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８ 「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。

９ 「質問回答書」とは、現場説明書及び現場説明において入札参加者が提出した契約条件

等に関する質問書に対して発注者が回答する書面をいう。

10 「指示」とは、契約図書の定めに基づき、工事監督員が受注者に対し、工事の施工上必要

な事項について書面により示し、実施させることをいう。

11 「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは工事監督員又は受注者

が書面により同意することをいう。

12 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で

合議し、結論を得ることをいう。

13 「提出」とは、受注者が工事監督員に対し、工事に係わる書面又はその他の資料を説明し、

差し出すことをいう。

14 「報告」とは、受注者が工事監督員に対し、工事の状況又は結果について書面により知ら

せることをいう。

15 「提示」とは、工事監督員が受注者に対し、又は受注者が工事監督員又は検査員に対し、

工事に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。

16 「通知」とは、発注者又は工事監督員と受注者又は現場代理人の間で、工事の施工に関す

る事項について書面により互いに知らせることをいう。

17 「連絡」とは、工事監督員と受注者又は現場代理人の間で、契約書第 17 条に該当しない

事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールにより互いに

知らせることをいう。

18 「納品」とは、受託者が工事監督員に工事完成時に成果品を納めることをいう。

19 「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。

1720 「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及びＥメール等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、別途工事監督員と協議するものとする。

21 「工事帳票」とは、施工計画書、工事施工協議簿、品質管理資料、出来型管理資料等の

定型様式の資料、及び工事施工協議簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。

1822 「確認」とは、工事監督員、検査員又は受注者が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、その内容について契約図書との整合を確かめることをいう。

1923 「立会い」とは、契約図書に示された項目について、工事監督員が臨場により、その内

容について契約図書との適合を確かめることをいう。

2024 「施工検査」（以下「検査」という。）とは、契約図書に示された項目について、受注者

の測定結果等に基づき工事監督員が臨場等により、出来形、品質、数値等を確認すること

をいう。

2125 「段階確認」とは、契約図書に示された施工段階において、工事監督員が臨場若しくは

机上により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。

2226 「工事完成検査」とは、検査員が契約書第 30 条、第 36 条、第 37 条に基づいて受注者

が契約内容に適合した履行をなしたかどうかを確認することをいう。

2327 「検査員」とは、契約書第 30 条第２項の規定に基づき、工事完成検査を行うために発
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注者が定めた者をいう。

2428 「同等以上の品質」とは、特記仕様書で指定する品質、又は特記仕様書に指定がない場

合には、工事監督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質、又は、工事監督員の承諾

した品質をいう。なお試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は受注者の

負担とする。

2529 「工期」とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間

を含めた始期日から終期日までの期間をいう。

2630 「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。

2731 「工事着手日」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

設置又は測量を開始することをいう。）、又は工場製作を含む工事における工場製作工の、

いずれかに着手することをいう。

2832 「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。

2933 「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。

3034 「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。

3135 「現場」とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所をいう。

3236 「現場代理人」とは、契約の適正な履行を確保するため、現場においてその運営、取締

り及び契約関係実務を処理する受注者の代理人をいう。

3337 「ワンデーレスポンス」とは、問い合わせ等に対して、１日あるいは適切な期限まで

に対応することをいう。１日で対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡す

るなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。

3438 「ＪＩＳ規格」とは、日本産業規格をいう。

3539 「Ｊ A Ｓ規格」とは、日本農林規格をいう。

3640 「ＳＩ」とは、国際単位系をいう。

3741 「現場発生品」とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所

有権は発注者に帰属する。

１－３ 設計図書の照査等

１ 受注者からの要求があり、工事監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図若しく

は電子データを貸与することができる。貸与した原図若しくは電子データは受注者の責任

で保管し、原図若しくは電子データに損傷を与えた場合は復元の上、工事監督員が指示し

た期日までに返却すること。

２ 各種の基準類等、市販・公開されているものについては受注者の負担において備えなけ

ればならない。

３ 受注者は、「設計図書の照査ガイドライン」を参考に、施工前及び施工途中において、自

らの費用で契約書第17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、工事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、現場地形図、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、受注者は工事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、これに従わなければならない。

４ 受注者は、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工事

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。
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(2) 使用機械

(3) 架設方法

(4) 労務計画

(5) 安全衛生計画

なお、設計図書に示した場合、又は工事監督員の承諾を得た場合は、上記項目の全部又

は一部を省略することができるものとする。

６ 受注者は、作業に係る資格が必要となる場合、施工計画書で明記するものとする。

１－７ 契約図書に基づく処理方法

受注者及び工事監督員は、契約図書に示された指示、協議、検査及び確認等については、

工事施工協議簿で行わなければならない。なお、工事施工協議簿については、双方が署名

又は押印した原本を発注者が保管し、複製を受注者が保管するものとする。

１－８ コリンズへの登録

受注者は受注時又は変更時において工事請負代金額が５００万円以上の工事について、

工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に、工事実績情

報として作成した「登録のための確認のお願い」によりコリンズから工事監督員にメール

送信し、工事監督員の確認（記名・押印）を受けた上、受注時は工期の始期後、土曜日、

日曜日、祝日、年末年始の閉庁日（以下閉庁日という。）を除き１０日以内に、登録内容の

変更（「工期」「技術者（現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐）」等の変

更）時は変更があった日から閉庁日を除き１０日以内に、完成時は工事完成検査合格後、

閉庁日を除き１０日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請をしなければならない。

「登録のための確認のお願い」については、工事監督員が記名・押印した原本を受注者

が保管し、複製を発注者が保管するものとする。

また、登録が完了した際には、登録機関発行の「登録内容確認書」をダウンロードし、

速やかに工事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。

「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に工事監督員にメール送信される。

なお、変更時と工事完成時の間が 10 日間（閉庁日を除く）に満たない場合は、変更時の

登録申請を省略できる。また、本工事の完成後において訂正又は削除する場合においても

同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録

機関に申請登録しなければならない。

１－９ 工事監督員

１ 当該工事における工事監督員の権限は、契約書第８条第２項に規定した事項である。

２ 工事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

要する場合は工事監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行なえるものとする。口頭

による指示等が行われた場合は、後日書面により工事監督員と受注者の両者が指示内容等

を確認するものとする。

３ 工事監督員及び受注者は、ワンデーレスポンスに努めるものとする。

１－10 現場技術員

受注者は、設計図書で施工管理業務を建設コンサルタント等に委託し現場技術員の配置

が明示された場合、又は工事監督員から現場技術員を配置する旨の指示があった場合には、

次の各号によらなければならない。
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(1) 現場技術員が工事監督員に代わり現場に臨場し、立会い等を行う場合には、その業

務に協力しなければならない。また、書類（計画書、報告書、データ、図面等）の提

出に際し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。ただし、現場技術

員は契約書第８条に規定する工事監督員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否

を行う権限は有しないものである。

(2) 工事監督員から受注者に対する指示又は通知等を現場技術員を通じて行うことがあ

るので、この際は、工事監督員から直接指示又は通知等があったものと同等である。

(3) 工事監督員の指示により、受注者が工事監督員に対して行う報告又は通知は、現場

技術員を通じて行うことができるものとする。

１－11 工事用地等の使用

１ 受注者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注意を持っ

て維持・管理するものとする。

２ 設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要と

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

上受注者が必要とする用地とは、営繕用地（受注者の現場事務所、宿舎、駐車場）及び型

枠又は鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに発注者の負担により借地する範囲以

外の構造物掘削等に伴う借地等をいう。

３ 受注者は、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 受注者は、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工事監督員

の指示に従い復旧の上、速やか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受注者が復旧の義務を履行しないとき

は、受注者の費用負担において発注者自ら復旧することができるものとし、その費用は受

注者に支払うべく請負代金から控除するものとする。この場合において、受注者は、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。

６ 受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。

１－12 工事着手

受注者は、設計図書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工

事始期日以降３０日以内に工事に着手しなければならない。

１－13 工事の下請負

１ 受注者は、工事を下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件を全て満たさなけれ

ばならない。

(1) 受注者が、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) 下請負人は、北海道が行う指名競争入札に関する指名停止期間中でないこと、暴力

