元回りはモルタル巻を施す

等水切処理すること。 

３ ダクトに「高圧」・「動力」・「制御」等の配線種別が分かるように、シール等で

表示すること。 

２－５－22 ケーブルラック工事 

１ 原則として、ケーブルラックの水平支持間隔は、1.5ｍ以下とする。また、垂直支持

間隔は、３ｍ以下とする。ただし、直線部と直線部以外との接続点では、接続点に近

い箇所で支持すること。 

２ ケーブルラックの支持金物は、原則として溶融亜鉛めっきを施したもので、ラック

及びケーブルの自重その他の荷重に十分耐え、かつ、横振れ防止等を考慮し堅固に施

工すること。 

３ ケーブルラックの吊りボルト及び支持金物取付用ボルト等は、ステンレス製とすること。 

４ ケーブルラックの終端部には、ケーブルラックエンドを設け、ラック本体相互間の

ジョイント及び伸縮部分を考慮し、ボルト等により堅固に接続すること。なお、伸縮

部分の伸縮接続金具は、原則として、15ｍ間隔に設けること。 

５ ケーブルラックの伸縮自在部及び自在屈曲部には、ボンディングを行い電気的に接

続すること。なお、ボンディングに用いる接続線の太さは、5.5 ㎜ 2 以上とする。 

６ 建造物の伸縮部分のケーブルラック本体は、その前後で切り離して布設する。ただ

し、切り離したラック本体はボンディングを行い電気的に確実に接続する。 

７ ケーブルラック及び支持金物に「特高」・「高圧」・「動力」・「制御」・「計

装」等の配線種別が分かるように、シール等で表示すること。 

８ ラックの接地は接地を施した場所が分かるように表示をつける。(ボンド箇所は除く) 

９ アルミケーブルラックで、環境条件により支持物との間に異種金属接触腐食を起こす

おそれがある場合には、処置を施すこと。 

10 終端部には、エンドカバーまたは端末保護キャップを設けること。 

２－５－23 バスダクト工事 

１ ダクトの支持点間の距離は 3ｍ以下とし、造営材等に堅ろうに取付けること。 

２ ダクトの終端部及びプラグインバスダクトのうち、使用しない差込口は閉そくする

こと。ただし、換気形の場合はこの限りでない。 

３ ダクトは必要に応じて伸縮装置を設けること。 

４ ダクト相互及びダクトと配分電盤との接続は、突合せを完全にし、ボルト等により

接続すること。 
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５ ダクトの要所には、回路の種別、行き先等を表示すること。 

６ ダクトが床又は壁を貫通する場合は、貫通部分で接続してはならない。 

７ ダクトと配分電盤等との接続点には、点検が容易にできる部分に不可逆性の感熱表

示ラベル等を貼付けること。 

８ ボンディングは、軟銅線により電気的に接続する。ただし、電気的に完全に接続さ

れている場合は、ダクト相互の接続部のボンディングは省略してもよい。 

９ 屋外に使用するダクトでフランジ接合する場合はパッキンを入れるかフランジカバ

ーを施すこと。 

２－５－24 ケーブルピット工事 

１ 床面には、モルタル仕上げを行うこと。 

２ ピットの蓋 

（１）ピットの蓋は板厚 4.5 ㎜以上のしま鋼板を使用し、必要に応じて裏面から山形鋼

で補強すること。 

（２）取手付ピット蓋は、5 枚に 1 枚程度設けること。 

（３）ピットの上端には山形鋼及び平鋼製の縁金物を取付けること。縁金物は、床面か

ら取付間隔１ｍ以下、棒鋼 D13 又は丸鋼 13φで固定すること。 

（４）監視室等で床の仕上がりがタイル張りの場合の蓋は板厚 4.5 ㎜以上の鋼板に同じ

タイルを張り、縁金物の見えがかり部分は真ちゅう又はステンレス製とすること。 

（５）ピットの内側コーナー部は、ケーブルの曲がりを容易にするため、角きりや空隙

を設けること。 

２－５－25 防火区画貫通工 

１ 電線及びケーブルが防火区画の床又は壁を貫通する場合は、国土交通大臣により指

足された指定性能評価機関において評価され、国土交通大臣により認定された防火区

画貫通部措置工法で行うこと。また、認定を証明する大臣認定の写しを完成図書に添

付すること。 

２ 請負人は、施工後、防火区画貫通部措置工法の認定取得社から施工品質証明を受け、

施工箇所に添付すること。 

３ 床面施工の場合は、「乗るな」等の注意喚起のための表示を行うこと。 

２－５－26 壁貫通工 

１ 外壁開口部には、屋内に水が浸入しないようにシーリング材等を充填し、防水措置

を施すこと。 

２ 防臭対策を要する床又は壁貫通部には、シーリング材等を用い有効な防臭措置を施

すこと。 

３ コンクリートのはつりは、監督員を通じて土木・建築関係部所と十分な調整の基に、

土木・建築構造物をできるだけ損傷させない工法で施工する。特にコア抜きは、壁、

床等の躯体鉄筋を切断する場合があるため、貫通する箇所等が構造物に影響しないこ

とを確認した後、この作業を行い、必要により強度上の補強を行う等の方策をとるこ

と。なお、建築基準法が適用される施設の構造体に開口部を追加する場合は、構造検

討が必要であり、計画通知書の再提出が必要となる場合があるので、開口部の面積の

大小に係わらず、監督員の承諾を得ること。また、電線管等の埋設物にも損傷を与え

ないよう施工すること。 
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２－５－27 地中配線 

１ 一般事項 

  本項によるほか、JIS C 3653 に準拠すること。 

２－５－28 ハンドホール及びマンホールの布設 

１ ハンドホール及びマンホールの位置、形状等は、図面によること。 

２ 土木工事等は、「２－５－３ 土工事～２－５－７ モルタル仕上げ」によること。 

３ ハンドホール及びマンホールは、たまり水を排除できる構造であること。 

４ ブロックハンドホール及びブロックマンホールの組立時には、防水処置を十分行う

こと。 

５ ケーブルを支える支持金物は、鋼製（溶融亜鉛めっき仕上げ）又はステンレス製で

ケーブル保護材付きとし、マンホールの壁又は床面に堅固に取付けること。また、絶

縁被覆の施されていない金属製の場合は接地を行うこと。 

６ 深さ 1.4ｍを超えるマンホールを布設したときには、原則として昇降用タラップを設

けること。 

７ 道路以外の場所のハンドホール及びマンホールの蓋部分は、地表より 100 ㎜高く設

置すること。 

２－５－29 管路等の布設 

１ 管路及びトラフ等のサイズ及び本数は、図面によること。 

２ 管は、不要な曲げ、蛇行等があってはならない。 

３ 硬質塩化ビニル管及び波付硬質合成樹脂管を布設する場合は、掘削後、山砂を均一

に敷きならした後に管を布設し、要所はコンクリート製枕、止めクイ等を用いて、管

にせん断応力が集中しないよう固定し、管の上部は同材質の砂を用いて締固めること。 

４ 管路は車輌その他の重量物の圧力に耐えられるよう布設するものとし、埋設深さは

地表面（舗装のあるときはその下面）から O.3ｍ以上であること。 

５ 鋼管又は金属管を使用する場合は、厚さ O.4 ㎜の防食テープ巻き 1/2 重ね 2 回巻き

で行うこと。 

６ 管とハンドホール及びマンホールとの接続部には、ベルマウス等を設ける。 

７ ハンドホール及びマンホールの管路接続穴は、管路布設時に内部に水が浸入しない

ように防水処置を行うこと。 

８ 通線を行わない管路には、導入線(樹脂被覆銅線等)を挿入する。 

９ 管等を地下構造物に接続する箇所は、原則として、ハンドホール又はマンホールを

設け、水道管と隔離しなければならない。 

２－５－30 ケーブルの布設 

１ 地中ケーブル相互の離隔 

（１）次の地中ケーブル相互間は相互に堅ろうな耐火質の隔壁がある場合を除き、次の

とおりとする。ただし、マンホール、ハンドホール等の内部ではこの限りでない。 

  ア 高圧ケーブル、低圧ケーブル間は 15 ㎝以上 

  イ 特別高圧ケーブルと他のケーブル間は 30 ㎝以上 

（２）地中ケーブルと地中弱電流電線とは、地中ケーブルが堅ろうな不燃性又は自消性

ある難燃性の管に収められる場合、又は相互に堅ろうな耐火質の隔壁がある場合を

除き、低圧及び高圧ケーブルでは 30 ㎝以下、特別高圧では 60 ㎝以下に接近させて
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はならない。 

