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全体共通事項 

 言い回しの変更や、軽微な改定（意味が変わらないもの等）は、本表では省略しています。 

 改正前後の変更箇所を朱書きしています 



R４.10.1 適用 土木工事共通仕様書（長野県農政部） 新旧対照表  

 2 

 

 改正後（R４.10.01 適用） 改正前（R３.10.01 適用） 

 

第１編 共通編 

 第１章 総 則 

   第１節 総 則 

１－１－１～１－１－23[略] 

１－１－24 建設副産物 

１～６ [略] 

７ 建設副産物情報交換システム（COBRIS） 

受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建

設汚泥または建設工合廃棄物、建設発生土を搬入または搬出する場合には、施工計

画作成時、工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換システム（COBRIS）に入

力するものとする。なお、出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資

源利用促進実施書」の提出に代わるものとし、これにより難い場合には、監督職員

と協議しなければならない。 

１－１－25～１－１－26〔略〕  

１－１－27 監督員等による確認及び立会等 

１～６ [略] 

７ 段階確認の臨場 

監督員等は、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、受注者は、監督員等に施工管理記録、写真等の資料を提示し、確

認を受けなければならない。 

表 1-1-1 段階確認一覧表 

種別 細別 確認時期 

指定仮設工  設置完了時 

水路土工（掘削工） 

道路土工（掘削工） 

 土（岩）質の変化した時 

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 

表層安定処理工 表層混合処理・路床安

定処理 

処理完了時 

置換 掘削完了時 

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 

ペーパドレーン等 

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 

固結工 

 

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 

目 次 

第１編 共通編 

 第１章 総 則 

   第１節 総 則 

１－１－１～１－１－23[略] 

１－１－24 建設副産物 

１～６ [略] 

７ 建設副産物情報交換システム（COBRIS） 

受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設

汚泥または建設工合廃棄物を搬入または搬出する場合には、施工計画作成時、工事完

了時に必要な情報を建設副産物情報交換システム（COBRIS）に入力するものとする。

なお、出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」の

提出に代わるものとし、これにより難い場合には、監督職員と協議しなければならな

い。 

１－１－25～１－１－26〔略〕  

１－１－27 監督員等による確認及び立会等 

１～６ [略] 

７ 段階確認の臨場 

監督員等は、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、受注者は、監督員等に施工管理記録、写真等の資料を提示し、確認を

受けなければならない。 

表 1-1-1 段階確認一覧表 

種別 細別 確認時期 

指定仮設工  設置完了時 

水路土工（掘削工） 

道路土工（掘削工） 

 土（岩）質の変化した時 

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 

表層安定処理工 表層混合処理・路床安

定処理 

処理完了時 

置換 掘削完了時 

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 

ペーパドレーン等 

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 

固結工 

 

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 
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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 

既設杭工 既設コンクリート杭 

鋼管杭 

Ｈ杭 

打込時 

打込完了時（打込杭） 

掘削完了時（中堀杭） 

施工完了時（中堀杭） 

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 

鉄筋組立て完了時 

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 

鉄筋組立て完了時 

施工完了時 

グラウト注入時 

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 

 鉄沓据え付け完了時 

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 

鉄筋組立て完了時 

鋼管矢板基礎工  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 

築堤・護岸工  法線設置完了時 

護岸工 法覆工(覆土施工があ

る場合) 

覆土前 

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 

用排水機場本体工 

水門工 

頭首工 

 土（岩）質の変化した時 

床掘掘削完了時 

鉄筋組立て完了時 

埋戻し前 

躯体工 

ＲＣ躯体工 

 沓座の位置決定時 

床版工  鉄筋組立て完了時 

鋼橋  仮組立て完了時（仮組立

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 

既設杭工 既設コンクリート杭 

鋼管杭 

Ｈ杭 

打込時 

打込完了時（打込杭） 

掘削完了時（中堀杭） 

施工完了時（中堀杭） 

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 

鉄筋組立て完了時 

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 

鉄筋組立て完了時 

施工完了時 

グラウト注入時 

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 

 鉄沓据え付け完了時 

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 

鉄筋組立て完了時 

鋼管矢板基礎工  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 

築堤・護岸工  法線設置完了時 

護岸工 法覆工(覆土施工があ

る場合) 

覆土前 

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 

用排水機場本体工 

水門工 

頭首工 

 土（岩）質の変化した時 

床掘掘削完了時 

鉄筋組立て完了時 

埋戻し前 

躯体工 

ＲＣ躯体工 

 沓座の位置決定時 

床版工  鉄筋組立て完了時 

鋼橋  仮組立て完了時（仮組立
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て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 

縦締め作業完了時 

ＰＣ鋼線・鉄筋組立完了

時 

（工場製作除く） 

地覆工 

橋梁用高欄工 

 鉄筋組立て完了時 

トンネル掘削工  土（岩）質の変化した時 

トンネル支保工  支保工完了時（支保工変

化毎） 

トンネル覆工  施工時（構造の変化時） 

トンネルインバート工  鉄筋組立て完了時 

セメント類吹付工  ラス張り時 

配合時 

吹付け時 

プレキャスト枠工、吹付枠

工 

 吹付け時 

現場打コンクリート枠工  型枠組立て時 

ほ場整備工  

 

基準点設置時 

用地境界確認時 

湧水、すべり面、不良土

等が露出した時 

水路工 現場打ちコンクリート

水路 

 

基礎施工時 

鉄筋組立て時 

目地施工時 

二次製品水路 基礎施工時 

管類布設工  掘削完了時 

基礎施工時 

布設接合施工時 

通水試験実施時 

ダム工 別に定めた特別仕様書による 

ため池工 別に定めた特別仕様書による 

１－１－28～１－１－33 [略] 

１－１－34 施工管理 

１－１－34 

１～２ [略] 

３ 標示板の設置 

て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 

縦締め作業完了時 

ＰＣ鋼線・鉄筋組立完了

時 

（工場製作除） 

〔新設〕 

 

 〔新設〕 

 

トンネル掘削工  土（岩）質の変化した時 

トンネル支保工  支保工完了時（支保工変

化毎） 

トンネル覆工  施工時（構造の変化時） 

トンネルインバート工  鉄筋組立て完了時 

セメント類吹付工  ラス張り時 

配合時 

吹付け時 

プレキャスト枠工、吹付枠

工 

 吹付け時 

現場打コンクリート枠工  型枠組立て時 

ほ場整備工  

 

基準点設置時 

用地境界確認時 

湧水、すべり面、不良土

等が露出した時 

水路工 現場打ちコンクリート

水路 

 