団関係事業者等（暴力団員及び暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力

団又は暴力団と密接な関係を有する事業者という。以下同じ。）でないこと、又は暴

力団関係事業者等であること等の理由により、北海道が行う競争入札への参加を除外

されていないこと

(3) 下請負人は、当該下請負工事の施工能力を有すること

２ 受注者が工事費等を支払う場合は、できるだけ現金払いとし、手形払いをする場合は当
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該手形期間を短くするなど、下請負人などの利益を保護するよう努めるものとする。

なお、下請契約を締結する際には、適切な請負代金による下請契約の締結に努めなければ

ならない

１－14 施工体制台帳及び施工体系図

１ 受注者は、工事を施工するために締結した工事1件の請負代金額が200万円以上になると

きは、国土交通省令及び「施工体制台帳の活用に関する取扱いについて」（平成18年3月9日

付け建情第1428号、最終改正：令和3年3月30日付け建管第1773号）に従って記載した施工体

制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを工事監督員を経由して発注者に提

出しなければならない。

２ 受注者は、第１項に該当しない場合であっても、施工体制の一層の適正化を図るため、

工事１件の請負代金額が200万円未満の工事であっても下請契約を締結する場合に全ての工

事は、国土交通省令及び「施工体制台帳の活用に関する取扱いについて」（平成18年３月９

日付け建情第1428号、最終改正：令和3年3月30日付け建管第1773号）に従って記載した施

工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを工事監督員を経由して発注

者に提出しなければならない。

３ 第１項及び第２項に該当する受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳の活用に関す

る取扱いについて」（平成18年３月９日付け建情第1428号、最終改正：令和3年3月30日付け

建管第1773号）に従って、各下請負人の施工の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、その写しを工事監督員を経由して発注者に

提出しなければならない。

４ 第１項及び第２項に該当する受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場

合、その都度速やかに工事監督員を経由して発注者に提出しなければならない。

５ 受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請負人を含む）及び受注者の

専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、

所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。

１－15 受注者相互の協力

受注者は、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、水道施設等の工事及び地方

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。

１－16 調査・試験に対する協力

１ 受注者は、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、工事

監督員の指示によりこれに協力しなければならない。

２ 受注者は、当該工事が北海道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) 調査票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) 調査票等を提出した事業所を発注者が、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) 正確な調査票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と
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もに、賃金台帳を調製・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

理を適切に行な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

該下請負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 受注者は、北海道が発注する公共工事現場での軽油取引税の燃料抜取調査（地方税法第 700

条の８）が実施される場合には、これに協力しなければならない。

４ 受注者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査等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。

５ 受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に工

事監督員に説明しなければならない。

また、調査・試験等の成果を公表する場合、事前に工事監督員へ説明しなければならない。

１－17 工事の一時中止

１ 発注者は、契約書第 19 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、受注者に

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命じることができるものとする。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、

地震、津波、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、契約書第２５条により、受注者は適切に対応しなければならない。

(1) 埋蔵文化財の調査、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) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を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

(4) 第三者、受注者、使用人及び工事監督員の安全のため必要があると認めた場合

２ 発注者は、受注者が契約図書に違反し又は工事監督員の指示に従わない場合等、工事監

督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の

施工について一時中止を命ずることができるものとする。

３ 前１項及び前２項の場合において、受注者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工事監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得協議する

ものとする。また、受注者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。

１－18 設計図書の変更等

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、発注者が指示した内容

及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。

１－19 工期変更

１ 契約書第 17 条第５項、第 19 条、第 20 条及び第 21 条第１項の規定に基づく工期の変更

について、契約変更前に当該変更が工期変更協議の対象であるか否かを工事監督員と受注

者との間で確認する（本条において以下「事前協議」という。）ものとし、工事監督員はそ

の結果を受注者に通知するものとする。

２ 受注者は、契約書第 17 条第５項に基づき工事内容の変更又は設計図書の変更が行われた

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 23

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工事監督員に提出するものとす

る。
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い。

３ 受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する応対等

の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければ

ならない。

１－32 工事中の安全確保

１ 受注者は、森林土木工事安全施工技術指針（林野庁森林整備部長通達、平成29年11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

設施行企画課長通達、平成 17 年３月）及び JISA 8972（斜面・法面工事用仮設設備）を参

考にし、又リスクアセスメントを実施する等、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、これらの指針等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。

２ 受注者は、工事施工中、工事監督員の承諾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 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通大臣官房技術調査課、令和元年）

を参考にして災害の防止を図らなければならない。

４ 森林土木工事に使用する建設機械の選定、使用等については、設計図書により建設機械

が指定されている場合には、受注者は、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、受注者は、より条件に合った機械がある場合には、工事監督員の承諾を得て､

それを使用することができる｡

５ 受注者は、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 受注者は、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

に災害を最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 受注者は、工事現場における事故防止のため、工事関係者以外の者の立入りを禁止する

場合は板囲、柵、ロ－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 受注者は、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 受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、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ニュケ

ーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。

10 受注者は、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

官房技術調査室長通達 平成４年４月 14 日）を参考にして、工事着手後、作業員全員の参

加により月当り、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、作業員全員の参加が困難

な場合は、複数回に分けて実施することもできる。また、施工計画書に当該工事の内容に

応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、工事監督員に提出するとともに、その実施

状況を記録した資料を整備・保管し、工事監督員の請求があった場合は直ちに提示する。

(1)安全活動のビデオ視聴覚資料による教育

(2)当該工事内容の周知徹底

(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訓練
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２町

宗谷 稚内市、枝幸町 １市

１町

ｵﾎｰﾂｸ 北見市、網走市、紋別市、美深町、斜里町、遠軽町、興部町、雄武町、 ３市

大空町 ６町

十勝 帯広市、音更町、士幌町、新得町、清水町、芽室町、大樹町、広尾町、 １市

幕別町、池田町、本別町、足寄町、浦幌町 １２町

釧路 釧路市、釧路町、厚岸町、標茶町、弟子屈町、白糠町 １市

５町

根室 根室市、別海町、中標津町 １市

２町

※平成２９年５月１日現在（参考）

※上表は参考であり、適用に当たっては、別途独自の基準を定めている場合もあるため、必

ず工事施工箇所の市町村において規制地域等の有無を確認すること。

※参考 HP http://envgis.ies.hro.or.jp/ssa/index_data1.asp

４ 受注者は、工事の施工に当たり建設機械を使用する場合は、以下の各号の規定によらな

ければならない。

(1) 受注者は、工事の施工に当たり次表に示す建設機械を使用する場合は、次表の下欄

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

基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、又は「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、最終改正平成 22 年 3 月 18 日付け国総施環第

291 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、最終改正平成 24 年 3 月 23 日付け国土交通省告示第 318 号）」若し

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、

最終改正平成 28 年 8 月 30 日付け国総環リ第 6 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等を使用できないことを工事監督員が認めた場合は、平成７年

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

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で、排出ガス対

策型建設機械と同等と見なすことができるものとする。

表 排出ガス対策型機械（一般）

機 種 備 考

一般工事用建設機械 ディーゼルエンジン（エ

・バックホウ ンジン出力 7.5kW 以上

・トラクタショベル（車輪式） 260kW 以下）を搭載し

・ブルドーザ た建設機械に限る。

・発動発電機（可搬式） ただし、道路運送車

・空気圧縮機（可搬式） 両の保安基準に排出ガ

・油圧ユニット ス基準が定められてい

（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、 る自動車で、有効な自
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(1) 受注者は、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、第三者に損害を及ぼした

場合は、契約書第 27 条によって処置するものとする。

(2) 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事につ

いては、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、

輸送方法、輸送担当業者、交通誘警備導員の配置､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立て、施工計画書に記載しなければならない。

(3) 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工に当たっては、交通の安全について、工

事監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに「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 14 日内閣府・国土交通省令第５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」（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）、「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）及び「第３編 付

表（参考資料） １ 工事標識等の基準」に基づくなどして、安全対策を講じなければ

ならない。

(4) 受注者は、一般交通の用に供している路面を常に良好な状態に保つよう維持するも

のとし砂利道の場合の維持用砂利の粒径は 40 ㎜以下とする。

(5) 受注者は、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。

(6) 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の新設､改良､維持、管理、

補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受

注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、標識の設置その他の必要な措置を行

わなければならない。

(7) 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、受注者の責任において使

用するものとする。

(8) 受注者は、設計図書に他の受注者と工事用道路を共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、関連する工事の受注者と綿密に打ち合わせ、相互の責

