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第 1章  総  則 

 
１－１ 適  用 
１． この仕様書は，泉大津市上下水道局の発注する下

水道施設土木工事の施工に適用する。 
２． この仕様書でいう用語の定義は下記による。 
（１） 監督職員とは、発注者が定め、当該工事を担当

し、その施工を監督する者をいう。 
（２） 設計図書とは、金抜き設計書（以下〔設計書〕

という）、図面、仕様書(別に定める仕様書〔以

下「特記仕様書」という〕を含む)及び現場説明

事項をいう。 
（３） 指示とは、監督職員が請負者に対し、権限の範

囲内で必要な事項を示し、実施させることをい

う。 
（４） 承諾とは、請負者から申し出た事項に対し、監

督職員が権限の範囲内の事項について了解する

ことをいう。 
（５） 協議とは、監督職員と請負者が対等の立場で合

議することをいう。 
３． 簡易な工事又は工事の簡易な部分について特記仕

様書で明記したほか監督職員が承諾した場合は、

この仕様書によらないことができる。 
４． この仕様書に記載されていない事項、又は特殊な

工事については、別に定める特記仕様書によるも

のとする。また、それぞれの協会による指針等も

参照すること。 
５． 設計書、図面及び特記仕様書に記載された事項は、

この仕様書に優先する。 
６． 請負者は、設計図書及び仕様書に記載された事項

の解釈について凝義が生じた場合は、監督職員と

協議しなければならない。 
 
１－２ 現場代理人等 
１． 請負者は、自己または自己にかわる代理人を本工

事現場に常駐させて、工事現場の取締り及び本工

事に関する一切の事項を処理させなければならな

い。 
２． 請負者は、工事に関して専門的知識を有する者の

うちから、本工事の技術上の管理をつかさどる主

任技術者（監理技術者）及び専門技術者を定め本

市に通知しなければならない。 
３． 現場代理人と主任技術者（監理技術者）又は、専

門技術者とは、これを兼ねることができる。なお、

これらの者については、事前に本市に経歴書を提

出しなければならない。 
４． 現場代理人、主任技術者（監理技術者）、専門技術

者その他工事の施工するために使用している下請

負人、労働者等について、工事の施工または管理

につき、本市が、不適当と認めた場合は、改めて

選任しなければならい。 
 
１－３ 関係法規等の厳守 

請負者は、工事施工に当り労働安全衛生法等諸法

令及び工事に関する諸法規を遵守し、工事の円滑

なる進捗を図るとともに、諸法令の運営適用は請

負者の負担と責任において行わなければならない。 
 
１－４ 官公庁への手続 
１． 工事施工のため必要な関係官公庁その他に対する

諸手続きは、請負者において迅速に処理しなけれ

ばならない。 
２． 関係官公庁その他に対して交渉を要するとき、又

は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職

員に申し出て協議するものとする。 
３． 工事施工に必要な材料置場、現場事務所等の目的

で使用のため本市管理の土地の使用を希望する場

合は監督職員と協議し所定の手続を取らなければ

ならない。 
 
１－５ 工事公害の防止 

請負者は工事の施工にあたっては、附近の居住者

に迷惑のかからぬよう、公害防止に努めなければ

ならない。 
 
１－６ 施工計画書 
１． 請負者は、あらかじめ工事実施に必要な施工計画

書を監督職員に提出しなければならない。 
（１）工 事 概 要      （７）施 工 管 理 
（２）実 施 工 程 表      （８）緊急時の体制 

   （３）現 場 組 織 表      （９）交 通 管 理 
   （４）主 要 機 械      （10）安 全 管 理 

（５）主 要 資 材      （11）仮 設 備 計 画  
（６）施 工 方 法      （12）環 境 対 策 

（13）そ の 他 
２． 施工計画書の内容に変更が生じ、その内容が重要

な場合には、その都度変更に関連するものについ

て変更計画書を提出しなけばならない。 
３． 監督職員が特に指示した事項については更に詳細

な施工計画書を提出しなければならない。 
 
１－７ 施工検査 
１． 請負者は、主要な工事段階の区切等で、設計図書

で指示した事項及びあらかじめ監督職員の指示し

た事項は、監督職員の検査を受けなければならな

い。 
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２． 請負者は、工事が終了したとき、または既済部分

の出来形について支払の請求をするときは、手続

き前に監督職員の検査を受けなければならない。 
３． 前記各項の検査に当っては、請負者又は現場代理

人、あるいは主任技術者は検査に立会しなければ

ならない。 
４． 請負者は、検査のため必要な資料の提出、測量、

その他の処理につき、監督職員の指示に従わなけ

ればならない。 
 
１－８ 事前調査 

請負者は工事着手にさきだち、現地の状況、関連

工事その他について綿密な調査を行い、十分実状

把握のうえ工事を施工しなければならない。 
 
１－９ 管渠等の位置変更 

地下埋設物の関係又は、その他の理由で設計通り

に管渠又は施設が築造できない場合は、ただちに

詳細な理由をつけて監督職員に連絡し、その指示

をまった上でそれらの位置変更を行わなければな

らない。 
 
１－１０ 埋設物等の移設。 

地下埋設物又は、架線等の移設の必要が生じたと

きは、調査資料及び移設計画図を添えて監督職員

と協議し、必要に応じて関係官公庁へ手続をしな

ければならない。 
 
１－１１ 現場管理 
１． 請負者は工事現場の一般通行人に見易い場所に、

工事名、工期、事業主体名、委託公共団体名、工

事請負会社名、住所及び現場代理人氏名を記入し

た標示板を設置するものとする。 
２． 請負者は市街地における工事については、「市街地

土木工事公衆災害防止対策要綱」に準拠して災害

の防止に努めなければならない。 
３． 工事現場へ一般の立入りを禁止する必要がある場

合は、監督職員の承諾を得て、その区域へ適当な

柵を設けるとともに立入禁止の標示をしなければ

ならない。 
４． 火薬類を使用し、工事を施工する場合は、あらか

じめ監督職員に使用計画書を提出しなければなら

ない。 
５． 遣方、山囲、覆工、締切、排水等の仮設及び特に

重要物を扱う足場は、竪固な構造としなければな

らない。 
６． 請負者は、豪雨、出水、その他天災に対しては、

気象予報などについて十分なる注意を払い、常に

これに対応できる人員資材の配備計画がなければ

ならない。 
 
１－１２ 工程管理 
１． 請負者は、工事施工計画書にもとづき、本工事に

関する工程を常に管理し、工事の期限内完成に努

めなければならない。万一、工程に修正あるいは

変更をきたした場合は、そのつど理由をつけて監

督職員に報告し、その承諾を受けなければならな

い。 
２． 月間の工事出来高報告、及び工事進捗予定表(週間

工程表等)は、監督職員の求めに応じて報告しなけ

ればならない。 
 
１－１３ 休日及び夜間等における作業 
  工事実施の都合上休日又は夜間等の作業を必要と

する場合は、あらかじめ監督職員に届けなければ

ならない。また、必要に応じて関係官公庁へ手続

をしなければならない。 
 
１－１４ 工事測量 
１． 請負者は、工事契約後速やかに必要な測量を実施

し、仮ＢＭの設置及び用地境界、中心線、縦断、

横断等を確認しなければならない。 
なお、仮ＢＭを設置するための基準点は監督職員

と協議するものとする。 
２． 測量標は、位置及び高さの変動のないように適切

な保護をしなければならない。 
３． 用地巾杭、仮ＢＭ及び重要な工事用測量標は原則

として移設してはならない。 
ただし、これを存置することが困難な場合は、

監督職員の承諾を得て移設することができる。 
４． 工事に必要な丁張、その他工事施工の基準となる

仮設標識は請負者が設置し、監督職員が指示した

ものは検査を受けなければならない。 
 
１－１５ 関連工事との協調 

請負者は、本工事と直接関係のある工事はもちろ

ん、近接区域において施工されるほかの工事に対

しても、相互に連絡を保ちながら、円滑な工事の

進捗に努めなければならない。 
 
１－１６ 臨機の措置 
１． 降雨時において、本工事のために付近に浸水の恐

れを生じた場合は、仮締切の一時撤去等の措置を

講じなければならない。この場合において、請負

者はあらかじめ監督職員の指示を求めなければな

らない。ただし、緊急やむを得ないときは、この
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限りではない。 
２． 豪雨、出水又は火災などに対する災害防止のため

作業員の増員、夜間作業、非常用資材の準備等を

命じることがあるが、異議なく行うこと。 
 
１－１７ 道路維持管理 

請負者は、工事施工のために使用する道路を、 
 工事期間中、常に良好な状態に保つよう、維持 
 管理しなければならない。 

   
１－１８ 仮設工事 
１． 仮設工事で、特に設計図書及び特記仕様書に構造、

寸法等が明示されているものについては、請負者

の都合によってその内容を変更してはならない。 
ただし、指定する構造で施工することが困難な場

合は、監督職員の承諾を得て変更することができ

る。 
２． 仮設工事で、設計図書及び特記仕様書に、特に内

容を明示していないものについては、請負者の責

任において計画し、工事に支障のないよう施工し

なければならない。 
 
１－１９ 電力・水道等 

工事用及び検査に必要な電力、用水及びこれに要

する仮設材料は請負者の責任で処理しなければな

らない。 
 
１－２０ 残土等及び現場発生品 

工事施工によって生じた残土及び現場発生品につ

いては、特記仕様書の定めによるものとする。 
 
１－２１ 支給材料及び貸与品 
１． 請負者は、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。 
２． 請負者は、支給品を受領した時は支給品受領書を、

工事完成時（完成前で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、

支給品清算書を監督職員に提出しなければならな

い。 
 
１－２２ 損害賠償 
１． 施工の不完全、作業員の不注意、あるいは保安施

設の不備などによって生じた損害は、すべて請負

者の負担と責任とにおいて損害賠償を行わなけれ

ばならない。 
２． 工事施工によって第三者に危害をおよぼし、また

は、損害を与えたとき、あるいは第三者との間に

紛議が生じたときは、原則として請負者が処理解

決にあたるのものする。また、これに要する費用

はすべて請負者の負担とする。 
３． 前記 2．について、本市において特に必要と認め

た場合には、本市が介在することがある。 
４． 請負者は、下請け等によって生じた損害賠償にた

いしても、責任を負わなければならない。 
５． 本工事によって生じた周辺構築物の損傷復旧につ

いては、請負者が最後まで誠意をもって処理解決

にあたらなくてはならない。 
 
１－２３ 試験及び検査 
１． 本工事にかかる品質管理、施工管理、あるいは出

来高管理のために行う調査、測定、測量、観測あ

るいは検査については、本工事の特質を十分に考

慮し、必要にして十分な項目にわたって行うべく、

工事施工計画書に明記しておくこと。 
２． 上記 1．に要する費用は、すべて工事費に含むも

のとする。 
 
１－２４ 協議内容 
  請負者は、監督職員との協議において議事録をと

り必要に応じて監督職員に提出しなければならな

い。 
 
１－２５ 工事写真 
１． 工事写真は、一工程ごとに、施工中及び出来形を

撮影し、それらを組み合わせれば全体が判明する一

連のものになるように撮影しなければならない。 
２． 監督職員が指示する個所及び工事前の状況、ある

いは後日検査が不可能となるかもしくは困難と成

る個所ついては、請負者において撮影しておかなけ

ればならない。 
３． 工事写真帳は別途工事写真の撮り方により作成す

るものとする。（原則としてカラー写真） 
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表 2 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  

 粗骨材の 
大きさ(㎜)  100 80 60 50 40 30 25 20 15 10 5 2.5

 50 ― 5 ― ― 100 95～100 ― ― 35～70 ― 10～30 ― 0～5 ― 

 40 ― 5 ― ― ― 100 95～100 ― ― 35～70 ― 10～30 0～5 ― 

 30 ― 5 ― ― ― ― 100 95～100 ― 40～75 ― 10～35 0～10 0～5

 25 ― 5 ― ― ― ― ― 100 95～100 ― 30～70 ― 0～10 0～5

 20 ― 5 ― ― ― ― ― ― 100 90～100 ― 20～55 0～10 0～5

 15 ― 5 ― ― ― ― ― ― ― 100 90～100 40～70 0～15 0～5

 10 ― 5 ― ― ― ― ― ― ― ― 100 90～100 0～40 0～10

 50 ― 25※ ― ― 100 90～100 35～70 ― 0～15 ― 0～5 ― ― ― 

 40 ― 20※ ― ― ― 100 90～100 ― 20～55 0～15 ― 0～5 ― ― 

 30 ― 15※ ― ― ― ― 100 90～100 ― 20～55 0～15 0～10 ― ― 
※ これらの粗骨材は、骨材分離を防ぐため、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。 