基礎施工時 

鉄筋組立て時 

目地施工時 

二次製品水路 基礎施工時 

管類布設工  掘削完了時 

基礎施工時 

布設接合施工時 

通水試験実施時 

ダム工 別に定めた特別仕様書による 

ため池工 別に定めた特別仕様書による 

１－１－28～１－１－33 [略] 

１－１－34 施工管理 

１－１－34 

１～２ [略] 

３ 標示板の設置 
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〔略〕 

 

図１－１－１ 標示板の例 

４～10 〔略〕 

     11 工事情報共有化 

受注者は、監督員等及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務

の効率化を図らなければならない。 

また、情報を交換・共有するにあたっては、「農政部における情報共有システム実施要

領」に基づくこととする。 

なお、システムのサービス提供者との契約は受注者が行うものとする。 

12 不具合等発生時の措置 

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、また

は、公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督員

等に直ちに通知しなければならない。 

１－１－35～１－１－38 [略]  

１－１－39 工事中の安全確保 

    １ 安全指針等の遵守 

    受注者は、土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達、令和４年

２月）、建設機械施工安全技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合

政策局建設施工企画課長通達平成17年3月31日）、JIS A 8972（斜面・法面工事用仮設設

備）を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければな

らない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものでは

ない。 

〔略〕 

 

図１－１－１ 標示板の例 

４～10 〔略〕 

     11 〔新設〕 

 

 

 

 

 

12 〔新設〕 

 

 

 

１－１－35～１－１－38 [略]  

１－１－39 工事中の安全確保 

    １ 安全指針等の遵守 

    受注者は、土木工事安全施工技術指針（21農振第2371号平成22年3月31日付農林水産省

農村振興局整備部長通知）、建設機械施工安全技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課

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

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

を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を

拘束するものではない。 
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２～22 [略] 

１－１－40～１－１－42 [略]  

１－１－43 環境対策 

１～３ [略] 

４ 資材（材料及び機材を含む。）、工法、建設機械及び目的物 

（１） 受注者は、資材（材料及び機材を含む）、工法、建設機械及び目的物の使用にあたっては、

「環境物品等（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（令和３年５月改正

法律第36号。以下「グリーン購入法」という）第２条に規定する環境物品等及び「長野

県グリーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。）の使用を積極的に推進する

ものとする。 

（２） ～（３）〔略〕 

５ 排出ガス対策型建設機械 

受注者は、工事の施工にあたり表1-1-2に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動

車排出ガスの規制等に関する法律(平成27年６月改正法律第50号）)に基づく技術基準に適

合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付け

建設省経機発第249号）、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（最終改正平

成23年7月13日付国土交通省告示第318号）もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要

領」（最終改正平成24年3月23日付国総環リ第1号）に基づき指定された排出ガス対策型建設

機械（以下「排出ガス対策型建設機械等」という。）を使用しなければならない。排出ガス

対策型建設機械を使用できないことを監督員等が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制

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

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

れた排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場

合は、監督員等と協議するものとする。 

受注者はトンネル坑内作業において表1-1-3に示す建設機械を使用する場合は、2011年以

降の排出ガス基準に適合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律

施行規則」（令和３年２月改正経済産業省・国土交通省・環境省令第１号）第16条第1項第2

号もしくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス

対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号もしくは「第3次排出ガ

ス対策型建設機械指定要領」（最終改正平成28年8月30日付国総環第６号）に基づき指定さ

れたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械（以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設

機械等」という。）を使用しなければならない。 

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

は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこ

れと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技

術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置（黒煙浄化装置付）を装着することで、

トンネル工事用排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、

監督員等と協議するものとする。 

２～22 [略] 

１－１－40～１－１－42 [略]  

１－１－43 環境対策 

１～３ [略] 

４ 資材（材料及び機材を含む。）、工法、建設機械及び目的物 

（３） 受注者は、資材（材料及び機材を含む）、工法、建設機械及び目的物の使用にあたっては、

「環境物品等（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成27年９月改正法

律第66号。以下「グリーン購入法」という）第２条に規定する環境物品等及び「長野県グ

リーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。）の使用を積極的に推進するもの

とする。 

（４） ～（３）〔略〕 

５ 排出ガス対策型建設機械 

受注者は、工事の施工にあたり表1-1-2に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動

車排出ガスの規制等に関する法律(平成27年６月改正法律第50号）)に基づく技術基準に適合

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

設省経機発第249号）、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（最終改正平成23

年7月13日付国土交通省告示第318号）もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」（最

終改正平成24年3月23日付国総環リ第1号）に基づき指定された排出ガス対策型建設機械（以

下「排出ガス対策型建設機械等」という。）を使用しなければならない。排出ガス対策型建設

機械を使用できないことを監督員等が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題

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

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

化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員等と

協議するものとする。 

受注者はトンネル坑内作業において表1-1-3に示す建設機械を使用する場合は、2011年以

降の排出ガス基準に適合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施

行規則」（令和元年６月11日経済産業省・国土交通省・環境省令第１号）第16条第1項第2号も

しくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型

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

建設機械指定要領」（最終改正平成28年8月30日付国総環第６号）に基づき指定されたトンネ

ル工事用排出ガス対策型建設機械（以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」とい

う。）を使用しなければならない。 

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

は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれ

と同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審

査証明事業により評価された排出ガス浄化装置（黒煙浄化装置付）を装着することで、トン

ネル工事用排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督

員等と協議するものとする。 
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 改正後（R４.10.01 適用） 改正前（R３.10.01 適用） 

６～７〔略〕 

１－１－44 〔略〕 

１－１－45 〔略〕 

１～３〔略〕 排出ガス対策型建設機械 

４ 交通安全法令の遵守 

受注者は、供用中の公共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、

監督員等、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び

道路標示に関する命令（令和３年６月改正内閣府・国土交通省令第２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正について（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。 