２ 要所及び引込口、引出口近くのマンホール及びハンドホール内では、ケーブルに余

裕をもたせ地盤沈下等に備えること。また、支持金物を使用して、壁又は床面より離

隔して布設すること。 

３ 端末部及び曲り部のハンドホール及びマンホール内のケーブルには、行き先、ケー

ブル仕様、太さ等を明記した合成樹脂製又はファイバ製の名札を取付けること。 

４ 管内にケーブルを布設する場合は、引入れに先立ち、管内を十分清掃し、通線を行

うこと。 

５ ケーブルの引込口及び引出口から、水が屋内に浸入しないように防水処理を行うこと。 

６ ケーブルの屈曲半径は、「２－５－16 ケーブル工事第１項第１号」によること。 

７ ケーブルを建物屋外側又は電柱に沿って立上げる場合は、地表上 2.5ｍの高さまで保

護管に収め、保護管の端部には、雨水の浸入防止用カバー等を取付けること。 

２－５－31 埋設位置の表示 

１ 埋設標柱等は曲がり部分、直線 30ｍ間隔等の要所に設置すること。なお、標柱が設

置できない場合はピンとする。 

２ 地中配線では、埋設標識シート等を 2 倍長以上重ね合わせて管頂から 30 ㎝上部に設

ける。また、特別高圧又は高圧の地中配線には、おおむね２ｍの間隔で用途、電圧種

別等も表示すること。 

２－５－32 建柱 

１ 電柱の根入れは全長 15ｍ以下の場合は、根入れを全長の 1/6 以上、15ｍを超える場

合は、根入れを 2.5ｍ以上とすること。 

２  根かせは電柱１本に１個使用し、その埋設深さは地表下 30 ㎝以上とする。ただし、地

盤が軟弱な場合には必要に応じ、底板、抱き根かせ、抱き根はじきをを取付けること。 

３ 根かせは、電線路の方向と平行に取付けること。ただし、引留箇所は、直角に取付け

ること。 

４ コンクリート根かせは、径 13 ㎜以上の亜鉛めっき U ボルトで締付けること。 

５ 電柱には、足場ボルトを設け、地上 2.6ｍの箇所より、低圧架空線では 下部電線の

下方約 1.2ｍ、高圧架空線では高圧用アームの下方約 1.2ｍの箇所まで、順次柱の両側

に交互に取付け、 上部は 2 本取付けること。 

２－５－33 腕金等の取付 

１ 腕金等は、これに架線する電線の太さ及び条件に適合すること。 

２ 腕金は、1 回線に 1 本設けるものとし、負荷側に取付けること。ただし、電線引留柱

においては、電線の張力の反対側とすること。 

３ 腕金は、電線路の内角が大きい場合は、電柱をはさみ 2 本抱合せとし、内角が小さい

場合は、両方向に対し別々に設けること。 

４ 腕金は、十分な太さの亜鉛めっきボルトを用い電柱に取付け、アームタイにより補強

すること。 

５ コンクリート柱で貫通ボルト穴のない場合には、腕金アームバンドで取付け、アーム

タイはアームタイバンドで取付けること。 

６ 抱え腕金となる場合は、抱えボルトを使用し、平行となるよう締付けること。 

７ 腕金の取付穴加工は、防食処理前に行うこと。 
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２－５－34 がいしの取付 

１ がいしは、架線の状況により、ピンがいし、引留めがいし等使用箇所に適したがいし

を選定して使用する。 

２ がいし間の距離は、高圧線間 O.4ｍ以上、低圧線間 0.3ｍ以上とする。なお、昇降用

の空間を設ける場合は、電柱の左右両側を O.3ｍ以上とする。 

３ バインド線は、銅ビニルバインド線による。なお、電線が太さ 3.2 ㎜以下の場合は太

さ 1.6 ㎜とし、ピンがいしのバインド法は両たすき 3 回一重とする。電線が 4.O ㎜以上

の場合は 2.O ㎜とし、ピンがいしのバインド法は、両たすき 3 回二重とする。 

２－５－35 架線 

１ 絶縁電線相互の接続箇所は、カバー又はテープ巻きにより絶縁処理を行うこと。 

２ 架空ケーブルのちょう架線には亜鉛めっき鋼より線等を使用し、間隔 0.5ｍ以下ごと

にハンガを取付けてケーブルをつり下げるか、又はケーブルとちょう架用線を接触させ、

その上に容易に腐食し難い金属テープ等を O.2ｍ以下の間隔を保って、ら旋状に巻付け

てちょう架すること。 

３ 引込口は、雨水が屋内に浸入しないようにすること。 

２－５－36 支線及び支柱 

１ 支線及び支柱の本柱への取付位置は、高圧線の下方とすること。なお、支線は、高圧

線より O.2ｍ以上、低圧線より 0.1ｍ以上隔離させること。ただし、危険のおそれがな

いように施設したものは、この限りでない。 

２ 支線は、安全率 2.5 以上とし、かつ、許容引張荷重 4.31kN（440kgf）以上の太さの

亜鉛めっき鋼より線等を使用すること。また、支柱は、本柱と同質のものを使用すること。 

３ コンクリート柱に支線を取付ける場合は、支線バンドを用いて取付けること。 

４ 支線の基礎材は、その引張荷重に十分耐えるように施設すること。支線下部の腐食の

おそれのある支線は、その地ぎわ上下約 O.3ｍの箇所には、支線用テープを巻付ける等

適切な防食処理を施すこと。ただし、支線棒を用いる場合は、この限りでない。 

５ 低圧又は高圧架空配線に使用する支線には、玉がいしを取付け、その位置は、支線が

切断された場合にも地上 2.5ｍ以上となる箇所とすること。 

６ 支線には、支線ガードを設けること。 

２－５－37 接地を施す電気工作物 

１ 次の工作物にはＡ種接地工事を施すこと。 

（１）高圧及び特別高圧の機械器具の鉄台及び金属製外箱。 

（２）特別高圧計器用変成器の二次側電路。 

（３）高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器。 

（４）特別高圧と高圧電路又は 300Ⅴを超える低圧電路とを結合する変圧器の高圧側又は

低圧側に設ける放電装置。 

（５）特別高圧又は高圧ケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属管、金属製接続箱、

ケーブルラック、ケーブルの金属被覆。ただし、人の触れるおそれがないように施設

する場合及び高圧地上立上り部の防護管の金属部分は、Ｄ種接地工事とすることができる。 

２ 次の工作物にはＢ種接地工事を施すこと。 

（１）高圧電路と 300Ⅴ以下の低圧電路とを結合する変圧器の低圧側中性点、ただし、変

圧器の構造又は配電方式により変圧器の中性点に施工しがたい場合は、低圧側の端子。 
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（２）高圧及び特別高圧と低圧電路とを結合する変圧器であって、その高圧又は特別高圧

巻線と低圧巻線との間の金属製混触防止板。 

（３）特別高圧電路と側正電路とを結合する変圧器の低圧側の中性点(接地抵抗 10Ω以

下)。ただし、低圧電路の使用電圧が 300Ⅴ以下の場合は同項第１号による。 

３ 次の工作物にはＣ種接地工事を施すこと。 

（１）使用電圧 300Ⅴを超える低圧用の機械器具の鉄台及び金属製外箱。 

（２）300Ⅴを超える低圧計器用変成器の鉄心。ただし、外箱のない計器用変成器がゴム

合成樹脂等の絶縁物で被覆されたものは除く。 

（３）300Ⅴを超える低圧ケーブル配線による電線路のケーブルを収める金属管、金属製

接続箱、ケーブルラック、ケーブルの防護装置の金属製部分、金属被覆等。 

（４）合成樹脂管配線による 300Ⅴを超える低圧屋内配線に使用する金属製プルボックス。 

（５）金属管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、バスダクト配線による

300Ⅴを超える低圧屋内配線の管、ダクト。 

（６）ガス蒸気危険場所及び粉塵等の危険場所の電気機械器具。 

（７）シーケンスコントローラ、プログラマブルコントローラ及び計装機器類。ただし、

監督員と協議してＤ種接地工事とすることができる。 

（８）電子計算機及び周辺機器類。ただし、監督員と協議してＤ種接地工事とすること

ができる。 

（９）同項第２号～第５号の箇所において、人の触れるおそれがないように施設する場合

は、監督員と協議してＤ種接地工事とすることができる。 

４ 次の工作物にはＤ種接地工事を施すこと。 

（１）使用電圧 300Ⅴ以下の機械器具の鉄台及び金属製外箱、配分電盤等。 

（２）高圧地中電線路に接続する金属製外箱。 

（３）300Ⅴ以下の低圧計器用変成器の鉄心。ただし、外箱のない計器用変成器がゴム合

成樹脂等の絶縁物で被覆されたものは除く。 

（４）300Ⅴ以下の避雷器。 

（５）低圧又は高圧架空配線にケーブルを使用し、これをちょう架する場合のメッセンジ

ャワイヤ。 

（６）地中配線を収める金属製の暗渠、管及び管路、金属製の配線接続箱及び地中配線の

金属被覆等。 

（７）低圧屋内配線と弱電流電線を堅ろうな隔壁を設けて収める場合の電線保護物の金属部分。 

（８）高圧計器用変成器の二次側電路。 

（９）300Ⅴ以下の合成樹脂管配線に使用する金属製ボックス。 

（10）300Ⅴ以下の金属管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、バスダクト

配線、フロアダクト配線に使用する管、ダクト及びその付属品。300Ⅴ以下のケーブ

ル配線に使用するケーブル保護装置の金属製部分、ケーブルラック及びケーブルの金

属被覆等、ただし、次のものは省略できる。 

  ア 乾燥した場所に施設する長さ 4ｍ以下の金属管、ケーブル保護装置の金属製部分

及びケーブルの金属被覆等。 

  イ 使用電圧が直流 300Ⅴ又は交流対地電圧 150Ⅴ以下で人の容易に触れるおそれの

ない場所又は乾燥した場所に施設する長さ 8ｍ以下の金属管、ケーブル保護装置の
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金属製部分及びケーブルの金属被覆、機械器具の鉄台及び金属製外箱等。 