任区分を明らかにして使用するものとする。

(9) 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。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により交通誘導警備員

を配置しないで建設作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべ

ての設備その他の障害物を撤去しなければならない。

(10）受注者は、建設工事の施工に伴う土砂及び工事用資材等の運搬計画の立案に当た

っては、適法な車両を使用することとし、事前に関係機関と打ち合わせの上、交通安

全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。

また、資材等の過積載での運行は、別途許可を受けた場合を除き、最大積載重量の超

過による道路交通法違反、及び車両総重量の超過による道路交通法違反に該当し、安

定性の低下等による交通事故の発生や、道路・橋梁等公共施設の損傷などを引き起こ
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(1) 受注者は、工事現場付近に児童に関する施設があって児童がしばしば工事現場を通

行する場合については、教育機関（小学校､幼稚園､保育所等）に依頼して、児童に注

意を喚起しなければならない。

(2) 床掘部等は、原則として滞水の状態にしてはならない。床掘部等が滞水の状態にな

った場合は、速やかに安全対策の処置を行わなければならない｡ 児童の通行する場合

での床掘部等の危険箇所については、必要に応じ覆工板、網又は柵を設置するなどし

て事故防止に努めること。

６ 老人又は身体障害者対策

受注者は、老人又は身体障害者などがしばしば通行する場合には、通行に支障のない通

路を確保しなければならない。

７ 不法無線局対策及び無線局の運用違反

受注者は、電波法令を遵守し、不法無線局（無免許、外国規格の無線機の使用など）の開

設及び無線局の運用違反（アマチュア無線局を使用した業務連絡など）を行ってはならない。

１－39 諸法令の遵守

１ 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法

令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示

すとおりである。

(１) 地方自治法 （令和２年３月改正 法律第 11 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 37 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）

(13）出入国管理及び難民認定法 （令和元年12月改正 法律第 63 号）

(14) 道路法 （令和２年６月改正 法律第 49 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 （令和３年５月改正 法律第 31 号）

(21) 海岸法 （平成30年12月改正 法律第 95 号）

(22) 港湾法 （令和２年６月改正 法律第 49 号）

(23) 港則法 （平成29年６月改正 法律第 55 号）
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(24) 水路業務法 （平成30年12月改正 法律第 95 号）

(25) 漁港漁場整備法 （平成30年12月改正 法律第 95 号）

(26) 下水道法 （平成27年５月改正 法律第 22 号）

(27) 航空法 （令和２年６月改正 法律第 61 号）

(28) 公有水面埋立法 （平成26年６月改正 法律第 51 号）

(29）軌道法 （令和２年６月改正 法律第 41 号）

(30) 森林法 （令和２年６月改正 法律第 41 号）

(31) 環境基本法 （平成30年６月改正 法律第 50 号）

(32) 火薬類取締法 （令和元年６月改正 法律第 37 号）

(33) 大気汚染防止法 （令和２年６月改正 法律第 39 号）

(34) 騒音規制法 （平成26年６月改正 法律第 72 号）

(35) 水質汚濁防止法 （平成29年６月改正 法律第 45 号）

(36) 湖沼水質保全特別措置法 （平成26年６月改正 法律第 72 号）

(37) 振動規制法 （平成26年６月改正 法律第 72 号）

(38) 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）

(39) 文化財保護法 （令和２年６月改正 法律第 49 号）

(40) 砂利採取法 （平成27年６月改正 法律第 50 号）

(41) 電気事業法 （令和２年６月改正 法律第 41 号）

(42) 消防法 （平成30年６月改正 法律第 67 号）

(43) 測量法 （令和元年６月改正 法律第 37 号）

(44) 建築基準法 （令和２年６月改正 法律第 43 号）

(45) 都市公園法 （平成29年５月改正 法律第 26 号）

(46）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（平成26年６月改正 法律第 55 号）

(47) 土壌汚染対策法 （平成29年６月改正 法律第 45 号）

(48) 駐車場法 （平成29年５月改正 法律第 26 号）

(49) 海上交通安全法 （平成28年５月改正 法律第 42 号）

(50) 海上衝突予防法 （平成15年６月改正 法律第 63 号）

(51) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

（令和元年５月改正 法律第 16 号）

(52) 船員法 （平成29年６月改正 法律第 45 号）

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

(54) 船舶安全法 （平成29年５月改正 法律第 41 号）

(55）自然環境保全法 （平成31年４月改正 法律第 20 号）

(56）自然公園法 （平成26年６月改正 法律第 69 号）

(57) 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）

(58) 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）

(59) 河川法施行法 抄 （平成11年12月改正 法律第160 号）

(60) 技術士法 （令和元年６月改正 法律第 37 号）

(61) 漁業法 （令和元年５月改正 法律第 １ 号）
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(62) 空港法 （令和元年６月改正 法律第 37 号）

(63) 計量法 （平成26年６月改正 法律第 69 号）

(64) 厚生年金保険法 （令和２年６月改正 法律第 40 号）

(65) 航路標識法 （平成28年５月改正 法律第 42 号）

(66) 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）

(67) 最低賃金法 （平成24年４月改正 法律第 27 号）

(68) 職業安定法 （令和元年６月改正 法律第 37 号）

(69) 所得税法 （令和２年３月改正 法律第 ８ 号）

(70) 水産資源保護法 （平成30年12月改正 法律第 89 号）

(71) 船員保険法 （令和２年６月改正 法律第 52 号）

(72) 著作権法 （令和２年６月改正 法律第 48 号）

(73) 電波法 （令和２年４月改正 法律第 23 号）

(74) 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処置法

（令和２年６月改正 法律第 42 号）

(75) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

（令和２年３月改正 法律第 14 号）

(76) 農薬取締法 （令和元年12月改正 法律第 62 号）

(77) 毒物及び劇物取締法 （平成30年６月改正 法律第 66 号）

(78) 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月改正 法律第 41 号）

(79) 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）

(80) 警備業法 （令和元年６月改正 法律第 37 号）

(81) 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）

(82) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（令和２年６月改正 法律第 42 号）

(83) 都市計画法 （令和２年６月改正 法律第 43 号）

(84) 土地収用法 （平成29年６月改正 法律第 45 号）

(85) 民法 （平成30年７月改正 法律第 72 号）

(86) 地方税法 （令和３年２月改正 法律第 5 号）

(87) 電気通信事業法 （令和２年５月改正 法律第 30 号）

２ 受注者は、諸法令に違反した場合発生することが予想される責務が、発注者に及ばない

ようにしなければならない。

３ 受注者は、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、直ちに書面にて工事監督員に

報告し、確認を求めなければならない。

１－40 官公庁等への手続等

１ 受注者は、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 受注者は、工事施工に当たり、受注者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
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２ 受注者は、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