第 2 章  材  料 

 
２－１ 適用 
１． 工事に使用する材料は、設計図書に明示した品質

規格によらなければならない。 
２． 設計図書に規定されていない材料については、日

本工業規格（ＪＩＳ）、日本下水道協会規格（ＪＩ

ＳＷＡＳ）、日本水道協会規格（ＪＷＷＡ）又は、

これに準ずる規格に適合したものでなければなら

ない。 
 
２－２ 材料の見本又は資料の提出 

設計図書又は監督職員の指示する工事材料につい

ては、使用前に見本又は資料を提出し、監督職員

の承諾を得なければならない。 
 
２－３ 材料の試験及び検査 
１． 設計図書又は監督職員の指示により試験を行うこ

ととしている工事材料は、使用前に、ＪＩＳ若し

くは設計図書又は監督職員の指示する方法により

試験を行わなければならない。 
２． 現場搬入時の検査に合格した材料であっても使用

時において変質又は、不良品と疑問を持つ材料は

試験などを行い合格したものでなければならい。 
 
２－４ 土 

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。 

 
 

２－５ 石材及び骨材 
１． 工事に使用する石材及び骨材は、全ての用途に適

する強度と耐久性を持ち、外観もよく、良質でな

ければならない。 
２． 石材及び骨材の採取地などは、設計図書に示され

たもののほかは、あらかじめ監督職員の承諾を得

なければならない。 
 
２－６ 基礎礫 
１． 基礎礫は、割栗石または砕石とし、均質、清浄、

強硬、耐久性があり、かつ、ゴミ、泥、有機物な

どを有害量含んでいないものであること｡割栗石

はＪＩＳ Ａ5006（割栗石）、砕石はＪＩＳ Ａ5001

（道路用砕石）に準ずるものとする｡ 
２． 基礎礫は、粒径 5～15cm でかつ、粗細適度に混合

しているものであること。又目潰しとして切込砕

石を用いること。 
 
２－７ セメントコンクリート用骨材 
細骨材及び粗骨材は、大・小粒が適度に混合している

もので、その粒度は次表の範囲を標準とする｡ 
 
 

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 

表 1 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 
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２－８ 砕石 
 
 

 
 

 

２－９ 木材 

１． 工事に使用する木材は、有害な腐れ、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。 

 

２－１０ 鋼材 

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． 請負者は、鋼材をじんあいや油類等で損傷しない

ようにするとともに、防蝕しなければならない。 

3． 構造用圧延鋼材は以下の規格に適合するものと

する。 

JIS  G  3101（一般構造用圧延鋼材） 

JIS  G  3106（溶接構造用圧延鋼材） 

JIS  G  3112（鉄筋コンクリート用棒鋼） 

JIS  G  3114（溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材） 

4． 軽量形鋼は以下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） 

5． 鋼管は以下の規格に適合するものとする。 

JIS  G  3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

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） 

6． 鋳鉄品、鋳鋼品、及び鍛鋼品は以下の規格に適合

するものとする。 

JIS  G  5501（ねずみ鋳鉄品） 

〔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、所要の混合物の骨格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

100
95～
100

- -
60～
90

-
30～
65

20～
50

-
10～
30

2～10
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5～25

100
95～
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-
55～
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45

5～30

100
95～
100

60～
90

20～
50

10～
35

100
85～
100

100

0～15

85～
100

-

100

0～15

85～
100

100
85～
100

- 0～15

0～15

100
85～
100

0～15

100
85～
100

0～15

100
85～
100

0～5

ク
ラ
ッ

シ
ャ

ラ
ン

単

粒

度

砕

石

粒
度
調
整
砕
石

80～60

60～40

40～30

30～20

20～13

0～25

13～5

5～2.5

40～0

30～0

20～0

40～0

30～0

20～0

S-80

(1号)

S-60

(2号)

S-40

(3号)

S-30

S-5

(7号)

M-40

(4号)

S-20

(5号)

S-13

ふるいを通るものの質量百分率（％）

C-20

ふるい目の開き

粒度範囲(mm)

呼び名

M-30

M-20

C-40

C-30

(6号)

単粒度砕石、粒度調整砕石、クラッシャーランの粒度は下表のとおりとする。 

表 3 砕 石 の 粒 度 



6 

JIS  G  5101（炭素鋼鋳鋼品） 

JIS  G  3201（炭素鋼鍛鋼品） 

JIS  G  5102（溶接構造用鋳鉄品） 

JIS  G  5111（構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼

鋳鋼品） 

JIS  G  4051（機械構造用炭素鋼鋼材） 

JIS  G  5501（球状黒鉛鋳鋼品） 

7． ボルト用鋼材は、以下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（摩擦接合用高力ボルト、六角ボル

ト、平座金のセット） 

JIS  B  1256（平座金） 

JIS  B  1198（頭付きスタッド） 

JIS  M  2056（ロックボルト） 

8． 溶接材料は、以下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材ア

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） 

9． 鉄線は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS  Z  3532（鉄線） 

10． 鋳鉄管は次の規格に適合したものでなければな

らない。 

JIS  G  5526（水道用遠心球状黒鉛鋳鉄管） 

        A 形、B形 

JIS  G  5527（水道用球状黒鉛鋳鉄異形管） 

        A 形、B形、フランジ形 

JCPA G 1001（K 形遠心力ダクタイル鋳鉄管 1600

～2400φ） 

JCPA G 1002（K形ダクタイル鋳鉄異形管  1600～

2400φ） 

JWWA Ｇ 109（水道用鋳鉄異形管 75～1000） 

JCPA Ｇ 1009（ダクタイル鋳鉄フランジ 75～1000

φ） 

JIS  B  2062（水道用仕切弁） 

12． プレストレスコンクリート用鋼材は、以下の規

格に適合するものとする。 

  JIS  G  3536（PC 鋼線及び PC 鋼より線） 

JIS  G  3109（PC 棒） 

JIS  G  3137（細径異形 PC 鋼棒） 

JIS  G  3502（ピアノ線材） 

JIS  G  3536（硬鋼線材） 

13． 鋼製ぐい及び鋼矢板は、以下の規格に適合する

ものとする。 

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） 

14． 鋼製支保工に使用する鋼材は次の規格に適合し

たものでなければならない。 

JIS  G  3101（一般構造用圧延鋼材） 

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） 

 

２－１１ セメント及びセメント混和材料 

１． 工事に使用するセメントは次の規格に適合するも

のとする。 

JIS  R  5210（ポルトランドセメント） 

JIS  R  5211（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） 

２． 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。 

３． その他の混和材及び混和剤は特記仕様書によるも

のとする。 

４． コンクリートに使用する水は、油、酸、塩類、有

機不純物、懸濁物等コンクリート及び鋼材の品質

に悪影響を及ぼす物質の有害量を含まないものと

する。 

 

２－１２ 生コンクリート 

１． レデーミクストコンクリート（以下「生コンクリ

ート」という。）は JIS A 5308（レデーミクス

トコンクリート）の規格に適合する製造設備、製
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造技術及び運搬車を有する JIS 表示許可工場のも

のとする。 

ただし、業者選定にあっては使用前に監督職員の

承諾を受けなければならない。 

２． 生コンクリートは、JIS A 5308 の規格によるも

のとする。 

なお、実施にあたっては、監督職員立会いのもと

に試験練りを行い、実施の製造に用いる配合表を

本市に提出しなければならない。 

３． 生コンクリート打込みにあたっては、計画通り進

めるために製造工場の能力、運搬能力及び時間、

受入れ設備、打込み速度、待ち合わせ時間並びに

それらの変動巾とを考慮して、納入速度と打込み

速度とが一致するように製造者と綿密な事前打合

せを行わなければならない。 

４． 生コンクリートの試験は、スランプ、空気量、圧

縮強度について監督職員の指示する任意の生コン

クリートより１回当り３試料抽出して行うものと

する。試料は通常 150 ・毎又は、その端数につい

て 1 回以上とし、ある種類のコンクリートは少な

くとも、3 回以上の試験によって代表されるもの

とする。ただし、小規模なものについては、この

限りではない。 

５． 強度のでかた又は養生の適否を確かめるために現

場のコンクリートとできるだけ同じ状態で養生し

た試料を用いて圧縮試験を行うことがある。 

試験方法は前記４に準じる。 

６． 生コンクリート製造工場における品質管理を確認

するために、本市の工場立入り検査又は、セメン

ト、骨材試験などを要求することがあるが異議な

くこれを行わなければならない。 

 

２－１３ 現場練りコンクリート 

  コンクリートは、原則として生コンクリートとす

るが、小規模な工事又は特別なものに限り現場練

りとすることができる。この場合、原則として機

械練りとし、練り時間は概ね 2分程度とする。 

ただし、特に少量の場合は監督職員の承諾を得た

上で手練りとする事ができる。 

 

２－１４ コンクリート配合 

１． 現場の施工条件が所定のスランプでは打込み困難

であると考えられる場合に限り、監督職員の承諾

を得てスランプを変えることができる。 

２． その他下記項目に注意のこと 

（１） 混和剤使用にてついては、監督職員の承諾を

得ること。 

（２） 監督職員の承諾を得た上で粗骨材の最大寸

法を小さくとることができる。 

 

２－１５ モルタル配合 

１． モルタルの配合比は下記の通りする。 

１ｍ3当り 

 

２． 防水モルタルは、上記配合（１：２）に防水剤を

適量混入させるものとする。なお、防水剤の品質

および混入量は監督職員の承諾を受けること。 

 

２－１６ セメントコンクリート製品 

１． セメントコンクリート製品は有害なひび割れ等損

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（ｃ１）の総

量で表すものとし、練りまぜ時の全塩化物イオン

は 0.30kg/m3 以下とする。なお、これを超えるも

のを使用する場合は、監督職員の承諾を得なけれ

ばならない。 

３． 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  5302（無筋コンクリート管及び鉄筋コン

クリート管） 

JIS  A  5303（遠心力鉄筋コンクリート管） 

JIS  A  5304（舗装用コンクリート平板） 

   JIS  A  5305（鉄筋コンクリート U型） 

  JIS  A  5306（コンクリートＬ型及び鉄筋コンク

リートＬ型） 

  JIS  A  5307（コンクリート境界ブロック） 

  JIS  A  5309（遠心力プレストレスとコンクリー

トポール） 

  JIS  A  5310（遠心力鉄筋コンクリートくい） 

JIS  A  5312（鉄筋コンクリート組立土止め） 

JIS  A  5313（道路橋用プレストレスとコンク

リート橋げた） 

  JIS  A  5317（下水道用マンホ－ル側塊） 

JIS  A  5318（鉄筋コンクリートフリューム及び

名 称 配合比 セメント(㎏) 砂(・) 適用

普通モルタル １：１ 1100 0.75  

〃 １：２ 720 0.95  

〃 １：３ 530 1.05  

表 4 
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鉄筋コンクリートベンチフリュ

ーム） 

JIS  A  5319（軽過重スラブ橋用プレストレスト

コンクリート橋げた） 

JIS  A  5321（鉄筋コンクリートケーブルトラフ） 

JIS  A  5323（コンクリート積みブロック） 

  JIS  A  5328（組合せ暗渠ブロック） 

    JIS  A  5333（コア一式プレストレストコンクリ

ート管） 

JIS  A  5337（プレテンション方式遠心力高強度

プレストレスコンクリートくい） 

JIS  A  5345（道路用鉄筋コンクリート側溝） 

  JIS  A  5354（コンクリート矢板） 

    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）   

４． その他本市指定製品 

 

２－１７ 目地材料 

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、水に溶けず又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、土砂等異物の浸入を妨げ、かつ耐久性

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。 

５． 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。 

 

２－１８ エポキシ系樹脂接着剤 

エポキシ系樹脂接着剤は、接着、埋込み、打継ぎ、

充てん、ライニング注入等は設計図書によるもの

とする。 

 

２－１９ 合成樹脂製品 

合成樹脂製品は次の規格に適合するものとする。 

  JIS  K  6471（硬質塩化ビニル管） 

  JIS  K  6742（水道用硬質塩化ビニル管） 

  JIS  K  6745（硬質塩化ビニル板） 

  JIS  K  6761（一般用ポリエチレン管） 

  JIS  K  6762（水道用ポリエチレン管） 

  JIS  K  6773（塩化ビニル樹脂製止水板） 

  JIS  A  6008（合成高分子ルーフィング） 

  JIS  C  8430（塩化ビニル電線管） 
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２－２０ 瀝青材料 

１． 舗装用石油アスファルトは、表 5の規格に適合する。 

 

表 5 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1000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℃） ｃｍ 10 以上 100 以上 100 以上 100 以上 

三塩化エタン可溶分 ％ 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/cm3 1,000 以上 1,000 以上 1,000 以上 1,000 以上 

（日本道路協会規格） 

   〔注〕各種類とも 120℃、150℃、180℃、のそれぞれにおける動粘度を試験表に付記しなければならない。 

 

 

２． ゴム・熱可塑性エラストマー入りアスファルトは、表 6 の性状に適合するものとする。また、請負者は、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 6 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 6 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 

