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第 1 章 総  則

第 1 節 共通事項

1－1－1 適 用

1． 水道工事一般仕様書（以下「一般仕様書」という。）は、鹿児島市水道局水道部（以下「水

道局」という。）が発注する水道工事（以下「工事」という。）に適用し、発注者が受注によ

り施工させる各種工事に適用する。

2. 工事の施工に当たり受注者は、当該工事に関する法令、条例、規則等を遵守すること。

3. 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を

締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。

4. この一般仕様書に定めのない事項は、別に定める特記仕様書による。

5. この一般仕様書の定めと特記仕様書の定めが異なるときは特記仕様書による。

6. 単位の表示については、SI単位を使用するものとする。SI単位については、SI単位と非

SI 単位が併記されている場合は（ ）内を非 SI単位とする。

1－1－2 用語の定義

1.  監督員とは、契約書に基づき水道局が受注者に通知した職員をいう。

  なお、業務内容については、１－１－７監督員の業務範囲による。

2.  契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。

3.  設計図書とは、特記仕様書、内容補足説明書、図面、一般仕様書、現場説明書及び現場説

明に対する質問回答書をいう。

4.  仕様書とは、各工事に共通する一般仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称し

ていう。

5.  一般仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等

工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうちあらかじめ定型的

な内容を盛り込み作成したものをいう。

6.  特記仕様書とは、一般仕様書を補足し工事の施工に関する明細又は工事に固有の技術的要

求を定める図書をいう。

7.  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。

8.  質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注

者が回答する書面をいう。

9.  図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及

び設計図のもととなる設計計算書等をいう。

10.  指示とは、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をもって示し実施
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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、監督員が受注者に対し又は受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその

他の資料を説明し差し出すことをいう。

14. 提示とは、監督員が受注者に対し又は受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその

他の資料を示し説明することをいう。

15. 報告とは、受注者が監督員に対し工事の状況または結果について書面をもって知らせるこ

とをいう。

16. 通知とは、監督員が受注者に対し又は受注者が監督員に対し工事の施工に関する事項につ

いて、書面をもって知らせることをいう。

17. 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。

緊急を要する場合は、電信、ファクシミリ及び電子媒体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。

18. 確認とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料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。

19. 立会いとは、契約図書に示された項目において、監督員が臨場し、内容を確認することを

いう。

20．段階確認とは、設計図書に示された段階、監督員の指示した施工途中の段階において監督

員が臨場等により出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。なお、段階確認は、

通常、監督員が行うが重要度により、検査員が工事検査の一貫として行う場合は、中間確認

検査と読み替えるものとする。

21．工事検査とは、検査員が契約書第３１条、第３７条、第３８条に基づいて行うほか、検査

員が行う段階確認（中間確認検査）をいい、受注者が施工した工事目的物と設計図書とを照

合して確認し、契約の適正な履行を確保することをいう。

22．検査員とは、契約書第３１条第２項、第３７条第３項の規定に基づき工事検査を行うため

に発注者が定めた者をいう。

23．中間検査とは、基礎工事、埋設工事、杭打工事等完成後水中又は地中に没しその出来形の

確認が困難な工事又は既済部分を引渡し前に使用する必要がある場合について行う検査を

いい 請負代金の支払いを伴うものではない。

24. 随時検査とは、契約書、設計書、仕様書、その他関係書類に基づき工事等の実施を把握す

るため工事 随時に行う検査をいう。
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25． 同等以上の品質とは、設計図書で指定する品質、または設計図書に指定がない場合、監督

員が承諾する試験機関の確認を得た品質または、監督員が承諾した品質をいう。なお、試験

機関での品質の確認のために必要となる費用は、受注者の負担とする。

26． 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。

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

28. 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（現場事務所等の建設又

は測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む）の初日をいう。

29. 工事着工日とは、工事開始日以降の実際の工事初日をいう。

30. 工事とは、本体工事及び架設工事又はそれらの一部をいう。

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

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

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

れる場所をいう。

34． 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。

35. ＳI とは、国際単位系をいう。

36. JIS 規格とは、日本工業規格をいう。

37. JWWA 規格とは、日本水道協会規格をいう。

38. WSP 規格とは、日本水道鋼管協会規格をいう。

39. JDPA 規格とは、日本ダクタイル鉄管協会規格をいう。

1－1－３ 疑義の解釈

一般仕様書及び設計図に疑義が生じた場合は、発注者と受注者の協議による。

1－1－４ 書類の提出

1. 受注者は、指定の日までに発注者の定める様式による書類を提出する。

2. 提出した書類に変更を生じたときは、速やかに変更届を提出する。

1－1－５ 施工計画書

1. 受注者は、工事着工前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法、安全対策等な

どについての施工計画書を作成し、監督員に提出する。また、この施工計画書は、工事開始

日（工期の始期日）から 30日以内に監督員に提出する。ただし、現場条件等によりやむを得

ない場合、提出期限を監督員と協議し延長できる。

2. 受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合、受注
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者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の

項目について補足を求めた場合には追記する。ただし、受注者は、維持工事等簡易な工事

においては監督員の承諾得て記載内容の一部を省略することができる。

（ 1 ）工事概要

（ 2 ）実施工程表

（ 3 ）現場組織表・施工体系図

（ 4 ）安全管理

（ 5 ）指定機械

（ 6 ）主要資材

（ 7 ）施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む）

（ 8 ）施工管理計画

（ 9 ）緊急時の体制及び対応

（10 ）交通管理

（11 ）環境対策

（12 ）現場作業環境の整備

（13 ）写真管理

（14 ）出来高管理

（15 ）再生資源の利用の促進、建設副産物の適正処理方法（運搬経路、許可書、契約書

等の写し）(その他（道路工事届出書、占用許可書等の写し、社内検査）

3. 受注者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前

に変更に関する事項について、変更施工計画書を提出しなければならない。

4. 受注者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について、さらに詳細な施

工計画書を提出しなければならない。

5. 受注者は、施工計画書を作成する段階で試掘等の事前調査が必要な場合は、監督員と協

議し、施工計画書を提出する前に現場着工することができる。

1－1－６ 工事カルテ作成、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５００万以上の工事について、

工事実績情報システム（CORINS）に基づき、受注・変更・完成時に工事実績情報として「通

知書」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等

を除き１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を

除き１０日以内に、訂正時は適宣（財）日本建設情報総合センターに登録しなければなら

い。変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ

変更の場合は、原則として登録を必要としない。

また、登録完了後は、（財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」を直ち
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に監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、

変更時の提出を省略できるものとする。

1－1－７ 監督員の業務範囲

1. 当該工事における監督員の権限は、契約書第９条第２項に規定した事項である。

2. 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要す

る場合は監督員が、受注者に対し口頭による指示などを行えるものとする。口頭による指

示等が行われた場合には、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認する

ものとする。

1－1－８ 現場代理人及び主任技術者等

1. 受注者は、現場代理人及び工事現場における工事施工上の技術管理をつかさどる主任技

術者（建設業法第２６条第２項に該当する工事については、管理技術者、同第３項の場合

にあっては専任の主任技術者）及び専門技術者（建設業法第２６条の２に規定する技術者

をいう。以下に同じ）を定め、書面をもって発注者に通知する。現場代理人、主任技術者

または、専門技術者を変更したときも同様とする。

なお、現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

2. 受注者は、現場代理人、主任技術者（管理技術者）及び専門技術者その他主要な使用人

の経歴書及び職務分担表を契約後速やかに発注者に提出する。

3. 現場代理人は、工事現場に常駐し、工事に関する一切の事項を処理するとともに常に監

督員と緊密な連絡をとり、工事の円滑、迅速な進行を図る。

  ただし、工事現場の常駐について発注者の承諾を受けた場合はこの限りでない。

4. 現場代理人は、工事の従事者を十分に監督し、工事現場内における風紀を取締まり、火

災、盗難の予防、衛生等に配慮するとともに、特に住民に迷惑をかけないよう指導する。

5. 現場代理人の常駐に関する取扱いについて（平成 23年 3月 29 日付け告示３６５号）に

より契約書 10条第 3項において「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がなくかつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現

場における常駐を要しないこととすることができる」こととされたことに伴い現場代理

人の常駐について、下記のとおり定める。

（１）現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合

現場代理人は現場に常駐し、その運営、取締りを行うこととされるが、以下のいず

れかの要件を満たす場合に、工事請負契約書第１０条第３項の「工事現場における

運営、取締り及び権限の行使に支障がない」ものとして取扱うこととする。ただ

し、いずれの場合にも連絡が常にとれる体制を確保する必要や現場保全の義務（現

場の巡回等）があるため、現場代理人を設置しておくことは必要である。
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(ア) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるま

での期間。

(イ) 工事請負契約書第２０条により工事が一時中止される期間。

(ウ) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場制作を含む工事であって、工場

制作のみが行われる期間。また、同一工事内で他の同種工事に係る制作と一元的

な管理体制のもとで制作を行うことが可能である場合は、同一の現場代理人が、

これらの制作を一括して運営、取締りを行うことができるものとする。

(エ)前３号に掲げる期間のほか、受注者から工事完成の通知があり、完成検査、事

務手続、片付け等のみが残っている等、工事現場において作業が行われていない

期間。

（２）発注者への報告

    上記（１）の要件を満たす場合は、現場代理人の工事現場における常駐は不要と

し、他の工事と兼務することを可能とするが「工事打合簿」等により、工事現場にお

いて作業等が行われていない期間を明確にしておくこと。

1－1－９ 工事の着工

受注者は、特記仕様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日以内に工事に着工しなければならない。

1－1－１０ 工事の下請負

受注者は、下請負に付する場合に次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならな

い。

（１）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）下請負者が、水道局の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中で

ないこと。

（３）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

         なお、下請契約を締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締結に努め

なければならない。

1－1－１１ 施工体制台帳

１.  受注者は，工事を施工するために下請契約を締結したときは，建設業法及び公共工事

の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の定めるところにより施工体制台帳を作成

し，工事現場ごとに備えるとともに，その写しを発注者に提出しなければならない。

  2.  前項の受注者は，発注者から，工事の施工の技術上の管理をつかさどる者の設置の状況

その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求
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められたときは，これに応じなければならない。

  3. 第１項の受注者は，各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し，これ

を当該工事現場の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なければな

らない。

   また，受注者は，施工体系図を発注者に提出しなければならない。

  4.  第１項の受注者は，施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は，その都度すみ

やかに発注者に提出しなければならない。

1－1－１２ 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受注者と相互に協力し、

施工しなければならない。また、他事業者（電力、通信、ガス、下水道施設等）が施行する

関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。

1－1－１３ 調査・試験に対する協力

1. 受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、

協力しなければならない。この場合、発注者は具体的な内容等を事前に受注者に通知する

ものとする。

1－1－１４ 工事現場発生品

１． 受注者は、工事によって発生した現場発生品（管、弁栓類等）については、数量、品目

を確認し、設計図書または監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。

1－1－１５ 捨土及び建設副産物

1. 工事により発生する建設発生土は、水道局が指定した場所に搬出する。

2. 工事発注後にやむを得ない事情により水道局の指定した場所に搬出できない場合は、必

ず変更承諾申請書を監督員に提出し、その承諾を得るものとする。

3. 建設廃材のうち、建設副産物として有効利用できるアスファルト塊、コンクリート塊は、

最寄の再資源化処理施設に搬出する。

4. 建設廃材処理の際には、建設廃棄物処理ガイドラインを遵守し、マニフェストシステム

を実施すること。なお、再資源化等が完了したときは再資源化報告書（様式第 11）を提出

する。

5. 排出事業者以外が、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合は、産業廃棄物収集運

搬業、処分業の許可を有する者に委託する。なお、この場合法令に基づき産業廃棄物処理

委託契約を締結し、その写しを「施工計画書」に添付する。

6. 産業廃棄物を収集又は運搬する際に、産業廃棄物運搬許可業者に委託せずに自己運搬す
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る場合は、運搬車の車体の両側面に「産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨」

及び「排出事業者名」を表示するとともに、その運搬車に「産業廃棄物の収集又は運搬の

用に供する運搬車であることを証する書面」を備え付けること。

[表示例（自己運搬の場合）]

なお、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託して収集又は運搬させる場合には、「廃棄物の

処理及び清掃に関する法律施行規則」に基づく別途、表示規定によること。

7. 本工事の施工により発生する建設発生土を所定の処分場に処分する際は、捨土証明書を

受領し完成図書に添付する。

建設副産物を再生資源として活用を図るために再生資源利用計画書及び再生資源利用促

進計画書を「施工計画書」に含め監督員に提出する。また、工事完成後、同様式に実績を

記入し、完成図書に添付する。

8. 捨土及び建設廃材処理に起因する災害及び苦情については、受注者の責任において処理

する。

1－1－１６ 工事材料の品質

1. 契約書第 13 条第 1項に規定する「中等の品質」とは、JIS 規格に適合したもの又は、こ

れと同等以上の品質を有するものをいう。

2. 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担におい

て整備、保管し、監督員かち請求があった場合は、遅滞なく提出するとともに、検査時に

提出しなければならない。また、設計図書において事前に監督員の確認（検査を含む）を

受けるものと指示された材料の使用にあっては、その外観及び品質証明書等を照合して確

認した資料を事前に監督員に提出し、確認（検査を含む）を受けなければならない。

1－1－１７ 監督員による検査（確認を含む）及び立会等

1. 受注者は設計図書に従って、工事の施工について監督員の立会にあたっては、立会の願

を監督員に書面にて提出しなければならない。

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

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

し、受注者はこれに協力しなければならない。

１４０ポイント（おおむね縦横５０ｍｍ）

以上の識別しやすい色の文字及び数字産業廃棄物運搬車

○○株式会社
９０ポイント（おおむね縦横３０ｍｍ）

以上の識別しやすい色の文字及び数字
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3. 受注者は、監督員による検査（確認を含む）及び立会に必要な準備、人員及び資機材等