責任をもって適正な補償をしなければならない。

３ 受注者は、下請を含む雇用労働者に必要な建設業退職金共済証紙を購入し、発注者に、

その掛金収納書を提出すること。なお、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標

識掲示を行うこと。

１－48 社内検査

１ 受注者は、工事の完成時、主要な施工の段階の区切り、さらには工事の重要な部分で工

事完成後に手直し又は検査が困難となる箇所について自主的に社内検査を行い、その結果

を工事監督員に報告しなければならない。

２ 受注者は、施工計画書に社内検査員の氏名、身分（役職）、資格、経歴及び検査箇所、検

査数量等を記載するとともに、資格証書の写しを添付し、工事監督員に提出しなければな

らない。

３ 社内検査員は、当該工事の現場代理人、主任技術者、監理技術者、特例監理技術者、監

理技術者補佐以外の者で以下の各号の規定によらなければならない。

(1) 工事を施工するために締結した下請負契約の請負代金額（当該下請負契約が２以上あ

る場合は、それらの請負代金額の総額）（以下「下請負代金額」という。）が 4,000 万円未

満の場合は、受注者があらかじめ指定した職以上にある者とする。

(2) 下請負代金額が 4,000 万円以上の場合は、10 年以上の現場経験を有し、技術士もしくは１

級土木施工管理技士の資格を有する者、又はこれと同等の能力と経験を有する者とする。

なお、同等の能力と経験を有する者とは、公共工事の発注者としての実務経験（発注機関

での在籍期間）が 20 年以上で、その内、指導・監督的な立場（係長級以上）で２年以上の

実務経験を有するとともに、５年以上の技術的実務経験（監督、検査等業務の経験）を有

している者とする。

(3) 社内検査員は、受注者の社内の者を原則とするが、これによりがたい場合は工事監督員の

承諾を得た上で、社外の者とすることができる。

４ 社内検査員は、原則として工事完成検査に立会するものとする。

５ 社内検査結果は、別に定める「請負工事社内検査実施結果報告書」にとりまとめ、検査

状況写真を添付の上、検査の都度、工事監督員に提示するとともに、検査時に提出しなけ

ればならない。

１－49 道産品の使用

１ 道産品の需要を確保することは、地場産業の育成上極めて重要であるため、受注者は、

使用材料については、道産品や道産資材、間伐材を使用した木材・木製品・木製型枠及び

北海道認定リサイクル製品を優先的に使用するよう努めること。

２ 工事目的物や仮設、準備工（型枠工、工事看板、掲示板、測量杭、丁張り等）について

も、性能・機能に支障のない範囲において道産間伐材（木材）を積極的に活用するもの

とする。

1－50 環境物品の使用

１ 受注者は、設計図書に定めが無い場合であっても、使用資材については、「北海道グリ

ーン購入基本方針」（以下「基本方針」という。）に基づく「環境物品等」を優先的に使

用するよう努めること。

２ 受注者は、基本方針に基づき木材又は木材を原料とする資材を使用する場合にあっては、

間伐材や合法性の証明された材を使用すること。
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(簡易版：http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/manual/10hp_shokubutsu.pdf)

(詳細版：http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/manual/shokubutsu2.pdf)

北海道内で確認されている特定外来生物（植物）の種は次の４種である。

種 名：オオハンゴンソウ、オオキンケイギク、アレチウリ、オオフサモ

（令和３年４月時点）

２．特定外来生物（植物）が確認された場合は、施工計画書に防除計画書を添付の上、工事監督

員に提出すること。記載内容は次によるものとする。

(1)平面図

図面に生育範囲、すき取り範囲、集積箇所等を記載する。

(2)写真

生育状況

(3)防除方法

すき取り方法、運搬方法、仮置場の管理方法、処分方法等を記載する。

(4)地域住民への周知

看板の記載内容と設置位置等を記載する。

(5)特定外来生物防除従事者

防除作業にあたっては、防除従事者証を携帯し、防除従事者以外の作業員には作業させ

ない旨を記載する。

(6)運搬経路図

発生場所から搬出先までの経路を記載する。

３．特定外来生物（植物）の防除にあたっては、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防

止に関する法律」を遵守し次のとおり行うものとする。

(1)対象となる範囲

(ｱ)生きている特定外来生物（植物）の個体及び種子、根の器官を運搬すること。

(ｲ)上記を含む土砂を運搬すること。

(2)地域住民への周知

「防除」の実施にあたっては、地域住民等へ周知するため、事前に看板を設置すること。

(3)特定外来生物防除従事者証

(ｱ)受注者は、特定外来生物（植物）の防除を行う場合、作業に着手する前に従事者証の

交付を受けること。

(ｲ)防除作業に従事する者は、発注者から従事者証の交付を受け、防除作業に従事すると

きに携帯すること。

(ｳ)防除作業が完了したときは、速やかに従事者証を発注者に返還すること。

４．防除作業については、工事監督員と十分協議し指示によるものとする。

(1)掘削時及び除草・集草時

(ｱ)刈草やすき取り物及び土砂が周辺に飛散しないよう注意して行うこと。

(ｲ)個体、種子、根及び特定外来生物（植物）の器官を含む土砂（すき取り土）と、それ

らが含まない土砂を区分して取扱うこと。集草時は、特定外来 生物（植物）と通常の

植物を区分して取扱うこと。

(ｳ)現場内外において仮置きする場合には、「育つことが出来ない」状態とすることとし、
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立 会 願

年 月 日

主任監督員（監督員） 様

（受注者名）

現場代理人 印

下記項目について、立会いをお願いします。

工事名

項 目 内 容

希 望 日 時 年 月 日 時

年 月 日

上記項目について、以下のとおり実施します。

主任監督員（監督員） 印

実施日時 年 月 日 時 分 から 実施者名

（主 旨）

本様式は、設計図書において現場代理人が工事監督員の立会いを受ける必要がある場合に、工

事監督員に提出するものである。

注１ 本様式は現場代理人が保管することとし、工事監督員はその写しを受け取ること。

２ 立会いの内容については、工事施工協議簿にて明らかにすること。
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段 階 確 認 願（第 回）

年 月 日

主任監督員（監督員）様

（受注者名）

現場代理人 印

下記について、段階確認をお願いします。

記

段階確認の内容

工 事 名 実施希望日 年 月 日

工 種 細 目 等 品質規格 区域・測点等 数量等 呼称 備 考

上記の段階確認について、以下のとおり実施します。

年 月 日

主任監督員（監督員） 印

実施日時 年 月 日 時 分から 実施者名

実施場所 □工事現場、□制作工場、□（実施場所）

実施方法 □臨 場、□机 上

必要書類 □設計図書、□測量結果、□出来形図等、□品質規格証明等

□施工管理記録、□写真、□（その他必要書類等）

特記事項

（主 旨）

本様式は、現場代理人が工事監督員の段階確認を受ける必要がある場合に、工事監督員に提

出するものである。

１ 該当する□内に÷を記入すること。

２ 本様式は現場代理人が保管することとし、工事監督員はその写しを受け取ること。

３ 段階確認の結果及び指示事項については、工事施工協議簿にて明らかにすること。
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年 月 日

請負工事社内検査実施結果報告書（第 回）

受注者 住所

氏名

工事番号

工事名

上記建設工事の社内検査を実施したので、その結果を報告します。

検査月日 検査員職・氏名・印 工種 検査箇所 検査方法 検査内容 検査結果
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特定外来生物防除従事者証交付願

年 月 日

（支出負担行為担当者） 様

受注者 住 所

氏 名 ○印

工事番号

工 事 名

上記工事の防除作業に下記の者を従事させますので従事者証について、次のとおり

交付願います。

なお、当該作業が完了したときは、速やかに返納することを申し添えます。

記

１ 防除作業期間 年 月 日 から 年 月 日

２ 特定外来生物の名称

所 属
No. 従事者氏名

会 社 名 住 所
備 考

注 １ 「所属」欄は、会社名及びその住所を記載すること。

２ 「作業期間」欄は、作業実施に必要な期間とする。

３ 顔写真の提出については、別途協議による。

４ 備考欄には従事する作業の名称を記載すること。
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「特定外来生物の防除従事者証」

