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目   次

１．下水道土木工事一般仕様書

第１章 総 則

第１節  共通事項（第１０１条～第１６５条）

  第１０１条  適  用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  １－

  第１０２条  用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  １－

第１０３条  設計図書の照査等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ４－

第１０４条  工程表及び請負代金内訳書の提出 ・・・・・・・・・・ 仕様書－  ５－

第１０５条  施工計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ５－

第１０６条 コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録・・・・・・・・・・ 仕様書－  ６－

第１０７条 監督員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ６－

第１０８条  施設の保全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ６－

第１０９条  資格を必要とする作業 ・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ６－

第１１０条  工事用電力及び用水 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ６－

第１１１条  工事対象物の保管責任 ・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ６－

第１１２条  工事完成後の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ６－

第１１３条  工事現場の明示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ６－

第１１４条  工事用地等の使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ７－

第１１５条  工事の着工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ７－

第１１６条  工事の下請負 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ７－

第１１７条  施工体制台帳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ７－

第１１８条  受注者相互の協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ８－

第１１９条  調査・試験に対する協力 ・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ８－

第１２０条  工事の一時中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ９－

第１２１条  設計図書の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ９－

第１２２条  工期変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－  ９－

第１２３条  支給材料及び貸与物件・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０－

第１２４条  工事現場発生品及び建設副産物 ・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１－

第１２５条  工事完成図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １２－

第１２６条  監督員による検査（確認を含む）及び立会等 ・・・・・ 仕様書－ １２－

第１２７条  数量の算出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４－

第１２８条   工事完成図書の納品・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４－

第１２９条  工事完成検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４－

第１３０条  出来高部分検査等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １５－

第１３１条  中間検査・随時検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １５－
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第１３２条  部分使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １６－