５～10〔略〕 

11 通行許可 

受注者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令（平成31年３月20日改正政令

第41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場合、道路法第47 条の

２に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行

令（令和３年６月改正政令第172号）第22 条における制限を超えて建設機械、資材等を

積載して運搬するときは、道路交通法（令和２年６月改正法律第52号）第57 条に基づく

許可を得ていることを確認しなければならない。 

１－１－46 〔略〕 

１－１－47 諸法令の遵守 

１ 諸法令の遵守 

〔略〕 

（１） 地方自治法                   （平成28年12月改正法律第101号） 

（２）建設業法                    （令和３年５月改正法律第48号） 

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

（４）労働基準法                   （令和２年３月改正法律第14号） 

（５）労働安全衛生法                 （令和元年６月改正法律第37号） 

（６）作業環境測定法                 （令和元年６月改正法律第41号） 

（７）じん肺法                    （平成30年７月改正法律第71号） 

（８）雇用保険法                    （令和３年６月改正法律第58号） 

（９）労働者災害補償保険法              （令和２年６月改正法律第40号） 

（10）健康保険法                  （令和３年６月改正法律第66号） 

（11）中小企業退職金共済法             （令和２年６月改正法律第40号） 

（12）建設労働者の雇用の改善等に関する法律     （令和２年３月改正法律第14号） 

６～７〔略〕 

１－１－44 〔略〕 

１－１－45 〔略〕 

１～３〔略〕 排出ガス対策型建設機械 

４ 交通安全法令の遵守 

受注者は、供用中の公共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、

監督員等、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び

道路標示に関する命令（令和２年３月改正内閣府・国土交通省令第１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正について（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。 

５～10〔略〕 

11 通行許可 

受注者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令（平成31年３月20日改正政令

第41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場合、道路法第47 条の

２に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令

（令和２年６月改正政令第181号）第22 条における制限を超えて建設機械、資材等を積載

して運搬するときは、道路交通法（令和２年６月改正法律第52号）第57 条に基づく許可を

得ていることを確認しなければならない。 

１－１－46 〔略〕 

１－１－47 諸法令の遵守 

１ 諸法令の遵守 

〔略〕 

（１） 地方自治法                   （平成28年12月改正法律第101号） 

（２）建設業法                    （令和元年６月改正法律第37号） 

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

（４）労働基準法                   （令和２年３月改正法律第14号） 

（５）労働安全衛生法                 （令和元年６月改正法律第37号） 

（６）作業環境測定法                 （令和元年６月改正法律第41号） 

（７）じん肺法                    （平成30年７月改正法律第71号） 

（８）雇用保険法                    （令和２年６月改正法律第54号） 

（９）労働者災害補償保険法              （令和２年６月改正法律第40号） 

（10）健康保険法                  （令和２年６月改正法律第52号） 

（11）中小企業退職金共済法             （令和２年６月改正法律第40号） 

（12）建設労働者の雇用の改善等に関する法律     （令和２年３月改正法律第14号） 
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（13）出入国管理及び難民認定法           （令和３年６月改正法律第69号） 

（14）道路法                    （令和３年３月改正法律第９号） 

（15）道路交通法                  （令和２年６月改正法律第52号） 

（16）道路運送法                  （令和２年６月改正法律第36号） 

（17）道路運送車両法                （令和３年５月改正法律第37号） 

（18）砂防法                    （平成25年11月改正法律第76号） 

（19）地すべり等防止法               （平成29年６月改正法律第45号） 

（20）河川法                    （令和３年５月改正法律第31号） 

（21）下水道法                   （令和３年５月改正法律第31号） 

（22）航空法                    （令和３年６月改正法律第65号） 

（23）公有水面埋立法                （平成26年６月改正法律第51号） 

（24）軌道法                    （令和２年６月改正法律第41号） 

（25）森林法                    （令和２年６月改正法律第41号） 

（26）環境基本法                  （令和３年５月改正法律第36号） 

（27）火薬類取締法                 （令和元年６月改正法律第37号） 

（28）大気汚染防止法                （令和２年６月改正法律第39号） 

（29）騒音規制法                  （平成26年６月改正法律第72号） 

（30）水質汚濁防止法                （平成29年６月改正法律第45号） 

（31）湖沼水質保全特別措置法            （平成26年６月改正法律第47号） 

（32）振動規制法                  （平成26年６月改正法律第72号） 

（33）廃棄物の処理及び清掃に関する法律       （令和元年６月改正法律第37号） 

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

（35）文化財保護法                 （令和３年５月改正法律第22号） 

（36）砂利採取法                  （平成27年６月改正法律第50号） 

（37）電気事業法                  （令和２年６月改正法律第49号） 

（38）消防法                    （令和３年５月改正法律第44号） 

（39）測量法                    （令和元年６月改正法律第37号） 

（40）建築基準法                  （令和３年５月改正法律第44号） 

（41）都市公園法                  （平成29年５月改正法律第26号） 

（42）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律  （令和３年５月改正法律第37号） 

（43）土壌汚染対策法                （平成29年６月改正法律第45号） 

（44）駐車場法                   （平成29年５月改正法律第26号） 

（45）自然環境保全法                （平成31年４月改正法律第20号） 

（46）自然公園法                  （令和３年５月改正法律第29号） 

（47）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

（令和３年５月改正法律第37号） 

（48）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27年９月改正法律第66号） 

（13）出入国管理及び難民認定法           （令和元年12月改正法律第102号） 

（14）道路法                    （令和２年６月改正法律第４号） 

（15）道路交通法                  （令和２年６月改正法律第52号） 

（16）道路運送法                  （令和２年６月改正法律第36号） 

（17）道路運送車両法                （令和２年３月改正法律第５号） 

（18）砂防法                    （平成25年11月改正法律第76号） 

（19）地すべり等防止法               （平成29年６月改正法律第45号） 

（20）河川法                    （平成29年６月改正法律第45号） 

（21）下水道法                   （平成27年５月改正法律第22号） 

（22）航空法                    （令和２年６月改正法律第61号） 

（23）公有水面埋立法                （平成26年６月改正法律第51号） 

（24）軌道法                    （令和２年６月改正法律第41号） 

（25）森林法                    （令和２年６月改正法律第41号） 

（26）環境基本法                  （平成30年６月改正法律第50号） 

（27）火薬類取締法                 （令和元年６月改正法律第37号） 

（28）大気汚染防止法                （令和２年６月改正法律第39号） 

（29）騒音規制法                  （平成26年６月改正法律第72号） 

（30）水質汚濁防止法                （平成29年６月改正法律第45号） 

（31）湖沼水質保全特別措置法            （平成26年６月改正法律第47号） 

（32）振動規制法                  （平成26年６月改正法律第72号） 

（33）廃棄物の処理及び清掃に関する法律       （令和元年６月改正法律第37号） 

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

（35）文化財保護法                 （令和２年６月改正法律第41号） 

（36）砂利採取法                  （平成27年６月改正法律第50号） 

（37）電気事業法                  （令和２年６月改正法律第49号） 

（38）消防法                    （平成30年６月改正法律第67号） 

（39）測量法                    （令和元年６月改正法律第37号） 

（40）建築基準法                  （令和２年６月改正法律第43号） 

（41）都市公園法                  （平成29年５月改正法律第26号） 

（42）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律  （平成26年８月改正法律第55号） 

（43）土壌汚染対策法                （平成29年６月改正法律第45号） 

（44）駐車場法                   （平成29年５月改正法律第26号） 

（45）自然環境保全法                （平成31年４月改正法律第20号） 

（46）自然公園法                  （令和元年６月改正法律第37号） 

（47）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

（令和元年６月改正法律第37号） 

（48）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27年９月改正法律第66号） 
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（49）河川法施行法                 （平成11年12月改正法律第160号） 