（表 面）

第 号

特定外来生物防除従事者証

住 所

会社名

氏 名

上記の者は、特定外来生物の生態系等に係る被害の防
（写 真）

止に関する法律第18条第1項に基づく防除従事者である

ことを証明します。

工事名

作業地域

有効期限 自 年 月 日

至 年 月 日

交付日 年 月 日

交付者 印

特定外来生物の名称

（裏 面）

１ この従事者証は、防除作業に従事するときに携帯しなければならない。

２ この従事者証はその目的以外に使用してはならない。

３ 所属を離れた場合において本証が無効になったときには、直ちに届け出ること。

４ この従事者証を紛失したり毀損したときは、速やかに届け出て、再交付をうけな

ければならない。

５ 防除作業に従事しなくなったときは、速やかに本証を発行者に返還すること。

６ 根拠確認書 令和3年4月1日付け環北地野許第21040193号



第２章 材 料
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２－13 塗 料

２－13－１ 一般事項

１ 塗料は、それぞれ表２－ 56 の規格に適合したものでなければならない。

表２-56 塗料規格

塗 料 名 対 応 規 格 摘 要

エッチングプライマー２種（長ばく型） JIS K 5633

エッチングプライマー１種（短ばく型）

ジンクリッチプライマー（ペイント）有機系 鋼道路橋塗装便覧による

ジンクリッチプライマー（ペイント）無機系

鉛・クロムフリーさび止めペイント（1.2 種） JIS K 5674

エポキシ樹脂塗料（下塗料） 鋼道路橋塗装便覧による 鋼橋塗装

エポキシ樹脂塗料（下・中・上塗用） 付(1)15-4の規格による 水門設備塗装

合成樹脂ペイント２種（中・上塗用） JIS K 5516

（長油性フタル酸樹脂）

フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料（中塗用） 鋼道路橋塗装便覧による

エポキシ樹脂ＭＩＯ塗料（中塗用） 鋼道路橋塗装便覧による

ポリウレタン樹脂塗料（中、上塗用） 鋼道路橋塗装便覧による

シリコンアルキド樹脂塗料（中、上塗用） 鋼道路橋塗装便覧による

ふっ素樹脂塗料（中、上塗用） 鋼道路橋塗装便覧による

変性エポキシ樹脂塗料（下塗用） 鋼道路橋塗装便覧による

無溶剤型変性エポキシ樹脂塗料 鋼道路橋塗装便覧による

無溶剤型タールエポキシ樹脂塗料 鋼道路橋塗装便覧による

超厚膜型エポキシ樹脂塗料 鋼道路橋塗装便覧による

アルミニウムペイント JIS K 5492 照明ポール

２ 受注者は、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。

３ 受注者は、塗料は工場調合したものを用いなければならない。

４ 受注者は、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。

５ 受注者は、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、以下の規格に

適合したものとする。

(1) JIS K 5621（一般用さび止めペイント）

(2) JIS K 5674（鉛・クロムフリーさび止めペイント）

６ 受注者は、塗料を、直射日光を受けない場所に保管するものとする。開缶後、受注者は、

これを十分に攪拌したうえ、速やかに使用しなければならない。これらの取扱いについては

関係諸法令、諸法規を遵守して行わなければならない。

７ 塗料の有効期限は、ジンクリッチペイントは、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、受注者は、有効期限を経過した塗料を使用してはならない。

８ 受注者は、塗料を使用前に、有害な重金属物質が含有していないことを示す報告書（下記様

式例を参照）をメーカーから受け取り、工事監督員に提出しなければならない。工期延期等や

むを得ない理由によって使用期間が、ジンクリッチペイントは６ヶ月を超えた場合、その他の

塗料は 12 ヶ月を超えた場合は、抜き取り試験を行って品質を確認し、正常の場合使用するこ

とができる。



材 60

表２-57 封入レンズ型反射シートの反射性能

観測 入射
角° 角° 白 黄 赤 緑 青

５° 70 50 15 9.0 4.0
12´
(0.2°) 30° 30 22 6.0 3.5 1.7

40° 10 7.0 2.0 1.5 0.5

５° 50 35 10 7.0 2.0
20´
(0.33°) 30° 24 16 4.0 3.0 1.0

40° 9.0 6.0 1.8 1.2 0.4

５° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.2
２.0°

30° 2.5 1.5 0.4 0.3 0.1

40° 1.5 1.0 0.3 0.2 0.06

[注] 試験及び測定方法は、JIS Z 9117（再帰性反射材）による。

表２-58 カプセルレンズ型反射シートの反射性能

観測 入射
白 黄 赤 緑 青

角° 角°

５° 250 170 45 45 20
12´
(0.2°) 30° 150 100 25 25 11

40° 110 70 16 16 8.0

５° 180 122 25 21 14
20´
(0.33°) 30° 100 67 14 12 8.0

40° 95 5464 13 11 7.0

５° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.3
２.0°

30° 2.5 1.8 0.4 0.3 0.1

40° 1.5 1.0 0.3 0.2 0.06

[注] 試験及び測定方法は、JIS Ｚ 9117（再帰性反射材）による。

反射シートの色、光沢度、接着性、収縮性、耐候性については、JIS Z 9117（再帰性

反射材）及び道路標識ハンドブックによるものとし、カプセルレンズ型反射シートの

光沢度の値は 65以上とする。

２－14－２ 区画線

１ 区画線の品質は以下の規格に適合するものとする。

JIS K 5665 （路面標示用塗料）

２ ガラスビーズは、JIS R 3301の１号の規格に適合したものでなければならない。

３ 道路区画線の材料規格及び使用量は表２－ 59を標準とする。

４ 黄色塗料については、鉛･クロムフリー対応製品の使用とする。





1



5

JIS A 5308

kg

s/a

mm cm %

5mm

5mm
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点検結果の資料を整備・保管し、工事監督員又は検査員の請求があった場合は速やかに提

示しなければならない。

表４－３ 計量値の許容差

材料の種類 最大値（％）

水 １

セメント １

骨材 ３

混和材 ２※

混和剤 ３

※高炉スラグ微粉末の場合は、１（％）以内

４－３－５ 練りまぜ

１ 受注者は、バッチミキサー及び連続ミキサー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 受注者は、コンクリートの練りまぜにおいて、JIS A 8603 － 1（コンクリートミキサ－

第１部：用語及び仕様項目）、JIS Ａ 8603 － 2（コンクリートミキサ－第２部：練混ぜ性

能試験方法）に適合するか又は同等以上の性能を有するミキサーを使用しなければならな

い。ただし、受注者は、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合は、手練りで行うこ

とが出来るものとするが、工事監督員の承諾を得なければならない。

３ 受注者は、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、その最小時間を可傾式バッチミキサーを用いる場合１分30秒、強制

練りバッキミキサーを用いる場合１分とするものとする。

５ 受注者は、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 受注者は、ミキサー内のコンクリートを排出し終った後にミキサー内にあらたに材料を

投入しなければならない。

７ 受注者は、使用の前後にミキサーを清掃しなければならない。

８ ミキサーは、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 受注者は、連続ミキサーを用いる場合、練りまぜ開始後、最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、ミキサー部の容積

以上とするものとする。

10 受注者は、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。

４－３－６ 運 搬

１ 受注者は、運搬車の使用に当たって、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、工事監督員と協議しなければならない。

４－３－７ コンクリート打込み
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有害な作用の影響を受けないように、その部位に応じた適切な方法により養生しなければ

ならない。

２ 受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法により一定期

間は、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生期間は、使用するセメントの種類や

養生期間中の環境温度等に応じて適切に定めなければならない。通常のコンクリート工事

におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表４－３４を標準とする。なお、中庸熱ポルト

ランドセメントや堤熱ポルトランドセメントの表４－３４に示されていないセメントを使用

する場合には、湿潤養生期間に関して工事監督員と協議しなければならない。

表４-３４ コンクリートの標準湿潤

日平均気温 混合ｾﾒﾝﾄ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

普通ﾎﾟﾙﾄ＋促進剤

１５℃以上 ７日以上 ５日以上 ３日以上

１０℃以上 ９日以上 ７日以上 ４日以上

５℃以上 １２日以上 ９日以上 ５日以上

[注] １．養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである。

２．寒中コンクリートの場合は、４－６－４「寒中コンクリート」の規定による。

３ 受注者は、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 受注者は、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、工事

監督員と協議しなければならない。

４－３－９ 施工継目

１ 受注者は、設計図書で定められていない継目を設ける場合には、構造物の性能を損なわ

ないように、位置、方向及び形状等を定め工事監督員の承諾を得て施工しなければならな

い。

２ 受注者は、打継目を設ける場合には、せん断力の小さい位置に設け、ＰＣ鋼材定着部背

面等の常時引張応力が作用する断面を避け、打継面を部材に圧縮力が作用する方向と直角

になるよう施工することを原則とする。

３ 受注者は、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、又は溝の凹凸によるせん断キーで抵抗する方法や、差し筋等の鉄筋によって、打継目

を補強する方法等の対策を講ずることとする。また、これらの対策は、所要の性能を満足

することを照査した上で実施する。

４ 受注者は、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、型枠を締め直し、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、受注者は、構造物の品質を確保するために必要と判断した場合には、旧コンクリ

ートの打継面を、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。
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４ 受注者は、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はずしてはならない。