第１３３条  施工管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １６－

第１３４条  履行報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １７－

第１３５条  工事関係者に対する措置請求 ・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １７－

第１３６条  工事中の安全確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １７－

第１３７条  安全・訓練等の実施について ・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ２１－

第１３８条  爆発及び火災の防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ２２－

第１３９条  跡片付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ２２－

第１４０条  事故報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ２２－

第１４１条  環境対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ２３－

第１４２条  文化財の保護 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ２５－

第１４３条  交通安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ２５－

第１４４条  施設管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ２７－

第１４５条 諸法令の遵守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ２７－

第１４６条  官公庁等への手続き等 ・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ２９－

第１４７条  施工時期及び施工時間の変更 ・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ３０－

第１４８条  工事測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ３０－

第１４９条  提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ３１－

第１５０条   創意工夫 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ３１－

第１５１条  不可抗力による損害 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ３１－

第１５２条  特許権等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ３２－

第１５３条  保険の付保及び事故の補償並びに保険加入等の標識の掲示 仕様書－ ３３－

第１５４条  臨機の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ３３－

第１５５条  公共工事等における新技術活用の促進 ・・・・・・・・ 仕様書－ ３３－

第１５６条  他の仕様書を適用する工事 ・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ３３－

第１５７条  火災保険等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ３３－

第１５８条  付帯工事の技術者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ３３－

第１５９条  個人情報取扱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ３４－

第１６０条  試運転調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ３４－

第１６１条  環境基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ３４－

第１６２条  街区基準点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ３５－

第１６３条  暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置 ・・・ 仕様書－ ３５－

第１６４条  ダンプトラック等による過積載等の防止 ・・・・・・・ 仕様書－ ３５－

第１６５条  ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策 ・・・・・・・ 仕様書－ ３５－

第２章 材 料

第１節 通   則（第２０１条～第２０４条）

  第２０１条 適  用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ３７－



―目次 3―

  第２０２条  材料の見本または資料の提出 ・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ３７－

  第２０３条  材料の品質及び検査（確認） ・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ３７－

  第２０４条  材料の保管管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ４０－

第２節    土 （第２０５条）

第２０５条  一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ４１－

第３節 石   材（第２０６条～第２０７条）

第２０６条  割ぐり石 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ４１－

第２０７条  砂利、砕石、砂 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ４１－

第４節 骨   材（第２０８条～第２１３条）

第２０８条  一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ４１－

第２０９条  セメントコンクリート用骨材 ・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ４２－

第２１０条  アスファルト舗装用骨材 ・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ４４－

第２１１条  アスファルト用再生骨材 ・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ４８－

第２１２条  フィラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ４９－

第２１３条 安 定 材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５１－

第５節 木   材（第２１４条）

第２１４条  一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５３－

第６節 鋼   材（第２１５条～第２２７条）

第２１５条  一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５３－

第２１６条  構造用圧延鋼材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５３－

第２１７条  軽量形鋼 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５３－

第２１８条  鋼  管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５３－

第２１９条  鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品 ・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５３－

第２２０条  ボルト用鋼材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５４－

第２２１条  溶接材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５４－

第２２２条  鉄  線 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５４－

第２２３条  鋳鉄管類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５４－

第２２４条  プレストレストコンクリート用鋼材 ・・・・・・・・・ 仕様書－ ５４－

第２２５条  鋼製ぐい及び鋼矢板 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５５－

第２２６条  鋼製支保工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５５－

第２２７条  ステンレス材及びアルミ材 ・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５５－

第７節 セメント及び混和材料（第２２８条～第２３１条）

第２２８条   一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５６－

第２２９条 セメント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５７－

第２３０条  混和材料及び混和剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５８－

第２３１条   コンクリート用水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５８－

第８節 セメントコンクリート製品（第２３２条～第２３３条）

第２３２条 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ５９－
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第２３３条  セメントコンクリート製品 ・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ６０－

第９節 瀝 青 材 料（第２３４条～第２３６条）

第２３４条   一般瀝青材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ６１－

第２３５条 その他の瀝青材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ６３－

第２３６条  再生用乳化剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ６３－

第１０節  目 地 材 料（第２３７条～第２３８条）

  第２３７条   注入目地材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ６４－

  第２３８条 目 地 板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ６４－

第１１節  塗   料（第２３９条）

  第２３９条  一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ６５－

第１２節  そ の 他（第２４０条～第２４２条）

  第２４０条   エポキシ系樹脂接着剤 ・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ６７－

  第２４１条 合成樹脂製品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ６７－

  第２４２条  芝 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ６７－

第３章 一般施工

  第１節  土   工（第３０１条～第３０５条）

   第３０１条   土及び岩の分類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ６８－

   第３０２条 掘  削 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ６９－

   第３０３条  埋  戻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ７０－

   第３０４条   残土処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ７１－

   第３０５条 盛  土 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ７１－

  第２節  基 礎 工（第３０６条～第３１４条）

   第３０６条   直接基礎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ７３－

   第３０７条 まくら木基礎及びはしご胴木基礎 ・・・・・・・・・・ 仕様書－ ７３－

   第３０８条  切込砕石、砕石基礎工、割ぐり石基礎工 ・・・・・・・ 仕様書－ ７３－

   第３０９条   既製杭工一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ７３－

   第３１０条 既製コンクリート杭 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ７７－

   第３１１条  鋼  杭 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ７７－

   第３１２条   プレボーリング及び中掘工法（認定工法含む） ・・・・ 仕様書－ ７８－

   第３１３条 中堀（拡大）先端根固め工法 ・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ７９－

   第３１４条  場所打杭工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ８１－

  第３節  土 留 工（第３１５条～第３２３条）

   第３１５条   一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ８４－

   第３１６条 土留め工に関する施工管理 ・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ８５－

   第３１７条  土留支保工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ８５－

   第３１８条   Ｈ鋼杭、鋼矢板工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ８８－

   第３１９条 親杭横矢板工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９０－
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   第３２０条  たて込み簡易土留 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９０－