  ウ 長さ 4ｍ以下の金属製可とう電線管。 

  エ 小勢力回路の電線を収める電線管。 

（11）対地電圧 150Ⅴを超える白熱電灯を収める電灯器具の金属製部分。 

（12）信号ケーブルのシールドアース。 

５ インバータ用接地工事 

（１）インバータにはＣ種又はＤ種接地工事を施す。 

（２）原則として、インバータは単独接地極とする。また、接地用端子箱から分岐点まで

の幹線は、各種接地工事の各接地分岐線導体断面積で求められた 大の太さを選定する。 

２－５－38 共用接地 

１ Ａ種接地、Ｃ種接地、Ｄ種接地の共用を行う場合は、図面又は特記仕様書によるこ

と。 

２ 共用接地の接地抵抗値は、10Ω以下とすること。 

３ Ｂ種接地、インバータ、ＰＬＣ等の機能用接地は、単独に接地することを標準とする。 

ただし、電気・電子機器の誘導雷サージ対策を実施する場合には、ＳＰＤによる等電

位ボンディングを施すこと。 

２－５－39 接地線 

接地線には緑色のビニル絶縁電線を使用する。また、接地線の導体断面積は、その系統

の事故電流、継続時間等から求められる電線断面積以上とし、次のとおりとする。 

１ 接地幹線 

接地幹線接地極から接地用端子箱までの接地線導体断面積は、接地工事の各接地分岐

線導体断面積で求められた 大の断面積を選定する。ただし、 低断面積は、60 ㎜ 2 と

する。また、接地用端子箱から分岐点までの幹線は、各種接地工事の各接地分岐線導体

断面積で求められた 大の太さを選定する。 

２ 接地分岐線 

（１）Ａ種接地工事 

  ア 高圧の場合の接地線の断面積は表２－13 による。 

 

表２－13 高圧の場合の接地線の断面積 

過電流しゃ断器の定格 断面積（㎜ 2) 

100A 以下 14 以上 

200A 以下 14 以上 

400A 以下 22 以上 

600A 以下 38 以上 

1000A 以下 60 以上 

1200A 以下 100 以上 

 

  イ 接地母線、避雷器等の場合は、14 ㎜ 2 以上とする。 

（２）Ｂ種接地工事の接地分岐線導体断面積は、「内線規程」（JEAC）による。 

（３）Ｃ種、Ｄ種接地工事の接地分岐線導体断面積は、「内線規程」（JEAC）による。 

（４）その他機器の接地工事の接地分岐線導体断面積は、表２－14 による。
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表２－14 その他機器の接地工事の接地分岐線導体断面積 

系統名 断面積（㎜ 2） 

計算機、無停電電源装置、直流電源装置 １４以上 

通信・信号用ＳＰＤ ５．５以上 
監視盤、操作盤、計装盤、シーケンサ、補助継電器盤、中
継端子盤、電力変圧器盤 ５．５以上 

機側操作盤、計装機器 ３．５以上 

 

２－５－40 接地の施工方法 

図面又は特記仕様書に記載のない場合は次のとおりとする。 

１ 接地の施工 

（１）接地極間は相互の影響が極力小さくなるような間隔とし、接地極の埋設位置は、監

督員の確認を受ける。ただし、ボーリング工法の場合は影響範囲が広くなるため、

監督員と協議の上決定する。 

（２）接地極は、なるべく湿気の多い場所でガス、酸等による腐食のおそれのない場所を

選び、接地極の上端が地下 O.75ｍ以上の深さに埋設する。 

（３）接地線と接地する目的物及び接地極との接続は、電気的及び機械的に堅ろうに施工

するものとし、極板は原則として地面に垂直に埋設する。 

（４）接地線は地下 O.75ｍから地表 2.5ｍまでの部分を合成樹脂管又はこれと同等以上の

絶縁効力及び強さのあるもので覆うこと。 

（５）接地線は、接地すべき機械器具から 0.6ｍ以内の部分、地中横ばしり部分及びピッ

ト内を除き、電線管等に収めて損傷を防止する。 

（６）接地線を、人が触れるおそれのある場所で鉄柱のような金属体に沿って布設する場

合は、接地極を鉄柱その他の金属体の底面から 0.3ｍ以上深く埋設する場合を除き接

地極を地中でその金属体から１ｍ以上離して埋設する。 

（７）避雷針用引下導線を布設してある支持物には、接地線を布設してはならない。 

（８）ボーリング接地は、ビット呼径 66 以上で行い、材料は、JIS G 3465 を使用する。 

（９）接地線をハンドホール内に引入れる場合は、ハンドホール内部に水が浸入しないよ

うにすること。 

２ その他 

（１）規定の接地抵抗値を得られない場合は、補助接地極等を使用する。 

（２）高圧ケーブル及び制御ケーブルの金属遮へい体は、配電盤側又は機器側の１箇所で接地する。 

（３）計器用変成器の２次回路は、配電盤側接地とする。 

（４）接地線と被接地工作物、接地線相互の接続は、はんだ揚げ接続をしてはならない。 

（５）接地幹線は、マンホール、ハンドホール内、接地端子箱内及び分岐箇所においては、

合成樹脂製又はファイバ製等の表示札等を取付け、接地種別、行き先を表示すること。 

（６）接地抵抗低減材は、ボーリング接地を除き原則として使用してはならない。ただし、

やむを得ず使用する場合は、監督員の承諾を得ること。 

（７）高調波発生機器により他の機器に障害を与えるおそれがある場合は、監督員と協

議すること。 

２－５－41 各接地と避雷設備、避雷器の接地との離隔 

接地極及びその裸導線の地中部分は、避雷設備の接地極、避雷器の接地極及びその裸導



水道機械・電気設備工事編 

 2-35

線の地中部分と２ｍ以上離すこと。 

２－５－42 接地極位置等の表示 

接地種別、接地抵抗、接地極の埋設位置、深さ、埋設年月を明示する標柱又は表示板を

接地極の埋設位置近くの適切な箇所に設ける。 

２－５－43 避雷針工事の位置 

突針部、避雷導線、接地極等の接地位置の詳細は図面又は特記仕様書によること。 

２－５－44 突針取付 

突針の取付けは次のとおりとする。 

１ 突針を突針支持金物に取付けるときは、銅ろう付け又は黄銅ろう付けで接合する。 

２ 突針と導線との接続は、導線を差込み穴に差込んでねじ止めし、ろう付けを施す。 

３ 突針支持金物及び取付け金具は、防水に注意して風圧等に耐えるように取付ける。 

２－５－45 布設方法 

布設方法は次のとおりとする。 

１ 導線は断面積 38 ㎜ 2 以上の銅より線又は銅単線とする。 

２ 導線の支持は銅又は黄銅製の止め金具を使用して堅固に取付ける。 

３ 導線はその長さが も短くなるように施設する。やむを得ずわん曲する場合は、その

曲げ半径を 20 ㎝以上とする。 

４ 導線を垂直に引下げる部分は、約１ｍごとに、また、水平に布設する部分は O.6ｍご

とに緊縛する。 

５ 導線には接地抵抗測定用として、導線接続器を設ける。なお、腐食しやすい場所に設

置する導線接続器は合成樹脂製の気密なボックスに収める等の防護装置を設ける。 

６ 導線が地中に入る部分その他導線を保護する必要のある箇所には、ステンレス管（非

磁性のものに限って）、合成樹脂管等を使用して地上 2.5ｍ、地下 0.3ｍ以上の部分を

保護する。 

７ 導線の途中接続は避け、やむを得ず接続する場合は、導線接続器を使用し、導線と接

続器の接続は、銅ろう付け又は黄銅ろう付けで接合する。 

２－５－46 その他 

 その他本項に記載のない事項は、原則として JIS A 4201（建築物等の雷保護）によること。 

２－５－47 粉じん危険場所の工事 

１ 粉じん危険場所及び粉じんの種類は、図面又は特記仕様書による。 

２ 粉じん危険場所の工事は、独立行政法人産業安全研究所の工場電気設備防爆指針(粉

じん防爆)による。 

２－５－48 危険物等貯蔵場所の工事 

１ 危険物等貯蔵場所及び貯蔵物は、図面又は特記仕様書によるものとする。 

２ 危険物等貯蔵場所の工事は、「危険物の規制に関する政令」及び「同規制」によるほ

か「２－５－47 粉じん危険場所の工事」に準ずるものとする。 

２－５－49 腐食性ガスのある場所の工事 

 腐食性ガスのある場所又は発生するおそれがある場所は、図面又は特記仕様書による

ものとする。 

２－５－50 塩害のある場所の工事 

塩害のある場所は、図面又は特記仕様書による。
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第６節 その他資料 