５ 受注者は、型枠及び支保の取りはずしの時期及び順序が、設計図書に定められていない

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。

型枠を取りはずしてよい時期のコンクリート圧縮強度は次表４－５を参考とする。

表４－４５型枠を取りはずしてよい時期のコンクリート圧縮強度の参考値

部材面の種類 例 コンクリートの圧縮強度

厚い部材の鉛直または鉛直に近い面、傾いた フーチングの側面

上面、小さなアーチの外面 ３．５（Ｎ／ mm ２）

薄い部材の鉛直または鉛直に近い面、４５° 柱、壁、はりの側

より急な傾きの下面、小さなアーチの内面 面 ５．０（Ｎ／ mm ２）

橋、建物などのスラブ及びはり、４５° スラブ、はりの底

より緩い傾きの下面 面、アーチの内面 １４．０（Ｎ／ mm ２）

６ 受注者は、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。

４－４－２ 支 保

１ 受注者は、支保の施工に当たり、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式を選定しなければな

らない。

２ 受注者は、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。

４－４－３ 型 枠

１ 受注者は、型枠を締付けるに当たって、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め付ける場合、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、型枠取り外し後は、コンクリート表面にこれらの締付け材を残しておい

てはならない。

２ 受注者は、型枠の組立てに使用した締付け材の穴及び壁つなぎの穴を、本体コンクリー

トと同等以上の品質を有するモルタル等で補修しなければならない。

３ 受注者は、設計図書において型枠工に道産材と指定された型枠の材料については、道

産材利用促進の観点から、原則として道産材の型枠を使用すること。

道産材の型枠を使用する場合は、施工計画書の主要資材欄に、その使用予定数量を記

載することとし、道産材であることを証明するため、納品書に「北海道産材合板」と明

記されたものを提出すること。

なお、在庫不足等により、道産材を使用出来ない場合は、工事監督員と協議しなけれ

ばならない。

４－４－４ 塗 布

受注者は、型枠の内面に、剥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。
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訂版］」（土木学会）により、コンクリートの付着強度を無塗装鉄筋の 85 ％として求めて

よい。

３ 受注者は、鉄筋の継手に圧接継手、溶接継手及び機械式継手を用いる場合には、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整備又は保

管し、工事監督員から請求があった場合には速やかに提出しなければならない。

４ 受注者は、将来の継ぎ足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 受注者は、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 受注者は、原則、継手を同一断面に集めてはならない。また、受注者は、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いにずらす距離は、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。継手が同

一断面となる場合は、継手が確実に施工でき、継手付近のコンクリートが確実に充填され、

継手としての性能が発揮されるとともに、構造物や部材に求められる性能を満たしている

ことを確認しなければならない。

７ 受注者は、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最大寸法

以上としなければならない。

８ 受注者は、機械式継手工法について、以下の各号によらなければならない。

（１）受注者は、機械式鉄筋継手工法を採用する場合は、「現場打ちコンクリート構造物

に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン（平成29年３月）」に基づき実施するも

のとする。

受注者は、施工する工法について必要な性能に関し、公的機関等（所定の試験、評

価が可能な大学や自治体、民間の試験期間を含む）による技術的な確認を受け交付さ

れた証明書の写しを提示し、工事監督員に承諾を得なければならない。

また、機械式鉄筋継手の施工については、以下によるものとする。

ア 使用する工法に応じた施工要領を施工計画書に記載し、施工を行わなければな

らない。

イ 機械式鉄筋継手工法の品質管理は、使用する工法に応じた確認項目や頻度、方

法、合否判定基準等を施工計画書に明示した上で、施工管理や検査時においては、

これに従って確認を行わなければならない。また、機械式鉄筋継手工法の信頼度

は、土木学会鉄筋定着・継手指針（令和２年３月土木学会）の信頼度Ⅱ種を基本

とするが、設計時にⅠ種を適用している場合は、設計時の信頼度に従った施工管

理を行わなければならない。

（２）受注者は、設計時に機械式鉄筋継手工法が適用されていない継手において、機械式

鉄筋継手工法を適用する場合は、別途工事監督員と協議し、設計で要求した性能を満

足していることや性能を確保するために必要な継手等級を三者検討会等を利用し、設

計者に確認した上で適用すること。

４－５－５ 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〔またはこれと同等以上（社団法人日本圧

接協会が実施する手動ガス圧接工技量資格検定試験（２種以上））の検定試験〕に合格し
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また、受注者は、地盤が凍結している場合、これを溶かし、水分を十分に除去した後に

打設しなければならない。

７ 受注者は、コンクリートの打込み終了後直ちにシートその他材料で表面を覆い、養生を

始めるまでの間のコンクリートの表面の温度の急冷を防がなければならない。

８ 受注者は、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 受注者は、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 受注者は、コンクリートに給熱する場合、コンクリートが局部的に乾燥又は熱せられる

ことのないようにないようにしなければならない。

また、保温養生終了後、コンクリート温度を急速に低下させてはならない。

11 受注者は、コンクリートの初期凍害を防止するために、表４－６７の圧縮強度が得られ

るまで、コンクリートの養生温度を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、表４－５６の値以上とするものとする。なお表４－５６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。また、湿潤養生に保つ

養生日数として４－３－８「養生」に示す期間も満足する必要がある。

12 受注者は、凍結融解によって害をうけたコンクリートを除かなければならない。

13 受注者は、所定の品質のコンクリートを造るため、一般に行う管理試験のほかに、コン

クリートの打込み温度と、保温された空間の温度を測定しなければならない。

14 受注者は、マスコンクリート及びその他のコンクリート温度の測定が特に必要な構造物

については工事監督員の指示に従うものとする。

15 受注者は、養生の打切り、型枠、支保工の取り外し時期の適否の確認は現場のコンクリ

ートとできるだけ同じ状態で養生した供試体の強度試験によるか、コンクリート温度の

記録から推定した強度によって行うものとする。

表４－５６ 寒中コンクリートの温度制御養生期間

セメントの種類

５℃以上の温度制御養 養
生を行った後の次の春 生 普 通 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 混 合
までに想定される凍結 温 又は
融解の頻度 度 ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ ｾﾒﾝﾄＢ種

+促進剤

(1)しばしば凍結融解 ５℃ ９ 日 ５ 日 12 日
を受ける場合

10 ℃ ７ 日 ４ 日 ９ 日

(2)まれに凍結融解を ５℃ ４ 日 ３ 日 ５ 日
受ける場合

10 ℃ ３ 日 ２ 日 ４ 日

[注] １．水セメント比が５５％の場合の標準的な養生期間を示した。

水セメント比ががこれと異なる場合は増減する。

２．湿潤養生に保つ養生日数として、４－３－８養生に示す期間も満足する

必要がある。
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３．「(1)しばしば凍結融解を受ける場合」とは、寒冷地の戸外構造物のように、養生

終了後、次の春までに数十回の凍結融解を受けるような場合とする。

４.「(2)まれに凍結融解を受ける場合」とは、凍結回数が数回程度の比較的温暖な地方、

硬化後間もなく水中埋設、地中埋設など、次の春までにわずかの期間しか凍結を受

けないような場合とする。

表４－６７ 養生温度を５℃以上に保つのを終了するときに必要な圧縮強度の標準 （N ／ mm2）

断面の大きさ
５℃以上の温度制御養生を行った後 薄い場合 普通の場合 厚い場合
の次の春までに想定される凍結融解
の頻度

（１）しばしば凍結融解を受ける
場合

１５ １２ １０

（２）まれに凍結融解を受ける場合 ５ ５ ５

[注] １．「(1)しばしば凍結融解を受ける場合」とは、寒冷地の戸外構造物のように、養生

終了後、次の春までに数十回の凍結融解を受けるような場合とする。

２.「(2)まれに凍結融解を受ける場合」とは、凍結回数が数回程度の比較的温暖な地方、

硬化後間もなく水中埋設、地中埋設など、次の春までにわずかの期間しか凍結を受

けないような場合とする。

４－６－５ 海水の作用を受けるコンクリート

１ 受注者は、海水の作用をうけるコンクリートの施工に当たり、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 受注者は、設計図書に示す最高潮位から上 60 ㎝及び最低潮位から下 60 ㎝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、工事監督