   第３２１条   ライナープレート土留工 ・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９１－

   第３２２条 木矢板・軽量鋼矢板・アルミ矢板 ・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９２－

   第３２３条  鋼製ケーシング式土留工 ・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９２－

  第４節  地中連続壁工（第３２４条～第３２８条）

   第３２４条   一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９３－

   第３２５条 安 定 液 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９３－

   第３２６条  地中連続壁工（壁式） ・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９４－

   第３２７条   コンクリート打設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９４－

   第３２８条 地中連続壁工（柱列式） ・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９５－

  第５節  地盤改良工（第３２９条～第３３４条）

   第３２９条  路床安定処理工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９６－

第３３０条   置換工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９６－

第３３１条 サンドマット工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９６－

   第３３２条  バーチカルドレーン工 ・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９６－

   第３３３条   締固め改良工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９７－

   第３３４条 固 結 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９７－

第６節  排 水 工（第３３５条～第３３８条）

   第３３５条  水 替 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９８－

   第３３６条   地下水位低下工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９９－

   第３３７条 ウェルポイント排水 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９９－

   第３３８条  ディープウェル排水 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ ９９－

  第７節  仮 設 工（第３３９条～第３４６条）

   第３３９条   工事用道路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １００－

   第３４０条 仮橋・仮桟橋工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １００－

   第３４１条  路面覆工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０１－

   第３４２条   仮水路工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０１－

   第３４３条 防塵対策工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０２－

   第３４４条  防護施設工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０２－

   第３４５条   電力・用水設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０２－

第３４６条   足場工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０２－

第４章 管渠布設工並びに築造工

  第１節  管路土工（第４０１条～第４０４条）

   第４０１条   一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０３－

   第４０２条   掘削工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０３－

   第４０３条   埋戻し工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０３－

第４０４条   発生土処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０４－



―目次 6―

  第２節  管基礎工（第４０５条）

   第４０５条 管基礎工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０５－

  第３節  管布設工（第４０６条～第４１４条）

   第４０６条  一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０５－

   第４０７条   鉄筋コンクリート管 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０６－

   第４０８条 硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管・・・・・・ 仕様書－ １０６－

第４０９条  ポリエチレン管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０７－

第４１０条   管の切断及びせん孔・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０７－

   第４１１条 マンホールの築造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０８－

   第４１２条  マンホール削孔及び接続 ・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １０９－

   第４１３条   取付管及びますの設置 ・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１０－

   第４１４条 埋設標識テープ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１０－

  第４節  小口径推進工（第４１５条～第４２５条）

   第４１５条   一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１１－

   第４１６条 掘 進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１１－

   第４１７条  仮管併用推進工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１２－

   第４１８条   オーガ掘削推進工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１３－

   第４１９条 泥水推進工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１３－

第４２０条  挿入用塩化ビニル管 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１３－

第４２１条   中込め ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１３－

   第４２２条 発生土処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１３－

   第４２３条  仮設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１３－

   第４２４条   送排泥設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１４－

   第４２５条 泥水処理設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１４－

  第５節  推 進 工（第４２６条～第４３９条）

   第４２６条   一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１５－

第４２７条 掘 進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１５－

   第４２８条  刃口推進工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１６－

   第４２９条   機械推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１６－

   第４３０条 泥水推進工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１７－

   第４３１条 泥濃推進工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１７－

第４３２条   発生土処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１７－

   第４３３条 裏込注入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１７－

第４３４条  管目地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１８－

   第４３５条   仮設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１８－

   第４３６条 通信・換気設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１９－

   第４３７条 送排泥設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１９－

  第４３８条   泥水処理設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １１９－
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  第４３９条 注入設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １２０－