種 類  

項 目 

ゴム・熱可塑性エラストマー入りアスファルト 

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 

伸 度（ 7℃） ｃｍ 30 以上 － 

伸 度（15℃） ｃｍ － 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（kgf・cm） 5(50)以上 8(80)以上 

テナシティ（25℃）N・ｍ（kgf・cm） 2.5(25)以上 4(40)以上 

         〔注１〕①密度（15℃）は、計算表に付記すること。 

             ②最適混合温度範囲および最適締固め温度範囲を試験表に付記する。 

         〔注２〕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 7の規格に適合するものとする。 

 

表 7 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 

(poise) 

1,000±200 

(10,000±2,000) 

粘度 
(180℃)cSt 

(㎜ 2/S) 

200 以下 

(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 

三塩化エタン可溶分 ％ 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 以下 

            〔注〕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 8、9 の規格に適合するものとする。 

 

表 8 石油アスファルト乳剤の規格 

種類および記号 

項 目 

カチオン乳剤（JIS K 2208-1993） ﾉﾆｵﾝ乳剤

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

エ ン グ ラ ー 度  （25℃） 3～15 1～6 3～40 2～30 

ふるい残 留 分(1.18 ㎜)(％) 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 

蒸

発

残

留

分

針  入  度（25％） 

（1/10 ㎜） 

100～ 
200 

150～ 
300

100～ 
300 60～150 60～200 60～200 60～300 60～300 

伸   度（15℃）（cm） 100 以上 80 以上 80 以上 

三塩化エタン可溶分 

（％） 
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
期
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
ま
じ
り
骨
材
混
合
用 

セ
メ
ン
ト
・乳
剤 

安
定
処
理
用 

〔注〕種類記号の説明 P：浸透用、M：混合用 
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表 9 ゴム入りアスファルト乳剤の規格 

記  号

項 目 

PKR－T 

1 2 

エ ン グ ラ ー 度（25℃） 1～10 

ふるい残留土（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 

蒸

発

残

留

度

針入度 (25℃) 1/10 ㎜ 60～100 100～150 

伸 度 ( 7℃) ㎝ 100 以上 － 

 ( 5℃) ㎝ － 100 以上 

軟化点  ℃ 48.0 以上 42.0 以上 

タ
フ
ネ
ス

 
(25℃) 

Ｎ・ｍ 

(kgf/㎝)

3 以上 

（30 以上） 

－ 

－ 

 
(15℃) 

Ｎ・ｍ 

(kgf/㎝)

－ 

－ 

4 以上 

（40 以上） 

テ
ナ
シ
テ
ィ
ー

 
(25℃) 

Ｎ・ｍ 

(kgf/㎝)

1.5 以上 

（15 以上） 

－ 

－ 

 
(15℃) 

Ｎ・ｍ 

(kgf/㎝)

－ 

－ 

2 以上 

（20 以上） 

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）      

 

５． グースアスファルトに使用するアスファルトは表 10 の規格に適合する。 

 

表 10 アスファルトの規格 

項    目 
規 格 値 

石油アスファルト
20～40 

精製トリニダッド 
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 － 

三塩化エタン可溶分 ％ 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〕精製トリニダッド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。 
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６． グースアスファルトは、表 11 の規格を標準とする。 

 

表 11 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 

三塩化エタン可溶分 ％ 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に適合した 

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． その他の瀝青材料は以下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 A 2439 （クレオソート油、加工タール、タールビッチ） 
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第３章 工 事 施 工 
 

一 般 事 項 
 

３－１ 事前調査 
事前調査については、１－８（事前調査）に定め

るもののほか必要に応じて下記事項についても行

うこと。 

（１）工場などの機器の配置 

（２）接続を必要とする既設下水管 

（３）通学路、通学園バス、路線バス、清掃者等 

（４）ガス水抜き、水道消火栓、止水栓等の埋設状況 

（５）その他(家屋調査等) 

 

３－２ 試  堀 

１． 請負者は、契約後直ちに人孔設置予定位置、取付

既設人孔、及び監督職員の指示する場所で試掘を

行い、地下埋設物の位置、深さ並びに構造を調査

し、地下埋設物調査報告書を監督職員に提出しな

ければならない。 

２． 試掘は、必ず人力堀によって、道路全幅にわたっ

て行い、当該路線にあるすべての埋設物が確認で

きるまで行わなければならない。ただし主要道路

については監督職員の指示する巾だけでよい。 

３． 試掘跡の仮復旧は、埋戻し完了後すみやかに行う

とものとする。 

 

３－３ 工事施工 

１． 請負者は工事着手前、本市に工事施工計画書を提

出して、監督職員の承諾を受けなければならない。 

２． コンクリート工事おいては本仕様書に定めるも

ののほか、土木学会制定の「コンクリート標準示

方書」の定めによるものとする。 

３． 工事施工にあたっては、一工程毎に順次監督職員

の立会または検査を受け、その承諾を得た後でな

ければ、次の工程に着手してはならない。 

４． 請負者は工事施工中、本工事現場に技術経験を有

する責任者を常駐させなければならない。 

 

３－４ 施工管理 

１． 請負者は、工事中、各種の測定、調査並びに試験

などを行うことにより、本工事に関して十分な施

工を図らなければならない。 

２． 施工管理の具体的な実施方法、点検及び測定の頻

度、管理図の作成要領及び記録方法を施工計画に

記し、工事竣工時に整理をして監督職員に提出し

なければならない。 

 

土 工 事 

 

３－５ 土工事一般 

  土工事は、安全かつ能率的に計画することとし、

施工方法、使用機器、及び安全対策などについて

は、すべて本仕様書、特記仕様書及び工事施工計

画書に基づいて実施するものとする。 

 

３－６ 掘  削 

１． 掘削の順序、深度並びに湧水処理については、土

質、地下水位、地下埋設物、周辺構築物あるいは

施工条件等を考慮して計画すること。 

２． 掘削は小区画にわけて行い、支保工予定位置に達

したときは、ただちに支保工を架設し、完了後で

なければそれより下部の掘削を行ってはならない。 

３． 掘削は、埋設物がある場合は、それらが露出する

まですべて人力によって行わなければならない。

又、埋設物付近においては機械掘削を行ってはな

らない。 

４． 掘削は、掘りすぎて基礎地盤をいためることのな

いようにしなければならない。また、床付につい

ては人力で行うものとする。 

 

３－７ 地下埋設物 

  掘削中に露出した地下埋設物は、埋設物管理者及

び監督職員に連絡の上、あらかじめ指定された方

法にもとづいて損傷や移動を生じないように防護、

懸垂あるいは養生を行うこと。又、工事中万一、

異常を発見したときは、応急策を講じるほか、す

みやかに埋設物管理者及び監督職員に連絡し、そ

の指示を受けるものとする。 

 

３－８ 埋 戻 し 

１． 埋め戻しは、必ず排水したのちに実施し、水中埋

戻しは原則として施工してはならない。 

２． 埋戻しの土質は、指定されない場合でも、工事に

適合したものを使用しなければならない。 

３． 構造物の隣接箇所や狭い箇所の埋戻しは、小型締

め固め機等により入念に締め固めるものとし、構

造物に損傷を与え、又は、移動を生じないように

しなければならない。 

４． 埋戻しは、埋戻し作業開始前に残泥その他を除去



14 

し、十分に締め固めなければならない。 

 

３－９ 残土処分 

１． 特に指定がない場合は、残土処分を請負者の責任

において行ういわゆる「自由処分」とするが、こ

の場合処分地先は監督職員の承諾を得なければな

らない。 

２． 残土の運搬経路及び処分地を地図上に明記して監

督職員に提出すること。 

３． ダンプ車は、土砂の漏出又は落下等のないようシ

ートで覆う等十分配慮し、通過道路に土砂を散乱

しないこと。 

 

土 留 工 事 

 

３－１０ 土留工に関する事前調査 

  土留工に関する事前調査は下記事項について行わ

なければならない。ただし、小規模工事にあって

はその一部をはぶくことができる。 

（１） 表層から掘削底およびそれ以上にいたる土質 

（２） 地下水位及び湧水量 

（３） 排水計画に必要な調査 

（４） 地下埋設物の種類、位置、構造、老朽度 

（５） 周辺構築物の種類、位置、構造、老朽度 

（６） 道路の交通事情（沿道の車の出入、通過交通量

とその種類。） 

（７） 地上架空線の種類、位置 

（８） 周辺環境 

（９） その他 

 

３－１１ 土留に関する施工管理 

  土留工の施工管理をはかるために、工事施工中、

下記事項について調査、点検しなければならない。 

（１） 土圧及び水圧 

（２） 杭、矢板、支保材などの変形 

（３） 周辺地盤の変形 

（４） 地下埋設物、周辺構築物の変形 

（５） 横矢板工背面の地盤 

（６） 掘削底における土の状況 

（７） 湧水あるいは矢板継手からの漏水 

（８） 土留材の保安点検 

（９） その他 

 

３－１２ 土留支保工 

１． 支保材として使用する木材は建築基準法施工令

第 89～90 条の規定により、鋼材については鋼道路

橋設計示方書の規定による。ただし、材料の品質、

新旧の程度、あるいはボルト孔の欠損率などを勘

案して適宜割引きをしなければならない。 

２． 切梁には必要に応じてジャッキを使用して、土留

背面の土砂の移動を防止し、あわせて、地下埋設

物及び周辺構築物に影響を与えることのないよう

にしなければならない。 

３． 杭、矢板と腹起との間隔には、次の掘削にかかる

前に、間隔の前面にわたって、コンクリートを充

填もしくは適宜同時の措置を行って、矢板の移動

を防止しなければならない。 

 

３－１３ 支保工の撤去 

１． 切梁の撤去は、切梁面以上の埋戻土が十分つき固

められた段階で行うこと。なお暗渠工等でもり替

梁を必要とする場合は、切梁撤去前にこれを確実

に施工しなければならない。 

２． 上段切梁は埋戻土が外側の土圧に十分耐えられ

るまで撤去してはならない。 

 

３－１４ 杭・矢板の打込み 

１． 打込みは、計画図にもとづき、打込み位置を確認

にうえ、地下埋設物及び周辺地盤に悪影響をおよ

ぼさないよう注意して一直線にかつ垂直に打込む

ものとする。万一打込み中、傾斜、曲り、あるい

は歪みなどを生じた場合は、ただちに引き抜き完

全に補修したのち、あらためて打ち直すものとす

る。 

２． 埋設物付近における打込み作業に際しては、必要

に応じて杭、矢板の横ぶれを防止する措置を構じ

ておかなければならない。 

３． 杭、矢板頭部がへんけいするおそれのある場合は

適宜キャップを使用するものとする。 

４． 矢板の継手部分は水密性を保持し、十分にグリー

スを塗布しておくこと。 

５． 杭、矢板打込み後、直ちに杭矢板の周辺に砂を充

填しておくこと。 

 

３－１５ 鋼 矢 板 

１． 普通鋼矢板は、JIS A 5528 に規定するものの内Ｕ

型断面のものとし、継手は十分な強度をもち、引

張りを受けても離脱しないものであること。特に

水密性を要求される個所に使用するものにあって

は継手の完全なものでなければならない。 
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２． 矢板線の屈折する個所では、コーナー矢板を使用

すること。 

３． 打設矢板が過度に傾斜するのを防止するため適

当な間隔にバチ形矢板を使用して補正すること。 

 

３－１６ 木矢板工 

１． 木矢板は、板厚 3㎝以上とし先端を片面削、片勾

配に仕上げたうえ、計画線にそって掘削しながら

垂直に打込むものとする。打込中に亀裂、曲がり

などを生じた場合は、打ち直すものとする。 

２． 矢板先端には必要に応じてクツ金物をとりつけ、

又矢板頭部には打込時の衝撃に耐えるよう鉄板あ

るいは番線を巻きつけておくこと。 

 

３－１７ 横矢板工 

１． 横矢板工に使用する土留杭の打込み、及び引抜き

に関しては３－１４（杭、矢板の打込み）及び３

－１８（杭、矢板の引抜き）による。 

２． 横矢板は、掘削土壁との間にすき間の生じないよ

うに、掘削後ただちにはめ込むこと。すき間を生

じた場合は、裏込め、くさび等ですき間を完全に

充填し横矢板を固定しなければならない。 

３． 横矢板は原則として板厚 3.0 ㎝以上とし、その両

端は土留杭のフランジに十分かかっていなければ

ならない。 

 