の提供並びに写真その他資料の整備のために必要な費用は受注者の負担とする。

なお、監督員が製作工場において立会および監督員による検査（確認を含む）を行なう

場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を無償で提供するとともに、光

熱費を負担しなければならない。

4. 監督員による検査（確認を含む）及び立会の時間は、発注者の勤務時間内とする。

ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。

5. 受注者は、契約書第 9条第 2項第 3号、第 13条第 2項又は第 14 条第 1項もしくは同条

第 2項の規定に基づき、監督員の立会を受け、材料検査（確認を含む）に合格した場合に

あっても、契約書第 17条及び第 31 条に規定する義務を免れないものとする。

表１－１ 段階確認一覧表

6. 段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。

（1）受注者は、設計図書に示された施工段階において段階確認を受けなければならない。

（2）受注者は、事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等）を行わなけ

れならない。

工   種 別 細   別 確 認 時 期

指定仮設 設置完了時

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

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

ペーパードレーン

施工時

施工完了時

締固め改良工
サンドコンパクションパイル

静的締固め杭

施工時

施工完了時

固結工 薬液注入
施工時（ゲルタイム等）

鏡切施工時（薬液注入効果）

矢板工（任意仮設除く） 鋼矢板、 鋼管矢板 打込時   、打込完了時（枚数確認）

既製杭工

既製コンクリート杭

鋼管杭

H 鋼杭

打込時   、打込完了時（打込杭）

掘削完了時（中堀杭）、施工完了時（中堀杭）

杭頭処理完了時

現場打杭工
リバース杭 、オールケーシング杭

アースドリル杭 、大口径杭

掘削完了時   、鉄筋組立完了時

施工完了時   、杭頭処理完了時

立坑工 ライナープレート裏込完了時

推進工

推進機架台設置完了時

先導管据付時 、管目地工完了時（中大口径）

重要構造物

函渠工（樋門・樋管含む）

躯体工（橋台）

配水池本体工 RC 擁壁

堰本体工

土（岩）質の変化した時

床堀掘削完了時

鉄筋組立完了時

埋戻し前

躯体工 RC 躯体工 沓座の位置決定時

床版工 鉄筋組立完了時
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（3）段階確認は受注者が臨場するものとし、確認した箇所に係わる監督員が押印した書面

を、受注者は保管し検査時に提出しなければならない。

（4）受注者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提

供するものとする。

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

の場合において、受注者は、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員にこれらを提示

し確認を受けなければならない。

1－1－１８ 工事完成図

  受注者は、設計図書において工事完成図書等作成の対象工事と明示された場合、設計図

書に従って工事完成図を作成し、監督員に提出しなければならない。

1－1－１９ 工事完成検査

1. 受注者は、契約書第３１条の規定に基づき、工事完成通知書を監督員に提出する。

2. 受注者は、工事完成通知書を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて

満たさなくてはならない。

（１） 設計図書（ 追加、変更指示含む ）に示されるすべての工事が完成していること。

（２） 契約書第１７条第１項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。

（３） 設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来高管理資料、完成図及び工事報告

書等の資料の整備がすべて完了していること。

（４） 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結している

こと。

3. 検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、

次の号に掲げる検査を行う。

（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、品質及び出来ばえの検査。

（２）工事管理状況について、書類、記録及び工事写真等を参考にして検査。

4. 検査員は、補修の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて補修の指

示を行うことができる。

5. 受注者は、当該工事完成検査については、第１２６条第３項の規定を準用する。

1－1－２０ 施工管理

1. 受注者は、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に

適合するよう十分な施工管理をしなければならない。

2. 監督員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測

定頻度を変更することができるものとする。この場合、受注者は、監督員の指示に従うもの
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とする。これに伴う費用は、受注者の負担とする。

（１）工事の初期で作業が定常的になっていない場合

（２）管理試験結果が限界値に以上接近した場合

（３）試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合

（４）前各号に掲げるもののほか、監督員が必要と判断した場合

3. 受注者は、水道局が定める「水道工事施工管理基準」により施工管理を行い、その記録及

び関係書類を受注者の責任と費用により遅滞なく作成保管し、監督員の要請があった場合

は、直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

4. 受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事

名、工期、発注者名及び受注者名を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板

を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て省

略することができるものとする。

5. 受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。

6. 受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさない

よう施工しなければならない。また、影響が生じた場合には直ちに監督員へ通知し、その対

応方 法等に関して協議するものとする。また、損傷が受注者の過失によるものと認められ

るばあい、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。

7. 受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業

員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。

8. 受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに監督員および関係官公庁へ

通知し、その指示を受けるものとする。

9. 受注者は、鹿児島市水道局が定める「水道管工事施工管理基準」及び設計図書により施

工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、完成検査時までに監督員に提

出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は直ちに提示

しなければならない。

なお、「水道管工事施工管理基準」に定めのある工種については、監督員と協議の上、施

工管理を行うものとする。

1－1－２１ 工事中の安全確保

1. 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、平成１３年３

月２９日）及び建設機械施工安全技術指針（建設省建設経済局建設機械課長、平成６年１１

月１日）を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなけれ

ばならない。

ただし、こられ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。

2. 受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障とな
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るような行為、また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、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。

4. 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。

5. 受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域

に、柵、門扉、立入り禁止の標示板等を設置しなければならない。

6. 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。

7. 受注者は、設計図書に定めのあるものについて、工事現場のイメージアップを図るため、

現場事務所、作業員宿舎、休憩所又また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。

8. 受注者は、「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）に基づき、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり半日以

上又は、月当たり２回２時間以上を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、安全に関

する研修・訓練等を実施しなければならない。

（１）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育

（２）当該工事内容等の周知徹底

（３）当該工事における災害対策訓練

（４）当該工事現場で予想される事故対策

（５）その他、安全・訓練等として必要な事項

9. 受注者は、工事の内容に応じた安全教育および安全訓練等の具体的な計画を策定し、施

工計画書に記載して監督員に提出しなければならない。

10． 受注者は、安全教育および安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に

記録した資料を整備および保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するものとす

る。

11． 受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係

者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。

12． 受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、受注業者間

の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める

等の連絡調整を行わなければならない。また、監督員が必要と認める場合は、関係者によ

る工事関係者連絡会議を組織するものとする。

13． 監督員が、労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57 号）第３０条第 1項に規定する措置を講

じる者として、同条第 2 項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに



1-13

従うものとする。

14． 受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に

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

法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。

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

とし、応急措置を講じるとともに直ちに監督員及び関係機関に通知しなければならない。

16． 受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ

等を調査し監督員に報告しなければならない。

17． 受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に報告し、その指

示に従わなければならない。

18． 受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督員に報告するとともに関

係機関に連絡し応急措置をとり補修しなければならない。

1－1－２２ 爆発及び火災の防止

1. 受注者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には、関係法令を遵守

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

2. 受注者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち監督員に使用計画書を

提出しなければならない。

3. 受注者は、建設工事に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。

4. 受注者は、禁煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければなら

ない。

5. 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、

周辺の整理に努めなければならない。

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

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

安全を確保しなければならない。

1－1－２３ 跡片付け

受注者は、工事の全部又は－部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及

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

状態にするものとする。

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

しご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。

1－1－２４ 事故報告書
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受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、

別に定める事故損害発生報告書を速やかに監督員に提出しなければならない。

（事故発生報告書（様式第４１号））

1－1－２５ 環境対策

1. 受注者は建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達、昭和 62

年 3 月 30 日）、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚

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

の環境保全に努めなければならない。

2. 受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督員に報告し、監督員

の指示があればそれに従わなければならない。第三者からの環境問題に関する苦情に対し

ては、受注者は 1－1－41 第 5項及び第 7項の規定に従い対応しなければならない。

3. 監督員は、工事の施工に伴い地磐沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生

じた場合には、受注者に対して、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避

け得なかったか否かの判断をするための資料の提示を求めることができる。この場合にお

いて、受注者は必要な資料を提示しなければならない。

1－1－２６ 文化財の保護

1. 受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性

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

その指示に従わなければならない。

2. 受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契

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

するものである。

1－1－２７ 交通安全管理

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、特に第三者に工事

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

を及ぼした場合は、契約書第 28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、交通誘導員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項

について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。

3. 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、
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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、区画線及び道路標識に関す

る命令（昭和 35年 12 月 17 日総理府・建設省令第 3号）、道路工事現場における標示施設等

の設置基準（建設省道路局長通知、昭和 37 年 8 月 30 日）及び道路工事保安施設設置基準

（案）（建設省道路局国道第一課通知、昭和 47年 2月）に基づき、安全対策を講じなければ

ならない。

4. 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。

5. 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維持管理、補修及び使用方法

等の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に

所要の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要

な措置を行わなければならない。

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

るものとする。

7. 受注者は、特記仕様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、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして

使用するものとする。

8. 受注者は、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建設作業を中断

するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き、一般の交通一手使用され

る路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。

9. 工事の性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、

水門、又は水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。

10． 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（昭和 36 年政令第 265 号）第

3 条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の 2 に基づく

通行許可を得ていることを確認しなければならない。

表 1－2 －般的制限値

こ

こでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合には、その状態における

車両の諸元 一 般 的 制 限 値

幅

長さ

高さ

重量 総 重 量

軸重

隣接勧重

の合計

輪荷重

最小回転半径

2.5m

12.0m

3.8m

20.0 t（但し、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応

じ最大 25.0t）

10.0t

隣り合う車軸に係る軸距 1.8m 未満の場合は18t

（隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m 以上で、かつ、当該隣り合う車軸に

係る軸重が 9.5t 以下の場合は 19t）、1.8m 以上の場合は 20t  5.0 t  

12.0m
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ものをいい、他の車両をけん引している場合には、このけん引されている車両を含む。

1－1－２８ 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、工事施工にあ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、これによ

り難い場合は監督員の指示を受けなければならない。

3. 受注者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により

事前に監督員に報告しなければならない。

4. 受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければ

ならない。

5. 受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合

は誠意をもってその解決に当たらなければならない。

6. 受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任におい

て行うものとする。受注者は、交渉に先立ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉に当た

っては誠意をもって対応しなければならない。

7. 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確

にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

1－1－２９ 施工時期及び施工時間の変更

1. 受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合で、その時間を変更する必要がある

場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。

2. 受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業

を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。

1－1－３０ 工事測量

1. 受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標（仮 BM）、工事用多角点の設置及び用

地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されて

いる数値と差異を生じた場合は、監督員の指示を受けなければならない。なお、測量標（仮

BM）及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督員の指示を受けなければなら

ない。また、受注者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。

2. 受注者は、測量標（仮 BM）の設置にあたって、位置および高さの変動がないようにしな

ければならない。

3. 受注者は、用地巾杭、測量標（仮 BM）、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設して
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はならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設するこ

とができる。また、用地巾杭が現存しない場合は、監督員に報告し指示に従わなければなら

ない。

なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければなら

ない。

4. 受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。

5. 受注者は、用地巾杭等の重要な基準点については工事に先立ち控え杭又は引照点を設け、

測量図に記録しておかなければならない。

6. 受注者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設置換

え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければな

らない。

1－1－３１ 提出書類

1. 受注者は、提出書類を水道局が定める「提出・通知書一覧表（付編１４）」に基づいて、

監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式によら

なければならない。

2. 契約書第 9 条第 5 項に規定する「設計図書に定めるもの」とは現場説明の際指定した書

類をいう。

1－1－３２ 特許権等

1. 受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、書面により監督員に報告すると

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

帰属等については、発注者と協議するものとする。

2. 発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作権法（昭和 45 年法律第 48 号第 2 条第 1 項

第 1号）に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するも

のとする。

なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者は

これを自由に加除又は編集して利用することができる。

1－1－３３ 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

1. 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の

規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入

しなければならない。

2. 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。
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3. 受注者は、建設業退職金共済制度に加入し、その掛金収納書を工事請負契約締結時に提出

し、工事完成時に掛金受領書の写しを監督員に提出しなければならない。

4. 受注者は、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号等が記載された「労

働保険関係成立票」並びに建設業退職金共済制度に加入している旨を明示する「建設業退職

金共済制度適用事業主工事現場」の標識を工事現場の見やすい場所に掲示しなければならな

い。

1－1－３４ 個人情報取扱

受注者は、契約書別記「建設工事個人情報取扱特記事項」に基づき、この契約の履行によ

り知り得た個人情報の取扱いについては、適正に行わなければならない。

1－1－３５ 臨機の措置

1. 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければな

らない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督員に報告しな

ければならない。

2. 監督員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自

然的または人為的事象（以下「天災等」という。）に伴い工事目的物の品質･出来形の確保お

よび工期の遵守に重大な影響が認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとること

を請求することができる。

1－1－３６ 環境基本計画

1. 本工事に伴う環境への影響を抑制するため、工事車両通行往復ルートの分別、交通誘導員

の配置、走行速度の制限、ルートの設定等の対策を講ずること。

2. 本工事に使用する建設機械及び資材については、原則として国等による環境物品等の調

達の推進等に関する法律第６条に基づく「環境物品等の調達に関する基本方針（公共工事）」

に 適合するものを使用すること。

3. 本工事に伴い提出する関係書類については、可能な限り、国などによる環境物品等の調達

に関する法律第 6 条に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針適合製品（紙類及

び文具類）又はエコマーク製品グリーンマーク製品等の環境ラベリング製品を使用するこ

と。

4. 工事に伴い提出する関係書類については、写真やメーカー提供の資料等、両面印刷で支障

が生ずるものを除き、可能な限り両面印刷すること。

5. 工事に伴い発生する廃棄物については、缶、ビン、ペットボトル、プラスチック容器類を

搬出しやすいように分別ボックスの設置スペース又は分別ヤードを設置する等して分別の

徹底及びリサイクルに努める。
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1－1－３７ 石綿セメント管（アスベスト）撤去等に伴う注意事項

石綿セメント管の撤去に当たっては、「石綿障害予防規則」（平成 17 年 2 月厚生労働省省

令第 21号）及び廃棄物処理等関係法令に基づくとともに、「水道用石綿セメント管の撤去作

業等における石綿対策の手引き」（平成 17年 8月厚生労働省健康局水道課）を活用し適切に

処理する。

1－1－３８ 排出ガス対策型建設機械の使用

工事において建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械または、「排出ガス浄化

装置」装着機械の使用を原則とする。ただし、リース業者等が対策型建設機械を供給できない

場合や自社で未対策型建設機械を保有し対策型建設機械を使用することが妥当でない場合は、

監 督員と協議により未対策型建設機械を使用できるが、変更の対象となる。

対象建設機械は次による。

    ・ バックホウ ・ホイルローダ ・ブルドーザ ・発動発電機 ・空気圧縮機

・油圧ユニット ・ローラー類 ・ラフテレーンクレーン

なお、排出ガス対策型建設機械または、「排出ガス浄化装置」装着機械の使用の有無を施工計

画書に明示し、写真を完成図書に添付する。

1－1－３９ 低騒音型建設機械の使用

工事に使用する建設機械は、「建設工事に伴う騒音振動対策指針」（昭和 62年 3月 30 日建

設省経機発第 58号）に基づき「低騒音型・低騒音振動型建設機械の指定に関する規定」（平成

9年建設省告示第１５３６号）により指定された低騒音型建設機械の使用を原則とする。

なお、低騒音型建設機械の使用の有無を施工計画書に明示し、写真を工事完成図書に添付

する。

1－1－４０ 舗装の切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断時に発生する排水において、回収後の適切な処理方法に関しては、本工事に該当す