（50）技術士法                   （令和元年６月改正法律第37号） 

（51）漁業法                    （令和３年５月改正法律第47号） 

（52）空港法                    （令和元年６月改正法律第37号） 

（53）計量法                    （平成26年６月改正法律第69号） 

（54）厚生年金保険法                （令和３年６月改正 法律第66号） 

（55）最低賃金法                  （平成24年４月改正法律第27号） 

（56）職業安定法                  （令和元年６月改正法律第37号） 

（57）所得税法                   （令和３年５月改正法律第37号） 

（58）水産資源保護法                （平成30年12月改正法律第95号） 

（59）著作権法                   （令和３年６月改正法律第52号） 

（60）電波法                    （令和３年３月改正法律第19号） 

（61）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 

（令和２年６月改正法律第42号） 

（62）労働保険の保険料の徴収等に関する法律     （令和３年６月改正法律第58号） 

（63）農薬取締法                  （令和２年12月改正法律第62号） 

（64）毒物及び劇物取締法              （平成30年６月改正法律第66号） 

（65）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律  （平成29年５月法律第41号） 

（66）公共工事の品質確保の促進に関する法律     （令和元年６月改正法律第35号） 

（67）警備業法                   （令和元年６月改正法律第37号） 

（68）行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 

（令和３年５月改正法律第37号） 

（69）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

（平成30年６月改正法律第67号） 

（70）肥料取締法                   （令和元年12月改正法律第62号） 

２～３〔略〕 

１－１－47～１－１－54〔略〕 

１－１－55 保険の付保及び事故の補償 

１～２〔略〕 

３ 法定外の労災保険の付保 

    受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。 

４  建設業退職金制度の履行 

１－１－56～１－１－58〔略〕 

 第２章 [略] 

第３章 施工共通事項 

第１節～第３節[略] 

第４節 基礎工 

３－４－１ [略] 

（49）河川法施行法                 （平成11年12月改正法律第160号） 

（50）技術士法                   （令和元年６月改正法律第37号） 

（51）漁業法                    （令和元年５月改正法律第１号） 

（52）空港法                    （令和元年６月改正法律第37号） 

（53）計量法                    （平成26年６月改正法律第69号） 

（54）厚生年金保険法                （令和２年６月改正法律第40号） 

（55）最低賃金法                  （平成24年４月改正法律第27号） 

（56）職業安定法                  （令和元年６月改正法律第37号） 

（57）所得税法                   （令和元年６月改正法律第28号） 

（58）水産資源保護法                （平成30年12月改正法律第95号） 

（59）著作権法                   （令和２年６月改正法律第48号） 

（60）電波法                    （令和２年４月改正法律第23号） 

（61）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 

（令和２年６月改正法律第42号） 

（62）労働保険の保険料の徴収等に関する法律     （令和２年６月改正法律第14号） 

（63）農薬取締法                  （令和２年12月改正法律第62号） 

（64）毒物及び劇物取締法              （平成30年６月改正法律第66号） 

（65）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律  （平成29年５月法律第41号） 

（66）公共工事の品質確保の促進に関する法律     （令和元年６月改正法律第35号） 

（67）警備業法                   （令和元年６月改正法律第37号） 

（68）行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 

（令和元年６月改正法律第37号） 

（69）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

（平成30年６月改正法律第67号） 

（70）肥料取締法                   （令和元年12月改正法律第62号） 

２～３〔略〕 

１－１－47～１－１－54〔略〕 

１－１－55 保険の付保及び事故の補償 

１～２〔略〕 

３ 建設業退職金制度の履行 

 

４ 

１－１－56～１－１－58〔略〕 

 第２章 [略] 

第３章 施工共通事項 

第１節～第３節[略] 

第４節 基礎工 

３－４－１ [略] 
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３－４－２ 既製杭工 

１ [略] 

２ 鋼杭工 

（１）～（２）[略] 

（３）[略] 

ア 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）

又はＪＩＳＺ 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ヶ月以上の者でなければならない。 

なお、同等以上の検定試験とは、ＷＥＳ 8106（基礎杭溶接技能者の資格認証基

準：一般社団法人日本溶接協会）をいう。 

 

 

         イ～オ[略] 

カ [略] 

表 3-4-1 現場円周溶接部の目違いの許容値 

外    径 許容値 摘    要 

700mm 未満 2mm 以下 
上杭と下杭の外周長の差で表し、そ

の差を 2mm×π以下とする。 

700mm 以上 

1,016mm 以下 
3mm 以下 

上杭と下杭の外周長の差で表し、そ

の差を 3mm×π以下とする。 

1,016mm を越え 

2,000mm 以下 
4mm 以下 

上杭と下杭の外周長の差で表し、そ

の差を 4mm×π以下とする。 

キ～コ[略] 

（４）[略]  

３ [略]  

３－４－３～３－４－１０ [略] 

第５節 ～ 第６節 [略] 

第７節 コンクリート 
３－７－１〔略〕 

３－７－２ レディーミクストコンクリート 

１ 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、産業標準化法に基づき国に

登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場（ＪＩＳマーク表示

認証製品を製造している工場）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（全国生コンクリート品質管理監査会

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

３－４－２ 既製杭工 

１ [略] 

２ 鋼杭工 

（１）～（２）[略] 

（３）[略] 

１）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

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ヶ月以上の者でなければならない。 

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。なお、同

等以上の検定試験とは、ＷＥＳ8106（基礎杭溶接技能者の資格認証基準：一般社団

法人日本溶接協会）をいう。 

２）～５）[略] 

６）[略] 

表 3-4-1 現場円周溶接部の目違いの許容値 

外    径 許容値 摘    要 

700mm 未満 2mm 以下 
上杭と下杭の外周長の差で表し、そ

の差を 2mm×π以下とする。 

700mm 以上 

1,016mm 以下 
3mm 以下 

上杭と下杭の外周長の差で表し、そ

の差を 3mm×π以下とする。 

1,016mm を越え 

1,524mm 以下 
4mm 以下 

上杭と下杭の外周長の差で表し、そ

の差を 4mm×π以下とする。 

７）～10）[略] 