員の承諾を得なければならない。

３ 受注者は、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、

高炉セメント、フライアッシュセメントを用いた場合、Ｂ種については、材令７日間以上

とし、さらに、日平均気温が10℃以下となる場合には、９日間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。

４－７ モルタル

４－７－１ 一般事項

本項は、設計図書に定めのない、モルタルの配合、計量、練りまぜ、打ち込みその他の

これらに類するモルタルについて適用する。

４－７－２ 配 合

１ 受注者は、パイプカルバートの接合に使用するモルタルは配合１：１（セメント使用量

1,100 ㎏/â）のモルタルを使用しなければならない。

２ 受注者は、パイプカルバート以外の接合モルタル、目地及び敷モルタルは、配合１：２
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て掘削しなければならない。また、攪拌完了後のオーガの引上げに際して、吸引現象を防

止する必要がある場合には、セメントミルクを噴出しながら、ゆっくりと引き上げるもの

とする。

17 受注者は、既製コンクリート杭のカットオフの施工に当たっては、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 受注者は、殻運搬処理を行うに当たり、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 受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の運搬、保管に当たっては、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 受注者は、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 受注者は、既製杭工における鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手に当たり、以下の各号の規定

によらなければならない。

(1) 受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手を溶接継手による場合については、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、検査及

び記録を行う溶接施工管理技術者を常駐させるとともに、下記の規定によらなけれ

ばならない。

(2) 受注者は、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

さ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、かつ現場溶接

の施工経験が６ヶ月以上の者に行わさせなければならない。なお同等以上の検定試

験とは、ＷＥ S 8106 （基礎杭溶接技術検定における試験方法及び判定基準・社団

法人日本溶接協会）をいうものとする。

(3) 鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接に従事する溶接工は、資格証明書を常携し、工事監督員

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。また、受注者

は、溶接工の作業従事者の名簿を施工計画書に記載し、工事監督員に提出するもの

とする。

(4) 受注者は、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。

(5) 受注者は、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。風は、セルフシールドアーク溶接の場合には 10m/sec 以内、ガスシールド

アーク溶接の場合には 2m/sec 以内とする。ただし、作業が可能なように、遮へいし

た場合等には工事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 100mm 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) 受注者は、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
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ものを選ばなければならない。なお、これにより難い場合には工事監督員と協議しなけれ

ばならない。

４ 受注者は、矢板の打込みに当たり、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを防

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 受注者は、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その処置方法について工事監督員と協議しなければならない。

６ 受注者は、控索材（タイロッド）の取付けに当たり、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 受注者は、ウォータージェットを用いて矢板を施工する場合は、最後の打ち止めを併用

機械で貫入させ、落ち着かせなければならない。

８ 受注者は、矢板の引抜き跡の空洞を砂等で充填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、工事監

督員と協議しなければならない。

９ 受注者は、鋼矢板の運搬、保管に当たり、変形を生じないようにしなければならない。

10 受注者は、腹起しの施工に当たり、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 受注者は、腹起しの施工に当たり、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 受注者は、コンクリート矢板の運搬に当たり、矢板を２点以上で支えなければならない。

13 受注者は、コンクリート矢板の保管に当たり、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 受注者は、落錘によりコンクリート矢板を打込む場合、落錘の重質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 受注者は、鋼矢板防食を行うに当たり、現地状況に適合した防食を行わなければならな

い。

16 受注者は、鋼矢板防食を行うに当たり、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 受注者は、控え版の施工に当たり、外力による転倒、滑動及び沈下によって控索材に曲

げが生じぬように施工しなければならない。

18 受注者は、控え版の据え付けに当たり、矢板側の控索材取付け孔と控え版側の取付け孔

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。
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第１０章 橋 梁

１０－１ 適 用

10－１－１ 適 用

１ 本章は、桁製作工、橋梁下部工、鋼橋上部工、コンクリート橋上部工、木橋その他これ

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」、第３章「土工」、第４章「無

筋、鉄筋コンクリート」の規定によるものとする。

１０－２ 適用すべき諸基準

10－２－１ 適用すべき諸基準

１ 受注者は設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなけ

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、疑義がある場合は工事監督員に確認をもとめなければならない。

(1) 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ 共通編） （平成29年11月）

(2) 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ 鋼橋・鋼部材編） （平成29年11月）

(3) 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編）

（平成29年11月）

(4) 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ 下部構造編） （平成29年1月）

(5) 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ 耐震設計編） （平成29年11月）

(6) 日本道路協会 鋼道路橋設計便覧 （昭和55年８月）

(7) 日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 （令和２年９月）

(8) 日本道路協会 道路橋支承便覧 （平成31年２月）

(9) 日本道路協会 鋼道路橋防食便覧 （平成26年５月）

(10) 日本道路協会 鋼道路橋の細部構造に関する資料集 （平成３年７月）

(11) 日本道路協会 道路橋床版防水便覧 （平成19年３月）

(12) 土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針 （平成３年３月）

(13) 日本道路協会 コンクリート道路橋設計便覧 （令和２年９月）

(14) 日本道路協会 コンクリート道路橋施工便覧 （令和２年９月）

(15) 建設省土木研究所 プレキャストブロック工法によるプレストレスト

コンクリート道路橋設計・施工指針（案） （平成７年12月）

(16) 日本道路協会 鋼道路橋の疲労設計指針 （平成14年３月）

(17) 日本道路協会 道路橋補修便覧 （昭和54年２月）

(18) 日本道路協会 杭基礎施工便覧 （令和２年９月）

(19) 日本道路協会 杭基礎設計便覧 （令和２年９月）

(20) 日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧 （平成９年12月）

(21) 日本道路協会 道路土工－要綱 （平成21年６月）

(22) 日本道路協会 道路土工－擁壁工指針 （平成24年７月）

(23) 日本道路協会 道路土工－カルバート工指針 （平成22年３月）

(24) 日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針 （平成11年３月）

(25) 日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成28年12月）



第13章 路盤工・舗装工及び

道路付属構造物



路 1

第１３章 路盤工・舗装工及び道路付属構造物

１３－１ 適 用

13－１－１ 適 用

１ 本章は、森林土木工事における路盤工、舗装工及び道路付属構造物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。

１３－２ 適用すべき諸基準

13－２－１ 適用すべき諸基準

１ 受注者は設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなけ

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、疑義がある場合は工事監督員に確認をもとめなければならない。

(1) 日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書・同解説 （平成４年12月）

(2) 日本道路協会 簡易舗装要綱 （昭和54年10月）

(3) 日本道路協会 アスファルト混合所便覧（平成８年度版） （平成８年10月）

(4) 日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 （平成31年３月）

(5) 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）

(6) 日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成28年12月）

(7) 日本道路協会 道路土工 軟弱地盤対策工指針 （平成24年８月）

(8) 日本道路協会 道路土工要綱 （平成21年６月）

(9) 日本道路協会 舗装再生便覧 （平成22年11月）

(10) 建設省 道路付属物の基礎について （昭和50年７月）

(11) 日本道路協会 道路標識設置基準 （令和２年６月）

(12) 国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 （平成14年５月）

(13) 日本道路協会 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説（昭和60年９月）

(14) インターロッキングブロック舗装技術協会北海道支部 寒冷地におけるインター

ロッキングブロック舗装設計施工要領 （平成19年３月）

(15) 日本道路協会 舗装施工便覧 （平成18年２月）

(16) 日本道路協会 舗装設計便覧 （平成18年２月）

(17) 日本道路協会 舗装設計施工指針 （平成18年２月）

(18) 日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説 （平成13年９月）

(19) 土木学会 舗装標準示方書 （平成27年10月）

(20) 日本みち研究所 補正版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－

（平成29年11月）

(21) 日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平成29年11月）
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13－５－３ 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、以下は設計図書によるものとする。

(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 コンクリート舗装工で使用する以下の材料等は、13－５－２「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) 加熱アスファルト安定処理に使用する材料及び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 4.4MPa 以上とするものとする。

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 N1～ N6交通においては 4.5MPa

以上、又は N6交通においては 5.0MPa 以上とするものとする。

13－５－４ アスファルト舗装工

１ 受注者は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に、以下の各規定によら

なければならない。

(1) 受注者は、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

当たっては、配合設計を行い、工事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（同一年度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、これまでの実績又は定期試験による配合