る地方公共団体（産業廃棄物担当部局）の指導及び取扱規則等により、適正な処理を実施する。

1－1－４１ ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策

ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため、当該現場での土壌や植物等の搬出入に当た

っては、「ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について」を参考に十分注意を払うととも

に、ヤンバルトサカヤスデの棲息が確認された場合は、監督員に報告すること。

1－1－４２ 宅地内施工に関する同意
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  受注者は、「老朽化した給水管の取替について」（様式６）にて宅地内施工に関する同意を得て、

当該書面を監督員に提出した後、給水管取替工事に着手すること。

1－1－４３ 街区基準点について

1. 街区基準点等を使用しての測量を行う場合は「鹿児島市街区基準点等管理保全要綱」に従い、

所定の様式を監督員に提出しなければならない。

2. 街区基準点等付近での工事等については、街区基準点等の亡失、き損の防止を念頭に、「鹿児

島市街区基準点等管理保全要綱」に従い、所定の様式を監督員に提出し、監督員の指示に従わ

なければならない。

3. 工事の施工において施行範囲に境界点、公共基準点等の標識が設置されている場合においても

亡失、き損してはならない。工事の支障となる場合は監督員へ報告の上、保護・復旧措置等に

ついて協議するものとする。

1－1－４４ 暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置

暴力団関係者による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断

固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく発注者及び警察に通報すること。また、

暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じた場合は、発注者と協議を

行うこと。

1－1－４５ ダンプトラック等による過積載等の防止について

1. 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。

2. 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

3. 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等にあたっては、資材納入業者等の利益を不当に

害することがないようにすること。

4. さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることが

ないようにすること。

5. 「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」(以下「法」とい

う)の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使

用を促進すること。

6. 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける

もの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除す

ること。

7. 「1」から「6」のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。

1－1－４６ 不可抗力による損害
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1. 受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第２９条の規定の

適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員に報告するものとする。

2. 契約書第２９条第１項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをい

う。

(1) 波浪、高潮に起因する場合

     波浪、高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断して、それと同等以上と

認められる場合

(2) 降雨に起因する場合

  次のいずれかに該当する場合とする。

ア 24 時間雨量（任意の連続 24 時間における雨量をいう。）が 80 ㎜以上

イ 1 時間雨量（任意の 60 分における雨量をいう。）が 20 ㎜以上

ウ 連続雨量（任意の 72 時間における雨量をいう。）が 150 ㎜以上

エ その他設計図書で定めた基準

(3) 強風に起因する場合

  最大風速（10 分間の平均風速で最大のもの）が 15ｍ／秒以上あった場合

(4) 河川沿いの施設にあたっては、河川のはん濫注意水位以上、またはそれに準ずる出水によ

り発生した場合

(5) 地震、津波、豪雪に起因する場合、周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の

一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合

3. 契約書第 29 条第 2 項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」

とは、契約書第 26 条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工

不良等受注者の責によるものとされるものをいう。



第 ２ 章 材  料
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第 2章 材 料

第１節 適 用

1.  工事に使用する管材類は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、水道局が承

認したもので「水道用資器材等使用承認一覧表」に掲げる製品でなければならない。なお、

管材類以外で本仕様書に規定されていない材料については、日本工業規格（JIS）、日本水

道協会規格（JWWA）等、またはこれに準ずる規格に適合したものでなければならない。

2.  工事に使用する材料で、承認品でないものを使用する場合、監督員との協議により別途承

認を得なければならない。なお、設計図書に明示されていない仮設材料、土留め等の任意仮

設についてはこの限りでない。

3.  コンクリートを使用する工事においては、本仕様書に定めるもの以外は、土木学会制定の

「コンクリート標準示方書」の定めるところによる。

4.  埋戻し材、路盤材及びアスファルト合材等の工事に使用する建設資材は、試験成績表等を

提出し、監督員の承諾を得て使用するものとする。

第２節 機器及び工事材料の検査等

1.  受注者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。）を受けて使用すべきものと指

定された機器及び工事材料については、機器材料搬入検査申請書（様式第３８号）により検

査を求めなければならない。この場合、機器及び工事材料の品質を確認できる証明書を同時

に提出しなければならない。

2.  受注者は、前項の機器及び工事材料のうち、製作工場において、監督員が検査を受けるよ

うに指示した機器又は工事材料の製作が完了したときは、製品（工場）検査申請書（様式第

３９）及び検査方案書を提出し、監督員に検査を求めなければならない。この場合、必要に

応じて、公的機関又はこれに準ずる機関で実施した材料試験成績表及び検査合格書を添付す

るものとする。

3.  監督員は、受注者から前２項の検査を求められたときは、７日以内に応じなければならな

い。

4.  受注者は、工事現場内に搬入した機器及び工事材料を工事現場外に搬出するときは、工事

打合簿により監督員の承諾を得なければならない。

5.  受注者は、第１項に該当しない機器及び工事材料については、自主検査を実施し、その検

査結果を機器材料搬入検査報告書（様式第４０）により監督員に報告しなければならない。

この場合、検査状況の記録写真を同時に提出しなければならない。

第３節 材料の搬入

   工事材料は、工事工程表に基づき、工事の施工に支障を生じないよう現場に搬入する。
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第４節 使用材料の確認

使用材料の数量を確認し監督員に報告する。なお、確認しがたいものは、その方法につい

て監督員と協議する。

第５節 土  

2－5－1 一般事項

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

第６節 石

鹿児島県土木部土木工事共通仕様書のとおり

2－6－1 石材

2－6－2 割ぐり石

2－6－3 雑割石

2－6－4 雑石（粗石）

2－6－5 玉  石

2－6－6 ぐり石

2－6－7 その他の砂利、砕石、砂

   

第７節 骨 材

鹿児島県土木部土木工事共通仕様書のとおり

2－7－1 一般事項

2－7－2 セメントコンクリート用骨材

2－7－3 アスファルト舗装用骨材

2－7－4 アスファルト用再生骨材

2－7－5 フィラー

2－7－6 安定剤

第８節 木材

鹿児島県土木部土木工事共通仕様書のとおり

2－8－1 一般事項

   
第９節 鋼材

  鹿児島県土木部土木工事共通仕様書のとおり
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2－9－1 一般事項

2－9－2 構造用圧延鋼材

2－9－3 軽量形鋼

2－9－4 鋼管

2－9－5 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛網品

2－9－6 ボルト用鋼材

2－9－7 溶接材料

2－9－8 鉄線

2－9－9 ワイヤロープ

2－9－10  プレストレストコンクリート用鋼材

2－9－11 鉄  網

2－9－12 鋼製ぐい及び鋼矢板

2－9－13 鋼製支保工

2－9－14 鉄線じゃかご

2－9－15 コルゲートパイプ

2－9－16 ガードレール（路側用、分離帯用）

2－9－17 ガードケーブル（路側用、分離帯用）

2－9－18 ガードパイプ（歩道用、路側用）

2－9－19 ボックスビーム（分離帯用）

第１０節 セメント及び混和材料

   鹿児島県土木部土木工事共通仕様書のとおり

2－10－1 一般事項

2－10－2 セメント

2－10－3 混和材料

2－10－4 コンクリート用水

2－10－5 レディーミクストコンクリート

   

第１１節 セメントコンクリート製品

鹿児島県土木部土木工事共通仕様書のとおり

2－11－1 一般事項

2－11－2 セメントコンクリート製品

   

第１２節 瀝青材料
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   鹿児島県土木部土木工事共通仕様書のとおり

2－12－1 一般瀝青材料

2－12－2 その他の瀝青材料

2－12－3 再生用添加剤

第１３節 芝及びそだ

   鹿児島県土木部土木工事共通仕様書のとおり

2－13－1 芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工埴生芝）

2－13－2 そ  だ

  
第１４節 目地材料

   鹿児島県土木部土木工事共通仕様書のとおり

2－14－1 注入目地材

2－14－2 目地板

第１５節 塗  料

   鹿児島県土木部土木工事共通仕様書のとおり

2－15－1 一般事項

第１６節 道路標識及び区画線

   鹿児島県土木部土木工事共通仕様書のとおり

2－16－1 道路標識

2－16－2 区画線

第１７節 その他

   鹿児島県土木部土木工事共通仕様書のとおり

2－17－1 エポキシ系樹脂接着剤

2－17－2 合成樹脂製品

第１８節 水道用資機材

2－18－1 一般事項

1.  工事に使用する水道用資機材は、さび、変形等変質のないものとする。

2.  受注者は、水道用資機材を油類等で汚さないよう清潔に保たなければならない。
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3.  水道用品とし JIS 及び JWWA 等で規格されているものは表 2-1 のとおりである。

4.  給水装置の構造及び材質については、「鹿児島市水道局給水装置工事施行基準」による。

表 2-1 水道用品規格表（2016．10 月現在）

① ＪＩＳ（日本工業規格）

ＪＩＳ

記号・番号 名   称

Ａ 5314 ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング

Ｂ 1180 六角ボルト

Ｂ 1181 六角ナット

Ｂ 2011 青銅弁

Ｂ 2062 水道用仕切弁

Ｂ 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

Ｂ 2302 ねじ込み式鋼管製管継手

Ｂ 8410 水道用減圧弁

Ｇ 3443 水輸送用塗覆装鋼管

Ｇ 3469 ポリエチレン被覆鋼管

Ｇ 5526 ダクタイル鋳鉄管

Ｇ 5527 ダクタイル鋳鉄異形管

Ｇ 5528 ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装

Ｋ 6353 水道用ゴム

Ｋ 6742 水道用硬質ポリ塩化ビニル管

Ｋ 6743 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手

② ＪＷＷＡ（日本水道協会規格）

ＪＷＷＡ

記号・番号 名   称

Ａ 103 水道用濾材

Ａ 113 ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング

Ａ 114 水道用粒状活性炭

Ｂ 103 水道用地下式消火栓

Ｂ 107 水道用分水栓

Ｂ 108 水道用止水栓

Ｂ 110 水道用ねじ式弁筐

Ｂ 116 水道用ポリエチレン管金属触手

Ｂ 117 水道用サドル付分水栓
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Ｂ 120 水道用ソフトシール仕切弁

Ｂ 121 水道用大口径バタフライ弁

Ｂ 122 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁

Ｂ 126 水道用補修弁

Ｂ 132 水道用円形鉄蓋

Ｂ 133 水道用角形鉄蓋

Ｂ 136 水道用ポリエチレン管サドル付分水栓

Ｂ 137 水道用急速空気弁

Ｂ 138 水道用バタフライ弁

Ｇ 112 水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装

Ｇ 113 水道用ダクタイル鋳鉄管

Ｇ 114 水道用ダクタイル鋳鉄異形管

Ｇ 115 水道用ステンレス鋼鋼管

Ｇ 116 水道用ステンレス鋼鋼管継手

Ｇ 117 水道用塗覆装鋼管

Ｇ 118 水道用塗覆装鋼管の異形管

Ｇ 120 水道用ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管

Ｇ 121 水道用ＧＸ形ダクタイル鋳鉄異形管

Ｋ 103 水道用アルギン酸ソーダ

Ｋ 107 水道用水酸化カルシウム（水道用消石灰）

Ｋ 108 水道用炭酸ナトリウム（水道用ソーダ灰）

Ｋ 111 水道用べントナイト試験方法

Ｋ 113 水道用粉末活性炭

Ｋ 115 水道用タール工ポキシ樹脂塗料塗装方法

Ｋ 116 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

Ｋ 120 水道用次亜塩素酸ナトリウム

Ｋ 121 水道用ケイ酸ナトリウム溶液

Ｋ 122 水道用水酸化ナトリウム（水道用液体かせいソーダ）

Ｋ 126 水道用ポリアクリルアミド

Ｋ 131 水道用硬質塩化ビニル管のダクタイル鋳鉄異形管

Ｋ 132 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

Ｋ 134 水道用濃硫酸

Ｋ 135 水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法

Ｋ 137 水道用ねじ切り油剤

Ｋ 138 水道送・配水管更生用無溶剤型二液エポキシ樹脂塗料

Ｋ 139 水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料

Ｋ 144 水道配水用ポリエチレン管

Ｋ 145 水道配水用ポリエチレン管縦手
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Ｋ 146 水道用液状シール剤

Ｋ 147 水道用止水栓筐

Ｋ 148 水道用レジンコンクリート製ボックス

Ｋ 150 水道用ライニング鋼管用管端防食形継手

Ｋ  153 水道用ジョイントコート

Ｋ  156 水道施設用ゴム材料

Ｋ  157 水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法

Ｋ 158 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ

Ｑ 100 水道事業ガイドライン

Ｓ 101 水道用硬質塩化ビニル管の接着剤

Ｚ 100 水道用品表示記号

Ｚ 103 水道用バルブのキャップ

Ｚ 108 水道用資機材―浸出試験方法

Ｚ 110 水道用資機材―浸出液の分析方法

③ ＪＤＰＡ（日本ダクタイル鋳鉄管協会規格）

ＪＤＰＡ

記号・番号 名   称

Ｇ lO29 推進工法用ダクタイル鋳鉄管

Ｇ lO42 NS 形ダクタイル鋳鉄管

Ｇ lO49 GX 形ダクタイル鋳鉄管

Ｚ 2002 ダクタイル鋳鉄管継手用滑剤

④ ＰＴＣ（配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格）

ＰＴＣ

記号・番号 名   称

Ｂ 21 水道配水用ポリエチレン管金属継手

Ｂ 22 水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁

Ｇ 30 水道配水用ポリエチレン管メカニカル継手

※ 付編 ９「管布設工事完成図書作成要領」5.図面の構成（12）埋設物件規格で、本表    

に記載されている材料については、上位から優先して記入すること。
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第３章 土木工事施工一般