（４）[略] 

３ [略] 

３－４－３～３－４－１０ [略] 

第５節 ～ 第６節 [略] 

第７節 コンクリート 
３－７－１〔略〕 

３－７－２ レディーミクストコンクリート 

１ 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、工業標準化法に基づき国に

登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場（ＪＩＳマーク表示

認証製品を製造している工場）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（全国生コンクリート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



R４.10.1 適用 土木工事共通仕様書（長野県農政部） 新旧対照表  

 11 

 

 改正後（R４.10.01 適用） 改正前（R３.10.01 適用） 

（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。 

２ 受注者は、本条第１項に規定する工場で製造され、ＪＩＳマーク表示されたレディーミク

ストコンクリートを用いる場合、工場が発行するレディーミクストコンクリート配合計画

書及びレディーミクストコンクリート納入書を整備及び保管し、監督職員から請求があっ

た場合は遅滞なく提示するとともに、検査時までに監督職員へ提出しなければならない。 

 

 

 

３ 受注者は、本条第１項に規定するレディーミクストコンクリートを用いることが困難な

場合には、配合試験に立会するとともに、選定する工場が、設計図書に指定する品質が得ら

れることを確認出来る資料を監督員等に提出し、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、管理等の技術的業務を実施する能力のある技術者が常駐

し、配合設計、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 受注者は、本条第１項に規定する工場でない工場で製造したレディーミクストコンクリ

ート及び本条１に規定する工場であっても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、設計図書、本章「３－７－３配合」

及び「３－７－４材料の計量」の規定によるとともに、配合試験に立会し、製造工場の材料

試験結果、配合の決定に関する資料を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 

 

 

５～６〔略〕 

３－７－３〔略〕 

３－７－４ 材料の計量 

１～２〔略〕 

３ 受注者は、各材料をバッチ分ずつ質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、表 3-7-1 に示した許容差内である場合、容積で計量しても

よい。 

なお、バッチの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練り混ぜ設備、運搬方法等

を考慮して、これを定めなければならない。受 

３－７－５～３－７－１４ [略]  

第８節 [略] 
第９節 鉄筋 

３－９－１～３－９－２ [略]  

３－９－３ 鉄筋の継手 

１～６〔略〕 

７ 〔略〕 

（１）〔略〕 

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。 

２ 受注者は、工業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）によ

り認証を受けた工場（ＪＩＳマーク表示認証製品を製造している工場）で製造され、ＪＩＳ 

Ａ 5308（レディーミクストコンクリート）により粗骨材最大寸法、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、製造工場の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料を整備・保管し、

監督員等から請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時までに監督員等へ提出

しなければならない。 

３ 受注者は、本条第１項に規定するレディーミクストコンクリートを用いることが困難な場

合には、選定する工場が、設計図書に指定する品質が得られることを確認出来る資料を監督

員等に提出し、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 受注者は、工業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）によ

り認証を受けた工場（ＪＩＳマーク表示認証製品を製造している工場）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本条 １．に規定する工場であっても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、設計図書及び本章「３－７－３配合」及び｢３－７－４材料の計量｣の規定によるとと

もに、配合に臨場し、製造工場の材料試験結果、配合の決定に関する資料を監督員等に提出

し、確認を得なければならない。 

５～６〔略〕 

３－７－３〔略〕 

３－７－４ 材料の計量 

１～２〔略〕 

３ 受注者は、各材料を一練り分毎に質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。なお、一練りの量は、工事の種類、

コンクリートの打込み量、練り混ぜ設備、運搬方法等を考慮して、これを定めなければなら

ない。 

 

３－７－５～３－７－１４〔略〕 

第８節 [略] 
第９節 鉄筋 

３－９－１～３－９－６ [略]  

３－９－３ 鉄筋の継手 

１～６〔略〕 

７ 〔略〕 

（１）〔略〕 
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（２）受注者は、圧接しようとする鉄筋の両端部を切断する場合、（公社）日本鉄筋継手協会

によって認定された鉄筋冷間直角切断機を使用しなければならない。自動ガス圧接の場

合、チップソーを合わせて使用するものとする。 

ただし、既に直角かつ平滑である場合又は鉄筋冷間直角切断機により切断した端面の汚損 

を取り除く場合は、ディスクグラインダで端面を研削するとともに、 錆、油脂、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。 

（３）～（７）[略]  

８～１１ 〔略〕 

第10節 ～第13節〔略〕 

第14節 防食対策工 

３－14－１ 〔略〕 

３－14－２ 防食対策工 

１ 〔略〕 

２ コンクリート構造物より 10ｍ以内における埋設鋼管の現場溶接部の外面塗覆装は、長寿

命形水道用ジョイントコート（ＷＳＰ 012）又は、水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形

外面プラスチック被覆（ＪＩＳ Ｇ 3443－3）によるものとする。 

３～６ 〔略〕 

第15節 ～第19節〔略〕 

第20節 仮設工 

３－20－１～３－20－８〔略〕 

３－20－９ トンネル仮設備工 
１～８〔略〕 

９ 受注者は、粉じん作業を行う坑内作業場（ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作

業を行うものに限る。）について、ずい道等の長さが短いこと等により、空気中の粉じん濃

度の測定が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、粉じん濃度の測定

は「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（厚生労働省令和２年７

月）」に定める「空気中の粉じん濃度等の測定方法」によるものとし、粉じん濃度（吸入性

粉じん濃度）の目標レベルは２mg／ｍ3 以下とする。 

ただし、中小断面のトンネル等で２mg／ｍ3 を達成するために必要な大きさ（口径）の風

管又は必要な本数の風管の設置、必要な容量の集じん装置の設置等が施工上極めて困難であ

るものについては、監督職員と協議のうえ可能な限り、２mg／ｍ3 に近い値を粉じん濃度目

標レベルとして設定することとする。 

なお、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、換気装置の風量の 

増加その他必要な措置（より効果的な換気方式への変更、集じん装置による集じんの実施、作

業工程又は作業方法の改善、風管の設置方法の改善、粉じん抑制剤の使用等）を講じなければ

ならない。 

また、粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。 

10～16〔略〕 

（２）圧接面は、圧接作業前にグラインダー等でその端部が直角で平滑となるように仕上げる

とともに、錆、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。 

 

 

 

（３）～（７）[略] 