設計書を工事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。

(2) 受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定に当たっては、工

事監督員との協議を経た配合で、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当たっては、25mm 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、これまでの実績（同

一年度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、その試験結果を工事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ものとする。

乾燥供試体の空中質量（ｇ）
密度（ｇ／㎝ 3）＝ ×常温の水の密度（ｇ／㎝ 3）

表乾供試体の 供試体の水
空中質量（ｇ） 中質量（ｇ）

(3) 削除

(4) 削除

(5) 削除

(6) 削除

(7) 受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の排出時（出荷時）の温度及びその

変動の範囲について工事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。

(8) 受注者は、加熱アスファルト安定処理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。

(9) 受注者は、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
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13－７－４ 道路標識工

１ 受注者は、標識工の施工に当たって、道路標識設置基準 第４章 基礎道路標識の設計及

び施工 の規定、道路土工・施工指針 4.施工 の規定、道路付属物の基礎について の規定

及び 道路標識ハンドブック によらなければならない。

２ 標識工に使用する錆止めペイントは、JIS K 5621（一般用錆止めペイント）から JIS K 5628

（鉛丹ジンククロメート錆止めペイント２種）に適合するものを用いるものとする。

３ 標識工で使用する基礎杭は、JIS G 3444（一般構造用炭素鋼管）STK400、JIS A 5525（鋼

管杭）SKK400 及び JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）SS400 の規格に適合するものとす

る。

４ 受注者は、標示板には設計図書に示す位置に補強材を標示板の表面にヒズミの出ないよ

うスポット溶接をしなければならない。

５ 受注者は、標示板の下地処理に当たっては脱脂処理を行い、必ず洗浄を行わなければな

らない。

６ 受注者は、標示板の文字・記号等を 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 及び

道路標識設置基準 による色彩と寸法で、標示しなければならない。

７ 受注者は、認識上適切な反射特性を持ち、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。

８ 受注者は、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。

９ 受注者は、標示板基板表面をサンドペーパーや機械的により研磨（サンディング処理）

し、ラッカーシンナー又は表面処理液（弱アルカリ性界面活性剤）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最適な表面状態を保たなければならない。

10 受注者は、反射シートの貼付けは、真空式加熱圧着機で行なわなければならない。やむ

を得ず他の機械で行う場合は、使用に当たって、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。

11 受注者は、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わな

ければならない。印刷乾燥後は色むら・にじみ・ピンホールなどがないことを確認しなけ

ればならない。また、必要がある場合はインク保護などを目的とした、クリアーやラミネ

ート加工を行うものとする。

12 受注者は、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。

13 受注者は、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。

14 受注者は、２枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、10㎜以上重ね合わせな

ければならない。

15 受注者は、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。





 

 

５－６ 出来形管理基準及び規格値（防潮工・ダム工・流路工）

 

単位：mm
 

工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

護岸付属物工 

（じゃかご） 基 準 高 ▽ ±50 
施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は 50ｍ）につき１箇所、

延長 40ｍ（又は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 

測定箇所は多自然型護岸工（かごマッ

ト）に準ずる 

 

法長 ç＜３ｍ －50 

法長 ç≧３ｍ －100 

厚   さ ｔ －50 

  

護岸付属物工 

（ふとんかご） 

（かご枠） 

高   さ ｈ －100 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は 50ｍ）につき１箇所、

延長 40ｍ（又は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 

ｈ

Ｌ2

Ｌ1

 

 

延長 Ｌ1，Ｌ2 －200 

  

根固めブロック工 

 

基

準

高

▽ 

層    積 ±100300 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は 50ｍ）につき１箇所、

延長 40ｍ（又は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 

Ｌ

ｔ

2

2

Ｌ1

ｗ

ｗ1

 

 

乱    積 ±ｔ/２ 

厚   さ ｔ －20 幅、厚さは 40 個につき１箇所測定。 

幅 

ｗ1 

ｗ2 

層    積 －20 

乱    積 －ｔ/２ 

延

長 

Ｌ1 

Ｌ2 

層    積 －200 
１施工箇所毎 

乱    積 －ｔ/２ 

 





６ー３　アスファルト舗装工の品質管理

工　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要
試験成績表等

による確認
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 材料 必須 骨材中の粘土塊量の試験 JIS A 1137 粘土、粘土塊量：0.25%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時

・小規模以下の工事：施工前
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施
工面積が10,000㎡あるいは使用する基層
及び表層用混合物の総使用量が3,000t以
上の場合が該当する。
・小規模工事は、管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の施
工が数日連続する場合で、次のいずれか
に該当するものをいう。
①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が500t以上3,000t未満（コンクリートで
は400ｍ3以上1,000ｍ3未満）ただし、以下
に該当するものについても小規模として取
り扱うものとする。
1)アスファルト舗装：同一配合の合材が
100t以上のもの
・様式(13)の一覧表に取りまとめる。

○

粗骨材の形状試験 舗装調査・試験法便
覧
[2]-51

細長、あるいは偏平な石片：10%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施
工面積が10,000㎡あるいは使用する基層
及び表層用混合物の総使用量が3,000t以
上の場合が該当する。
・小規模工事は、管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の施
工が数日連続する場合で、次のいずれか
に該当するものをいう。
①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が500t以上3,000t未満（コンクリートで
は400ｍ3以上1,000ｍ3未満）ただし、以下
に該当するものについても小規模として取
り扱うものとする。
1)アスファルト舗装：同一配合の合材が
100t以上のもの
・様式(13)の一覧表に取りまとめる。

○

フィラーの粒度試験 JIS A 5008 設計図書による。 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施
工面積が10,000㎡あるいは使用する基層
及び表層用混合物の総使用量が3,000t以
上の場合が該当する。
・小規模工事は、管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の施
工が数日連続する場合で、次のいずれか
に該当するものをいう。
①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が500t以上3,000t未満（コンクリートで
は400ｍ3以上1,000ｍ3未満）ただし、以下
に該当するものについても小規模として取
り扱うものとする。
1)アスファルト舗装：同一配合の合材が
100t以上のもの
・様式(13)の一覧表に取りまとめる。

○



６ー９　その他の品質管理

工　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要
試験成績表等

による確認
　ガス切断工 施工 必須 表面粗さ 目視 主要部材の最大表面荒さ：50μm以下

二次部材の最大表面荒さ：100μm以下（た
だし、切削による場合は50μm以下）

最大表面あらさとは、JIS B 0601(2013)に規
定する最大高さ荒さRZとする。

ノッチ深さ ・目視
・計測

主要部材：ノッチがあってはならない
二次部材：1mm以下

ノッチ深さとは、ノッチ上縁から谷までの深
さを示す。

スラグ 目視 塊状のスラグが点在し、付着しているが、こ
ん跡を残さず容易にはく離するもの。

上縁の溶け 目視 わずかに丸みをおびているが、滑らかな状
態のもの。

その他 平面度 目視 設計図書による（日本溶接協会規格「ガス
切断面の品質基準」に基づく）

ベベル精度 計測器による計測 設計図書による（日本溶接協会規格「ガス
切断面の品質基準」に基づく）

真直度 計測器による計測 設計図書による（日本溶接協会規格「ガス
切断面の品質基準」に基づく）

 区画線 施工 必須 塗料等の吐出量試験 20×30cm角のブリキ
板により試験片を現
場採取して吐出量分
の重量測定を行う。
付表（18ー２－９）

区画線の種類別実延長10Km毎に１枚の試験片を
採取、測定を行う。試験片裏面には日時、採取箇
所、区画線種別、気温、塗料温度、測定値を記入
する。

施工速度の測定 低速タコメーター記録
紙による。

全施工延長分について、記録する。（タコメーター
記録紙を提出する）

 植栽工 材料 必須 苗木の高さ　（Ｈ） 一覧表に取りまとめること。

（山行苗） 苗木の太さ　（Ｄ）

　　　　　　Ｈ／Ｄ
（カラマツ・トドマツ・アカエゾマツ
等）

計測用具による
設計図書による

樹種別に、 設計本数の３％、 １００ 本以下は全数下
記計算式により算出
10010≧N　N（全数）
10010＜N　10010＋（N-10010)×31%
N：設計本数

吐出量は任意の様式に取りまとめる。

設計図書による
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