第 1 節 施工一般

3－1－1 一般事項

1.  受注者は、工事について監督員が指示した場合は、承認図及び説明書を提出する。

2.  設計図書に記載する寸法は、すべて仕上がり寸法とする。

3.  工事の施工に当たっては、監督員の指示する標高による。

4.  構造物は、必ず遣形及び定規を設け、監督員の検査（又は確認）を受けた後、工事を

施工する。

3－1－2 測量調査に当たっては、付編１．（測量関係）に準ずる。

3－1－3 土質調査に当たっては、付編２．（土質調査）に準ずる。

3－1－4 仮設工

１．仮設工一般

(1) 受注者は、設計図書の定め又は監督員の指示がある場合を除き、受注者の責任にお

いて  施工する。

(2) 仮設構造物は、工事施工中の段階ごとに作用する応力に十分耐えられるものとし、

接続部、交差部、支承部は、特に入念に施工する。

(3) 仮設構造物は、常時点検し必要に応じて修理補強し、その機能を十分発揮できるよ

うにする。

２．水替工

(1) 工事区域内は、十分な水替設備を設け、水を滞留させないように注意し、排水は必

要に 応じ、沈砂ますを設けて土砂を外部に流さないようする。

(2) 水替えは、必要に応じて昼夜を通じて実施する。

(3) 放流に当たっては、必要に応じて関係管理者と協議する。なお、河川等に放流する

場合は、放流地点が洗掘されないよう適切な処置を行う。

３．仮締切工

(1) 締切り、仮排水路の位置、構造等は、あらかじめ関係管理者及び監督職員と十分協

議し、船の運航及び流水に支障なく、かつ、降雨による増水も十分考慮のうえ堅固に

築造し、予備資材を準備して万全を期する。

(2) 仮締切りが破損又は流出した場合は、速やかに復旧する。

４．さく又は、塀

(1) 工事使用区域は、工事期間中指定された規格、寸法、採食を有するさく又は塀を設

置し、周囲と区別する。

(2)   さく又は塀を設置した箇所に車両を出入りさせる場合は、標識設備を置くとともに、

交通誘導員を配置し、車両及び歩行者の誘導をさせる。
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５．土留め工

(1)   土留工は、現地条件によって、これに作用する土圧、回り込み及び施工期間中の降

雨、湧水等による条件の悪化を考慮して、十分耐える構造及び材質を決定し、その構

造図及び計算書を監督員に提出する。

(2)   施工に当たっては、地盤の堆積状態、地質の硬軟、打込み貫入抵抗、地下水の状態、

施 工環境等について十分調査し、施工管理の方法等について検討する。

(3)   施工に先立ち工事現場周辺の施設、地下埋設物、その他を十分調査し、監督員と協

議のうえ適切な措置を講じる。

(4)   使用材料は良好品を使用し、ひずみ、損傷等を生じないよう慎重に取扱う。

(5)   杭、矢板が長尺となり継手を設ける場合は、溶接継手とし、添接板により十分補強

する。

   また、継手位置は、応力の大きいところを避けるとともに、隣接する杭、矢板相互の

継手は、同一高さとしない。

(6)   杭、矢板の打込みは、適当な深さまで布掘りした後、通りよく建込み、鉛直に打ち

込む。

(7)   導杭及び導材は、入念に施工し、矢板打込み時の矢板のねじれや傾斜を極力防止す

る。

(8)   杭、矢板の打込みのときは、キャップ及びクッションを使用する。

(9)   杭、矢板の打込み途中において傾斜を生じた場合、これを是正する手段を講じる。

(10) 杭、矢板の根入れ不足の場合、打ち止まりの悪い場合、共下がり又は頭部圧潰等の

場合は、継足し、切断、引抜き等の適切な措置を講じる。

（11） 腹起こし、切梁等の部材の取付けは、段ごとに掘削ができ次第速やかに行い、完了

後でなければ次の掘削に進まない。

（12） 腹起こし材は、長尺物を利用し、常に杭、矢板に密着させ、もし隙間を生じたとき

は、パッキング材を挿入して、地盤から荷重を均等に受けられるようにする。

（13） 杭、矢板、切梁、腹起こしの各部材は、中間杭、継材、連結材、ジャッキ、受金物、

ボルト等により緊結固定する。

（14） 土留板は掘削の進行に伴い、速やかにその全面が掘削土壁に密着するように施工す

る。万一、過掘り等によって掘削土壁との間すき間が生じた場合には、良質の土砂、

その他適切な材料を用いて裏込めを行うとともに、土留め杭のフランジと土留板の間

にくさび等を打ち込んで、隙間のないように固定する。

（15） 土留を施工している期間中は、常時点検を行い、部材の変形、緊結部の緩み等の早

期発見留意し、事故防止に努める。

（16） 土留材取払いに当たっては、土質の安定その他を考慮して行う。

(17） 杭、矢板の引抜きは、埋戻し完了後地盤の安定を持って行い、引抜き後の隙間には、

直ちに適切な充填材（砂、セメント、ベントナイト等）を充填する。

６．覆 工

(1) 覆工材は、使用する荷重に十分耐え得るような強度のものを使用する。

(2)  路面覆工は、路面と同一の高さとし、段差又は隙間を生じないようにする。やむを
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得ない場合は、覆工板と在来路面の取り合いをアスファルト合材等により円滑にすり

付ける。

(3) 覆工板は、がたつきのないよう完全に取付ける。覆工期間中は、覆工板の移動、受

桁の緩み、路面の不陸等を常時点検し、その機能維持に万全を期す。

７．工事用道路

(1) 工事に必要な工事用道路の築造に当たっては、あらかじめ当該関係者と十分協議を

行い確認を受ける。

(2) 工事用道路の改廃を行う場合は、当該道路利用者へ連絡した後に施工する。

(3)   工事用道路は、工事期間中の不陸なおし、散水、排水等を行い、常に良好な状態に 保

つ。

８．電力設備工

(1) 受注者は、受電設備、配電設備、電動機設備、証明設備を設置するに当たり、必要

となる電力量及び用水量などを把握し、工事に支障が生じない設備しなければならな

い。

(2) 工事の安全確保に係わる設備について受注者は、停電時等の非常時への対応に配慮

した設備としなければならない。

(3) 受注者は、電気事業法において定める自家用発電機工作物施設の維持管理保守にお

いて電気事業主任技術者を選び、監督員に報告するとともに、保守規定を制定し、適

切な運用をしなければならない。

(4) 受注者は、騒音が予見される設備を設置する場合には、防音対策を講じるなど、周

辺環境に配慮しなければならない。

第２節 土 工 事

3－2－1 掘削工及び切取工

1.  掘削及び切取りは、遣り方や丁張りに従って、所定の法勾配に仕上げる。

2.  切取り箇所の湧水又は、法面崩壊のおそれのある場合は、速やかに処理する。

3.  切取りの際は、切り過ぎないよう十分留意して行う。

4.  掘削寸法が明示されていない場合は、次の作業が完全にできる寸法を定め、監督員と

協議する。

5.  掘削中の湧水、雨水等については、滞留しないよう十分な設備を設ける。

6.  既設構造物に近接した場所の掘削は、これらの基礎を緩めてたり又は、危険を及ぼし

たりすることのないよう十分な保護工をする。

7.  岩盤に直接基盤を設ける場合は、丁寧に切りならし、岩盤の表面が風化しているとき

は、これを完全に取り除き、また表面が傾斜しているときは、階段状にきりならす。

8.  火薬類の使用による掘削を行う場合は、仕上げ面の浮石が残らないようにする。
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3－2－2 埋戻工及び盛土工

1.  埋戻し及び盛土は、指定する材料を使用し、ごみ、その他の有害物を含まないものと

する。

2.  埋戻し及び盛土は、一層の仕上り厚さが２０ｃｍを超えない範囲で、一層ごとに十分

締め固め、必要に応じて余盛をする。

3.  構造物の裏込め及び構造物に近接する場所の施工は、構造物に損傷を与えないよう注

意する。

4.  締固めの程度については、密度試験を行い所定の品質を確保する。

5.  地盤が傾斜している場合の盛土は、事前に表土を適切にかき起こし又は、段切りをす

る。

6.  発生土や購入土による盛土、埋戻しは、事前に排水を完全にして行う。

7.  埋戻し及び盛土箇所は、作業開始前に型枠、仮設物等の残材を撤去し、清掃する。

3－2－3 残土処理及び仮置き

1.  残土は、1-1–15 捨土及び建設副産物の規定により適切に処分する。

2.  残土受入地の位置及び残土内容等については、設計図書及び監督員の指示による。

  なお、受注者は、施工上やむを得ず指定された場所 以外に残土を処分する場合には、

事前に監督員に処分場の承諾を得ること。

3． 残土の運搬に当たっては、車両の大きさに応じて道路の構造、幅員等、安全で適切な

運搬経路を選定する。

4.  処分地は、災害を防止するために必要な措置を講じる。

5.  運搬の際は、荷台にシートをかぶせる等、残土をまき散らさないように努める。

6.  残土の搬出に当たっては、路面の汚損を防止するとともに、運搬路線は、適時点検し、

路面の清掃及び補修を行う。また、必要に応じて散水し、土砂等粉塵を飛散させないよ

う適切な措置を行う。

7.  発生土等を使用に当たり、ダンプトラックに積込み仮置きする場合であっても、ダン

プの規格に応じた積載量で制限しなければならない。

3－2－4 法面仕上工

1.  盛土の法面は、遣り方に従って、法尻より水平に一層ずつ締め固める。

2.  切取り法面は、通常張り土を行わない。また、転石の取除きによって生じた空洞部は、

良質土を充填して十分突固める。

3.  土羽打ちは、法面の不陸を均した後、土羽板で十分たたき固め、平滑に仕上げる。

3－2－5 セメント類吹付工

1.  セメントモルタル等の吹付けに当たっては、吹付け厚さが均等になるように施工する。

2.  吹付け面が岩盤の場合は、浮き石をかき落とし、コンクリートの場合は、目荒しをし

た後、十分清掃する。吹付け面が吸水性の岩の場合は、十分吸水させる。

3.  鉄網は、仕上げ面から適切な被りを確保し、かつ、吹き付け等によって移動しないよ
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う、法面に十分固定する。また、鉄網の継手は、少なくとも１０ｃｍ以上重ねる。

4.  ノズルは、一般にその先端が吹付け面に対してほぼ直角になるよう保持し、法面の上

部より順次下部へ吹付ける。

5.  一日の作業の終了時及び休憩時には、吹付けの端部が次第に薄くなるように施工し、

これに打ち継ぐ場合は、この部分を良く清掃し、かつ湿らしてから吹き付ける。

6.  表面及び角の部分は、吹付けの速度を遅くして、丁寧に吹き付ける。こて等で表面仕

上げを行う場合は、吹き付けた面とコンクリートモルタル等との付着をよくするように

仕上げる。

7.  吹き付け法面の土質が土砂混じりの場合は、吹付けのとき吹付け圧により土砂が散乱

しないように十分打ち固める。

8.  鉄網取付材は、その頭部のモルタル被覆が 50ｍｍ以上になるように打ち込み、必要に

応じモルタルを注入し、取付け材を固定する。

9.  吹付けに当たっては、他の構造物を汚さないよう、また、はね返り物は、速やかに処

理してサンドポケット等ができないよう施工する。

10．層に分けて吹き付ける場合は、層間にはく離が生じないよう施工する。

第３節 矢板工

3－3－1 木矢板

1． 矢板は、階段式に順次打ち込み、前後左右とも垂直になるように留意する。

2． 打ち込み後矢板の頭部は、正しく水平に切り、かつ、面取り仕上げをする。

   また、打込みに当たっては、鉄線等を使用し頭部の損傷を防ぐ。

3－3－2 横矢板

1． 受注者は、横矢板により施工する場合、掘削土壁との間にすき間の生じないように、

掘削後直ちにはめ込み行う。

  2.  横矢板は、原則として板厚３ｃｍ以上とし、その両端は土留め杭に十分掛ける。

3－3－3 鋼矢板

  1.  矢板の打込みは、3－1－4 仮設工 ５．土留め工 による。

  2.  矢板にラップ部分がある場合、形鋼、ボルトなどによって十分緊結することとし、打

込みに先立ち構造図を提出する。

3－3－4 ライナープレート土留工

  1.  受注者は、立坑等の施工に当たっては、施工場所の土質、地下埋設物等を十分調査す

るとともに換気、証明、防護施設（落下防止）等安全対策を講じる。

  2.  受注者は、ライナープレートにおいて、JIS G 3101 の 1種、補強材は、JIS G 3101

の 2種に適合したものを使用する。また、組立金具は、JIS B 1180（六角ボルト）JIS 

G 1181（六角ナット）に適合したもの、または、同等程度以上のものを使用する。

  3.  土留材は、撤去しないことを原則とする。ただし、立坑上部については、取り外すも

のとする。
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4.  受注者は、土留材に使用するライナープレート及び補強材（補強ﾘﾝｸﾞ）は、新品を使

用する。

5.  受注者は、初期の掘削は、土質に応じてライナープレート１～３リング組立分程度ま

でとしなければならない。また受注者は、初期組立て完了後、H 鋼等で組んだ井桁等と

ライナープレート頂部を結束鋼線などで堅固に固定する。

6.  受注者は、掘削において、地山崩壊を防ぐため、1 リングごとに組み立てを行うとと

もに、ライナープレート一枚が継ぎ足し可能な範囲の床堀が完了後、速やかにライナー

プレートの組み立てを行う。ボルトは仮締めしておき、1 リング組立て完了後、断面寸

法を確認して本締めする。なお、本締を行う際には、円周方向を先に、次に軸方向のボ

ルトの締付けを行うこと。また、原則として 1 リング組み立て完了毎に、水平度、垂直

度等の確認を行う。

7.  受注者は、ライナープレートと地山との空隙に発砲モルタルをグラウト（自然圧力）

し、ライナープレートが動かないようにする。

8.  受注者は、ライナープレートの組み立てにおいて、継ぎ目が縦方向に通らないように

交互（チドリ状）に設置する。

9.  受注者は、ライナープレート、補強リング組み立てボルトの締付作業は、所定のトル

クを確保するため、トルクレンチを用いて施工する。

10．受注者は、推進工法等鏡切が必要な場合は、事前に H鋼等で補強する。

3－3－5 コンクリート及びＰＣ矢板

1.  運搬に当たっては、たわみ又は亀裂が生じないよう注意する。

2.  打込み中に打ち損じた場合は、他の良品をもって打ち替え、打込み傾斜の甚だしい場

合は、修正又は打ち替える。

3.  打込み中、隣接矢板の共下がりを防止するよう適切な措置を講じる。

4.  打込やぐらには、明りょうな目盛板を取付け、モンケンの落下高、沈下量等が判別で

きるようにする。

第４節 基 礎 工

3－4－1 ぐり石基礎その他

1.  基礎用砕石材は、草木その他の有害物を含まない良質なものを使用する。

2.  ぐり石、割ぐり石等を基礎底面に用いるときは、石材が十分かみ合うよう張り立て所

定の目潰し材を施し、むらのないよう十分つき固める。

3.  砕石、砂利、砂等を基礎底面に用いるときは、所定の厚さにむらのないよう敷きなら

し、十分締め固める。

3－4－2 杭基礎一般

1.  基礎杭の施工は、日本道路協会「道路橋示方書・同解説」（Ⅰ共通編Ⅳ下部構造編 平

成 25年 1月）に準拠する。

2.  受注者は、杭の施工に当っては、知識、経験を有する管理技術者を常駐させ、技術上

の指導、統括を行わせる。
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3. 試験杭の施工は、その工事に使用する施工法により監督員立会いのもとで実施し、施