第６節  管 更 生 工（第４４０条～第４４５条）

   第４４０条   適  用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １２１－

   第４４１条 更生管厚計算書の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １２１－

   第４４２条  更生管材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １２１－

   第４４３条 施  工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １２２－

   第４４４条 出来形管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １２３－

   第４４５条 品質管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １２４－

第５章 無筋、鉄筋コンクリート工

  第１節  コンクリート工（第５０１条～第５０９条）

   第５０１条   一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １２５－

   第５０２条 コンクリートの配合 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １２７－

   第５０３条 材料の計量（現場練りコンクリート） ・・・・・・・・ 仕様書－ １２８－

   第５０４条 練 混 ぜ（現場練りコンクリート） ・・・・・・・・・ 仕様書－ １２９－

   第５０５条 打込み準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １２９－

   第５０６条 コンクリート打込み ・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３０－

   第５０７条 養  生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３２－

   第５０８条 施工継目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３３－

   第５０９条 表面仕上げ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３４－

  第２節  暑中コンクリート（第５１０条～第５１３条）

   第５１０条   一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３５－

   第５１１条 材  料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３５－

   第５１２条  コンクリート打設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３５－

   第５１３条   養  生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３６－

  第３節  寒中コンクリート（第５１４条～第５１７条）

   第５１４条 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３６－

   第５１５条  材  料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３６－

   第５１６条   コンクリート打設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３６－

   第５１７条 養  生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３７－

第４節  海水の作用を受けるコンクリート（第５１８条～第５２１条）

   第５１８条  一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３８－

   第５１９条   材  料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３８－

   第５２０条 コンクリート打設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３８－

   第５２１条  養  生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３８－

第５節  マスコンクリート（第５２２条）

   第５２２条   一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３８－

第６節  型枠及び支保工（第５２３条～第５２５条）
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   第５２３条 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３９－

   第５２４条  支 保 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３９－

   第５２５条   型枠組立て・取外し ・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １３９－

第７節  鉄 筋 工（第５２６条～第５３１条）

   第５２６条 貯蔵及び取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４０－

   第５２７条  鉄筋の加工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４０－

   第５２８条   鉄筋の組立て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４０－

   第５２９条 鉄筋の継手 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４１－

   第５３０条  ガス圧接 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４２－

   第５３１条   開口部の補強 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４３－

第６章 薬液注入工

  第１節  薬 液 注 入（第６０１条～第６０７条）

   第６０１条   一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４５－

   第６０２条 事前調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４５－

   第６０３条  施工計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４５－

   第６０４条   現場注入試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４５－

   第６０５条 注入の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４５－

   第６０６条  排出水等の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４６－

   第６０７条   地下水等の水質監視 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４７－

第７章 舗 装 工

  第１節  アスファルト舗装工（第７０１条～第７０６条）

   第７０１条 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４９－

  第７０２条  下層路盤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４９－

   第７０３条   上層路盤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １４９－

   第７０４条 表層及び基層 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １５０－

   第７０５条  混合物の敷均し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １５１－

   第７０６条   混合物の締固め ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １５１－

  

第８章 植栽工

第１節  植 栽 工（第８０１条～第８０７条）

第８０１条   一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １５２－

第８０２条 芝付工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １５２－

第８０３条  種子吹付工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １５３－

第８０４条   樹木及び株物の植栽 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １５４－

第８０５条 地被類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １５６－

第８０６条  草花類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １５６－
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第８０７条   生垣工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １５６－

第９章 付帯工

  第１節  雑   工（第９０１条～第９１１条）

   第９０１条 モルタル仕上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １５７－

   第９０２条  箱 抜 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １５７－

   第９０３条   整流壁工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １５７－

   第９０４条 越流堰工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １５７－

   第９０５条  鋼管、ステンレス管及び鋳鉄管布設 ・・・・・・・・・ 仕様書－ １５８－

   第９０６条   蓋工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １６１－

   第９０７条 その他の２次製品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １６１－

第９０８条  コンクリート防食被覆工 ・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １６２－

   第９０９条   既存コンクリート構造物補修工 ・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １６２－

   第９１０条 塗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １６２－

   第９１１条 セメント類吹付工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １６３－

第１０章 試   験

第１節  試   験（第１００１条～第１００２条）

  第１００１条  水張試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １６５－

  第１００２条 気密試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仕様書－ １６６－
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２．提出・通知図書一覧表