電気資料１ 承諾図書の作成内訳 

１ 機器設計製作図書の承諾願に関するもの 

（１）システム設計に係る承諾図書 

システム設計に係る承諾図書は、設計図書に準拠するものとし、提出範囲は、機器

製作仕様書、フローシート、全体平面図、配置平面図、配置断面図、基本設計、計算

に関する図書、その他、監督員が必要とするものとする。 

（２）機器等の設計に係る承諾図書 

承諾図書は、外観、構造(概略)、材質、主要寸法、据付けの状態等が明確に表示さ

れたもので、運転・操作機能が十分説明されたものでなければならない。性能等につ

いては、設計計算書又は既存の設備等により確認できる資料を添付する。 

（３） 機器設計製作図書の詳細 

ア 全体平面図：発注図面に対するもの及び細部図 

イ 配置平面図：発注図面に対するもの及び細部図 

ウ 配置断面図：発注図面に対するもの及び細部図 

エ フロ―シート：各系統又は各装置に必要とするもの。 

オ 機器詳細図：主要構造図(材質、数量等を明示) 

カ 機器製作仕様書：名称、形式規格、仕様、メーカー名、台数等 

キ 配線・結線図：各機器 

ク 主要機器設計計算書：容量、動力負荷、主要部等の設計計算書、水位関係図（必

要な場合） 

ケ 運転操作説明書：各機器の運転操作について記入（主要機器は、非常時等の安全

対策を含む。） 

コ 工事名盤製作図：主機名称仕様について記入 

※主要機器等基礎・架台とは、機器を据付ける機械基礎、加圧脱水機等の鋼製基礎架

台、配管等のトラス構造の自立架台などをいう。 

２ 施工設計図書の承諾願に関するもの 

（１）躯体、基礎及び据付 

躯体、基礎及び据付に係る承諾図書は、原則として日本下水道事業団「機械設備工

事施工指針」の標準基礎図に基づいて躯体の現状と据付ける機器等の基礎(配置図、

はつり図、配筋図、アンカー施工図、箱抜図、コンクリート打設等)の関係が明確に

された施工図及び主要機器の基礎設計書及び耐震計算書を提出すること。なお、安全

性、維持管理性等については、十分検討を加え承諾図書を作成しなければならない。 

（２）配管等 

配管等は、必要箇所（機器廻り、曲り部、Ｔ字部等）を配管図、サポート図、基礎

図等により他の施設との関連を明確にし、維持管理上の不具合等のないことを確認で

きる承諾図書を作成する。 

（３）その他 

設計図書に明記なき事項及び安全性、維持管理性等については、十分検討を加え承

諾図書を作成しなければならない。なお、施工に係る承諾図書に明記のない施工要領、

工法（既製コンクリート部のはつり、配管の開孔等）については、事前に監督員の承
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諾を得るものとする。 

（４）機器設計製作図書の詳細 

ア 機器基礎図：配置図、はつり図、配筋図、アンカー施工図 

イ 基礎設計書：主要機器の基礎設計書（基礎ボルトの耐震計算を含む。） 

ウ 鋼製加工品設計書：主要架台の設計書 

エ 配管施工図：配管図（建築附帯のダクト・照明図示）、サポート図、基礎図、ス

ケルトン及び主要材料比較表 

オ 塗装仕様書・防錆防露保温仕様書：機器、配管ごとに記入。ケレンの仕様につい

ても記入。 

※ 材料等の変更の必要があるときは、監督員と打合せ等を行わなければならない。 
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電気資料２ 完成図書等の作成内訳 

番号 図書名 規格 部数 内容 

１ 

完 

 

成 

 

図 

 

書 

Ａ 

 

４ 

 

版 

 

製 

 

本 

 

／ 

 

折 

 

り 

 

込 

 

み 

３部 

 

 

 

１ 工事概要及びアフターサービス体制 

２ 機器設計製作承諾図の完成時のもの。 

   機械：全体平面図 

      配置平面図 

      配置断面図 

      フローシート 

      機器詳細図 

      機器製作仕様書 

      配線・結線図 

   電気：単線結線図 

      システム構成図 

      全体フローシート 

      制御電源系統図 

      機器図及び機器製作仕様書 

      制御展開接続図 

３ 施工承諾図の完成時のもの。 

   機械：機器基礎図 

      配管施工図 

   電気：配線ルート図 

      埋設配管図 

      装柱図 

      接地系統図 

      機器配置図 

      ケーブルピット図 

      計装機器取付詳細図 

４ 検査試験成績表 

５ 機器取扱い説明書 

６ 運転操作に関する説明書 

７ 官公庁等申請書類 

８ その他特記仕様書、監督員が指示するも

の。 

２ 
工事記

録写真 
「附則 工事記録写真」による。 

注１ 完成図書の厚さは、80㎜程度とし、それ以上は分冊する。 

注２ 表紙の様式は電気資料３による。 
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電気資料３ 完成図書表紙の様式  

１ 体裁:市販事務ファイル（２穴パイプ式厚型ファイル） 

２ 形式 

（１）表紙・背表紙の書体は、明朝体とする。 

（２）表紙・背表紙の文字の大きさは、原則として次のとおりとする。 

      表 紙                     背表紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）活字の大きさは、原則として次のとおりとする。 

ア １号：9.664㎜ 

イ ２号：7.379㎜ 

ウ ３号：5.325㎜ 

（４）年月は完成時とする。 

（５）分冊時の内容等は、綴られている図面等がわかるような標記とする。 

例:展開接続図、機器関係、取扱説明書 

完成図書 

 

平成○○年度 

川崎市上下水道局 

 

〇〇〇〇株式会社 

〇 

〇 

浄
水
場 

〇
〇
〇
設
備
改
良
工
事 

平
成
〇
〇
年
度 

完 

成 

図 

書 

川
崎
市
上
下
水
道
局 

○
○
○
株
式
会
社 

〇 〇 浄水場 

〇〇〇設備改良工事 

２号 

２号 

２号 

 

３号 

１号 

 

２号 

活字の 

大きさ 

２号 
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第４編 水道建築工事編 

第１章 建築工事 

 

１－１－１ 一般事項 

  建築工事は、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（国土交通省大臣官房官庁

営繕部監修）、「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（国土交通省大臣官房

官庁営繕部監修）、「工事写真の撮り方・建築編」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監

修）等に準拠しなければならない。 
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第２章 建築附帯機械・電気設備工事 

 

２－１－１ 一般事項 

１ 機械設備工事は、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」（国土交通大臣官房官庁営

繕部監修）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」（国土交通大臣官房官庁営

繕部監修）、「公共建築工事標準図（機械設備工事編）」（国土交通大臣官房官庁営繕部監

修）、「工事写真の撮り方」（国土交通大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修）等に準拠しな

ければならない。 

２ 電気設備工事は、「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（国土交通大臣官房官庁営

繕部監修）、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」（国土交通大臣官房官庁営

繕部監修）、「公共建築工事標準図（電気設備工事編）」（国土交通大臣官房官庁営繕部監

修）、「建築電気設備工事一般仕様書・同標準図（日本下水道事業団）」、「工事写真の撮り

方（建築設備編）」（国土交通大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修）等に準拠しなければな

らない。 
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附則 工事記録写真 
 

１ 一般事項 

（１） 通則 

１）請負人は、工事施工に際して必ず工事記録写真を撮影し、工事完成後速やかに監

督員に提出しなければならない。ただし、監督員が必要とする場合は、工事中で

あっても提出しなければならない。 

２）請負人は次の各号に適合するよう、写真を効果的に撮影しなければならない。 

   ① 工種別施工状況、作業内容及び出来形を明確にするため。 

   ② 使用材料（調合を要するものを含む。）の形状寸法、数量及び試験、検査の内

容を明確にするため。 

   ③ 交通安全対策等を含む工事中の安全管理及び工事公害対策の状況を明確にする

ため。 

   ④ その他工事に関連する諸対策及び記録等の状況を、明確にするため。 

３）工事記録写真の撮影は、あらかじめ監督員と協議し、工程に合わせて撮影計画を

定めておかなければならない。 

２ 写真撮影 

（１） 写真の色彩 

   写真は、原則としてカラー撮影とする。 

（２） 工事記録写真用黒板 

１）工事記録写真には、原則として図－１に示す小黒板に必要事項を記載して写し込

まなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             図－１ 工事記録写真用黒板 

 

２）契約番号は、監督員に確認すること。 

３）撮影年月日は、写真撮影の年月日とし、昼・夜別を記載すること。 

（３） 撮影位置寸法等の表示 

１）写真には、所定の施工寸法方法が判定できるよう、必ず寸法を示す器具を入れて

工事名 平成  年度   契約番号 

              工事 

工事場所  撮影年月日  年 月 日 

工種  位置 No. 