工性、支持地盤、杭長、支持力等を確認して、その結果を監督員に提出する。

   試験杭は、原則として本杭を兼ねるものとし、施工場所、本数等は監督員が指示する。

4.  杭の載可試験に当たっては、方法、時期等について事前に監督員と協議し、監督員立

会いのもとで実施する。

   なお、載可試験方法は、地盤工学会「杭の鉛直載可試験方法・同解説」（第 1回改訂版

平成 14年 5月）による。

5.  杭の平面位置、標高には、正確を期すとともに、施工中逐時確認できるよう水準点、

引照杭を堅固に設置する。

6.  杭の作業記録、品質管理記録、出来形管理記録は、施工後速やかに作成して監督員に

提出する。

3－4－3 木 杭

1.  杭はまっすぐな生松を用い、現場で皮はぎを行い、その先端は、角垂形に削り、地質

の固さに応じて鈍角にする。

2.  杭の継手は、中心軸に直角に切って密着させ、木又は鉄製添え板を杭の接合部周囲に

十分密着させ、打込み時の衝撃等により偏心、屈曲のないようにする。

3－4－4 既製杭（PC 杭、PHC 杭、鋼管杭）

1.  一般事項

(1) 既製杭の施工は、一般に打込み工法か、中堀り圧入工法のいずれかとし、プレボー

リング工法については、事前に監督員と協議し承諾を得る。

既製杭は、原則として JIS 規格品を使用する。

(2)   杭は、現場搬入時に監督員の検査を受ける。検査の結果有害な欠陥等により不合格   

とされた杭は、直ちに搬出し、これを使用しない。

   また、施工中あるいは、保管中、杭に損傷、変形等を生じた場合も同様とする。

(3)   杭は、所定の位置に正しく建て込み、鉛直又は規定の傾斜角を確保して、正確に施

工する。

(4) 杭打ちに当たっては、適切なキャップ、クッションを使用するとともに、偏打を防    

止して杭体の破損等を起こさないようにする。

(5) 現場溶接は、アーク溶接を標準とし、溶接作業は、十分な知識と経験を有する溶接

施 工管理技術者が常駐し、統括管理する。

(6)   現場継手は、打撃時及び荷重負担時の軸方向の偏心による曲げの発生を防止す    

るために、上下の杭の軸線は、同一線上に合致するように、組合せて保持する。

(7) 中堀り圧入工法による施工に当たっては、先掘りあるいは、拡大掘りを行わない。

      なお、やむを得ず先掘りを行う場合は、監督職員と協議する。

(8) 支持杭は、杭先端が、支持地盤に到達したことを確認した後、所定の深さ以上を確実

に打ち込む。

(9) 杭の支持力は、全本数を「くい打ち公式」により測定し、所定の支持力が得られてい

ることを確認して、その記録を速やかに監督員に提出する。
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(10)   既製コンクリート杭又は、鋼管杭の先端処理をセメントミルク噴出攪拌方式による

場合は、杭基礎施工便覧に示されている工法技術又は、これと同等の工法技術による

ものとし、受注者は、施工に先立ち、当該工法技術について、監督員の承諾を得る。

2. コンクリート杭（PC杭、PHC 杭）

(1)   杭の輸送、杭打ち施工等に当たっては、JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施

工標準）による。

(2)   杭を切断する場合は、杭体に損傷を与えないよう十分注意するとともに、緊張力の   

低下を起こさないようにする。

3. 鋼管杭

(1)   鋼管杭の中空部は、砂等で確実に充填する。

(2)   杭頭は、平滑に切断し、鉄筋、蓋板、形鋼等を確実に溶接する。

3－4－5 場所打ち杭

1.  機械掘削による工法

(1)  掘削機の据付け地盤は、作業中、掘削機が傾くことがないよう注意する。

  (2)  掘削機は、施工順序、機械進入路、隣接構造物等の作業条件を考慮して機械の方向

を定め水平に正しく据付ける。

(3)  掘削器具は、杭径、地質に適したものを使用し、所定の断面を確保する。

(4)  掘削は、周辺地盤及び支持層を乱さないように注意し、所定の支持地盤まで確実に

掘削する。

   (5)  掘削は地質に最も適した掘削速度で行う。

  (6) 掘削に当たっては、掘削深度と排出土砂及び孔内水位の変動を常に監視し、孔壁の

崩壊防止に努める。また、ベントナイト泥水を用いるときは、常に孔内の泥水濃度、

比重等を管理し、必要により適切な処置を講ずる。

(7) 支持層は、地質柱状図と掘削深度及び掘削頻度を参考にして、掘削土砂により確認

する。孔底の沈でん物は、適切な方法で完全に取り除く。

(8)  掘削が所定の深さに達したときは、監督員立会いのうえで、超音波探査等適切な方

法により深度、杭径、垂直性等の確認を受ける。

(9) 鉄筋建込みは、鉄筋かごを杭中心に正しく合わせ、垂直度を正確に保ち、ケーシン

グチューブのない工法では、孔壁を壊さないように静かにつり込む。

（10） 鉄筋の組立ては、コンクリート打込みの際、動かないようアーク溶接で十分堅固に

組立て、運搬は変形を生じないよう行う。

（11）  鉄筋かごの継手は、重ね継手を標準とする。

  （12） コンクリート打ちは、一般にトレミー管を用いて行い、打込み量及び打込み高を常

に計測する。トレミー管先端とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の配置、コ

ンクリート打込み数量から検討し、トレミー管をコンクリート内に原則として２ｍ以

上入れておく。

（13） ケーシングチューブの引抜きは、鉄筋かごの共上がりを起こさぬよう注意するとと

もに、原則としてケーシングチューブ先端をコンクリート立上り面から２ｍ以上コン

クリート内に入れておく。
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（14） コンクリートの打込みは、連続して行い、立上がり面は、レイタンスを除き、50 ㎝

程度余分に打ち込む。余分に打ち込んだ部分は、硬化後取り壊し規定高に仕上げる。

2.  深礎工法

(1)  掘削後直ちに十分安全な土留を行う。土留は、脱落、変形、緩みがないよう堅固に組

み立てる。

(2)  余掘りは、最小限にするとともに土留と地山とのすき間は、十分な裏込め注入を行う。

(3)  掘削が支持層に達したときは、監督員の確認を受けたのち、速やかに鉄筋組立て、コ

ンクリート打ちの一連の作業を行う。

3－4－6 ケーソン

1.  オープンケーソン工

(1)   施工に当たっては、知識、経験を有する管理技術者を常駐させ、技術上の指導、統

括を行わせる。

(2)   オープンケーソンのコンクリート打設、1ロットの長さ、掘削方法、載荷等について

は、施工計画書に記載する。

(3)   オープンケーソン用刃口は、図面及び特記仕様書により製作するものとし、監督員

のを受けた後、使用する。刃口は、所定の位置に正確に据付け、不等沈下を起こさな

いように行う。

(4)   オープンケーソンコンクリート打ちの１ロットは、連続施工する。

(5)   オープンケーソンの沈下中は、全面を均等に掘り下げ、トランシスト等で観測して

移動や傾斜を生じた際には、速やかに矯正する。また、沈下量は、オープンケーソン

の外壁に刃口からの長さを記入し、これを観測する。

(6)   沈下を促進するため過度の掘り起こしは行わない。

(7)   著しく沈下困難な場合は、監督員と協議する。

(8)   オープンケーソンが所定の深さに達したときは、底部の地盤を確認し監督員に報告

する。

(9)   機械により掘削する場合は、作業中、オープンケーソンに衝撃を与えないように注

意する。

(10) 底版コンクリートを打つ前に、刃口以上にある土砂を浚渫する。また、掘り過ぎた

部分はコンクリート等で埋戻す。

(11)  底版コンクリート打設後は、原則としてケーソン内の湛水を排除しない。

2. ニューマチックケーソン工

(1)  施工に当たっては、知識、経験を有する管理技術者を常駐させ、技術上の指導、統

括を行わせる。

(2)  ケーソン用刃口は、「オープンケーソン用刃口」と同様に製作し据付ける。

(3)  ニューマチックケーソンの施工に当たっては、特に工事中の事故及びケーソン内作業

の危険防止をはかるため、諸法令を遵守し、十分な設備をする。

(4)  沈設は、ケーソン自重、載荷荷重、摩擦抵抗の低減などにより行うことを標準とする。
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やむを得ず減圧沈下を併用する場合は、ケーソン本体の安全性及び作業員の退出 を確

認し、さらに近接構造物への影響等を十分検討したうえで行う。

(5)  ニューマチックケーソンが所定の深さに達したときは、底部の地盤及び地耐力を確

認し、監督員に報告する。

(6)  ニューマチックケーソンの沈下が完了したときは、刃口面で地ならしを行い、刃口

周辺から中央に向かって中埋めコンクリートを打設するものとし、打設後２４時間以

上送気圧を一定に保ち養生する。

3－4－7 地盤改良

1.  置換工法

(1)   置換工法に使用する土砂等は、良質のものを使用し、必要に応じて土質試験成績表

を提出する。

(2)  置換底面は、現地の状況に応じて監督員の指示する深さまでとし、置換に当たって

は、置換材料の一層の厚さ、締固め等を 3－2－2 埋戻工及び盛土工 の規定に準じて

行うとともに、水替えを十分に行いながら入念に施工する。

第５節 薬液注入工

付編 ３．薬液注入工事による。

第６節 コンクリート工

3－6－1 一般事項

1.  コンクリート工の内、本節に示されていない事項については、土木学会「コンクリート

標準示方書」（平成 25年 3月）に準拠するものとする。上記の示方書における「責任技術

者」が行う指示、 承諾及び検査事項の取扱いに関しては、あらかじめ監督員と協議し、そ

の指示に従う。

2.  工事開始前に運搬、打込み等につき、あらかじめ全体計画を立て、監督員に提出する。

3－6－2 材料の貯蔵

1.  セメントは、地上３０ｃｍ以上の床をもつ防湿的な倉庫に貯蔵し、検査に便利なように

配置し、入荷の順に使用する。

2.  袋詰めセメントの積み重ねは、１３袋以下とする。

3.  貯蔵中にできたセメント塊は、使用しない。

4.  長時間倉庫に貯蔵したセメント又は湿気を受けた疑いのあるセメントは、あらかじめ試

験を行い、監督員の指示により使用する。

5.  細、粗骨材は、それぞれ別々に貯蔵するとともに、ごみ、雑物等が混入しないようにす

る。

6.  混和剤は、ごみその他の不純物が混入しないようにする。粉末状の混和剤は、吸湿した

り固まったたりしないよう、また液状の混和剤は分離したり変質しないように貯蔵する。

7.  鉄筋は、直接地上に置くことを避け、倉庫又は適切な覆いをして貯蔵する。
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3－6－3 耐久性向上対策

    コンクリートは、塩化物総量規制のもの及びアルカリ骨材反応試験で無害な骨材を使用

する。なお、水密を要するコンクリート構造物及び特に耐久性を要するコンクリート構造

物の許容塩化物量は、0.3 ㎏/m3(Cl-重量)とする。

    また、試験結果は、監督員に提出する。

3－6－4 配合

1. コンクリートの配合は、図面.特記仕様書等によるものとする。

2.  コンクリートの配合は、所要の強度、耐久性、水密性及び作業に適するワーカビリティ

ーをもつ範囲内で、単位水量ができるだけ少なくなるように、試験によって決定する。

3－6－5 練り混ぜ

1.  コンクリートの練り混ぜは、原則として JIS A 8603（コンクリートミキサ）に適合する

ミキサを使用し、ミキサの練り混ぜ試験は JIS A 1119（ミキサで練り混ぜたコンクリート

中のモルタルの差及び粗骨材料の差の試験方法）及び土木学会基準「連続ミキサの練り混

ぜ性能試験方法」による。

2.  材料の計量誤差は、骨材及び混和剤溶液については３％以内、混和材は２％以内、セメ

ント及び水は１％以内である。この場合各材料は、重量で計量する。

3.  １バッチの分量は、ミキサの容量に合わせるものとする。

4.  練り混ぜ時間は、試験によって定めるものを原則とする。試験をしないときは、ミキサ

内に材料を全部投入した後、可傾式ミキサを用いる場合は、１分３０秒以上、強制練りミ

キサを用いる場合は、１分以上練り混ぜる。

5.  手練りの場合は、必ず鉄板の上で所定の配合に混合し、全部同一色となるまで数回空練

りした後、清水を注ぎながら、さらに５回以上切り返して所定のスランプになるようにす

る。

6.  レディ－ミクストコンクリートは、JIS A 5308（レディ－ミクストコンクリート）に準

拠する。

7.  レディ－ミクストコンクリートは、コンクリートの打ち込みに支障のないよう、受取時

間その他について製造業者と十分打ち合わせを行う。

8.  レディ－ミクストコンクリートは、監督員と協議し、荷下ろし場所においてプラスチッ

クな状態で分離又は、固まり始めないものを用いる。

9.  固たまり始めたコンクリートは、練り返して用いない。なお、材料の分離を起こしてい

る場合は、打ち込む前に練り直して用いる。

3－6－6 運 搬

1.  運搬車の使用にあたって、練りまぜたコンクリートを均一に保待し、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する。これにより難い場合は、

監督員と協議する。
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なお、受注者は、運搬車にダンプトラック等を使用する場合には、その荷台を平滑で、