（管路施設）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提出図書－  １－

（処理場・ポンプ場）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提出図書－  ２－

３．土木施工計画書作成要領

施工計画書の記載要領

１．一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工計画－  １－

  ２．工事概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工計画－  １－

  ３．現場組織 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工計画－  １－

  ４．計画工程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工計画－  １－

  ５．仮設計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工計画－  ２－

  ６．施工環境調査及び対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工計画－  ２－

  ７．施工方法と施工管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工計画－  ３－

  ８．工程管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工計画－  ４－

  ９．工事記録写真撮影計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工計画－  ４－

１０．出来形管理及び品質管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工計画－  ４－

１１．安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工計画－  ４－

１２．建設副産物及び購入土搬入計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工計画－  ５－

１３．社内検査体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工計画－  ５－

１４．イメージアップ実施計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工計画－  ５－

１５．そ の 他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工計画－  ５－

    施工計画書表紙例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工計画－  ６－

    施工計画書目次例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工計画－  ７－

４．下水道土木工事施工管理基準

  １．下水道土木工事施工管理基準

   1．目  的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－  １－

   2．適  用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－  １－

   3．構  成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－  １－

   4．管理の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－  １－

   5．管理項目及び方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－  ２－

   6．測定基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－  ２－

   7．規 格 値 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－  ２－

   8．資料の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－  ３－
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  ２．工程管理基準

   1．工程管理基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－  ４－

   2．工事進捗の把握 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－  ４－

   3．実施工程表の作成に当たり考慮すべき条件 ・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－  ４－

３．品質管理基準

   1．品質管理基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－  ５－

   2．品質管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－  ５－

   3．品質管理の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－  ５－

   4．品質管理資料のまとめ方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－  ５－

  

品質管理基準及び規格値

1．コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ６－

   2．鉄 筋 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ １０－

   3．鋼  材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ １２－

4．基 礎 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ １２－

   5．管布設工（開削） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ １２－

   6．管布設工（推進） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ １７－

   7．マンホール設置工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ １９－

   8．基礎杭工（既製杭） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ２１－

   9．基礎杭工（場所打ち杭） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ２２－

  10．防 食 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ２３－

  11．下層路盤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ２３－

  12．上層路盤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ２４－

  13．アスファルト舗装 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ２５－

  14．コンクリート舗装 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ２７－

  15．道路土工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ２８－

  16．管更生工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ２９－

  ４．出来形管理基準

   1．出来形管理基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３０－

   2．出来形管理の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３０－

   3．出来形管理資料のまとめ方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３０－

   4．設計値の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３０－

  出来形管理基準及び規格値［管路編］

   1．管路掘削 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３１－

   2．管路埋戻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３１－
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   3．管布設（自然流下管） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３１－

   4．圧 送 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３２－

   5．管継手部防護工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３２－

   6．砂・砕石基礎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３２－

   7．コンクリート基礎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３３－

   8．まくら土台基礎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３３－

   9．はしご胴木基礎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３３－

  10．鋼矢板土留 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３４－

  11．推 進 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３４－

  12．空 伏 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３４－

  13．標準マンホール工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３５－

  14．マンホール基礎工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３５－

  15．組立マンホール工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３５－

  16．副管取付工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３６－

  17．マンホール継手部防護工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３６－

  18．現場打ち特殊人孔 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３７－

  19．伏せ越し室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３７－

  20．伏せ越し管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３７－

  21．越 流 堰 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３８－

  22．中継ポンプ施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３８－

  23．取 付 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３８－

  24．立 坑 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３９－

  25．立坑土工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ３９－

  26．単 独 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４０－

  27．複 合 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４０－

  出来形管理基準及び規格値［処理場・ポンプ場編］

   1．盛土・切土 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４１－

   2．土工（掘削） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４１－

   3．土留・仮締切工（Ｈ鋼杭、鋼矢板） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４１－

   4．コンクリート壁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４２－

   5．ソイル壁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４２－

   6．構造物基礎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４２－

   7．既 製 杭（既製コンクリート杭、鋼管杭、Ｈ鋼杭） ・・・・・・・・・ 管理基準－ ４３－

   8．既 製 杭（鋼管ソイルセメント杭） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４３－

   9．場所打ち杭 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４３－

  10．池・槽の主要構造物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４４－

  11．池・槽の付属構造物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４４－
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  12．開 口 部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４４－