３－１８ 杭・矢板の引抜き 

１． 杭、矢板の引抜きは、施工条件、引抜き時期ある

いは、引抜き方法等を十分検討したうえで行うこ

と。 

２． 引抜きにさいしては、管渠等に影響を与えないよ

う十分注意して行わなければならない。又、周辺

地盤をみだしたり、埋設物又は近接構築物を損傷

してはならない。 

３． 杭、矢板の抜き跡は、空隙を完全に填充するため

に、砂を入念に流し込み、水締めを行うなどの措

置を講じて、地盤の移動及び沈下を防止、あわせ

て埋設物あるいは構築物に対する影響を防止しな

ければならない。 

４． ジェットウォーター併用引抜きとする場合は、下

記事項に従って施工すること。 

（１） 杭、矢板の抜跡は、空隙を完全に填充するため

に、砂を入念に流し込み、ジェットウォーター

併用により水締めを行うなどの措置を講じて地

盤の移動及び沈下を防止し、あわせて埋設物に

対する影響を防止しなければならない。 

（２） 矢板の引抜きは間引抜を原則とする。 

 

３－１９ 杭・矢板の埋殺し 

杭、矢板の埋殺しは、原則として認めない。ただ

し、地下埋設物等の関係でやむを得ずそれらを切

断埋殺しする必要が生じた場合は、本市の承諾得

たものに限り埋殺しする事ができる。 

 

３－２０ 基礎栗石工 

砕石基礎工、栗石基礎工は床堀が終わった後（栗

石基礎には栗石に切込砂利などの目つぶしを加

え）十分締め固めながら所定の厚さに仕上げなけ

ればならない。 

 

排 水 工 事 

 

３－２１ 一  般 

１． 排水設備は湧水量を十分に排水できる能力を有

するとともに、不測の出水等に対して、予備機を

準備しておかなければならい。 

２． 掘削中おける湧水及び雨水は、掘削面に滞留しな

いよう水替を行わなければならない。 

３． 排水は、いったん沈砂槽に貯留させてから最寄り

の下水道管渠又は水路へ放流すること。もし、沈

砂不十分のため、それらの流れを阻害させた場合

は、請負者の負担においてその浚渫を行うものと

する。 

４． 掘削完了後、適宜排水溝を設けて、掘削敷におけ

る排水を良好にしなければならない。 

５． 掘削内への湧水及び雨水の侵入を防ぐため、又は

法面を保護するため、必要に応じて法肩又は犬走

等に排水溝を設けるものとする。 

６． 掘削特に推進、シールド工においては、調査資料

にもとづき止水工法等を実施し、なお不意の湧水、

泥水の流出に対しても完全対策を充分考慮した施

工計画をたてなければならない。 

７． 工事施工中の排水は完全に行い、水中では管保護

コンクリート工、モルタル工、管の接合あるいは

コンクリート工等を施工してはならない。 

 

３－２２ ウェルポイント 

１． ウェルポイント排水工は、あらかじめ地下水位を

低下させて地盤の安定を図り、かつ、掘削又は各

種基礎工等を地盤乾燥状態で行うことを目的とす
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るもので、専門業者により施工するものとする。 

２． 請負者は、工事着手前、本排水工にかかる各種調

査を行ったうえ施工計画書を監督職員に提出しな

ければならない。 

３． ウェルポイントの各種設備は、その機能を発揮す

る良質のものであること。万一、能力の不十分を

認めた場合は、ただちに取り替えるものとする。 

４． ウェルポイントの打込みに際しては、その周囲に

径 15～25 ㎝程度のサンドフィルターを連続して

形成するものとし、必ずカッター又は充分なウォ

ータージェットを使用しなければならない。 

５． ウォータージェットに使用する清水は請負者に

おいて選定し、適宜、吸、排水設備を設けること。 

６． 地質が当初計画している以上に排水が困難な場

合は、それに応じてウェルポイントの増設を行う

ものとする。 

７． ウェルポイントポンプは 24 時間連続運転とし、

常に設備及び運転状態を監視し、ヘッダーパイプ

の末端において 550mgHg 以上の真空度を保持する

こと。なお、停電又は事故時においても運動を中

止することのないよう、適宜予備動力を準備して

おくものとする。 

８． ウェルポイント排水工による効果を調査するた

めに適当な位置に観測井を設けるものとし、地下

水位は毎日測定し、その結果を運転日報により監

督職員に報告するものとする。 

９． 本排水工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行わなければ

ならない。万一これらに変動が見られた場合には、

すみやかに監督職員に連絡すると共にその原因究

明に当り適切な処置を施さなければならない。 

１０． 請負者はウェルポイント排水工とは別に、非常

の場合に備えて、応急排水ポンプを準備しておか

なければならない。 

 

薬 液 注 入 工 

 

３－２３ 一般事項 

１． 薬液注入の施工にあたっては、その目的に適合す

る十分な効果が得られる様、土質、地下水、その

他周辺環境条件を勘案し、かつ安全性を確認のう

え、適切な施工方法を決定しなければならない。 

２． 薬液注入工事は、注入工事に関する優れた技術と

経験を有する責任技術者を現場に常駐させ、十分

な施工管理を行わなければならない。 

３． 注入場所と、井戸、河川、貯水池または養魚池等

（以下井戸等という）が接近する場合（おおむね

10m 以内）は井戸等の水質を汚染するおそれがあ

る薬液で注入工事は行ってはならない。ただし信

頼できる不透水層、又はこれに代わるものが挾在

する場合はこの限りではない。 

４． 注入に使用する薬液は、水ガラス系（主剤がケイ

酸ナトリウムである薬液をいう）で劇物又はフッ

素化合物を含まないものでなければならない。 

 

３－２４ 事前調査 

  薬液注入の施工計画にあたっては、事前に下記事

項について調査し、速やかに監督職員に報告しな

ければならない。 

（１） 土質調査（透水性、力学的、物理的性質など） 

（２） 地下埋設物（位置、規格、構造、老朽度など） 

（３） 井戸等の有無（注入現場からおおむね 100m 以

内） 

（４） 井戸等の水質、位置、深さ、形状、利用目的及

び利用状況、なお上記のうち水質調査は水素イ

オン濃度、COD、及び主な含有物等について、公

的機関の試験結果を報告しなければならない。 

 

３－２５ 施工計画 

  請負者は、施工に先立ち、地山の土質条件を考慮

し、所期の目的にかなう注入材、注入方法、注入

範囲等を検討し、次の項目よりなる施工計画書を

監督職員に提出しなければならない。 

（１） 工程表 

（２） 注入材料の標準配合成分表 

（３） 使用機器 

（４） 注入範囲の計算書、図面、使用量 

（５） 注入施工法及び施工管理計画 

（６） 地下水質観測井の位置・水質監視計画 

（７） その他、監督職員が指示する図書及び資料 

 

３－２６ 注入施工法及び施工管理 

１． 請負者は、薬液注入工法の安全な使用に関し、十

分な技術知識と経験を有する現場責任者を選任し、

事前に経歴書を監督職員に提出するものとする。 

２． 水ガラスの品質については以下によること。 

（１） 請負者は、工事着手前及び１ヶ月経過ごとに、

JIS K 1408 に規定する項目を示すメーカーによ

る証明書の写しを監督職員に提出するとともに、

工事完了時には証明書原本をまとめて監督職員
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に提出すること。 

（２） 請負者は、水ガラスの入荷時に、搬入状況の写

真を撮影するとともに、メーカーによる数量証

明書の写しをその都度、監督職員に提出すると

ともに、工事完了時には証明書原本をまとめて

監督職員に提出すること。 

４． 請負者は、硬化材等について入荷時に搬入状況の

写真を撮影するとともに、搬入伝票の写しをその

都度監督職員に提出するとともに、工事完了時に、

証明書原本をまとめて監督職員に提出すること。 

５． 請負者は、材料の空袋は紛失しないように厳重に

保管しなければならない。 

６． 請負者は、チャート紙の使用にあたって発注者の

検印のあるものを用い、切断せず１ロール使用毎

に監督職員に提出するものとする。 

７． 請負者は、注入工事の際、削孔及び注入深度につ

いて、監督職員の立会、検尺を受けなければなら

ない。 

８． 請負者は、大規模注入工事（注入量 500kl 以上）

において、プラントのタンクからミキサーまでの

間の流量積算計を設置し、水ガラスの日使用料等

を管理しなければならない。 

９． 請負者は、適正な配合とするため、ゲルタイム（硬

化時間）及び A液（配合後の水ガラス）の比重を、

作業開始前、午前、午後の作業中の各１回以上測

定しなければならない。 

１０． 請負者は、注入ステップ長及びステップ毎の注

入量の管理を適切に行わなければならない。 

１１． 請負者は、注入材タンクについて目盛り付のも

のを使用するものとする。 

１２． 請負者は、注入ポンプについて圧力計及び変圧

装置を備えたものを使用するものとする。 

１３． 請負者は、注入に先立ち、深度、孔角度を測定

しなければならない。 

１４． 請負者は、各注入ロッド及びパイプ毎の注入圧、

注入時間の自己記録を切断せず 1 ロール使用毎に

記録すること。また、記録済 1 ロール毎に監督職

員に提出するとともに注入管理図（TPQ 曲線）も

監督職員に提出するものとする。 

１５． 請負者は、排水基準に従い基準値を上回ること

のないよう、希釈、中和のうえ排水するものとす

る。 

１６． 請負者は、施工後生じた残材を必ずメーカーに

返納し伝票による証明を受けること。 

１７． 請負者は、注入時における周辺環境のパトロー

ルを行い、以上、変化などを常時監視しなければ

ならない。 

１８． 請負者は、開放手掘りシールド及び刃口推進工

では、その切羽部分の土質状態を確認しながら平

行して注入を行い、その距離間隔については、監

督職員と協議しなければならない。 

１９． 請負者は、家屋に近接して作業を行う時、地盤

隆起等生じさせないよう施工しなければならない。 

２０． 請負者は、施工計画書に記載された注入量を目

標として注入を行い、注入量－注入圧の状況及び

施工時の周辺状況を常時監視して以下の場合に留

意し、適切に施工しなければならない。 

（１） 請負者は、次の場合には直ちに注入を中止し

 監督職員と協議の上、必要な（空隙調査、埋設

物調査、周辺構造物の調査等）を行い適切な処

理を高次なけれ場ならない。 

１） 注入速度（吐出量）を一定のままで圧量が急

上昇または急降下する場合 

２） 周辺地盤の異常の予兆が見られるとき 

（２）請負者は、次の場合には、監督職員と協議の上

必要な注入量を追加するなど適切な処理を行う

ものとする。 

１） 掘削時、湧水が発生する等止水効果が不十分

で、施工に影響を及ぼす恐れがある場合。 

２） 地盤条件が当初に想定と異なり、施工計画書

の注入では、地盤強化が不十分で施工に影響

を及ぼす恐れがある場合。 

２１． 請負者は、試験注入及び本注入後において、規

模、目的を考慮し、監督職員と協議の上適切な

手法により、その効果を確認しなければならな

い。 

２２． 請負者は、電気系統、アース、クラッチ、バル

ブ、チャック、ピース等の器材について、常時

点検を行うものとする。 

２３． 請負者は、材料の保守管理点検を常時行うもの

とする。 

 

３－２７ 地下水等の水質監視 

１． 請負者は公共用水域等の水質汚濁を防止するた

め、薬液注入個所周辺の地下水及び公共用水域等

の水質汚濁の状況を監視しなければならない。 

２． 採水地点は次の各号に掲げるところにより選定

するものとする。 

（１） 地下水については、薬液注入個所及び周辺の地

域の地形及び地盤の状況地下水の流向等に応じ、
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注入個所からおおむね 10m 以内において、少な

くとも数個所の採水地点を設けなければならな

い。なお採水は観測井を設けて行うものとし、

状況に応じ既存の井戸を利用しても差し支えな

い。 

（２） 公共用水域については（１）規定を準用すると

ともに当該水域の状況に応じ、監視の目的を達

成する必要な個所について選定しなければなら

ない。 

３． 水質の監視は前記2の採水地点で採水した試料が

水質基準（建技 160 号）に適合しているか否かを

判定しなければならない。 

４． 前記3の検査は公的機関又はこれと同等の能力及

び信頼を有する機関において行わなければならな

い。 

５． 採水回数は、下記事項によらなければならない。 

（１） 薬液注入工事着手前       1 回 

（２） 薬液注入工事中    毎日 1回以上 

（３） 薬液注入終了後     

①１週間を経過するまで毎日 1 回以上（当該地域に

おける地下水の状態に著しい変化がないと認めら

れる場合で調査回数を減じても監視の目的が十分

達成されると判断されるときは週１回以上） 

②２週間経過後半年を経過するまでの間にあたって

は、月 2回以上 

 

管 布 設 工 事 

 