かつ防水構造とする。

2. コンクリートポンプを用いる場合は、土木学会「コンクリートのポンプ施工指針（案）

5章圧送」の規定による。また、受注者はコンクリートプレーサー、ベルトコンベア、そ

の他を用いる場合も、材料の分離を防ぐようこれらを配置する。

3.  シュートを用いる場合には、縦シュートを用いるものとし、漏斗管あるいは、これと同

等以上の管を継ぎ合わせて作り、コンクリートの材料分離が起こりにくいものにする。

なお、これにより難い場合は、監督員の承諾を得るものとする。

3－6－7 コンクリート打設

1.  コンクリートの運搬、打込みの方法、区画並びに使用する機械器具は、あらかじめ監督

員に提出する。

2.  コンクリートを打込ちむ前に打設場所を清掃し、すべての雑物を取り除く。

3.  コンクリートを打込ちむ前に必要に応じて敷きモルタルを施す。敷モルタルは、コンク

リート中のモルタルと同程度の配合とする。

4.  根堀り内の水は、打設前に除去し、また、根掘り内に流入する水が新しく打ったコンク

リートを洗わないように適切な処理を講じる。

5.  打設に際しては、型枠、鉄筋の組立て、その他施工設備について監督員の立ち会いを受

けた後、鉄筋の配置を乱さないように注意して施工する。

6.  コンクリートの運搬又は打込み中に材料の分離を認めたときは、練り直して均質なコン

クリートにする。

7.  一区画内のコンクリートは、打込みが完了するまで連続して打ち込む。

8.  コンクリートは、その表面が一区画内でほぼ水平となるように打つ事を標準とする。コ

ンクリート打込み一層の高さは、４０cm以下を標準とする。

9.  シュートで運搬したコンクリートを直接型枠内に打ち込まない。シュートの吐き口には

受け口設け、コンクリートをこれに受け、練り混ぜながら型枠内に打ち込む。

10. 縦シュートは、管を継ぎ合わせて作り、自由に曲がるようにし、斜シュートは、材料分

離を起こさない角度とする。

11.  コンクリート打設中表面に浮かび出た水は、適切な方法で直ちに取り除く。

12.  コンクリートポンプを使用する場合は、「コンクリートのポンプ施工指針（案）５章圧送」

（土木学会、平成１２年２月）の規定による。

3－6－8 締め固め

1.  打設中及び打設後のバイブレータ又は突き棒により十分に締め固め、鉄筋の周囲及び型

枠の隅々まで良くゆきわたるよにする。

2. コンクリートゆきわたり難い箇所は、打設前にコンクリート中のモルタルと同程度の配

合モルタルを打つ等の方法をにより、コンクリートを確実にゆきわたらせる。

3. 締固め作業に当たっては、鉄筋、型枠等に悪影響を与えないよう十分注意する。



3-13

3－6－9 養生

1.  コンクリートは、打設後、低温、乾燥並びに急激な温度変化等による有害な影響を受け

ないように十分養生する。

2.  養生方法、養生日数については、監督員と協議する。

3.  コンクリートは、硬化中に振動、衝撃並びに荷重を加えないよう注意する。

表-3.1 コンクリートの養生期間

高炉セメントＢ種 普通ポルトランドセメント 早強ポルトランドセメント

７日以上 ５日以上 ３日以上

（注）寒中コンクリートの場合は、3－6－12 寒中コンクリートの規定による

3－6－10 打ち継目

1.  コンクリートの打ち継目は、水平継目を標準とする。

2.  水密構造物の打ち継ぎ目は、漏水のないように入念に施工する。特に打ち継目に止水板

等を挿入する場合は、3.8 伸縮継目による。

3.  打ち継目は、打設前に型枠を締め直し、硬化したコンクリートの表面を処理して、十分

に吸水させた後、モルタル又はセメントペーストを敷き、直ちに打設する。

4.  設計又は施工計画で定められた継目の位置及び構造は、厳守する。

3－6－11 表面仕上げ

1.  受注者は、せき板に接して露出面となるコンクリートの仕上げにあたっては、平らなモ

ルタルの表面が得られるように打込み、締固める。

2.  受注者は、せき板に接しない面の仕上げにあたっては、締固めを終り、ならしたコンク

リートの上面に、しみ出た水がなくなるかまたは上面の水を処理した後で仕上げ作業変更

に取りかかる。

3－6－12 寒中コンクリート

1.  日平均気温が４℃以下になることが予想されるときは、寒中コンクリートとしての施工

を行う。

2.  凍結しているか又は、氷雪の混入している骨材をそのまま用いない。

3.  セメントは、どんな場合でも直接熱しない。

4.  打設時のコンクリート温度は、原則として５～２０℃の範囲とする。

5.  コンクリートは、打設後、風を通さないもので覆い、特に継目から風が吹きこまないよ

うにして内部温度の低下を防ぎ、局部的に甚だしい温度差を生じないようにするとともに、  

施設内部は十分な温度を保たせる。  
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6.  凍結によって害を受けたコンクリートは、取り除く。

7.  鉄筋型枠等に氷雪が付着しているとき又は地盤が凍結している場合は、これを溶かした

後コンクリートを打つ。

8.  受注者は、養生中のコンクリートの温度を 5℃以上に保たなければならない。また、養

生期間については、特に監督員が指示した場合のほかは、表-3.2 の値以上とするものと

する。

なお、表-3.2 の養生期間の後、さらに 2日間はコンクリート温度を 0℃以上に保つ。

   表-3.2 寒中コンクリートの養生期間

構造物の

露出状態

断    面 普 通 の 場 合

セメントの

      種類

養生温度

普 通        

ポルトランド

早強ポルトランド

普通ポルトランド

＋   促進剤

混        合

セメントＢ種

(1)連続してあるいはしばしば

水で飽和されている状態

5 ℃ 9 日 5日 12 日

10 ℃ 7 日 4日 9日

(2)普通に露出状態にあり

(1)に属さない部分

5 ℃ 4 日 3日 5日

10 ℃ 3 日 2日 4日

3－6－13 暑中コンクリート

1.  日平均気温が２５℃を超えることが予想されるときは、暑中コンクリートとしての施工

を行う。

2.  長時間炎熱にさらされた骨材は、なるべく冷たい水をかけて冷やす。

3.  水は、できるだけ低温度のものを使用する。

4.  高温のセメントは用いない。

5.  コンクリート打設前に、地盤、基礎等コンクリートから吸水するおそれのある部分は、

十分に濡らしておく。また、熱せられた地盤の上にコンクリートを打たない。

6.  コンクリートの温度は、打込みのとき３５℃以下とする。

7.  練り混ぜたコンクリートは、１時間以内に打ち込む。

8.  コンクリートの表面は、湿潤に保てるよう養生する。

3－6－14 海水の作用を受けるコンクリート

1.  海水の作用を受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、養生などを行う。

2.  骨材について海水の作用に対して耐久的なものとする。

3.  ポゾランを用いるときは、監督員の承諾を得る。

4.  設計図書に示す最高潮位から上60cm及び最低潮位から下60cmの間のコンクリートは水

平打継目を設けてはならない。干満差が大きく一回の打ち上がり高さが非常に高くなる場

合やその他やむを得ない事情で打ち継目を設ける場合がある場合には、監督員の承諾得る。

5.  普通ポルトランドセメントを用いた場合、材令５日以上、高炉セメント、フライアッシ
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ュセメントを用いた場合、Ｂ種については、材令７日以上とし、さらに日平均が１０℃以

下になる場合には、９日以上になるまで海水に洗われないように保護する。

3－6－15 コンクリートの品質管理

1.  レディーミクストコンクリートの製造、品質、試験方法等は、JIS A 5308（レディーミ

クストコンクリート）に準拠して行い、品質管理は厳重に行う。

2.  工事開始前にコンクリートに用いる材料及び配合を定めるための試験を行うとともに、

機械及び設備の性能を確認する。

3.  工事中コンクリートの均等性を高め、また所定のコンクリートの品質を維持するため、

次の試験を行う。

(1) 骨材の試験

(2) スランプ試験

(3) 空気量試験

(4) コンクリートの単位容積重量試験

(5) コンクリートの圧縮試験

(6) アルカリ骨材反応試験

(7) 海砂中の塩分含有量の試験

(8) その他監督員の指示する試験

第 7 節 型枠工及び支保工

3－7－1 一般事項

1.  型枠は、木製又は金属製を標準とする。

2.  金属製型枠材は、JIS A 8652(金属製型わくパネル)に準拠する。

3.  型枠工及び支保工は、コンクリート部材の位置、形状及び寸法が正確に確保され、満足

ないコンクリートが得られるように施工する。

4.  型枠は、容易に組立て及び取り外しができ、モルタルの漏れのない構造にする。

5.  型枠工及び支保工は、コンクリートがその自重及び工事施工中に加わる荷重を指示する

に必要な強度に達するまで、これを取り外さない、なお、型枠及び支保工の存置期間及び

取り外し順序は、監督員と協議する。

6. 必要がある場合、コンクリートの角に面取りができる構造とする。

7. スパンの大きい部材の型枠及び支保工には、適切な上げ越しをつける。

3－7－2 支保工

1.  支保工は、十分な支持力を有し、振動等で狂いを生じないよう堅固に設置するもので、

その構造図及び計算書を監督員に提出する。

2.  基礎地盤が軟弱な場合は、受台等を設け、沈下を防ぐようにする。

3.  支保工は、くさび、砂箱、ジャッキ等で支え、振動、衝撃を与えなくても容易に取り外
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しができるようにしておく。

4.  スパンの大きいコンクリート部材の支保工には、適切な上げ越しをつける。

5.  支保工の取り外し時期については、監督員と協議する。

6.  鋼管支柱（パイプサポート）を用いる場合は、JIS A 8651（パイプサポート）に準拠す

る。

3－7－3 型枠工

1.  せき板を締付けるには、鉄線ボルト又は棒鋼等を用い、これらの締付材は、型枠を取り

外した後、コンクリート表面に残しておかない。

2.  支承、支柱、仮構等は、くさび、ジャッキ等で支え、振動衝撃を与えないで容易に型枠

を取り外せるようにする。

3.  型枠内面にはく離材又は、鉱油を塗布する場合は、平均に塗布し、鉄筋に付着しないよ

うにする。

4.  型枠と足場とは、連結しない。

第８節 鉄筋工

3－8－1 一般事項

1.  鉄筋の加工組立て及び継手を設ける場合は、土木学会「コンクリート標準示方書」（平

成 25年 3月）に準拠する。

2.  鉄筋は、常温で加工する。

3.  鉄筋は、組立てる前に鉄筋とコンクリートとの付着を害する浮きさび、油脂、その他の

異物を取り除き清掃する。

4.  鉄筋は、設計図書に基づき正確な位置に配置し、コンクリートの打込み中に動かないよ

う堅固に組み立てる。

5.  鉄筋のかぶりを保つために、スペーサ―を配置する。スペーサ―は、本体コンクリート

と同等以上の品質を有するコンクリート製又はモルタル製でのものを使用する。これ以外

のスペーサを使用する場合、使用前に監督員に承諾を得る。

6.  鉄筋の被りとは、コンクリート表面から鉄筋までの最短距離をいい、設計上のコンクリ

ート表面から主鉄筋の中心線までの距離とは異なる。

   図-3.１ 鉄筋のかぶり
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3－8－2 鉄筋の継手

1.  設計図書に示されていない鉄筋の継手を設けるときには、継手の位置及び方法について

施工前に監督員の承諾を得る。

2.  鉄筋の重ね継手を行う場合は、設計図書に示す長さを重ね合わせて、直径 0.8mm 以上の

なまし鉄線で数箇所緊結する。

3.  鉄筋の継手にねじふし鉄筋継手、ねじ加工継手、溶接金属充てん継手、モルタル充てん

継手、自動ガス圧接継手、エンクローズ溶接継手などを用いる場合には、鉄筋の種類、直

径及び施工箇所に応じた施工方法を選び、その品質を証明する資料を監督員に提出する。

4.  将来の継ぎたしのために構造物から鉄筋を露出しておく場合には、損傷、腐食等をうけ

ないようにこれを保護する。

5.  鉄筋の継手位置として、引張応力の大きい断面は避ける。

6.  設計図書に明示した場合を除き、継手を同一断面に集めてはならない。また、受注者は、

継手を同一断面に集めないために継手位置を軸方向に相互にずらす距離は、継手の長さに

鉄筋直径の 25倍を加えた長さ以上とする。

7.  継手部と隣接する鉄筋とのあきまたは継手部相互のあきを、粗骨材の最大寸法以上とす

る。

3－8－3 鉄筋ガス圧接

1.  ガス圧接工事は、設計図書に示されたものを除き、日本鉄筋継手協会「鉄筋継手工事標

準仕様書ガス圧接継手工事」（平成２１年９月）に準拠する。

2.  ガス圧接工は、JIS Z 3881（鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準）

に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験の技量を有する技術者とする。

また、自動ガス圧接装置を取扱う者は、JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）に規定す

る棒鋼を酸素、アセチレン炎により圧接する技量を有する技術者とする。

    なお、ガス圧接の施工方法で熱間押抜法とする場合は、監督員の承諾を得る。また、資

格証明書の写しを監督員に提出する。

3.  圧接部の検査方法は、外観検査及び抜取検査｛引張試験法 JIS Z 3120（鉄筋コンクリー

ト用棒鋼ガス圧接継手の検査方法）｝とする。これ以外の検査方法を行う場合は、監督員の

承諾を得る。

4.  監督員が必要と認めた場合は、施工中に抜取試験を行うことができる。

第９節 伸縮目地

3－9－1 一般事項

1.  止水板の施工に先立ち、躯体の施工図とともに止水板の割付図を提出する。

2.  止水板の荷下し及び運搬のときは、止水板に損傷を与えないようにする。

3.  止水板の保管は、雨水、直射日光を避け、屋内で保管する。

4.  止水板の現場接合箇所は、極力少なくする。

5.  止水板の現場接合に当たっては、接合作業者の技量、天候、季節、作業環境等に十分配

慮する。
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6.  現場での止水板加工は、原則として行わない。