  13．ゲート用開口部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４５－

  14．可動せき用開口部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４５－

  15．流出トラフ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４５－

  16．越 流 堰 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４６－

  17．燃料貯留槽工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４６－

  18．流入渠・流出渠 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４６－

  出来形管理基準及び規格値［一般土木編］

   1．下層路盤工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４７－

   2．上層路盤工（粒度調整路盤工） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４７－

   3．アスファルト舗装工（基層工） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４７－

   4．アスファルト舗装工（表層工） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４８－

   5．コンクリート舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４８－

   6．歩道路盤工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４９－

   7．歩道舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ４９－

   8．バーチカルドレーン工（サンドドレーン工、ペーパードレーン工、袋詰

式サンドドレーン工） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ５０－

   9．締固め改良工（サンドコンパクションパイル工、静的締固め杭工） ・・ 管理基準－ ５０－

  ５．写真管理基準

   1．適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ５１－

   2．工事写真の分類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ５１－

   3．工事写真の撮影基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ５１－

   4．写真の省略 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ５３－

   5．撮影器具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ５３－

   6．工事写真の整理編集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ５４－

   7．原版の整理編集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ５４－

   8．工事写真及び原版の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ５５－

   9．そ の 他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ５５－

  撮影箇所一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ５６－

  品質管理写真撮影箇所一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ５７－

  出来形管理写真撮影箇所一覧表（管渠工事） ・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ６０－

  出来形管理写真撮影箇所一覧表（処理場・ポンプ場工事） ・・・・・・・・ 管理基準－ ６６－

  出来形管理写真撮影箇所一覧表（一般土木） ・・・・・・・・・・・・・・ 管理基準－ ６９－
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５．工事写真の撮影・編集

  工事写真の撮影・編集（開削工法） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 写真編集－  １－

  工事写真の撮影・編集（推進工法） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 写真編集－  ６－

  工事写真の撮影・編集（改良・修繕工事） ・・・・・・・・・・・・・・・ 写真編集－ １０－

  資材搬入検査用撮影写真の留意事項一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・ 写真編集－ １３－

  その他の写真撮影事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 写真編集－ １４－

６．汚水取付管の位置確認書作成要領

   1．適   用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取 付 管－  １－

   2．用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取 付 管－  １－

   3．提 出書 類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取 付 管－  １－

   4．審   査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取 付 管－  １－

5. 私有地への立入り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取 付 管－  １－

   6．汚水取付管の位置確認書作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取 付 管－  １－

   7．協 議 録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取 付 管－  １－

   8．水道局が提供する図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取 付 管－  １－

（添付資料）

汚水取付管位置確認担当技術者通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取 付 管－  ２－

汚水取付管工事説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取 付 管－  ３－

汚水取付管の位置確認書（記入例） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取 付 管－  ４－

排水設備工事予定調査表（記入例）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取 付 管－  ５－

７．完成図書一覧表

   1．完成図書一覧表（管路施設） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 完成図書－  １－

   2．完成図書表紙の様式（管路施設） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 完成図書－  ２－

   3．完成図書一覧表（処理場・ポンプ場） ・・・・・・・・・・・・・・・ 完成図書－  ３－

   4．完成図書表紙の様式（処理場・ポンプ場） ・・・・・・・・・・・・・ 完成図書－  ４－

   5．完成図書目次参考例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 完成図書－  ７－

   6．工事完成図画像データ作成要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 完成図書－  ８－

８．その他（参考資料等）

   参考１ 道路掘削工事現場における標示施設等の設置基準

   参考２ 出来高(形)管理用様式集（PDF＆EXCELデータ）