３－２８ 一般事項 

１． 管の取扱いについては、クレーン等で行い、衝撃

を与えないようにしなければならない。 

２． 管を現場へ集積する場合は、交通に支障のないよ

うにし、通路、消火栓、マンホール類を塞がない

ようにするとともに、転び止めの措置を行い、保

安柵等で一般の立入り禁止措置をしなければなら

ない。 

３． 管の切断は、管にわれ、あるいは有害な傷を生じ

ないように施工し、切口は平滑に仕上げなければ

ならない。 

４． カラー及びソケット継手並びに段付いんろうの

鉄筋コンクリート管の布設にあたっては、所定の

基礎を施した後、上流の方向にカラーソケット又

は段付いんろう継手の受口を向け、他の管端を既

設管に密着させ、中心線勾配を正確に保ち、胴締

めを施し、かつ漏水、不陸、偏心などのないよう

施工しなければならない。 

５． ソケットを取付ける場合には、ソケットを取付け、

位置方向を確認し、モルタルで接合部を仕上げな

ければならない。 

６． 管布設後基礎と管体下部に空隙が生じないよう

十分保護しなければならない。 

 

３－２９ 硬質塩化ビニル管の布設 

１． 管の保管は、原則として屋内とし、やむをえず屋

外に保管するときは、簡単な屋根を設けるか、ま

たは、不透明シートで覆い直射日光を避け、熱気

がこもらないように風通しのよい方向に受口を向

けた状態に保たなければならない。管台を１ｍ間

隔以内に敷き、管台のレベルを合わせ、高さを約

1.5m に抑え、端止め又はロープ掛けを施し、呼び

径 150 以下は井げた積み、呼び径 200 以上は千鳥

積みを標準とする。ただし、常設置場で呼び径 150

以下を 1 束毎に立てかける場合には、ロープ掛け

を行うとする。 

２． 接着剤・樹脂系接合剤および滑材等は、必ず蓋を

閉じて、冷暗所に保管すること。なお、接着剤を

運搬または保管するときは、消防法の危険物取扱

法の対象となるので各責任者（有資格者）を決め

取り扱うこと。 

３． 切断面に生じた、ばりやくいちがいは、ハンドグ

ラインダー又は面取り器を用いて、面取り仕上げ

を行うこと。 

４． 管を接合するときは、ゴム輪受口及び、差し口を

ウエスで拭き、砂や泥などを除去し、滑剤をゴム

輪表面及び差し口外面に均一に塗布する。挿入す

るときは原則として、挿入機を用いて、差し口を

標線まで差し込む。 

５． 管の接合箇所には、あらかじめ継手掘りをおこな

うこと。 

 

 

推 進 工 事 

 

３－３０ 刃  口 

刃口の設計製作にあたっては、土質条件、推進条

件に応じて貫入抵抗に耐え、切羽の安定と作業性

を考慮したものでなければならない。請負者は製

作に先立ち製作図を監督職員に提出しなければな

らない。 
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３－３１ 立  抗 

１． 立坑の形状及び位置は、別途の図面を原則とする

が、立坑付近の環境、交通、地下埋等の条件によ

っては、監督職員の承諾を得て変更することがで

きる。 

２． 立坑の構造については、土質条件、荷重条件に基

づいて強度計算、施工方法を検討の上、計算書、

構造図を監督職員に提出しなければならない。 

 

３－３２ 各種設備 

１． 立坑は、発進設備、推進設備、管吊り降し及び資

材搬入設備、ずり搬出設備、給排水設備、昇降設

備等を有するものであること。 

２． 推進設備は、管を完全に推進し得る能力を有する

とともに掘削、土砂搬出、裏込め注入作業等に支

障なく、能率的に推進作業を進めることができる

ものでなければならない。 

３． 発進台は高さ、姿勢の確保はもちろんのこと、が

たつき等のないよう安定性に考慮をはらわなけれ

ばならない。 

４． ジャッキ支圧壁は、鉄筋コンクリート造り、又は

鋼製とするが、ジャッキの支圧力に対して、破壊、

変形の生じない十分安全なものでなければならな

い。なお、支圧壁は土留壁と十分緊結させ、ジャ

ッキ支圧面は管推進線と直角でジャッキを支持で

きる面に仕上げなければならない。 

５． 刃口の位置、姿勢並びに管渠ラインの状態を確認

するために必要な測定装置を設置しなければなら

ない。 

 

３－３３ 掘  進 

１． 請負者は､切羽部の地盤を注入工法等で強化した

後、地山の土質が特に良い場合を除き、山留めで

部分的に押えながら、発進口の切り開きを行うも

のとする。 

２． 請負者は､管の発進に際して、まず、立抗内に架

台を設け、それによって高さ、姿勢及び方向等を

調整し、方向が定まったら、管端のアタッチメン

ト、スペーサー、ジャッキ、支圧壁の各々の接合

点を点検し、全体が完全に緊張するまで、徐々に

油圧を上げ、方向に変動がなく、個々に異状がな

いことを確かめて圧入を開始しなければならない。 

３． 請負者は､刃口を使用する場合､掘削は必ず貫入

形の掘削とし、特に現場の土質が堅固である場合

に限り、監督職員の承諾を得て、先堀り掘削を行

うことができるものとするが、それに伴う地盤の

ゆるみ、地下あるいは陥没を起こしてはならない。 

４． 請負者は､掘進機を使用する場合は､掘進量と搬

出土量のバランスや推進抵抗値等に注意し､不必

要な掘進による地盤のゆるみ､沈下あるいは陥没

を起こさないよう施工しなければならない。 

５． 請負者は､管推進抵抗が増大し推進作業が困難に

なると予想される場合､滑材注入および中押し工

法等により推進低減を図らなければならない。 

６． 請負者は、推進作業休止時､確実な方法で切羽防

護を行い安全を確保するものとする。 

７． 請負者は､切羽防護の方法について、事前に詳細

な計画を立て監督職員の確認を得るものとする。 

 

３－３４ 地盤沈下防止 

１． 請負者は､土質、土被り、上戴荷重等の条件に適

応した処置を講じるとともに、常に切羽及び地表

面の状態を観察し、異変の対応については、十分

臨機応変の処置を取れるようにしておかなければ

ならない。 

２． 請負者は､刃口の製作にあたって先導管の管端の

形状を変更する必要がある場合､管の製作会社と

打合せを行っておかなければならない。 

３． 請負者は､推進と同時に滑材を注入し､推進完了

後すみやかに裏込材を注入しなければならない。 

４． 請負者は､計画路線上とその両側に適当な範囲内

に測点を設け、水準測量を行うものとする。特に

刃口または掘進機の通過直前、直後の測量及び観

測を行わなければならない。 

 

３－３５ 各種調査、測定及び観測 

１． 推進に伴い、次の調査、測定及び観測を行わなけ

ればならない。 

（１） 土質、地下水位の調査 

（２） 推進管の方向測量 

（３） 路面及び近接構造物の沈下測量 

（４） ジャッキ圧の測定 

（５） ジャッキ支圧壁の状況 

（６） 立坑土留壁の変形 

（７） 推進用鉄筋コンクリート管の状況 

（８） その他監督職員の指示する事項 

２． 方向測量等について、出来高管理図として監督職

員に報告しなければならない。 

 

３－３６ 管の結合 
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１． 請負者は､管の接合口を、布等で十分に清掃した

後、ゴムリングにハケ等でむらのないよう入念に

滑材を塗布しなければならない。 

２． 請負者は､すでに地山に押込まれた管と、吊り降

ろされた管とのレベルと方向の調整を行い、止水

用ゴムリングがめくれたり、鋼製カラーを破損さ

せることのないよう注意しなければならない。 

３． 請負者は､推進完了後、管目地、注入孔及び緊結

孔にモルタルを充てんし、入念に仕上げなければ

ならない。 

 

３－３７ 滑材及び裏込注入 

１． 滑材及び裏込材について請負者は､地山の土質に

最も適した材料及び配合を検討し、監督職員の確

認を得なければならない。 

２． 請負者は､滑材及び裏込注入の施工にあたって全

周に行きわたるような注入量及び注入圧で行わな

ければならない。 

３． 請負者は､注入孔の埋め込み鋼管ソケットの先端

に逆止弁をセットし、滑材又び裏込注入後、ニッ

プルをはずしても滑材又は裏込材が坑内に逆流し

ないようにしなければならない。 

 

３－３８ 圧 気 工 

１． 請負者は，工事に圧気工法を併用する場合，高気

圧障害防止規則及び酸素欠乏症規則に準じて行い､

施工前に施工計画書を監督職員に提出しなければ

ならない。 

２． 請負者は､地上への漏気噴出を防止するため、監

督職員と協議のうえ、施工前に路線付近半径約 1

㎞以内の井戸、横穴、地下室、地質調査、ボーリ

ング孔等の調査を行わなければならない。 

３． 請負者は、圧気設備の施工にあたり、必要な容量

の清浄な空気を送気できる装置を設置し、コンプ

レッサー室は､防音、振動防止装置を設置し、近隣

から苦情のないようにしなければならない。 

４． 請負者は､圧気内での火気に注意し、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。 

５． 請負者は､送気中は、坑内に監視人を置き、送気

異常の有無を確認するものとする。なお停電によ

る送気中断を予期し、常にその対策を講じておか

なければならない。 

６． 請負者は､圧気の際､土質並びに湧水の状況に応

じて調査するとともに、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。 

７． 請負者は､圧気中､内気圧を記録し監督職員に報

告するものとする。 

 

３－３９ 報  告 

推進に伴う測定及び観測結果は、毎日整理検討し、

逐次監督職員に報告しなければならない。異常を

認めた場合は直ちに原因を究明するとともに、そ

の対策を検討し、監督職員と協議し承諾を得て処

理しなければならない。 

 

鉄 筋 工 事 

 

３－４０ 貯蔵及び取扱い 

鉄筋は直接地上においてはならない。（少なくと

も 10cm 以上）倉庫内かもしくは防水シート等適

当なおおいをして貯蔵しなければならない。 

 

３－４１ 鉄筋の加工 

１． 鉄筋は、設計図または加工図に示された形状及び

寸法に正しく加工し、かつ曲げ戻しを避け、ある

いは常温で加工するなどの材質を害しない方法で

加工しなければならない。又、異形鉄筋は一般に

縦方向にリブがあるから加工の際注意を要する。 

２． 鉄筋の加工は常温で行うことを原則とする。やむ

を得ずこれを熱し加工する場合は、監督職員の承

諾を得なければならない。 

３． 加工によってまっすぐにすることのできない鉄

筋はこれを用いてはならない。 

４． 請負者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計

図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合は、

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。 

 

３－４２ 鉄筋の組立て 

１． 請負者は、鉄筋は、組み立てる前にこれを清掃し、

浮きさび、ドロ、油、ペンキなど鉄筋とコンクリ

ートの付着を害するおそれのあるものは除かなけ

ればならない。 

２． 請負者は、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、鉄筋の交点

の要所を、0.8mm 以上のなまし鉄筋、またはクリッ

プで緊結し、鉄筋が移動しないようにしなければ
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ならない。 

３． 請負者は、原則として加工した鉄筋を曲げ戻して

はならない。 

４． 請負者は、鉄筋のかぶりを保つよう必要に応じて

スペーサーを配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最短距

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、請負者は、

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。これ以上のスペーサーを使用する場合は、使

用前に監督職員の承諾を得なければならない。 

５． 請負者は、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、どろ、油等

の付着がないかについて確認し、清掃してからコ

ンクリートを打たなければならない。 

 

３－４３ 鉄筋の継手 

１． 請負者は､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、継手の位置および方法を施工

前に監督職員の承諾を得なければならない。 

２． 請負者は、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． 請負者は、鉄筋の継手にねじふし鉄筋継手、ねじ

加工継手、溶接金属充填継手、モルタル充填継手、

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

料を監督職員に提出しなければならない。 

４． 請負者は、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、腐食等をうけ

ないようにこれを保護しなければならない。 

５． 請負者は、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． 請負者は、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、請負者は、

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． 請負者は、継手部と隣接する鉄筋とのあき又は継

手部分相互のあきを、粗骨材の最大寸法以上とし

なければならない。 

 

３－４４ 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

接装置を取り扱う者は、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

抜き法とすることができる。この場合、施工方法

について監督職員の承諾を得るものとする。また、

資格証明書の写しを監督職員に提出するものとす

る。 

２． 請負者は、鉄筋のガス圧接箇所が設計図書どおり

に施工できない場合は、その処置方法について施

工前に監督職員と協議しなければならない。 

３． 請負者は、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。ただし、Ｄ41とＤ51の場合この限りでない。 

４． 請負者は、圧接面を圧接作業前にグラインダ等で

その端面が直角で平滑となるよう仕上げるととも

に、さび、油、塗料、セメントペースト、その他

の有害な付着物を完全に除去しなければならない。 

５． 突合わせた圧接面は、なるべく平面とし、周辺の

すき間は３㎜以下とするものとする。 

６． 鉄筋軸方向の最終加圧力は、母材断面に対し 30

ＭＰa以上とする。圧接部のふくらみの直径は鉄筋

径（径の異なる場合は細い方の鉄筋径）の 1.4 倍

以上、ふくらみの長さは、1.1 倍以上とし、その形

状はなだからとなるようにするものとする。 

７． 軸心のくい違いは、鉄筋径（径の異なる場合は、

細い方の鉄筋径）の１/５以下とするものとする。 

８． 圧接部のふくらみの頂部から圧接面のずれは、鉄

筋径の１/４以下とするものとする。 

９． 圧接部には、突合わせた圧接面の条こうが残って

はならないものとする。 

１０． 請負者は、降雪雨または、強風等の時は作業を

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。 

 