7.  型枠に止水板を取り付けるときは、止水板が左右均等に入るようにする。また、止水板

には一切釘等は打たない。

8.  止水板は、型枠に取り付けた後、鉄筋を用いて一定間隔に保持し、著しい「たれ」が起

きないようにする。

9.  止水板の現場接合部分の端面は、直角にする。

10． 止水板の現場接合は、直線部分のみとし、その部分の接合は、すべて工場接合とする。

11.  所定の位置に止水板を取付けた後は、コンクリート打設まで止水板に損傷を与えないよ   

う適切な保護を行う。

12.  コンクリート打設時には、止水板を点検し、損傷、設置位置のずれがないことを確認す

るとともに、止水板の移動がないことを確認する。

13.  止水板が水平に設置されている場合には、止水板の下側にもコンクリートがよく詰まる

よう、コンクリートを止水板の高さまで打設した時点で一旦止めて、十分にコンクリート

を締め固めると同時に、止水板下面の水及び空気を排出する。

14.  止水板が垂直に設置されている場合は、打設したコンクリートが止水板の両側で差を生

じないよう、均等にコンクリートを打設し、十分バイブレータで締め固める。

3－9－2 止水板

1．ゴム制止水板

(1) 止水板接合部の表面、裏面、端面を研磨する。

(2) 止水板の接合方法は、すべて加硫接合とする。

2.  塩化ビニル製止水板

(1)  止水板は、JIS K 6773（ポリ塩化ビニル止水板）を使用する。

(2)  止水板の接合方法は、熱融着とするとともに、接合部の上面、下面の接合線に極端な

不陸がないようにする。

3－9－3 伸縮目地板及び目地材

1.  伸縮目地板は、先打ちコンクリート面を清掃し、コンクリート釘、接着剤等を用いて取

り付け、コンクリート打ち込みに際し、脱落しないよう十分注意して施行する。

2.  伸縮目地材は、十分な伸縮性及び接着性等を有し、夏季等高温時に溶けないものを用い

る。

3.  充填箇所は、コンクリートの凸凹をなくし、レイタンス、砂、ごみ等の除去を完全に行

うとともに、接着面を完全に乾燥させ、プライマー塗布する。

4.  目地材の充填に当たっては、プライマーが十分コンクリート面に浸透した後、へら又は

指先等で目地材をすき間のないよう十分充填する。
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第１０節 石積（張）工及びコンクリートブロック積（張）工

3－10－1 一般事項

1.  遣り方は、設計図に従い、石積前面及び裏込め部にそれぞれ設置し、監督員の確認を受

ける。

2.  積み石は、施工に先立ち石に付着したごみ、汚物を清掃する。

3.  石積（張）工は、特に指定されていない限り谷積みとする。根石は、なるべく大きな石

を選び、所定の基礎又は、基礎工になじみよく据付ける。

図-3.2 谷積み

4.  石積（張）工は、等高を保ちながら積み上げる。

5.  石積（張）工は、四ツ巻、八ツ巻、四ツ目、落とし込み、目通り、重箱あるいはえら、

たな、はらみ、逆石、裏石、その他の欠点がないように積み上げる。

6.  張石は、施工に先立ち所定の厚さに栗石を敷き均し、十分突き固めを行う。また、張

石は、凸凹なく張り込み、移動しないよう栗石等を充填する。

7.  裏込めに栗石を使用する場合は、切込砂利等ですき間を埋める。

3－10－2 空石積（張）工

      胴かいで積石を固定し、胴込め、裏込めを充填しつつ平たい大石を選んで尻かいを施

して主要部を完全に支持し、そのすき間を埋めるには砂利又は砕石をもって十分堅固に

する。

3－10－3 練石積（張）工

1.  尻かいにて積石を固定し、胴込めコンクリートを充填し、十分突き固めを行い、合端

付近に著しいすき間が生じないよう入念に施工する。

2.  裏込めコンクリートは、石積み面からコンクリート背面までの厚さを正しく保つよう

にする。

3.  伸縮目地、排水孔等の施行に当たっては、監督員と十分協議する。

4.  合端に目地モルタルを塗る場合は、監督員の承諾を得る。

5.  1 日の積み上がり高さは、1.2ｍ程度を標準とする。

3－10－4 作業土工（床堀り・埋戻し）

作業土工の施工については、3.2（土工事）の規定によるものとする。
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3－10－5 コンクリートブロック工

1.  コンクリートブロック工とは、コンクリートブロック積み、コンクリートブロック張

り、連結ブロック張り及び天端保護ブロックをいうものとする。

2.  コンクリートブロック積みとは、プレキャストコンクリートブロックによって練積み

または空積みされたもので、法勾配が 1：1より急なものをいうものとする。コンクリー

トブロック張りとは、プレキャストブロックを法面に張りつけた、法勾配が 1：1若しく

は 1：1よりゆるやかなものをいうものとする。

3.  コンクリートブロック張りの施工に先立って、砕石、割ぐり石またはクラッシャラン

を敷均し締固めを行わなければならない。また、ブロックは凹凸なく張込む。

4.  コンクリートブロック工の空積み及び空張りの積上げにあたり、胴かい及び尻かいを

用いて固定し、胴込め材及び裏込め材を充填した後に締固める。

5.  コンクリートブロック工の練積みまたは練張りの施工にあたり、合端を合わせ尻かい

を用いて固定し、胴込めコンクリートを充填した後に締固め、合端付近に空隙が生じな

いようにする。

6.  コンクリートブロック工の練積みまたは練張りにおける裏込めコンクリートは、設計

図書に示す厚さを背面に確保するために、裏型枠を設けて打設する。ただし、コンクリ

ート打設した後に施工し、これによりがたい場合は、監督員と協議する。

7.  コンクリートブロック工の練積みまたは練張りにおける伸縮目地、水抜き孔などの施

工に当たり、施工位置については設計図書に従って施工する。

8.  コンクリートブロック工の練積みまたは練張りにおける合端の施工にあたり、監督員

の承諾を得なければ、モルタル目地を塗ってはならない。

図-3.3 コンクリートブロック工

（注）裏込め材の範囲は国土交通省制定の土木構造物標準設計参照

9.  プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りにおいて、末端部

及び曲線部等ですき間が生じる場合には半ブロックを用いるものとし、半ブロックの設

置が難しい場合はコンクリート等を用いる。また、縦継目はブロック相互の目地が通ら
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ないように施工する。

10.  プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りにおいて、ブロッ

クの目地詰めには、空隙を生じないように目地材を充填し、表面を平滑に仕上げる。

11.  連結ブロックの連結材の接合方法について、あらかじめ施工計画書に記載する。

3－10－6 緑化ブロック

1.  緑化ブロック基礎のコンクリートは設計図書に記載されている打継目地以外には打継

目地なしで一体となるように打設する。

2.  緑化ブロック積みの施工に当たり、各ブロックのかみ合わせを確実に行う。

3.  緑化ブロック積みの施工に当たり、緑化ブロックと地山の間に空隙が生じないよう

に裏込めを行い、1段ごとに締固める。

4.  工事完了引渡しまでの間、緑化ブロックに植栽を行った植物が枯死しないように養生

する。工事完了引渡しまでの間に植物が枯死した場合は、受注者はその原因を調査し監

督員に報告するとともに、再度施工し、施工結果を監督員に報告する。

第１１節 構造物取壊し工

3－11－1 一般事項

1.  工事の施工に伴い生じた建設副産物について、1-1–15 捨土及び建設副産物 の規定に

よる。

2.  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行う。

3－11－2 構造物取壊し工

1.  コンクリート構造物取壊し及びコンクリートはつりを行うに当たり、本体構造物の一

部を撤去する場合には、本体構造物に損傷を与えないように施工する。   

2.  舗装版取壊しを行うにあたり、必要に応じてあらかじめ舗装版を切断するなど、他に

影響を与えないように施工する。

3.  石積み取壊し、コンクリートブロック撤去及び吹付法面取壊しを行うにあたり、地山

法面の雨水による浸食や土砂崩れを発生させないよう施工する。

4.  鋼材切断を行うにあたり、本体部材として兼用されている部分において、本体の部材

に悪影響を与えないように処理する。

5.  鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜き跡の空洞を砂等で充填するなどして地盤沈下を生じないよ

うにする。ただし、地盤に変化が生じた場合には、受注者は監督員と協議する。

6.  根固めブロック撤去を行うにあたり、根固めブロックに付着した土砂、泥土、ゴミを

現場内において取り除いた後運搬するが、これによりがたい場合は監督員と協議する。
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3－11－3 道路施設撤去工

1.   道路施設の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施

工する。

2.   道路施設の撤去に際して、損傷等の悪影響が生じた場合に、その措置について監督員

と協議する。

3.   道路施設の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じる。

4.   側溝・街渠、集水枡・人孔の撤去に際して、切廻し水路を設置した場合は、その機能

を維持するよう管理する。

第１２節 一般舗装工

3－12－1 一般事項

1.  本仕様書及び道路管理者の仕様書や指示条件等による他、日本道路協会の「アスファ

ルト舗装工事共通仕様書解説（改訂版）」、「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、「舗

装の構造に関する技術指針・同解説」、「セメントコンクリート舗装要綱」、「舗装試験法

便覧」等に準拠して施工する。

2.   この仕様書に規定する事項と占用許可条件が競合する場合は、許可条件が優先するも

のとする。

3.   復旧範囲は、原則として掘削部分及びその外周の影響部分とする。

4.   舗装着手前に路床面の不陸整正をする。

5.   路盤の施工に先立って、路床面または下層路盤面の浮石、その他の有害物を除去す

6    路床面または下層路盤面に異常を発見したときは、その処置方法について監督員と協

議する。

7.  消火栓、各弁室、人孔、縁石等舗装と接触する部分をあらかじめ入念に清掃し、また

舗装の切断面は整正し、清掃する。

8.  本復旧完了後、速やかに交通を開放しなければならない。なお、受注者は交通開放後、

不陸が生じた場合は、同質の材料で直ちに補修する。

9.  表層材料、路盤埋戻し材料及びその厚さについて、これらを確認できる証明書、供試

体を提出する。

３－１２－２ アスファルトの舗装の材料

1.  アスファルト舗装工に使用する材料について、以下は設計図書に定めるものとする。

(1) 粒状路盤材、粒度調整路盤材、セメント安定処埋に使用するセメント、石灰安定
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処理に使用する石灰、加熱アスファルト安定処理・セメント安定処理・石灰安定処

理に使用する骨材、加熱アスファルト安定処理に使用するアスファルト、表層・基

層に使用するアスファルト及びアスファルト混合物の種類

(2) セメント安定処理・石灰安定処埋・加熱アスファルト安定処理に使用する骨材の最

大粒径と品質

(3)  粒度調整路盤材の最大粒径

(4)  石粉以外のフィラーの品質

2.   受注者は、以下の材料の試料及び試験結果を、工事に使用する前に監督員に提出し、承

諾を得る。ただし、これまでに使用実績があるものを用いる場合には、その試験成績表を

提出し、監督員が承諾した場合には、受注者は、試料及び試験結果の提出を省略する事が

できるものとする。

(1)  粒状路盤材及び粒度調整路盤材

(2)  セメント安定処埋、石灰安定処埋、加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使

用する骨材

(3)  基層及び表層に使用するアスファルトコンクリート再生骨材

3.    受注者は、使用する以下の材料の試験成績書を工事に使用する前に監督員に提出し、

承諾を得る。

(1)  セメント安定処理に使用するセメント

(2)  石灰安定処理に使用する石灰

4.   受注者は、使用する以下の材料の品質証明書を工事に使用する前に監督員に提出する。

(1)  加熱アスファルト安定処埋、基層及び表層に使用するアスファルト

(2)  再生用添加剤

(3)  プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料なお、製造後 60日を経過し

た材料を使用しない。

5.  受注者は、小規模工事（総使用量 500ｔ末満あるいは施工面積 2,000m2末満）において

は、使用実績のある以下の材料の試験成績書の提出によって、試験及び試験結果の提出に

代えることができる。

(1)  粒状路盤材及び粒状調整路盤材

(2)  セメント安定処理、石灰安定処理に使用する骨材

6.  受注者は、小規模工事（総使用量 500ｔ末満あるいは施工面積 2,000m2末満）において

は、これまでの実績（週去 1年以内にプラントから生産され使用した）または定期試験に

よる試験結果の提出により、以下の骨材の骨材試験の実施及び試料の提出を省略すること

ができるものとする。
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(1)  加熱アスファルト安定処理に使用する骨材

(2)  基層及び表層に使用する骨材

7.  下層路盤に使用する粒状路盤材は、以下の規格に適合するものとする。

(1)  下層路盤に使用する粒状路盤材は、粘土塊、有機物、ごみ等を有害量含まず、表 4

-1 の規格に適合するもの。

表‐4.1 下層路盤の品質規格

種

別

試験

区分
試験項目 試験方法 規格値 試験基準

材

料

必  須

ふるいわけ試験 JIS A 1102 JIS A 5001による

1回
締固め試験 JIS A 1210

修正ＣＢＲ 舗装試験法便覧 粒状路盤 20％以上

45μm ふるい通過部分の塑性指数 P.I JIS A 1205 6 以下

     

その他

骨材すりへり試験 JIS A 1121

当初及び材料の変化時骨材の比重吸水率の測定 JIS A 1109 1101    

骨材の安定度試験 JIS A 1122

施

工
必  須 現場密度の測定 舗装試験法便覧

最 大 乾 燥 密 度 以 上

93％かつ

Ｘ10：95 ％以上

Ｘ6 ：96 ％以上

Ｘ3： 97 ％以上

1000ｍ2に 1回

10ｍ2未満は除く

8.  上層路盤に使用する粒度調整路盤材は以下の規格に適合するものとする。

(1)  粒度調整路盤材は、粒度調整砕石、再生粒度調整砕石、粒度調整鉄鋼スラグ、水硬

性粒度調整鉄鋼スラグ、または、砕石、クラッシャラン、鉄鋼スラグ、砂、スクリー

ニングス等を本項(2)に示す粒度範囲に入るように混合したものとする。これらの粒

度調整路盤材は、細長いあるいは偏平な石片、粘土塊、有機物ごみ、その他を有害量

含まず、表 4-2 の規格に適合するものとする。

表‐4.2 上層路盤の品質規格

種

別

試験

区分
試験項目 試験方法 規格値 試験基準

材

料

必  須

ふるいわけ試験 JIS A 1102 JIS A 5001による

1 回
締固め試験 JIS A 1210

修正ＣＢＲ 舗装試験法便覧 粒状路盤 80％以上

45μm ふるい通過部分の塑性指数 P.I JIS A 1205 4 以下

     

その他

骨材すりへり試験 JIS A 1121

当初及び材料の変化時骨材の比重吸水率の測定 JIS A 1109 1101    

骨材の安定度試験 JIS A 1122

施

工
必  須 現場密度の測定 舗装試験法便覧

最大乾燥密度 93％以

上かつ

Ｘ10 ：95％ 以上

Ｘ6 ：95.5％ 以上

Ｘ3  ：96.5％ 以上

1000ｍ2に 1回

10ｍ2未満は除く
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9.  上層路盤に使用する加熱アスファルト安定処理の舗装用石油アスファルトは、2.4.8（瀝

青材料）に規定する JIS K 2207（石油アスファルト）のうち、100～120 を除く 40～60、

60～80 及び 80～100 の規格に適合するものとする。

10.  セメント及び石灰安定処埋に用いる水に油、酸、強いアルカリ、有機物等を有害含有量

を含んでいない清浄なものを使用しなければならない。

11.  アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合は、2.4.8（瀝青

材料）に規定する JIS K 2207（石油アスファルト）のうち、100～120 を除く 40～60、60

～80及び 80～100 の規格に適合するものとする。

12.  アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合、以下の各規定に

従わなければならない。

(1)  アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合、プラントで使

用する再生用添加剤の種類については、工事に使用する前に監督員の承諾を得る。

(2)  再生加熱アスファルト混合物の再生用添加剤は、アスファルト系又は、石油潤滑油系

とする。

13.  再生アスファルト混合物及び材料の規格は、「プラント再生舗装技術指針」による。

14.  剥離防止剤を使用する場合は、剥離防止剤の使用量をアスファルト全質量に対して 0.