８～１１ 〔略〕 

第10節 ～第13節〔略〕 

第14節 防食対策工 

３－14－１ 〔略〕 

３－14－２ 防食対策工 

１ 〔略〕 

２ コンクリート構造物より 10ｍ以内における埋設鋼管の現場溶接部の外面塗覆装は、水道用

塗覆装鋼管ジョイントコート（ＷＳＰ 012）又は、水輸送用塗覆装鋼管－第 3 部：長寿命形

外面プラスチック被覆（ＪＩＳ Ｇ 3443-3）によるものとする。 

３～６ 〔略〕 

第15節 ～第19節〔略〕 

３－20－１～３－20－８〔略〕 

３－20－９ トンネル仮設備工 
１～８〔略〕 

９ 受注者は、換気の実施等の効果を確認するに当たり、ずい道等の長さが短いこと等により、

空気中の粉じん濃度の測定が著しく困難である場合を除き、半月以内ごとに１回、定期に定

められた方法に従って、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、

粉じん濃度の測定は「ずい道建設工事における粉じん対策に関するガイドライン（厚生労働

省 平成 20 年 2 月）」に定める「換気の実施等の効果を確認するための空気の粉じん濃度、風

速等の測定方法」によるものとし、粉じん濃度（吸入性粉じん濃度）の目標レベルは３㎎／

ｍ３以下とするが、中小断面のトンネル等で３㎎／ｍ３を達成するために必要な大きさ（口径）

の風管又は必要な本数の風管の設置、必要な容量の集じん装置の設置などが施工上極めて困

難であるものについては、監督員等と協議のうえ可能な限り、３mg/ｍ３に近い値を粉じん濃

度目標レベルとして設定することとする。 

  なお、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、換気装置の風量

の増加その他必要な措置（ 集じん装置による集じんの実施、作業工程又は作業方法の改善、

風管の設置方法の改善、粉じん抑制剤の使用等）を講じなければならない。 

 また、粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。 

 

 

10～16〔略〕 
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17 受注者は、坑内作業場で労働者を従事させる場合、坑内において、常時、防じんマスク、

電動ファン付き呼吸用保護具等有効な呼吸用保護具（動力及び発破を用いて掘削する場

所における作業、動力を用いてずりを積み込み若しくは積み卸す場所における作業又は

コンクリート等を吹き付ける場所における作業にあっては、電動ファン付き呼吸用保護

具に限る。）を使用させなければならない。 

３－20－10～３－20－11〔略〕  

第21節〔略〕 

 

第２編 工事別編 

 第１章～２章 [略] 

 第３章 舗装工事、道路改良工事 

第１節～第５節[略] 

第６節 擁壁工 

３－６－１～３－６－４〔略〕 

３－６－５ プレキャスト擁壁工 

１〔略〕 

２ 受注者は、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の目地施工において、十分密

着させ、背面土砂が吸い出されないようにしなければならない。 

３－６－６～３－６－８〔略〕 

第７節～第13節〔略〕 

第14節 付帯施設工 

３－14－１～３－14－２〔略〕 

３－14－３標識工 

１〔略〕 

２ 材料 

   ア～ウ 〔略〕 

  エ 反射シート 

      〔略〕 

表 3-14-1 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 青 緑 

封

入

レ

ン

ズ

12´ 

(0.2°) 

５° 70 50 15 4.0 9.0 

30° 30 22 6.0 1.7 3.5 

40° 10 7.0 2.0 0.5 1.5 

20´ 

(0.33°) 

５° 50 35 10 2.0 7.0 

30° 24 16 4.0 1.0 3.0 

17 受注者は、坑内の作業に労働者を従事させる場合には、坑内において、常時、防じんマ

スク、電動ファン付き呼吸用保護具等有効な呼吸用保護具（動力 を用いて掘削する場所

における作業、動力を用いてずりを積み込み若しくは積み卸す場所における作業又はコン

クリート等を吹き付ける場所における作業にあっては、電動ファン付き呼吸用保護具に限

る。）を使用させなければならない。 

３－20－10～３－20－11〔略〕  

第21節〔略〕 

 

第２編 工事別編 

第１章～２章 [略] 

 第５章 舗装工事・道路改良工事 

第１節～第５節[略] 

第６節 擁壁工 

３－６－１～３－６－４〔略〕 

３－６－５ プレキャスト擁壁工 

１〔略〕 

２ 受注者は、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の目地施工において、付着、 

 水密性を保つよう施工しなければならない。 

３－６－６～３－６－８〔略〕 

第７節～第13節〔略〕 

第14節 付帯施設工 

３－14－１～３－14－２〔略〕 

３－14－３標識工 

１〔略〕 

２ 材料 

   １）～３） 〔略〕 

４） 反射シート 

      〔略〕 

表 3-14-1 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 青 緑 

封

入

レ

ン

ズ

12´ 

(0.2°) 

５° 70 50 15 4.0 9.0 

30° 30 22 6.0 1.7 3.5 

40° 10 7.0 2.0 0.5 1.5 

20´ 

(0.33°) 

５° 50 35 10 2.0 7.0 

30° 24 16 4.0 1.0 3.0 
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型 40° 9.0 6.0 1.8 0.4 1.2 

2.0° 

５° 5.0 3.0 0.8 0.2 0.6 

30° 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 

40° 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

カ

プ

セ

ル

レ

ン

ズ

型 

12´

(0.2°) 

５° 250 170 45 20 45 

30° 150 100 25 11 25 

40° 110 70 16 8.0 16 

20´

(0.33°) 

５° 180 122 25 14 21 

30° 100 67 14 8.0 12 

40° 95 64 13 7.0 11 

2.0° 

５° 5.0 3.0 0.8 0.3 0.6 

30° 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 

40° 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

(旧)

広

角

プ

リ

ズ

ム

型 

12´ 

(0.2°) 

５° 430 350 70 30 45 

30° 235 190 45 16 23 

20´ 

(0.33°) 

５° 300 250 45 20 33 

30° 150 130 20 10 18 

30´ 

(0.5°) 

５° 250 200 40 18 25 

30° 170 140 20 12 19 

1.0° 

５° 80 65 12 4.0 9.0 

30° 50 40 8.0 2.5 5.0 

型 40° 9.0 6.0 1.8 0.4 1.2 

2° 

５° 5.0 3.0 0.8 0.2 0.6 

30° 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 

40° 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

カ

プ

セ

ル

レ

ン

ズ

型 

12´

(0.2°) 

５° 250 170 45 20 45 

30° 150 100 25 11 25 

40° 110 70 16 8.0 16 

20´

(0.33°) 