形状 

寸法 

 

 

 

 施工者 
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撮影しなければならない。 

２）寸法を示す器具は、撮影後判読できるものとし、原則として次の各号に定めるも

のを使用しなければならない。 

   ① 箱尺 

   ② 巻尺（布、スチール） 

   ③ リボンテープ 

   ④ その他 

３）構造物に箱尺等をあてる場合は、目盛の零位点に留意しなければならない。 

４）寸法読み取り定規は、水平または鉛直に正しくあて、かつ定規と直角の方向から

撮影しなければならない。 

（４） 撮影上の留意事項 

１）撮影箇所の周囲は、よく整理しておくこと。 

２）撮影方法は、原則として同一箇所、同一方向に一定して撮ること。 

３）夜間工事は、夜間の状況が判断できる写真であること。 

４）室内等暗部で行う工事は、その状況が判断できる写真であること。 

５）必要に応じて、遠方とアップを撮影すること。 

６）完成写真の撮影は、次の①～④に留意すること。 

   ① 残材等の跡片付けがすべて完了した状況で撮影すること。 

   ② 構造物は全景を撮影するものとし、必要に応じて細部も撮影すること。 

   ③ 建築物の外観は、原則として各面を建物全体が入るよう撮影し、又、主要室内

各所も撮影すること。 

   ④ その他については、原則として全景を撮影すること。 

（５） 撮影箇所 

   写真撮影に際しては、表－１ 撮影箇所一覧表に準じて実施しなければならない。

ただし、工事の規模及び内容によって監督員が指示した場合はこの限りではない。 

３ 整理編集 

（１） 写真の大きさ 

   写真の大きさは、次の場合を除き、原則としてサービスサイズを標準とする。 

１）着手前及び完成後の状況写真等で、つなぎ写真とした方がよいもの。 

２）その他監督負が指示した場合。 

（２） アルバムについて 

１）アルバムの大きさは、四ツ切版を標準とする。ただし、工事の規模等により、こ

れによりがたい場合は、監督員の承諾を得ること。 

２）表紙の記入項目は、次の各号による。 

   ① 契約番号 

   ② 工事名 

   ③ 工事場所 

   ④ 工期 

   ⑤ 施工業者 

   ⑥ 整理番号 
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３）背表紙の記入項目は、次の各号による 

   ① 年度 

   ② 契約番号 

   ③ 工事名 

   ④ 整理番号 

４）整理区分の初めには、撮影箇所を示す平面図を添付し、撮影箇所と写真が対比で

きるようにしておかなければならない。 

５）写真貼り付けの分類及び順序は、原則として次の各号による。 

   ① 工事着手前の現場状況写真 

   ② 仮設設備等の設置状況写真 

   ③ 工事用材料の形状寸法又は数量等の確認写真 

   ④ 工事用材料の試験、調合等の状況写真 

   ⑤ 各工種の施工状況写真（前記③、④は各工種の前に貼付け） 

   ⑥ 設計図書に指定された工種の出来形写真 

   ⑦ 各工種又は、部分工事の完成状況写真 

   ⑧ 工事完成後の現場状況写真 

    なお、工事災害又は工事公害発生写真は、原則として別冊とする。 

６）写真の貼付けに際しては、撮影箇所、工事内容又は工種ごとに見出しをつけ必要

に応じてその写真の下に説明書きを記入すること。（図－２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図－２ アルバム整理例 

 

(３) アルバムの提出 

１）アルバムは、工事完成時に１部を監督員に提出しなければならない。ただし、関

係機関に提出する写真については、監督員の指示によらなければならない。 

２）ネガ帳は、密着焼付けを行い、前項のアルバムの構成と同様に作成し監督員に提

出しなければならない。 
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表－１ 撮影箇所一覧表 
（水道土木工事） 

工   種 撮影箇所及び内容 撮影時期 撮影頻度 摘   要 

 一 
 
 
 
 般 

 
 
 現 場 概 況 

 施工前と施工後の
 現場の状況を同一 
 箇所で同一方向か 
 ら撮影する。 
 
 工事進ちょく状況 
 写真 

 施工前，施 
 工後と必要 
 に応じて施 
 工途中 

 実施箇所， 
 40ｍごと， 
 又は必要に 
 応じて適宜 

 ①周囲の情景も広く入れること 
 ②道路付帯施設状況等の確認が 
  できること 
 ③実施箇所とは点的施工 
 ④〇〇ｍごとは連続施工の場合 
  ③④については以下同じ 

 各種標識類の設置
 状況 

 設 置 後 各種類ごと
に１回

 工事の各種標識 

 各種保安施設の設
 置状況 

   〃      〃 防護柵，セーフティコーン等の
配列状況及び形状 

 安 
 全 
 管 
 理 

 
 安 全 管 理 

 保安要員等交通整
 理状況 

 作 業 中   １  回  

 布設土木工事の 
 １サイクル 

 施 工 中  40ｍごと  形状寸法，使用機械 

 管の吊りおろし，
 据付作業状況 

   〃    〃  使用機具 

 土被り及び占用位
 置

   〃    〃 測定尺を入れ管布設の位置
（離れ，深さ） 

 管の接合状況    〃    〃 使用機械工具接合作業工程，
明示テープ等の状況 

 既設管との連絡配
 管状況（不断水連 
 絡工を含む） 

 埋 戻 前  実施箇所ご 
 と 

 

 
 
 
 
 
 管布設工事 

 布設替工事等， 
 既設管の状況 

既設管切断
時

既設管切断
ごと

内外面の状況（モルタル，コン
クリートライニング管を除く）

 接合状況  施 工 中  10口に１回 挿し口，受け口の清掃，継手用
滑材の塗布，接合作業等

 水圧試験状況 試験実施中 適   宜

 ダクタイル 
 鋳鉄管接合工事 

 荷おろし作業状況  施 工 中 工事中１回
程度

 

 接合状況 
   〃  10口に１回 溶接部の清掃，仮付け，内面肉

 盛り，ガウジング，外面肉盛り 
等

 接合部検査状況    〃 実施箇所ご
と

Ｘ線，超音波探傷器等による検
査，塗覆装検査 

 塗覆装作業状況   〃 10口に１回

 
 
 鋼管接合工事 

 荷おろし作業状況      〃 工事中１回
程度

 

 
 
 
 
 
 管 
 
 
 
 
 
 工 
 
 
 
 
 
 事 
 
 
 
 
 
 等 

 
 管養生工事 

 立杭，仮バルブ設
 置，管清掃，熱風 
 乾燥，管塗装，塗 
 膜養生，消毒，洗 
 浄排水等の施工状 
 況

   〃  実施箇所ご 
 と 

 使用器具，工法，形状寸法等 
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（水道土木工事） 

工   種 撮影箇所及び内容 撮影時期 撮影頻度 摘   要 

 塗膜検査状況  検査実施中 実施箇所ご
と

作業立坑前後より，機器による
測定及び管内撮影 

 供試体検査状況   〃   〃

 
 管養生工事 

 布設替等既設管の
 状況 

既設管切断
時

既節管切断
ごと

内外面の状況（モルタル，コン
クリートライニング管を除く。）

 鉄筋の径，配筋間
 隔，継手の形状寸 
 法

 組 立 後 
 実施箇所ご 
 と 

 

 型枠設置状況 コンクリー
卜打設前

   〃  被り 

 コンクリート打設
 状況 

 施 工 中    〃  締固め状況 

 仕上り状況 型枠取外し
後

   〃  表面の仕上り状況及び形状寸法 

 
 
 
 
 管 防 護 工 

 鋼材防護等の取り
 付け状況 

 取り付け後    〃  

 仕切弁設置工  設置状況 施 工 中 適   宜 弁，筐類の設置状況 
 消火栓設置工  設置状況   〃   〃 栓，筐類，くいの設置状況
 防食用ポリエチ 
 レンスリーブ被 
 覆工 

 被覆状況  被 覆 後  40ｍごと  固定箇所 

 管 明 示 工  管明示テープ巻 
付状況，管明示 
シート敷設状況 

 施 工 後    〃  

 
 
 
 管 
 
 
 
 
 工 
 
 
 
 
 事 
 
 
 