３－４５ 開口部の補強 

１． スラブ、又は壁の開口部周辺の補強鉄筋は設計図

面にもとづいて配置すること。ただし、図面に明



22 

示のない場合は、下記 2～4による。 

２． 開口によって切断された鉄筋量以上の鉄筋で開

口の両側を補強し、鉄筋は開口周辺より 40°以上

伸ばしておくこと。 

３． 矩形の開口部では、その隅角部を 45°の角度で補

強し、円形の開口部ではフープ筋で補強すること。 

４． その他の場合は、監督職員の指示に従うものとす

る。 

 

型 枠 及 び 支 保 

 

３－４６ 一  般 

１． 型枠及び支保工は、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施工

しなければならない。 

２． 型枠は、容易に組立て及び取りはずすことができ、

せき板またはパネルの継目はなるべく部材軸に直

角または平行とし、モルタルのもれない構造にし

なければならない。 

３． 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

び支保を取りはずしてはならない。 

４． 型枠及び支保の取りはずしの時期及び順序につ

いて、設計図書に定められていない場合には、構

造類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、取りはずしの時期及び順序の計画

を施工計画書に記載しなければならない。 

５． 特に定めない場合にはコンクリートのかどの面

取りを施工しなければならない。 

 

３－４７ 支 保 工 

６． 支保の施工は、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

確実に基礎の伝えられるように適切な形式を選定

しなければならない。 

７． 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。 

 

３－４８ 型  枠 

１． 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

付ける場合は、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、請負者は、

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． 型枠取り外し後、型枠締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。 

 

３－４９ 塗  布 

請負者は、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。 

 

コンクリート工事 

 

３－５０ コンクリートの打込み 

１． 請負者は､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． 請負者は､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、請負者は、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． 請負者は、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 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、監督職員と協議しなければならない。 

４． 請負者は、1 回の打設で完了するような小規模構

造物を除いて 1 回（1 日）のコンクリート打設高

さを施工計画書に明記しなければならない。ただ

し、請負者は、これを変更する場合には、施工方

法を監督職員に提出しなければならない。 

５． 請負者は、コンクリートの打ち込み作業にあたっ

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。 

６． 請負者は、打込んだコンクリートは、横移動させ

てはならない。 

７． 請負者は、著しい材料の分離が生じないように打

込まなければならない。 

８． 請負者は、一区画内のコンクリートを、打込みが
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完了するまで連続して打込まなければならない。 

９． 請負者は、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。 

１０． 請負者は、コンクリートを 2層以上に分けて打

込む場合、上層のコンクリートの打込みは、下層

のコンクリートが固まり始める前に行い、上層と

下層が一体になるように施工しなければならない。 

１１． 請負者は、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。 

１２． 請負者は､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。 

１３． 請負者は、壁また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、

打込みおよび締固めの際、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。 

１４． 請負者は､スラブ又は、はりのコンクリートが、

壁または柱のコンクリートと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、請負者は、張出し部分をもつ構造物の場合

にも同様にして施工しなければならない。 

１５． 請負者は、アーチ形式のコンクリート打込みに

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。 

１６． 請負者は、アーチ形式のコンクリートの打込み

にあたって、アーチの中心に対し、左右対称に同

時に打たなければならない。 

１７． 請負者は、アーチ形式のコンクリートの打継目

を設ける場合は、アーチ軸に直角にとなるように

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。 

１８． 請負者は、コンクリートの打込み中およびその

直後、コンクリートが鉄筋の周囲あるいは、型枠

のすみずみに行きわた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るものとする。薄い壁など

内部振動機の使用困難な場合には、型枠振動機を

併用するものとする。 

 

３－５１ コンクリートの養生 

１． 請負者は、コンクリートの打込み後の一定期間を

硬化に必要な温度および湿度条件を保ち、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． 請負者は、コンクリートの露出面を養生用マット、

ぬらした布等で、これを覆うか、または散水、湛

水を行い、少なくとも下記の期間、常に湿潤状態

を保たなければならない。 

   高炉セメントＢ種・・・・・・・7日以上 

   普通ポルトランドセメント・・・5日以上 

   早強ポルトランドセメント・・・3日以上 

３． 請負者は、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． 請負者は、蒸気養生、その他の促進養生を行う場

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

う場合には監督職員に協議しなければならない。 

 

３－５２ コンクリートの打継目 

１． 施工計画書で定められた打継目の位置、及び構造

は、これを遵守しなければならない。万一施工上

の都合からやむをえず別に打継目を設けなければ

ならない場合は、監督職員の承諾を得なければな

らない。 

２． 平面打継目は、打継ぎにさきだって全面にわたり、

面はつりを行い、硬化したコンクリートの表面か

らゆるんだ骨材粒、品質のわるいコンクリート、

レイタンス並びに雑物を完全に取除き、表面に十

分吸水させたセメントペーストを塗布した上で、

コンクリートを打設しなければならない。 

３． 水平打継目で水密を必要とする個所は止水を考

慮した適切な処置をしなければならない。 

４． 鉛直打継目の施工は、前記 3.に準じて行うが、こ

の場合新コンクリートの打継面に分離した水が集
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まったら、水を取除き打ち継がなければならない。 

 

３－５３ 表面仕上げ 

１． 請負者は、せき板に接して露出面となるコンクリ

ートの仕上げにあたっては、平らなモルタルの表

面が得られるように打ち込み、締固めをしなけれ

ばならない。 

２． 請負者は、せき板に接しない面の仕上げにあたっ

ては、締固めを終り、ならしたコンクリートの上

面に、しみ出た水がなくなるかまたは上面の水を

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． 請負者は、コンクリート表面にできた突起、すじ

等はこれらを除いて平らにし、豆板、欠けた箇所

等は、その不完全な部分を取り除いて水で濡らし

た後、本体コンクリートと同等の品質を有するコ

ンクリート、またはモルタルのパッチングを施し

平らな表面が得られるように仕上げなければなら

ない。 

 

３－５４ 暑中コンクリート 

１． 請負者は、日平均気温が 25℃以上のときは暑中コ

ンクリートの準備をし、30℃以上になることが予

想されるときは、暑中コンクリートとしての施工

を行わなければならない。 

２． 暑中コンクリートを施工する場合には、その材料、

打込み、及び養生等に注意しなければならない。 

３． コンクリート打ちを始める前に、地盤、基礎等コ

ンクリートから吸水するおそれのある部分を十分

にぬらさなければならない。 

４． 請負者は、コンクリートの打込みをできるだけ早

く行い、練り混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． 打込み時のコンクリートの温度は 35℃以下でな

ければならない。 

６． 請負者は、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割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。 

 

３－５５ 寒中コンクリート 

１． 日平均温度が 4℃以下になると予期されるときは、

寒中コンクリートとしての施工を行なわなければ

ならない。 

２． 骨材の加熱は、温度が均等でかつ過度に乾燥しな

い方法によらなければならない。水及び骨材を熱

する装置、方法、温度等について監督職員の承諾

を得なければならない。 

３． 促進剤をもちいるときは、監督職員の承諾を得な

ければならない。 

４． 単位水量は凍害を少なくするため、作業ができる

範囲内で、できるだけこれを少なくしなければな

らない。 

５． 請負者は、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。 

 

３－５６ 海水の作用をうけるコンクリート 

１． 請負者は、海水の作用をう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． 請負者は、設計図書に示す最高潮位から上 60cm

及び最低潮位から下 60cm の間のコンクリートに

水平打継目を設けてはならない。干満差が大きく

一回の打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

ある場合には監督職員の承諾を得なければならな

い。 

３． 請負者は、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 日以上になるまで

海水にあらわれないよう保護しなければならない。 

 

３－５７ 水中コンクリート 

１． 水中コンクリートの施工方法については、監督職

員を協議しなければならない。 

２． コンクリートはこれを散水中に打たなければな

らない。 

 

路 面 工 事 

 

３－５８ 路面覆工 

路面覆工は、車道部分については T－25（集中荷

重 10 トン）に衝撃荷重（30％）を加算した最大荷

重（13 トン）に対して安全なものを使用すること。

なお、路面覆工は工事施工計画書にもとづいて施

工するものとする。 

 

３－５９ 舗装路面とりこわし 

在来舗装路面は、必ずカッターを用いて必要最小
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限切断するものとし、衝撃の与える機械及びクラ

ックが他に影響する恐れのある方法によってとり

こわしを行ってはならない。又切口は垂直になる

よう切り取ること。 

 

３－６０ 舗装本復旧 

１． 舗装本復旧工事は本市道路管理者の許可条件に

基づき施工すること。 

２． 舗装本復旧後、500m2 またはその端数につき 1 個

所の割合でコアボーリングを行う。ただし、小規

模なものはこの限りではない。 

 

３－６１ 道路交通標識等 

１． 道路交通標識、交通安全施設等道路の付属施設は

撤去あるいは移動させてはならない。万一、その

必要が生じた場合は、警察署及び監督職員の指示

に従って行わなければならない。 

２． 工事中に破損、もしくは移動させた上記施設は、

すみやかに原型に復旧するものとする。 

 

３－６２ 路面の管理 

路面覆工、舗装仮復旧、舗装本復旧、路面修築あ

るいは埋戻し後等における路面は通行車両及び歩

行者に支障を与えないよう請負者において常に維

持管理を行うこと。 

 

土 質 調 査 

 

３－６３ 一般事項 

１． 請負者は調査に先立ち調査方法、工程の細部にわ

たり監督職員と十分に打合せを行い、その指示に

従わなければならない。 

２． 調査個所の詳細な位置は現場において指示する。

試錐工事中予想される土質以外の特異な地層を認

めた場合は、直ちに監督職員に連絡しその指示を

受けること。 

３． 調査に使用する基準面は東京湾平均海面（T．P）

零位とする。 

４． 調査後は施工個所を原状に復旧しなければなら

ない。 

５． 本工事に伴って当然行わなければならない土質

試験は、特に明記ない場合においても、最小限、

標準貫入試験及び物理的試験を含むものとする． 

 

３－６４ ボーリングおよび標準貫入試験 

１． ボーリング孔壁の崩壊に対してケーシングパイ

プや泥水によって防護するものとする。ケーシン

グパイプの挿入は慎重に行い、試料採取位置より

少なくとも１ｍ程度上方で止めなければならない。 

２． 標準貫入試験及び不撹乱試料採取を併用する個

所においては砂質土に対して前者を、粘性土に対

しては後者を施工すること。 

３． ボーリング孔径はシンウォールサンブラーを用

いる場合は 85mm、標準貫入試験のみの場合は 65mm

を標準とする。 

４． 標準貫入試験の N値の測定は JIS A1219 に従って

行うこと。試験間隔は 100cm 以下とする。 

５． N 値測定と同時に地下水位、地表面よりの深度お

よび T．P基準高、測定年月日、天気を測定記録す

ること。 

 

３－６５ 不撹乱試料採取 

１． 不撹乱試料採取はすべての粘性土に適用する。た

だし、堅い粘性土においては、監督職員の承諾を

得て標準貫入試験に変えることができる。 

２． サンプラー型式は、軟質粘土には固定ピストンサ

ンプラーを硬質粘性土にはデニソンサンプラーを

用いることとする。 

３． シンウォールチューブの形状寸法は次の通りと

する。 

（１） 内  径  73～75 ㎜ 

（２） 肉  厚  1.1～1.5 ㎜ 

（３） 内 径 比  0～2％ 

（４） 刃先角度  6～10° 

（５） 長  さ  90～10 ㎝ 

（６） 材  質  真チュウ製または鋼製とする 

４． サンプリングの方法は「土のサンプリング指針」

を遵守して行うこと。なお、ピストンの固定は特

に重要であるから入念に固定すること。 

５． 採取した不撹乱試料は両端をパラフィンで密封

して乾燥しないよう十分注意するとともに振動や

打撃を与えないようにし、採取後できるだけすみ

やかに所定の試験所に運搬し、現場に幾日も放置

することのないよう注意すること。 

 

 

３－６６ 土質試験 

１． 土質試験 JIS 及び土質工学会（土質工学会刊「土

質試験法」「土質調査法」参照）の定めるところに

従って実施するものとする。 
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２． 試験は十分な知識、経験を有する技師が指導して