５° 180 122 25 14 21 

30° 100 57 14 8.0 12 

40° 95 54 13 7.0 11 

2° 

５° 5.0 3.0 0.8 0.3 0.6 

30° 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 

40° 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

(旧)

広

角

プ

リ

ズ

ム

型 

12´ 

(0.2°) 

５° 430 350 70 30 45 

30° 235 190 45 16 23 

20´ 

(0.33°) 

５° 300 250 45 20 33 

30° 150 130 20 10 18 

30´ 

(0.5°) 

５° 250 200 40 18 25 

30° 170 140 20 12 19 

1 ° 
５° 80 65 12 4.0 9.0 

30° 50 40 8.0 2.5 5.0 
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 観測 

角° 

入射 

角° 
白 黄 赤 青 緑 

封

水

プ

リ

ズ

ム

型 

12´ 

(0.2°) 

５° 70 50 15 4.0 9.0 

30° 30 22 6.0 1.7 3.5 

20´ 

(0.33°) 

５° 50 35 10 2.0 7.0 

30° 24 16 4.0 1.0 3.0 

30´ 

(0.5°) 

５° 30 25 7.5 2.0 4.5 

30° 15 13 4.0 1.0 2.2 

1.0° 
５° 20 16 5.0 1.2 3.0 

30° 12 10 3.0 0.8 1.8 

カ

プ

セ

ル

プ

リ

ズ

ム

型 

12´ 

(0.2°) 

５° 250 170 45 20 45 

30° 150 100 25 11 25 

20´ 

(0.33°) 

５° 180 122 25 14 21 

30° 100 67 14 7.0 11 

30´ 

(0.5°) 

５° 150 110 25 13 21 

30° 72 54 13 6.0 10 

1.0° 
５° 20 16 5.0 1.2 3.0 

30° 12 10 3.0 0.8 1.8 

広 

角 

プ 

リ 

ズ 

ム 

型 

12´ 

(0.2°) 

５° 570 380 75 50 70 

30° 235 190 45 16 25 

20´ 

(0.33°) 

５° 400 280 54 30 50 

30° 170 140 20 12 19 

30´ 

(0.5°) 

５° 300 230 45 30 45 

30° 170 140 20 12 19 

1.0 ° 
５° 120 70 14 5.0 10 

30° 50 40 8.0 2.5 5.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 観測 

角° 

入射 

角° 
白 黄 赤 青 緑 

封

水

プ

リ

ズ

ム

型 

12´ 

(0.2°) 

５° 70 50 15 4.0 9.0 

30° 30 22 6.0 1.7 3.5 

20´ 

(0.33°) 

５° 50 35 10 2.0 7.0 

30° 24 16 4.0 1.0 3.0 

30´ 

(0.5°) 

５° 30 25 7.5 2.0 4.5 

30° 15 13 4.0 1.0 2.2 

1 ° 
５° 20 16 5.0 1.2 3.0 

30° 12 10 3.0 0.8 1.8 

カ

プ

セ

ル

プ

リ

ズ

ム

型 

12´ 

(0.2°) 

５° 250 170 45 20 45 

30° 150 100 25 11 25 

20´ 

(0.33°) 

５° 180 122 25 14 21 

30° 100 67 14 7.0 11 

30´ 

(0.5°) 

５° 150 110 25 13 21 

30° 72 54 13 6.0 10 

1 ° 
５° 20 16 5.0 1.2 3.0 

30° 12 10 3.0 0.8 1.8 

広 

角 

プ 

リ 

ズ 

ム 

型 

12´ 

(0.2°) 

５° 570 380 75 50 70 

30° 235 190 45 16 25 

20´ 

(0.33°) 

５° 400 280 54 30 50 

30° 170 140 20 12 19 

30´ 

(0.5°) 

５° 300 230 45 30 45 

30° 170 140 20 12 19 

1 ° 
５° 120 70 14 5.0 10 

30° 50 40 8.0 2.5 5.0 
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    オ～ナ 〔略〕 

（２）～（３）[略]  

３－14－４～３－14－７〔略〕 

 第４章 ～ 第６章 [略] 

第７章 菅水路工 

第１節 [略] 

第２節 一般事項 

７－２－１〔略〕 

７－２－２ 一般事項 

１〔略〕 

２ 布設接合 

（１）～（８）［略］ 

（９）受注者は、たて込み簡易土留を使用し管布設を行う場合、クレーン等安全規則

74 条の２、労働安全衛生規則第 164 条２項及び３項、平成４年８月 24 日付け基

発第 480 号及び平成４年 10 月１日付け基発第 542 号労働省労働基準局長通達、

平成 14 年３月 29 日付基安発 0329003 号（土止め先行工法）厚生労働省労働基

準局安全衛生部長通達を遵守しなければならない。 

 

 

 

（10）受注者は、たて込み簡易土留において捨梁を使用する場合、基床部内に捨梁を

存置してはならない。 

（11）～（18）［略］ 

［削る］ 

 

 

 

 

 

 

３〔略〕 

第３節～第５節 

第６節 管体工 

７－６－１～７－６－３〔略〕 

７－６－４ 鋼管布設工 

１ 〔略〕 

２ 据 付 

（１）～（２）［略］ 

   ５）～21）〔略〕 

（２）～（３）[略]  

３－14－４～３－14－７〔略〕 

第４章 ～ 第６章 [略] 

 第７章 管水路工 

第１節 [略] 

第２節 一般事項 

７－２－１〔略〕 

７－２－２ 一般事項 

１〔略〕 

２ 布設接合 

（１）～（８）［略］ 

（９）受注者は、たて込み簡易土留を使用し管布設を行う場合、クレーン等安全規則 74 

条の２及び労働安全衛生規則第 164 条２項及び３項、並びに平成４年８月 24 日付け基発第 

480 号、平成４年 10 月１日付け基発第 542 号労働省労働基準局長通達、平成 14 年３月 29

日付基安発 0329003 号（土止め先行工法）厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達を

遵守する。 

  なお、管長が５ｍ以上で呼び径 700mm 以上を布設する場合、管搬入口を 30ｍに一

箇所以上設けるものとするが、腹起こし等でこれによらない場合は、別途設計図書に

よるものとする。 

（10）受注者は、たて込み簡易土留において捨梁を使用する場合、砂基礎内に捨梁を存

置してはならない。 

（11）～（18）［略］ 

３ 枕木及び梯子胴木基礎工 

（１）受注者は、枕木基礎の高さを正確に調整した後、管を設計図書に示す位置に保持する

ものとし、管底が枕木に点接触することのないよう施工しなければならない。 

（２）梯子胴木基礎における各部材は、釘、かすがい等で強固に連結し、特に胴木は、地盤

の連続的な支持を得るよう相欠き又は重ね構造とし、釘、かすがい等で固定するものと

する。 

 