 
 等 

 電食防止用ター 
 ミナル設置工 

 設置状況  施 工 中  適   宜  ターミナル，筺類の設置状況 

 土留工 
 使用材料（種類）
 施工法 
 仮設伏況 

 施 工 時 
実施箇所ご

 と又は40ｍ 
ごと

 施工法，使用材料の品質，形状 
 寸法 

 安定液混合，排水
 処理設備設置状況

 施 工 中 １施工箇所
ごとに１回

 

 掘削状況      〃 １施工単位
ごと

 

 掘削幅及び深さ   〃   〃
 鉄筋の径，間隔及
 び継手の形状寸法

 組 立 後    〃 

 鉄筋かごの幅，長
 さ，厚さ 

   〃    〃 

 鉄筋かごの吊込み
 状況 

 施 工 中    〃 

 

工法，使用機械が判るように。 
 １施工単位とは施工箇所の１ 
 ブロックを言う。ただし，１ 
 ブロックでも形状寸法，規格 
 が変わる場合は，変わるごと 
 に１施工単位とする。 
 以下，同じ。 

 コンクリート試験 
（スランプ，空気量）

 試 験 中  50ｍ３ごと 

 コンクリート試験
 （強度，スランプ， 
 空気量） 

   〃  100ｍ３ごと 

 

 コンクリートの打
 設状況 

 施 工 中 １施工単位
ごと

 締固め状況 

 
 
 
 
 仮 
 
 
 
 
 
 設 
 
 
 
 
 
 工 

 
 
 
 
 
 
 
 
 地中連続壁工 

 仕上り状況 施 工 後 適   宜 表面の仕上り状況及び形状寸法
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（水道土木工事） 

工   種 撮影箇所及び内容 撮影時期 撮影頻度 摘   要 

 仮締切工  使用材料 
 仮締切状況 

 施 工 時 実施箇所ご
と

施工法，使用材料の品質，形状
寸法

 路面覆蓋工  使用材料 
 施工状況 

   〃    〃 使用材料の品質，形状寸法，
すりつけ等を含む 

 設置前の全景 施 工 前   〃
 施工状況 施 工 中   〃 舗装構造，幅員，保安柵等

 仮 
 
 設 
 
 工  仮設道路設置工 

 設置後の全景 施 工 後   〃
 掘削幅及び長さ 掘削完了時   〃 幅，長さと測定尺を入れる
 埋設物の位置，離
 れ，土被り，配列

   〃    〃  埋設位置は黒板図示  
 試験掘工 

 道路復旧状況 施工中，施
工後

   〃  「舗装工」に準拠する 

 切断状況  施 工 中  40ｍごと 施工中の切断機の形状が判明で
きるように  

 舗装切断工  切断厚  施 工 後 舗装種別ご
 とに１回以 
上

 

 舗装取毀工  取毀状況 施 工 中 40ｍごと 使用機械 

 掘削状況    〃 
実施箇所ご

 と又は40ｍ 
ごと

  
 掘  削  工 

 掘削幅，深さ及び
 長さ 

 掘削完了時    〃  測定尺を入れて撮影 

 建設発生土処分  仮置場の状況 
 （指定した時） 

 施 工 中 指定場所ご
と

 全景を撮影 

 埋戻し状況  施 工 中 実施箇所ご
 と又は40ｍ 
ごと

 各層の厚さ（20㎝ごと） 
 埋 戻 し 工 

 突き固め状況   〃   〃 使用機械 
 巻出し状況（厚さ）     〃     〃 盛  土  工 
 締固め状況   〃   〃 使用機械 

 伐開，除根  作業状況 施工前，施
工後

 適   宜 施工前と施工後の現場の状況を
同一箇所，同一方向で撮影

 
 
 
 
 
 土 
 
 
 
 
 工 
 
 
 
 
 一 
 
 
 
 
 般 

 水  替  工  水替状況  施 工 中 実施箇所ご
と又は適宜

 

 打込み状況  施 工 中 実施箇所ご
と

 使用機械 

 継手作業状況   〃   〃 溶接状況等 
 載荷試験状況 試験実施中   〃 試験装置等 

 
 試 験 く い 

 終貫入量の測定
 状況 

 測定実施中    〃  

 材料検査  検査実施中 
実施箇所ま

 たは100本 
に１回

くい径，長さ，先端の形状寸法，
 継ぎくいの場合は継ぎ手の形状 
寸法

 打込み状況  施 工 中 実施箇所ご
と

建込みくい寸法，施工前，打込
み後のくいの配置寸法 

 
 
 基 
 
 
 礎 
 
 
 工 

 
 既 製 く い 

 継手状況及びくい
 頭仕上げ状況 

施工中，施
工後

   〃 溶接状況等及びくいの打残り寸
法，くい頭処理状態 
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（水道土木工事） 

工   種 撮影箇所及び内容 撮影時期 撮影頻度 摘   要 

 終貫入量の測定
 状況 

 測定実施中 実施箇所ご
と

打止め時の１回ごとの打込み
寸法 既 製 く い 

 全景とくい間隔 打込み後   〃
 安定液混合，排水
 処理設備設置状況

 施 工 中 １施工箇所
に１回

 

 掘削状況    〃 １施工単位
ごと

 工法，使用機械が判るように 

 掘削径及び深さ   〃   〃
 鉄筋の径，間隔及
 び継手の形状寸法

   〃    〃  

 鉄筋かごの幅，長
 さ，厚さ 

     〃      〃  

 鉄筋かごの吊込み
 状況 

     〃      〃  

 コンクリート試験
 （スランプ，空気 
 量） 

 試験実施中  50ｍ３ごと  

 コンクリート試験
 （強度，スランプ， 
 空気量） 

   〃  100ｍ３ごと  

 コンクリート試験
 （塩化物） 

     〃  １日１回  初の運搬車 

 コンクリートの打
 設状況 

 施 工 中 １施工単位
ごと

 

 くい頭部仕上げ状
 況

 施 工 後 １施工単位
ごと

 

 
 
 
 
 
 場所打ちくい 

 全景とくい間隔  打込み後   〃
 掘削状況 施 工 中   〃 栗石基礎及び 

 砂利基礎  厚さ及び施工範囲 突き固め後     〃
 掘削状況 施 工 中   〃

 
 
 
 
 
 
 
 基 
 
 
 
 
 
 
 礎 
 
 
 
 
 
 
 工 

 コンクリート 
      基礎  厚さ及び施工範囲 型枠取外し

後
   〃  

 基     礎  「基礎工」に準拠 施工中，施
工後

     〃  

 弁 据 付 け  弁の据付け状況 据付け後   〃
 材料検査 検査実施中   〃
 鉄筋の径，配筋間
 隔継手の形状寸法

 組 立 後    〃  

 圧接状況 施 工 中     〃

 
 鉄  筋  工 

 圧接の検査状況 検査実施中     〃
 材料 加 工 前 型枠材の形状寸法，組立材
 型枠設置状況 コンクリー

ト打設前
   〃  締付け材，支保工の状況 

 構 
 
 造 
 
 物 
 
 築 
 
 造 
 
 工 

 
 型  枠    工 

 各部の断面寸法び
 鉄筋の被り 

   〃    〃  
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（水道土木工事） 

工   種 撮影箇所及び内容 撮影時期 撮影頻度 摘   要 

 材料検査（スラン
 プ，空気量） 

 検査実施中 50ｍ３ごと
に１回

 

 材料検査（強度，
 スランプ，空気量）

   〃 100ｍ３ごと
に１回

 

 材料検査（塩化物）    〃  １日１回 初の運搬車，鉄筋コンクリー
トのみ

 コンクリートの打
 設状況 

 施 工 中 実施箇所ご
と

 打継目処理，締固め状況 

 養 生 養 生 時   〃

 
 
 
 
 コンクリート工 

 仕上り状況 型枠取り外
し後

   〃  表面の仕上り状況及び形状寸法 

 付属金物の取付状
 況

 取 付 後    〃  梯子，振止め金物，継足金物等 

 鉄蓋据付けの状況   〃   〃

 
 構 
 
 造 
 
 物 
 
 築 
 
 造 
 
 工 

 
 その他据付け 

 表示板等の取付け
 状況 

   〃     〃  弁仕様等 

 石  積（張）  掘削状況  掘削完了後 
30ｍごとに

 １回，又は 
 施工箇所に 
１回

 切取りのり面に土工定規を入れ 
 て床掘は「掘削工」に準拠 

 胴込，裏込の厚さ 施 工 中   〃
 ブロック積（張）  基礎は「基礎工」

 に準拠 
   

 掘削状況 
 掘削完了後 30ｍごとに

 １回，又は 
 施工箇所に 
１回

 切取りのり面に土工定規を入れ 
 て床掘は「掘削工」に準拠 

 裏込厚さ 施 工 中   〃
 幅，高さ，のり長   〃   〃

 
 