行わなければならない。 

３． 物理的試験は標準貫入試験及び不撹乱試料採取

を併用する個所において採用したすべての資料に

より全層にわたって次の項目について行うものと

する。 

（１） 粒度試験 

（２） 含水量試験、塑性限界試験、液性限界試験 

（３） 比重試験、単位体積重量、間隙比 

４． 力学的試験は、不撹乱試料採取により得た粘性土

について、下記の試験項目及び，試験間隔を標準

として行う。 

（１） 一軸圧縮試験、鋭敏比 

     1.0m につき 1試料 

（２） 圧密試験 

     3.0m につき 1試料 

（３） 一面せん断試験 

     3.0m につき 1試料 

 特記なき場合は原則として圧密非排水せん断を

行う。試験機の構造はせん断応力と垂直応力の変

化を同時に測定できるものでなければならない。

なお、監督職員の承諾を得て三軸圧縮試験に変え

ることができる。 

以上標準とする試験及び試料数を示したが、試験

試料は本市においてサンプリング完了後指示する。

その時に試験個所に多少の変更があっても請負者

は異議なく試験を行うこと。 

 

３－６７ 調査結果の報告 

１． 土質試料は、各種試験の結果を参考にして各土質

の代表的なものについて作成すること。試料容器

は十分気密を保持できるものであること。各試料

容器には下記の項目を記入すること。 

（１） 調 査 件 名 

（２） 採取孔番号 

（３） 採 取 深 度 

（４） 土 質 名 

（５） Ｎ 値 

（６） 採取年月日 

（７） 調査会社名 

２． 報告書には、下記の事項を記載しなければならな

い。 

（１） 調査概要、土質解析、及び本工事に対す

る考察 

（２） ボーリング位置図 

（３） 土質柱状図 

（４） 土質試験成績総括表 

（５） 成層状態推定断面図 

地層別に着色し、N値、一軸圧縮強度等の

グラフを併記すること。 

（６） 土質試験成績表 

（７） 調査及び試験の記録と写真 

３． 報告書はトレーシングペーパーで原図を作成し

て 3 部づつ焼付け、製本のうえ、土質調査報告書

として、原図とともに本市に提出すること。 

 

付 帯 工 事 

 

３－６８ モルタル仕上げ 

１． モルタル仕上げを行うコンクリートの表面は、あ

らかじめノミ、タガネ等で目荒しを行い、清掃の

うえ下塗りを施工しなければならない。 

２． 中塗りは、定規摺りを行い、木ごて押えとし、上

塗りは、中塗りの水引き加減をみはからって行う

ものとする。又上塗りは、面の不陸がなく、かつ

むらのでないよう仕上げなければならない。 

３． 床塗り、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、ホウの類でかき均しの後、

塗りつけにかかるものとする。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、水引き加減をみはからい、金ゴテ仕

上げをしなければならない。 

４． 防水モルタル工に混入する防水剤は、あらかじめ

監督職員の承諾の得たものを使用しなければなら

ない。 

 

３－６９ 足掛金物 

足掛金物は、正確に、かつ堅固に取付けなければ

ならない。少しでもゆるみのあるものは、再度改

めて取付けるものとする。 
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第４章 安 全 管 理 
 

安 全 管 理 一 般 

 

４－１ 一般事項 

１． 請負者は、工事の現場管理について、工事目的物

の引渡しに至るまでの間、善良な管理者の注意義

務をもって工事現場を管理するとともに諸法規を

遵守の上、工事の円滑な進渉と公衆の安全確保及

び迷惑の防止を図らなければならない。 

２． 本章は下記のものと密接な関係にあるので、関連

事項については十分留意のこと。 

（１） 道路管理者及び警察署長による工事許可条件 

（２） 工事現場における保安施設等の設置基準 

（３） 市街地土木工事公衆災害防止対策要綱 

（４） 埋設物管理者等による施工条件 

（５） 労働衛生安全管理 

（６） ガス爆発事故の防止に関する通達法令 

（７） 酸素欠乏症防止規則 

（８） 高気圧障害防止規則 

３． 請負者は、道路管理者、警察署、消防署等関係官

公庁と協議し、その指示に従い、責任をもって諸

手続の処理にあたらなければならない。 

 

４－２ 安全管理施工計画 

請負者は、設計図書、現場付近の状況をよく把握

し充分に検討のうえ、地元住民の要望にそう安全

管理施工計画を作成しなければならない。 

 

４－３ 工事の予告 

１． 請負者は、工事着手前に工事区間にわたって適切

な位置に工事の内容、期間、施工者名を記した工

事の予告表示を行うと共に発注者と協議のうえ、

工事の内容、期間並びに安全管理対策等について、

地元住民に対する工事の予告のための地元説明等

を行わなければならない。 

２． 請負者は、前項の地元説明等の中で、住民の意見

を聞き、現場に反映し、又工事中においても常に

住民と接触を保ち、注意をはらわなければならな

い。 

 

４－４ 工事安全管理者等 

１． 請負者は、工事現場の安全管理について工事現場

に常駐し、その運営及び取締りを行う工事安全管

理者を定め、発注者に書面をもって通知しなけれ

ばならない。又変更したときも同様とする。なお、

工事安全管理者は、現場代理人を兼ねることがで

きる。 

２． 発注者は、工事安全管理者、その他工事を施工す

るために使用している下請負人、労働者で工事の

安全管理につき著しく不適当と認められるものが

あるときは、請負者に対して、その理由を明示し

た書面を持って必要な措置を取るべきことを求め

ることができる。 

 

４－５ 安全教育 

請負者は下請け関係者および末端作業員に至るま

で安全教育を行い、安全管理にたいする認識の向

上を図ること。 

 

４－６ 安全管理パトロール 

１． 工事現場の管理パトロールは、現場関係者のほか、

会社組織によっても必ず行い相互に協調して事故

防止につとめること。 

２． 安全管理のパトロールに関して、本市より報告書

の提出を求めることがある。 

 

４－７ 安全管理日報 

請負者は、工事日報の他に安全管理についての対

策、打合せ事項、指示事項を明記した安全管理対

策日報を作成し発注者に提出しなければならない。 

 

４－８ 作業時間等 

１． 作業時間は原則として午前 9時より午後 5時まで

とする。 

２． 請負者は、作業の開始及び終了に際しては発注者

へ現場の状況を報告しなければならない。特に、

作業の終了の現場の維持管理については詳細に報

告するものとする。ただし、やむをえない事情に

より報告ができない場合は、事前に発注者と協議

しなければならない。 

 

４－９ 地下埋設物調査、保安管理 

１． 請負者は、地下埋設物の現況を十分に調査し、そ

の位置及び内容を確認して、施工方法を検討した

うえ、監督職員と協議すると共に地下埋設物の占

用位置を平面図に点記した立会打合せ調書を作成

し、占用者の確認をしなければならない。 

２． 請負者は、工事施工中、埋設物を安全に維持管理

し、又工事中の損傷、及びこれによる公衆災害を
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防止するため常に埋設物の保安管理を行うこと。 

 

４－１０ 工事中の措置等 

１． 工事中は、地域の生活環境をそこなわないような

善良な配慮をするとともに苦情の申し入れのある

ときは、速やかに発注者と協議のうえ、その処理

解決にあたらなければならない。 

２． 工事中は、気象情報に十分注意し、資材等の散乱、

排水の不良等による付近民家への被害が発生しな

いよう効果的な対策をなさなければならない。 

３． 資材の搬入搬出に際し、土砂、ガレキ等が脱漏せ

ぬよう充分に注意をはらうとともに適宜清掃員を

配置のうえ現場付近を常に清潔に維持し、工事関

係者は、常に整理整頓しなければならない。 

４． 現場付近の民家に砂じん等による被害を与えな

いよう散水等有効な対策をなさなければならない。 

５． 道路部分等に破損が生じた場合は、発注者と協議

のうえ早急に措置しなければならない。 

６． 工事個所近辺に各種標識板、防護柵、セーフティ

ーコーン等を設置し、混乱をひき起こさないよう

誘導員を配置すること。 

７． 掘削現場には、警察及び監督職員の指示に従って

必ず諸車通行止、その他の道路標識を的確に配置

し、赤色注意灯、回転灯、防護柵、囲根等を設け

ること。 

８． 埋戻作業が昼間に完了しない場合は、時間延長し

て埋戻をするか、あるいは路面覆がい工を行い、

路面との段差がないよう措置すること。やむをえ

ず開口する場合、通行者が誤って進入することの

ないように、防護柵、照明、赤色注意灯、転落防

止用ネットを設置すること。 

９． 夜間工事を停止するときは、機械は施工個所のう

ち障害となることの最も少ない場所か、道路外に

集めて照明表示を行うとともに施工個所に誤って

進入することのないように照明を行い標識板、防

護柵等を設置すること。 

１０． 家屋への出入口の安全のため、必要な個所には

仮橋（幅 60cm 以上）を設けること。 

１１． 工事用車両の往来による交通安全を図るため、

工事現場付近の道路事情等について現地を充分に

確認し、適宜交通保安要員の配置等の対策をなさ

なければならない。 

１２． 工事関係者等の車両及び工事車両の駐車場は、

付近住民に迷惑をおよぼさないよう確保しなけれ

ばならない。 

１３． 機械掘削作業、杭打作業、運搬作業等を行う場

合、保安要員の配置を行い通行車両の安全確保に

努めなければならない。なお、通行に支障をきた

す場合、迂回路等を設けるなど適切な措置を講ず

ること。 

１４． 迂回路を設ける場合、迂回路の入口には迂回路

表示板を設置し、迂回路の途中の各交差点にも、

迂回路表示板を設置すること。 

１５． 工事用車両の通行経路については、発注者と充

分協議し、通行経路以外は使用しないものとする。 

１６． 工事現場付近での暴風、豪雨、洪水、高潮、地

震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、急病人

等の緊急非常時に騒乱を起こさないよう、非難の

経路並びに、緊急非常用の諸車の通行確保を図っ

ておくこと。 

１７． 工事現場付近での、冠婚葬祭がある場合、それ

を阻害することの内容住民と協議のうえ、工事の

配慮を行うこと。 

１８． 工事の実施に影響を及ぼす事故、人命に損傷が

生じる事故、又は第三者に損害を与える事故が発

生したときは、遅滞なくその状況を監督職員に報

告しなければならない。 

 

工 事 現 場 

 

４－１１ 作業場の区分 

１． 工事施工中の現場、材料置場、及び材料加工場所

など作業現場に工事関係者以外の者、及びその車

両が誤って立ち入ることのないよう、柵、又はこ

れに類するもので他と明確に区分すること。 

２． 柵の規格および方法については、関係法規、基準、

あるいは要綱等の定めるところによる。ただし、

軽易な工事または短期間で完了する工事について

は、標識、セーフティーコーン等をもってかえる

ことができる。 

３． 休日及び作業休止時においては、作業中の出入口

となった個所などにも柵の類を設置すること。 

 

４－１２ 材 料 置 場 

１． 材料置場には特に子供が立ち入らないよう、柵、

塀の類で囲いをし、同時に不断の注意をはらうこ

と。 

２． 陶管、ヒューム管、路面覆工材、支保材等本工事

に使用する資材の集積は、十分な安全性をもって

行うこと。また、使用にあたり路上に一時仮置し
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ておく場合は、転倒または移動しないよう設置し、

かつ見張りを厳重にすること。 

 

交 通 安 全 

 

４－１３ 一般事務 

請負者は、所轄警察署長による道路使用許可条件

を厳守し、末端作業員を含めた本工事関係者全員

に周知徹底させなければならない。 

 

４－１４ 保安施設 

保安施設の点検は、設置直後は勿論、工事施工中

においても常に行うこと。又、保安施設の損傷した

ものは、ただちに修復または取替えなければならな

い。 

保安施設は、特に、コンクリート養生中等で現場

作業を一時中止している期間及び工事区間、あるい

は、作業時間外又は降雨時その他の理由で作業中止

などにおいて、点検を怠らないこと。 

 

４－１５ 通 学 路 

１． 本工事路線が学校通学路に当る場合は、直前に、

学校当局とよく協議を行い、通学路の安全確保に

努めること。 

２． 通学路には、必要に応じて固定式の保安柵を設け、

又登下校時には、適宜、交通誘導員を配置するこ

と。 

 

４－１６ 迂 回 路 

１． 道路使用許可条件にもとづいて諸車を迂回させ

る場合は、特に迂回路補助表示板を懇切丁寧に配

置し、常に車の流れが円滑になるように努めるこ

と。 

２． 迂回路にあたる道路は、監督職員の指示にもとづ

き、請負者において維持補修を行うこと。 

 

４－１７ 交通誘導員 

作業員の出入口、通学路、迂回路等には、交通誘

導員を配達すること。又、これらのほか、作業中

の重機付近にも適宜、交通誘導員を配置し、歩行

者および通行車両の安全を確保しなければならな

い。 

 