４［略］ 

第３節～第５節 

第６節 管体工 

７－６－１～７－６－３〔略〕 

７－６－４ 鋼管布設工 

１ 〔略〕 

２ 据 付 

（１）～（２）［略］ 
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（３）塗覆装 

ア 継手溶接部の内外面塗覆装は、本条１ 工場製作（３）塗覆装の規定によるものとする。 

なお、呼び径 800mm 未満では人力による内面塗装を行わないことを原則とする。ただ

し内面塗装の施工管理、品質管理及び安全管理が確実に行われる場合は、この限りでは

ない。 

  イ～エ〔略〕 

７－６－５〔略〕 

第７節～第 18 節〔略〕 

第８章～第13章〔略〕 

第14章 頭首工 

第１節～第８節〔略〕 

第９節 護床工 

14－９－１〔略〕 

14－９－２プレテンション桁の購入 

１〔略〕 

    ２〔略〕 

（１）～（２）［略］ 

（３）コンクリートの施工は、次の規定によるものとする。 

ア 振動数の多い振動機を用いて、十分に締固めて製作する。 

イ 蒸気養生を行う場合、コンクリートの打込み後２時間以上経過してから加熱を始めて

製作するものとし、養生終了後、急激に温度を降下させないよう留意しなければならな

い。 

なお、養生室の温度上昇は１時間当たり 15 ﾟＣ以下とし、養生中の温度は 65 ﾟＣ以

下として製作するものとする。 

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

められるようにし、部材の移動を拘束しないようにして製作されたもの。 

 

３〔略〕 

14－９－３～14－９－12〔略〕 

第15章～第17章〔略〕 

第18章 ため池改修工事 

第１節～第２節〔略〕 

第３節 堤体工 

18－３－１～18－３－８〔略〕 

18－３－９ 掘削土の搬出工 

１ 受注者は、泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する場合、「建設汚泥処理土利用基準」の第

４種処理土相当以上（コーン指数（ｑc）が 200kN/m2 以上又は一軸圧縮強度（ｑu）が 50kN/m2

以上）に改良しなければならない。 

（３）塗覆装 

１）継手溶接部の内外面塗覆装は、本条１．工場製作（３）塗覆装の規定によるものとする。

なお、呼び径 800mm 未満では人力による内面塗装を行わないものとする。 

 

 

２）～４） 

７－６－５〔略〕 

第７節～第 18 節〔略〕 

第８章～第13章〔略〕 

第14章 頭首工 

第１節～第８節〔略〕 

第９節 護床工 

14－９－１〔略〕 

14－９－２プレテンション桁購入工 

１〔略〕 

２〔略〕 

（１）～（２）［略］ 

（３）コンクリートの施工については、次の規定により製作されたもの。 

１）振動数の多い振動機を用いて、十分に締固めて製作されたもの。 

２）蒸気養生を行う場合は、コンクリートの打込み後２時間以上経過してから加熱を始めて

製作されたもの。また、養生室の温度上昇は１時間当たり 15℃以下とし、養生中の温度は

65 ℃以下として製作されたもの。また、養生終了後は急激に温度を降下させてはならな

い。 

 

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

るめられるようにして製作されたもの。また、部材の移動を拘束しないようにして製作

されたもの。 

３〔略〕 

14－９－３～14－９－12〔略〕 

第15章 ～第17章〔略〕 

第18章 ため池改修工事 

第１節～第２節〔略〕 

第３節 堤体工 

18－３－１～18－３－８〔略〕 

18－３－９ 掘削土の搬出工 

１ 受注者は、泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する場合、建設汚泥再生利用技術基準(案)の

第４種建設発生土相当以上（コーン指数（ｑc）が 200kN/ｍ2以上若しくは一軸圧縮強度（ｑ

u）が 50kN/ｍ2以上）に改良しなければならない。 
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なお、第４種処理土相当以下の泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する必要がある場合は、 

監督員等と協議するものとする。 

２ 受注者は、泥土を他事業、他工事で再利用する場合、事前に泥土に含まれる有害物質に関す

る試験を行い、「土壌汚染対策法」を満たしていることを確認するものとする。 

なお、基準を満たしていない場合は監督員等と協議するものとする。 

 

18－３－10～18－３－13〔略〕 

第４節～第６節 

第７節 浚渫工 

18－７－１〔略〕 

１～８〔略〕 

９ 受注者は、泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する場合、「建設汚泥処理土利用基準」の第

４種処理土相当以上（コーン指数（ｑc）が 200kN/m2 以上又は一軸圧縮強度（ｑu）が 50kN/m2

以上）に改良しなければならない。 

なお、第４種処理土相当以下の泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する必要がある場合は、

監督員等と協議するものとする。 

10 受注者は、泥土を他事業、他工事で再利用する場合、事前に泥土に含まれる有害物質に関

する試験を行い、「土壌汚染対策法」を満たしていることを確認するものとする。 

なお、基準を満たしていない場合は監督職員と協議するものとする。 

 

 

なお、第４種建設発生土相当以下の泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する必要がある場合は、

監督員等と協議するものとする。 

２ 受注者は、泥土を他事業、他工事で再利用する場合、事前に泥土に含まれる有害物質に関す

る試験を行い、「水質汚濁防止法に基づく排水基準（一律排水基準）」を満たしていることを

確認するものとする。 

なお、基準を満たしていない場合は監督員等と協議するものとする。 

18－３－10～18－３－13〔略〕 

第４節～第６節 

第７節 浚渫工 

18－７－１〔略〕 

１～８〔略〕 

９ 受注者は、泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する場合、建設汚泥再生利用技術基準(案)の

第４種建設発生土相当以上（コーン指数（ｑc）が 200kN/ｍ2 以上若しくは一軸圧縮強度（ｑ

u）が 50kN/ｍ2 以上）に改良しなければならない。 

なお、第４種建設発生土相当以下の泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する必要がある場合

は、監督員等と協議するものとする 

10 受注者は、浚渫土を他事業、他工事で再利用する場合、事前に浚渫土に含まれる有害物質

に関する試験を行い、「水質汚濁防止法に基づく排水基準（一律排水基準）」を満たしてい

ることを確認するものとする。 

なお、基準を満たしていない場合は監督員等と協議するものとする。 

 

 