 
 コンクリート 
      擁壁 

 基礎は「基礎工」
 に準拠，コンクリ 
 ート工は「コンク 
 リート工」に準拠

   

 幅，高さ，厚さ   〃   〃
 据付状況   〃   ″

 
 
 
 そ 
 
 の 
 
 他 
 
 構 
 
 造 
 
 物 
 
 工 

 コンクリート側 
      溝工 
 プレキャスト側 
      溝工 

 基礎は「基礎工」
 に準拠 

   

 土羽土の厚さ   〃   〃 芝  付  工 
 締固め状況   〃   〃
 土羽土の厚さ   〃   〃

 の 
 り 
 面 
 工 

 種子吹付工 
 施工状況   〃   〃
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（水道土木工事） 

工   種 撮影箇所及び内容 撮影時期 撮影頻度 摘   要 

 管体及び部材製作
 状況 

 施 工 中  工事に１回  

 下部構造は，「仮
 設工」「土工一般」 
 「基礎工」「鉄筋 
 工」「型枠工」「コ 
 ンクリート工」に 
 準拠 

   

 架設状況    〃 １スパンご
と

 吊込み，組み立て 

 接合部検査状況  検査実施中 実施箇所ご
と

 

 
 
 
 
 
 水  管  橋 

 塗装は，「塗装工」
 に準拠 

   

 管材料検査    〃 １施工箇所
に１回

 

 添架の状況  施 工 中 必要に応じ
て

 

 管接合部検査状況  検査実施中 実施箇所ご
と

 

 
 
 
 
 
 水 
 管 
 橋 
 及 
 び 
 橋 
 梁 
 添 
 架  

 
 橋 梁 添 架 

 塗装は「塗装工」
 に準拠 

   

 材料検査 検査実施中 搬入ごと 推進用管，さや管 
 推進状況 推 進 中 １施工箇所
 掘削状況  施 工 中 地質変化ご

に１回
 

 建設発生土搬出状
 況

   〃  適   宜  

 裏込め注入状況   〃 40ｍごと

 
 
 
 推  進  工 

 坑内状況  推進完了後 40ｍごと又
は適宜

 清掃 

 仮 設 備 工  双口，支圧壁，推
 進設備の設置状況

施工前，施
工中

実施箇所ご
と

 

 形状，断面の寸法
 及び施工状況 

施工中，施
工後

 立坑ごと  土留工法，使用支保材等  
 
 立     坑 

 「仮設工」「土工」
 「基礎工」「鉄筋 
 工」「型枠工」「コ 
 ンクリート工」に 
 準拠 

   

 
 
 
 
 推 
 
 
 進 
 
 
 工 
 
 
 事 

 配  管  工  「坑内配管」「管
 工事」に準拠 

   

 シールド機検査 検査実施中 １工事１回
 セグメントの検査
 （工場） 

   〃    〃  
 シ 
 － 
 ル 
 ド 
 工 
 事 

 
 シールド工 

 掘削状況  施 工 中 
40ｍごとに

 １回及び地 
質変化ごと
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（水道土木工事） 

工   種 撮影箇所及び内容 撮影時期 撮影頻度 摘   要 

 セグメントの組立
 状況 

 施 工 中  40ｍごと  

 裏込注入状況   〃   〃

 
 シールド工事 

 坑内状況    〃 40ｍごと又
は適宜

 清掃 

 
 仮 設 備 工 

 立坑設備，圧気設
 備，ロック設備， 
 送排泥設備，泥水 
 処理設備，一搬設 
 備等の設置状況 

 
   〃 

 
 実施箇所ご 
 と 

 

 立     坑  推進工の「立坑」
 に準拠 

   

 配管状況 管据付後 40ｍごと サポート等 
 材料検査（充てん
 モルタル） 

 検査実施中  適   宜  強度，空気含有率，比重 

 
 
 シ 
 
 － 
 
 ル 
 
 ド 
 
 工 
 
 事 

 
 坑 内 配 管 

 充てんモルタル施
 工状況 

 施 工 中 １施工単位
ごと

 

 材料検査  検査実施中 １工事に１
回

 建込式支保工等 

 材料試験 試験実施中   〃 吹付コンクリート等 

 掘削状況  施 工  中 
40ｍごとに

 １回及び地 
質変化ごと

 地山の状況，機械 

 支保工施工状況 
 （建込式支保工， 
 矢板工，吹付コン 
 クリート工，ロッ 
 クボルト工） 

 施工中，施 
 後 

 40ｍごと 
 

 湧水処理状況 設 置 後 適   宜

 
 
 
 
 
 トンネル工 

 坑内状況 一時覆工完
了後

 40ｍごと  

 巻立空間  型枠組立後 １セントル
ごとに１回

 

 覆工厚さ 型枠取外し
後

     〃  

 インバートの床掘
 状況及び厚さ 

 施 工  後 １施工単位
ごと

 

 
 
 覆     工 

 裏込め注入状況 施 工  中 40ｍごと

 仮 設 備 工 
 立坑設備，運搬設
 備，注入設備等の 
 設置状況 

   〃 
 実施箇所ご 
 と 

 

 立     坑  推進工の「立坑」
 に準拠 

   

 
 
 
 
 
 ト 
 
 
 ン 
 
 
 ル 
 
 
 ネ 
  
 
 工 
 
 
 事 

 坑 内 配 管  シールド工の「坑
 内配管」に準拠 
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（水道土木工事） 

工   種 撮影箇所及び内容 撮影時期 撮影頻度 摘   要 

 材料検査（使用量） 搬入及び搬
出時

 全 数 量  

 施工状況（位置，
 深さ） 

 施 工 中 実施箇所ご
と

 

 注入機器設備状況    〃    〃 注入機器の機種，能力，配置状
況

 薬 
 液 
 注 
 入 
 工 

 

 観測井設置状況及
 び地下水観測状況

   〃    〃  

 敷ならし厚 
   〃 

40ｍごと又
は実施箇所

 各層ごとに 

 転圧状況   〃   〃  〃 使用機械が判るように
 整正状況 整 正 後   〃
 厚さ   〃   〃

 
 
 路  盤  工 

 載荷試験状況  試験実施中 実施箇所ご
と

 

 敷ならし厚 施 工 中   〃
 転圧状況   〃   〃 使用機械が判るように 
 タックコート，プ
 ライムコート 

 散 布 時    〃  

 
 
 舗 
 
 
 装 
 
 
 工 

 
 アスファルト 
     舗装工 

 抜取りコア厚  抜取り後 実施箇所ご
と

 

 材料の使用量 使用前，使
用後

 全 数 量  

 下地処理 
 施工前，施 
 工後 

継手ごと又
 は１スパン 
に１回

 （塗替） 

 塗装状況 施工中，施
工後

   〃  

 検査状況 検査実施中   〃  膜厚，ピンホール，密着等

 
 
 
 管 塗 装 工 

 仕上り状況  施 工 後 施工箇所ご
と

 

 材料使用量 使用前，使
用後

 全数量  

 下地処理 施工前，施
工後

施工箇所ご
と

 （塗替） 

 塗装状況 施工中，施
工後

   〃  

 検査状況 検査実施中   〃

 
 
 塗  装  工 

 仕上り状況 施 工 後   〃
 材料使用量 使用前，使

用後
 全数量  

 下地処理 施工前，施
工後

１スパンに
１回

 （既設が塗装の時） 

 下塗り状況 施 工 後   〃
 防食テープ巻付け
 状況 

施工中，施
工後

  

 検査状況 検査実施中   〃 膜厚，密着等 

 
 
 
 
 
 
 
 塗 
 
 
 
 
 装 
 
 
 
 
 工  

 
 
 防食テープ 
     巻付工 

 仕上り状況  施 工 後 施工箇所ご
と
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（水道土木工事） 

工   種 撮影箇所及び内容 撮影時期 撮影頻度 摘   要 

 防  護  工  吊り防護，受け防
 護の施工状況 

 施 工 後 施行箇所ご
と

 

 支 障 物 件  支障物件の位置，
 寸法及び処理状況

 施 工 中    〃  

 資材置場等  置場の状況 
施工前，施

 工中，施工 
後

 適   宜 
 

 工事完了後，確 
 認することが困 
 難な箇所等 

 水中又は地下に埋 
 没する箇所等 

   

 他企業の立会い 
 を要するもの 

 立会い状況 立会い実施
中

立会い箇所
ごと

 

 
 
 そ 
 
 
 
 の 
 
 
 
 他 

 災害及び事故 
 工事中災害又は，
 事故が発生した場 
 合の現況及び復旧 
 状況 

 災害又は事 
 故発生時及 
 び復旧時 

 その都度 
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（水道機械設備工事） 

区分 工程 撮影箇所及び内容 撮影頻度 摘要 

施工前及び施工後

の状況 

１ 施工前と施工後の写真は同

一位置、方向から対比できる

ように撮影する。 

２ 起点終点の明確なものにつ

いては必ずポール等を立て位

置を表示する。 

施工前後と

途中必要に

応じて撮影

する。 

 