４－１８ 路面覆工 

１． 覆工板は、一般にすべり止めのついたものとする。

ただし、特に交通量の多い交差点付近にあっては

降雨時においてもスリップのしにくい覆工板（コ

ンクリート合成舗板等）を用いること。 

２． 覆工の表面は、できるだけ段差を生じないように

すること。 

３． 覆工部は道路部とは段差を生じないようにしな

ければならない。やむをえない理由で段差が生じ

た場合はアスファルト等で 5％以内の勾配になる

ようにすりつけるものとする。 

４． 覆工板は車両に伴うはね上がり、制動応力による

ズレ、指動等による移動を生じないようにするこ

と。 

５． 荷重による受桁中央部におけるたわみは、原則と

して最大スパン１/400 以内とし、かつ 2.5cm 以内

とする。 

６． 覆工部の出入口は、原則として作業場の中に設け

るものとし出入口の周囲は高さ 1.2ｍ程度の囲い

をし、確認しうるよう彩色照明を施すこと。 

７． 覆工部は、常時点検して、その維持管理に努める

こと。又覆工部と道路部との段差の維持補修もあ

わせて行うこと。 

 

４－１９ 舗装仮復旧 

１． 舗装仮復旧は、交通頻繁な路線、交差点道路横断

個所及び夜間工事区間で昼間、路面を開放する道

路などにあっては即時施工しなければならない。

又路面に表示された横断道路等の交通標識につい

ては、仮復旧後これを直ちに復旧し、その維持管

理をはかること。 

２． 仮復旧跡は、路面交通に支障を与えないよう常に

維持管理すること。又、試掘跡及び土留材跡など

の小規模な個所についても入念に仮復旧を施工す

ること。 

 

４－２０ 路面復旧跡 

路面解放後における路面復旧跡の維持管理は、本

工事の引渡しがすむまで請負者において行うこと。

また、交通に支障をきたさないよう、適宜、あな

ぼこの修正を行うこと。 

 

４－２１ 土留材等の措置 

矢板、H 杭、埋設物懸垂材等が路面に埋設された

ままの状態で路面を一時開放する場合には、それ

らの材料が通行車両及び歩行者に邪魔にならない

ように路面付近を措置しておくこと。 
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４－２２ 杭、矢板の打込み 

杭、矢板の打込みにさいしては、各埋設物管理者

より、埋設物の種類、数量、埋設位置等にわたり、

詳細に立会、調査をうけ、当該埋設物を確認した

上で打込み作業を行うこと。なお、埋設物が打込

み地点に近接している場合は、上堀りによって埋

設物を露出養生の上、打込み作業を行うものとす

る。 

 

地 下 埋 設 物 

 

４－２３ 地下埋設物図 

１． 本工事路線に存在する埋設物については、設計図

面、地下埋調整事項、各種埋設物管理図並びに試

掘によってその全容を把握すること。 

２． 上記 1．によって確認した埋設物は、その平、縦

断面を記載しておき、作業関係者全員に周知徹底

をはかり、作業中の埋設物事故を防止すること。 

 

４－２４ 埋設物の防護方法 

請負者は、本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もとづいて、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

ながら防護工事を行うこと。 

 

４－２５ 埋設物管理者との連絡 

１． 請負者は、地下埋設物に対する保安確保のため、

埋設物管理者と緊密な連絡をとり、かつ十分な協

調を保つこと。 

２． 請負者は、埋設物に対する工事施工の各段階にお

ける保安上必要な措置、防護方法、立会の有無、

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くこと。 

 

４－２６ 埋設物付近での掘削 

１． 埋設物の外面から、おおむね水平距離にして 1.5m、

垂直距離にして 1m の範囲内においては、機械掘削

を行ってはならない。 

２． 上記の記載事項により難しい場合は、埋設物を損

傷することのないよう、防護措置を設けなければ

ならない。 

 

４－２７ 横 矢 板 

１． 工事中は横矢板からの土砂もれをなくし、かつ漏

水を最小限に押えて、横矢板背面における土砂の

ゆるみ、及び移動を防ぐこと。 

２． 埋戻しに先立って埋設物直下における横矢板は、

あらかじめ枚数はずしておいて杭引抜きの際に、

横矢板による埋設管等の損傷をさけること。 

 

４－２８ ガス各戸引込管の保安 

１． ガス各戸引込管については、定期点検の外、特に

危険が予想される埋戻、矢板抜き、及び降雨等の

時期には、ガス漏れ点検を行うこと。 

２． 地盤の変異観測を参考にして、ガス各戸引込管の

危険を事前に予知し、その対策を講じること。 

 

４－２９ 杭、矢板の引抜き 

１． 杭、矢板の引抜きの際に、土砂が連行しないよう

に注意のこと。重要な構築物や地下埋設物近接個

所で、土砂の連行が避けられない場合は、入念に

引抜き跡に川砂等を充填のこと。 

２． 上記の措置でもなお不十分と考えられる場合は、

監督職員の指示に従うこと。 

３． 埋設物付近で引抜き作業を行う場合は、必要に応

じて埋設物を露出させた上で行うこと。 

４． 杭、矢板の引抜き作業で路面に反力をとる場合は、

反力により路面が沈下し、埋設物に影響を与える

ことがあるので、埋設物のない地点で反力をとる

か、又は反力を分布させる措置を講じること。 

 

４－３０ 火  気 

火気に弱い埋設物、又は油、ガス等の可燃性物質

の輸送管等から 1m 以内の場所において、溶接機、

切断機等火気をともなう機械器具を使用してはな

らない。ただし、やむをえない場合においては、

各管理者と協議し、可燃性物質の存在しないこと

を確認するか、又は熱遮へい装置など保安上必要

な措置をしたうえで使用すること。 

 

周 辺 構 築 物 

 

４－３１ 事前措置 

１． 本工事周辺の家屋、工事及び各種施設については、

少なくとも工事現場に直接面する個所は必ず事前

に綿密な調査を行い、それにもとづき、それらの

構築物に与える影響を最小限にとどめる措置を講
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じること。 

２． 影響を計数的に管理するため、必要に応じて、地

盤または構築物の沈下状況、水平移動、傾斜ある

いは地下水位等の測定を行うこと。 

３． 事前に防護工を施す必要のある場合は、十分に計

画を立て入念に施工するとともに効果も合わせて

追求すること。 

 

４－３２ 工事施工中の点検 

１． 工事施工のある段階においては、必ず目視による

観測または機器による各種の測定を行って異常の

有無を点検すること。 

２． 工事施工のある段階とは、例えば次の事項をいう。 

（１） 杭、矢板の打込み中及び完了時 

（２） ウエルポイント運転後のある時点 

（３） 切梁架設の時点 

（４） 掘削敷きつけ完了時点 

（５） 切梁盛替え時点 

（６） 切梁撤去の時点 

（７） 埋戻し完了時点 

（８） 杭、矢板の引抜き中および引抜き後 

 

工事用機械器具 

 

４－３３ ホッパー及びタワー 

１． 道路、又は道路に近接して掘削土砂の掘出用ホッ

パー、及びタワーを設置する場合は、原則として

作業場の囲い内に設けること。 

２． ホッパー、及びタワーが家屋等に近接する場合は、

防塵のため完全に遮へいすること。 

 

４－３４ 機械類の使用及び移動 

１． 大型もしくは重機械類を使用、又は移動させる場

合は、関係法規の定めを厳守し、架空線、埋設物、

構築物並びに道路に損傷を与えることのないよう

にすること。 

２． 架空線、構築物あるいは作業場の境界付近で機械

を操作する場合は、輪止め設置、ブームの回転に

対するストッパーの使用、近接電線に対する絶縁

材の装着あるいは誘導員の配置等の措置を講じる

こと。 

 

４－３５ 機械類の休止 

１． 可動式の機械を休止させておく場合は、傾斜のな

い堅固な地盤の上におくとともに、運転者の当然

行うべき措置を講じておくほか、次の事項に注意

すること。 

（１） 機械類のブーム、ブルドーザー等の排土板など

は、それらが最も安定した位置に固定すること。 

（２） ウインチなどのワイヤー、フックなどの吊下げ

部分については、それらの吊下げ部分を固定し

ワイヤーに適度の張りをもたせること。 

（３） 車輪又はキャタピラを有する機械類は、車止め

を適切に施し、自然に走り出すことのないよう

にすること。 

２． 機械類を操作している者が、一時受持の位置を離

れる場合は、原動機を止め、又は電源を切り、制

動をかけるなど事故防止に必要な措置を講じてお

くこと。 

 

４－３６ 電力設備 

１． 電力設備はすべて「電気設備技術基準」に準拠し

て、設置並びに維持管理しなくてはならない。 

２． 電力設備は各種機器が支障なく運転できる十分

な容量と、適当な電圧を持つものでなければなら

ない。 

３． 電力供給の中断は重大な事故につながる恐れが

あるので、必要に応じて 2 系統受電あるいは、自

家発電設備の設置を考慮しなければならない。 

４． 電力設備は労働安全衛生規則にもとづき、感電防

止用電力遮断機を設置し、感電事故の防止につと

めなければならない。 

５． 電力用の接続機器は、施錠できる箱の中におさめ、

その錠は管理責任者が保管すること。 

６． スイッチボックスを路上又は電柱に取付ける場

合は、通行者の妨げとならない位置で、かつ子供

等が容易に手の届かない所に設置すること。 

 

そ の 他 

 

４－３７ 緊急時連絡体制 

工事中における緊急活動を円滑にするため、事前

に各関係先の連絡体制を掌握しておき、緊急時連絡

体制として工事関係者に周知させておくとともに、

工事用事務所内に大書して貼っておくこと。 

 

４－３８ 現場常備器材 

緊急時おける活動体制の一環として、次の器材を

現場に常備しておくこと。 

（１） 安全ロープ 
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（２） 保安柵 

（３） 立看板（立入禁止、火気使用禁止） 

（４） 携帯拡声機またはメガフォン 

（５） 赤旗 

（６） 注意灯、照明灯、強力ライト 

（７） 救急薬品 

（８） その他 

 

４－３９ 防災計画 

地域防災上、地下埋設物の保安措置を特に必要と

する工事については、本市消防署の指示により、道

路掘削工事防災計画書を作成し、所轄消防署宛届出

すること。 

 

４－４０ 降雨時の緊急活動等 

１． 気象通報に平素から十分な注意をはらい、常に豪

雨、出水その他の天災に対処できるよう準備して

おかなければならない。 

２． 豪雨又は台風等のため本工事に関連して、浸水の

恐れが発生した場合は、請負者は本市と相協調し

て浸水防止に努めること。そのため指示する必要

な資材、機器類並びに措置は請負者において調達

又は施工すること。 

 

４－４１ 軌道付近における工事 

軌道付近において工事を施工する場合は、別途施

工条件を厳守するほか、起動の保全に関し十分注

意すること。 

 

４－４２ 消火栓等 

請負者は、作業場及びその周辺に消火栓、火災報

知器、公衆電話等がある場合においては、それら

の施設の管理者指示に従い、一般の使用に支障が

ないよう措置しておかなければならない。 

 

４－４３ 防  火 

１． 請負者は、工事のため火気を使用する必要がある

場合においては、あらかじめ所轄消防署に連絡し、

必要に応じて、届出又は許可申請等の手続をしな

ければならない。 

２． 請負者は、火気を使用する場合には、次の各号に

掲げる措置を講じなければならない。 

（１） 火気の使用は、工事の目的に直接必要な限度に

とどめ、工事以外の目的のために使用しようと

する場合には、あらかじめ火災のおそれのない

個所を指定し、その場所以外では使用しないこ

と。 

（２） 火気を使用する場所には、防火対象物の消火に

見合った消火器及び簡易消火用具を準備してお

くこと。 

（３） 火のつき易いものの近くで使用しないこと。 

（４） 溶接、切断等で火花があるときは、火花の飛び

散る範囲を限定するための措置を講ずること。 

 

４－４４ 酸素欠乏症の防止 

１． 地下掘削工事において、上層に不透水層を含む砂

層もしくは含水、湧水が少ない砂れき層又は第一

鉄塩類、第一マンガン塩類等還元作用ある物質を

含んでいる地層に接して潜函工法、圧気シールド

工法等の圧気工法を用いる場合は、次の各号に掲

げる措置等を講じて、酸素欠乏症の防止に努めな

ければならない。 

（１） 圧気に際して、できるだけ低い気圧を用いてい

ること。 

（２） 工事に近接する地域において、空気の漏出する

おそれのある建物の井戸、地下室等について、

空気の漏出の有無、その程度及び空気中の酸素

の濃度を測定すること。 

（３） 調査の結果、酸素欠乏の空気が他の場所に流出

していると認められたときは、関係行政機関及

び影響をおよぼすおそれのある建物の管理者に

報告し、関係者にその旨を周知させるとともに、

事故防止のための必要な措置を講ずること。 

（４） 前記(2)の調査及び作業に当っては、作業員、関

係者自身の酸素欠乏症の防止について十分考慮

すること。 

 

４－４５ 補  則 

請負者は、その他発注者及び設計図書に指示が

なくともまた、工事安全管理事項に定める事項以

外のことでも安全管理上必要と認められるもの

については、請負者の責において措置しなければ

ならない。 

 

 