機器の基礎施工状

況 

１ 芯出し状態 

２ はつり深さ(躯体鉄筋の露

出状態) 

３ 基礎ボルトと躯体鉄筋の溶

接状態 

４ 型枠組立て状態 

５ コンクリート打設状態 

６ モルタル仕上げ状態 

適宜 ３について、主

要機器はすべて

撮影する。 

機器搬入据付け状

況 

１ 据付場所への荷下ろし状態 

２ 据付中の状態 

適宜  

保安設備の状況 掘削又は高所作業がある場合 適宜  

主要機器内部構造

の 

同」機種で複数の

機器は、一機種の製

品で可とする。 

なお、汎用品は除

く。 

１ カバー、充填物を取付けた

社内組立て状況後では、内部

構造の確認が困難なもの。た

だし、据付け現場で内部点検

できるものは除く。 

２ 摩耗、腐食のおそれのある

もの 

適宜 内部構造がわか

るように撮影す

る。 

埋設又は隠ぺい箇

所の配管・配線等の

布設状況 

１ 埋設深さ 

２ 埋設する配管の状況 

 

全部 稼働前の状況が

わかるように撮

影する 

塗装又は被作業の

工程別施工状況 

素地調整(ケレン)から仕上げ塗

装までの各工程(主要機器) 

適宜  

各種調査状況 調査実施状況 適宜  

各種試験状況 試験実施状況(荷重試験等) 適宜  

一 
 
 

般 
 
 

事 
 

 

項 

その他必要な箇所 監督員の指示による。 適宜  
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（水道機械設備工事） 

項目 撮影対象 撮影内容 

搬入状況  

工事着工前の状況 

(現場状況) 

施工場所を清掃し、墨出しを行った状況の写真 

工事中の状況 各施工工程の途中の写真 

工事完了の状況 各施工工程が完了した状況の写真 

各種試験の状況 各種試験の状況・試験機器の設置状況の写真 

発生材 仕様書等により、引渡しを要するものの整理集積状況 

一般共通事項 

障害物 形状寸法等、処理状況 

土工事 地中電線路用 

マンホール用 

掘削施工前、中、後（使用掘削機） 

埋戻、締固め状況 

基礎部分 割栗石基礎、砂利基礎、コンクリート基礎等別に厚さ、形

状、状態を撮影 

マンホール 

築造工 

ハンドホール

築造工 

築造部分 ・現場打ちマンホール 

 配筋、型枠、コンクリート仕上り状況をポール、箱尺等

で寸法を明示して撮影する。 

・組立式マンホール 

 搬入、据付等の使用機器の状況、及びポール、箱尺等で

寸法を明示して撮影する。 

鉄筋工 鉄筋の配筋状況 

レディミクスト 

コンクリート工 

コンクリートのスランプテスト状況、現場打設状況(つき

固め状況) 

モルタル工 施工状況 

コンクリート

工（ピット築

造工） 

型枠工 組立状況、縁金物の取付状況 

接地工 A、B、C、D種及び

その他 

接地極の種類、接地極と導線の接続及び埋設状況 

架空配線工  掘削状況(使用機械等)根入れ及び埋設状況 

電線路工 地中配線工事 下地処理(砂敷等)の状況、管路の寸法、布設状況、埋戻し

状況 

配管工事 下地処理(鉄筋への結束、ダクター等)の状況布設状況 

ラック工事 下地処理(吊りボルト、固定金物)の状況布設状況 

 

ダクト工事 下地処理(固定金物等)の状況布設状況 

電線類の接続 接続、端末処理の状況 

ラック上の布設状

況 

ケーブルの結束、整線状況 

回路種別、行先等の区別の確認できる状況、貫通部分の処

理状況 

配線工 

ダクト内の布設状

況 

ケーブルの結束、整線状況 

回路種別、行先等の区別の確認できる状況 

貫通部分の処理状況 

機器の基礎工 機器の基礎工事 基礎の構造がわかるように主要部の状況 

機器据付工 機器据付状況 取付け段取りの確認できる状況支持状況 
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（水道機械設備工事） 

項目 撮影対象 撮影内容 

塗装工 各種被塗装材への

作業状況 

素地調整(ケレン)から仕上げまでの各工程の状況 

特殊施工 必要に応じ 仕様書等で指示されている確認頃日の把握ができる状況 

試験工 検査状況 各種検査種別の確認ができるものの状況試験計器等からの

結果が確認できる状況 



附則 

 16

（水道電気設備工事）    

工  種  等 撮 影 内 容 撮影時期 撮影頻度 

組立 組立状況 組立 
特に指示が
ある場合 

機 
器 
単 
体 完成 完成写真 完成時 １回 

出来形 形状寸法等 検測時 
必要に応じ

て 試 
験 

品質 測定試験実施中（試験用機材） 〃 
測定種別 
ごと 1回 

工 
場 
試 
験 

社内試験、工場検査 試験状況、検査状況 
試験、 
検査時 

主要検査項
目 

一 
般 
事 
項 

各種試験 
各種試験（検査）種別の確認ができる状
況のもの、試験計器等から結果が確認で
きる状況のもの、試験用機材 

試験時 
測定、試験
種別ごとに

１回 

ラック工事 
つりボルト、固定金物等の状況、布設状
況（吊り間隔、エキスパンションジョイ
ント部等） 

施工中 
施工方法 
ごとに１回

ダクト工事 
固定金物の状況、敷設状況 
（固定間隔等） 

〃 〃 

バスダクト工事 固定金物の状況、敷設状況 〃 〃 

アクセスフロア工事 支持脚施工状況、縁金物施工状況 〃 〃 

防火区画工事等 
耐熱・耐火処理等の階段ごとの施工状況
、認証マーク表示状況 

〃 〃 

隠ぺい配管工事 
布設状況、支持及びボンディングの状況
、鉄筋への結束状況 

〃 〃 

地中配管工事 
布設状況、埋設シート布設状況、管末防
水処理状況、防食処置状況、埋設標柱等
の設置状況 

〃 〃 

電 
線 
路 
工 
事 

露出配管工事 
布設状況、固定金物等の状況、ボンディ
ングの状況、の水抜き穴状況 

〃 〃 
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（水道電気設備工事）    

工  種  等 撮 影 内 容 撮影時期 撮影頻度 

延線 使用機材の状況、延線状況 〃 〃 

電線類の接続 
端末処理の状況（高圧ケーブル）、負荷へ
の接続状況、盤内整線方法ごとの状況 

〃 〃 

ラック上の布設状況 結束、整線状況、セパレータ取付状況 〃 〃 

ダクト内の布設状況 同上 〃 〃 

ピット内の布設状況 
接地線種別、表示札の取付状況、セパレ
ータ取付状況 

〃 〃 

配
線
工
事 

マンホール・ハンド
ホール内の布設状況 

余長・整線状況、地中電線行先表示札の
状況 

〃 〃 

架
空
配
線
工
事 

建柱、張架 
建柱状況、電柱・支持根入れ及び埋設状
況、支線の布設状況、延線状況、強電線
弱電線の離隔状況 

〃 〃 

接
地
工
事 

第A、B、C、D種及び
その他 

接地極の種類、接地極と導線の接続及び
埋設状況 

〃 〃 

溶
接
工
事 

作業状況 
火災の防止状況、素地調製（ケレン）か
ら仕上げまでの各工程状況 

〃 〃 

塗
装
工
事 

各種被塗装材への作
業状況 

素地調整（ケレン）から仕上げまでの各
工程状況 

〃 〃 
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（水道電気設備工事）    

工  種  等 撮 影 内 容 撮影時期 撮影頻度 

機
械
配
管
工
事 

機械配管据付 
水・油・ガス管接合用シール材施工状況
、排ガス管の断熱施工状況、固定状況、
天井・床・壁貫通処置状況 

〃 〃 

機
器
据
付
工
事 

機器の据付等 

段取り、取付け状況、締付けトルクの確
認状況、水平・垂直の確認状況、電線引
込口の小動物等侵入防止状況、少量危険
物等と離隔状況 

〃 〃 

盤等架台の据付等 
段取・取付状況、締付けトルクの確認状
況、水平・垂直の確認状況 

〃 〃 

防波管等の据付 
固定金物の状況、スカム防止穴の位置状
況、排泥部の状況 

〃 〃 

機 器まわ り等 の防
水・防湿・開口部処
置 
 

シール、水抜き穴、開口部処置等の施工
状況 

〃 〃 

基礎ボルト 
埋設深さ、鉄筋結束状況、ドリル径、穴
あけ深さ 

〃 〃 

そ
の
他
の
工
事 

その他 監督職員が特に指定する撮影対象 施工中 その都度 

 
 
 
 

 
 
 