3％以下とする。

15.  アスファルト舗装の基層及び表層に使用する骨材は、砕石、玉砕、砂利製鋼スラグ、砂

及び再生骨材とするものとする。

16.  アスファルト舗装の基層及び表層に使用する細骨材は、天然砂、スクリーニングス、高

炉水砕スラグ、クリンカーアッシュ、またはそれらを混合したものとする。

17.  アスファルト舗装の基層及び表層に使用するフィラーは、石灰岩やその他の岩石を粉砕

した石粉、消石灰、セメント、回収ダスト及びフライアッシュ等とするものとする。

18.  アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、以下の各規定

に従う。

(1)  アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、表‐4.3、

表‐4.4 の規格に適合するものとする。

(2)  密粒度アスファルトコンクリートの骨材の最大粒径は車道部 20mm、歩道部及び車道

部のすりつけ舗装は 20mm または 13mm とする。

(3)アスカーブの材料については設計図書によるものとする。

19.  表‐4.3、表‐4.4 に示す種類以外の混合物のマーシャル安定度試験の基準値及び粒度

範囲は、設計図書によるものとする。
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表‐4.3 マーシャル安定度試験基準値

表‐4.4 アスファルト混合物の種類と粒度範囲

95～100 95～100

70～90 70～90 70～90 95～100 95～100

5 35～55 45～65 45～65 65～80 65～80

20～35 35 50 50～65 50～65

11～23 18 30 25～40 25～40

5～16 10 21 12～27 12～27

4～12 6 16 8～20 8～20

2～7 4 8 4～10 4～10

③

ア ス コ ン

(13)

0.15

① ②
密 粒 度

ア ス コ ン

100

密 粒 度

0.074

25

20

13

2.5

通
過
重
量
百
分
率
∧
％
∨

最大粒径(mm)

100

～

～

～

～

～

0.6

0.3

ア ス コ ン

(20)

20

100

(20)

20

(13)

細 粒 度

100

混合物の種類

1313 13

④
密粒度ギャッ

プ ア ス コ ン

(13)

100

20．  プライムコートで使用する石油アスファルト乳剤は、設計図書に示す場合を除き、J

IS K 2208（石油アスファルト乳剤）の PK-3 の規格に適合するものとする。

21．  タックコートで使用する石油アスファルト乳剤は、設計図書に示す場合を除き、JI

S K 2208（石油アスファルト乳剤）の PK-4 の規格に適合するものとする。

3－12－3 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)  転圧コンクリート舗装の使用材料

2.  コンクリート舗装工で使用する以下の材料等は、4.1.2（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

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

混 合 物

の 種 類

粗粒土ｱｽｺﾝ 密粒度ｱｽｺﾝ 粗粒度ｱｽ

ｺﾝ

密粒度ｷﾞ

ｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ

密粒度ｱｽｺﾝ 粗粒度ｷﾞ

ｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ

粗粒度

ｱｽｺﾝ

密粒度ｷﾞｬｯ

ﾌﾟｱｽｺﾝ

開粒度ｱｽｺﾝ

突

固

め

回

数

(20) (20) (13) (13) (13) (20F) (13F) (13F) (13F) (13F) (13F)

C交通

以上 75 75

50

75

Ｂ交通

以上
50

50

空げき率

（％）
3～7 3～6 3～7 3～5 2～5 3～5

飽和度

（％）
65～85 70～85 65～85 70～85 75～90 75～85

安定度

（％）
500以上 （750）以上 500以上 500以上 350以上 500以上 350以上

500以上

フロー値

（1/100 ㎝）
20～40 20～80 20～40
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(2)  セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理に使用する材料及

び加熱アスファルト安定処理のアスファルト混合物

3.  コンクリート舗装工で使用するコンクリートの強度は、設計図書に示す場合を除き、

材令 28日において求めた曲げ強度で 4.4N／mm2（45kgf／cm2）とするものとする。

4.  転圧コンクリート舗装において、転圧コンクリート版を直接表層に用いる場合のコ

ンクリートの設計基準曲げ強度は、設計図書に示す場合を除き、L、A及び B交通にお

いては 4.4N／mm2（45kgf／cm2）、また C交通においては 4.9N／mm2（50kgf／cm2）とす

るものとする。

3－12－4 舗装準備工

1.  アスファルト舗装工、コンクリート舗装工の表層あるいは基層の施工に先立って、

上層路盤面の浮石、その他の有害物を除去し、清掃する。

2.  アスファルト舗装工、コンクリート舗装工の表層及び基層の施工に先立って上層路

盤面または基層面の異常を発見した場合には、その状況を監督員に報告し、その対策

について監督員と協議する

3－12－5 アスファルト舗装工

1.  下層路盤の施工において以下の各規定による。

(1)  粒状路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意しながら、一層の仕上がり厚さで

20cm を超えないように均一に敷均らす。

(2)  粒状路盤の締固めを行う場合、修正 CBR 試験によって求めた最適含水比付近の含

水比で締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の性状等によりこ

れによりがたい場合は、監督員の承諾を得なければならない。

2.  上層路盤の施工において以下の各規定による。

(1)  各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及び締固めに適した

含水比が得られるように混合する。

(2)  粒度調整路盤材の敷均しに当たり、材料の分離に注意し、一層の仕上がり厚が 1

5cm を超えないように、敷均らす。

(3)  粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正 CBR 試験によって求めた最適含水比

付近の含水比で締固める。

3.  路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合、設計図書による。

4.  路盤において加熱アスファルト安定処埋を行う場合に、設計図書による。
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5.  基層及び表層の施工を行う場合に、以下の各規定による。

(1)   加熱アスファルト混合物の粒度およびアスファルト量の決定に当たっては、設

計配合を行い監督員の承諾を得る。ただし、これまでの実績（過去 1年以内にプ

ラントから生産され使用した）がある配合設計の場合には、これまでの実績また

は定期試験による配合設計書を監員が承諾した場合に限り、配合設計を省略する

ことができる。

(2)   小規模工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2,000m2未満）においては、

これまでの実績（過去 1年以内にプラントから生産され使用した）または定期試

験による配合設計書の提出によって配合設計を省略することができる。

(3)   舗設に先立って、(1)号で決定した場合の混合物について混合所で試験練りを行

う。試験練りの結果が表 4-3 に示す基準値と照合して基準値を満足しない場合に

は、骨材粒度またはアスファルト量の修正を行う。ただし、これまでに製造実績

のある混合物の場合には、これまでの実績（過去 1年以内にプラントから生産さ

れ使用した）または定期試験による試験練り結果報告書を監督員が承諾した場合

に限り、試験練りを省略することができる。

(4)   混合物最初の一日の舗設状況を観察し、必要な場合には、配合を修正し、監督

員の承諾を得て最終的な配合（現場配合）を決定する。

(5)   表層及び基層用の加熱アスファルト混合物の基準密度の決定にあたっては、監

督員の承諾を得る。ただし、これまでの実績（過去 1年以内にプラントから生産

され使用した）や定期試験で基準密度が求められている場合には、それらの結果

を監督員が承諾した場合に限り、基準密度の試験を省略することができる。

(6)   混合所設備、混合作業、混合物の貯蔵、混合物の運搬及び舖設時の気候条件に

ついては、次によるものとする。

①  材料の混合所は敷地とプラント、材料置き場等の設備を有するもので、プラ

ントはその周辺に対する環境保全対策を施したものとするものとする。

②  プラントは、

骨材、アスファルト等の材料を設計図書で定められた配合、温度で混合する。

③  混合作業においてコールドフィーダのゲートを基準とする配合の粒度に合う

ように調整し、骨材が連続的に供給できるようにする。

④  混合作業においてバッチ式のプラントを用いる場合は、基準とする粒度に合

うよう各ホットビンごとの計量値を決定する。自動計量式のプラントでは、ホ

ットビンから計量する骨材の落差補正を行う。なお、ミキサでの混合時間は、

均一な混合物を得るのに必要な時間とする。
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⑤  加熱アスファルト混合物の排出時の温度について監督員の承諾を得る。また、

その変動は、承諾を得た温度に対して±25℃の範囲内とする。

⑥  加熱アスファルト混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵ビンまたは加熱貯蔵サイ

ロに貯蔵する。

⑦  劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、12時間以上加熱アスファル

ト混合物を貯蔵してはならない。

⑧  加熱アスファルト混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有するダンプ

トラックを使用し、ダンプトラックの荷台内面には、混合物の付着を防止する

油、または溶液を薄く塗布する。

⑨  加熱アスファルト混合物の運搬時の温度低下を防ぐために運搬中はシート類

で覆う。

⑩  加熱アスファルト混合物の舗設作業を監督員が承諾した場合を除き、気温が

5℃以下のときに施工してはならない。また、雨が降り出した場合、敷均し作

業を中止し、すでに敷均した箇所の混合物を速やかに締固めて仕上げを完了さ

せる。

(7)   施工に当たってプライムコート及びタックコートを施す面が乾燥していることを

確認するとともに、浮石、ごみ、その他の有害物を除去する。

(8)   路盤面及びタックコート施工面に異常を発見したときはその処置方法について監

督員と協議する。

(9)   アスファルト基層工及び表層工の施工にあたって、プライムコート及びタックコ

ートの使用量は、設計図書による。

(10)   プライムコート及びタックコートの散布にあたって、縁石等の構造物を汚さない

ようにしながら、アスファルトディストリビュータまたはエンジンスプレーヤで均

一に散布する。

(11)   プライムコートを施工後、交通に開放する場合は、瀝青材料の車輪への付着を防

ぐため、粗目砂等を散布する。交通によりプライムコートがはく離した場合には、

再度プライムコートを施工する。

(12)   散布したタックコートが安定するまで養生するとともに、上層のアスファルト混

合物を舗設するまでの間、良好な状態に維持する。

(13)   混合物の敷均しは、次によるものとする。ただし、設計図書に示す場合を除き、

一層の仕上がり厚は 7cm 以下とする。

① 加熱アスファルト混合物の敷均しに当たり、敷均し機械は施工条件に合った機種の

アスファルトフィニッシャを選定する。また、プライムコートの散布は、本項(9)、
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(11)～(13)号によるものとする。

② 設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均したときの混

合物の温度は 110℃以上、また、一層の仕上がり厚は 10cm 以下とする。

(14)  混合物の締固めは、次によるものとする。

① 加熱アスファルト混合物の締固めに当たり、締固め機械は施工条件に合ったロー

ラを選定する。

② 加熱アスファルト混合物を敷均した後、ローラによって合格判定値を満足するよ

うに締め固める。

③ 加熱アスファルト混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は、タンパ、プレ

ート、コテ等で締固める。

(15)   継目の施工は、次によるものとする。

① 加熱アスファルト混合物の継目を締固めて密着させ平坦に仕上げる。すでに舗設

した端部の締固めが不足している場合や、亀裂が多い場合は、その部分を切り取っ

てから隣接部を施工する。

② 縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布する。

③ 表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を 15cm 以上、

横継目の位置を 1m以上ずらす。

④ 表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目は、車輪走行位置の

直下からずらして設置する。

6.  監督員の指示による場合を除き、舗装表面温度が 50℃以下になって交通開放を行う。

3－12－6 コンクリート舗装工

1.  下層路盤の施工において以下の各規定よる。

(1)  粒状路盤の敷均しに当たり、材料の分離に注意しながら、一層の仕上がり厚で 20

cm を超えないように均一に敷均らす。

(2)  粒状路盤の締固めを行う場合、修正 CBR 試験によって求めた最適含水比で、合格

判定値を満足するように締固める。

       ただし、路床の状態、使用材料の性状等によりこれにより難い場合は、監督員の

承諾を得る。

2.  上層路盤の施工において以下の各規定よる。

(1)  各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及び締固めに適した含

水比が得られるように混合する。

(2)  粒度調整路盤材の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上がり厚が 15
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cm を超えないように、敷均らす。

(3)  粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正 CBR 試験によって求めた最適含水比付

近の含水比で締固める。

3.  路盤においてセメント及び石灰安定処埋を行う場合は、設計図書による。

4.  路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合は、設計図書による。

5.  アスファルト中間層の施工を行う場合は、設計図書による。

6.  コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合基準は、表-4.5の規格に適合する。

表‐4.5 コンクリートの配合基準

粗骨材の

最大寸法

2.5cmまたは沈下度30秒を標準とする。

6.5cmを標準とする。

（特殊箇所のコンクリート版）

40㎜

ス　ラ　ン　プ 摘要

舗装位置
において

（注）特殊箇所とは、設計図書で示された施工筒所をいう。

7.  コンクリート舗装で使用するコンクリートの材料の重量計量誤差は1回計量分量に

対し、表-4.6 許容誤差の範囲内とする。

表‐4.6 計量誤差の許容値

材料の種類
水 セメント 骨材 混和材 混和剤

許容誤差（％） ±１ ±１ ±3 ±2 ±3

8.  コンクリート舗装の練りまぜ、型枠の設置、コンクリートの運搬・荷物卸しにあた

って、以下の各規定に従う。

(1)  セメントコンクリート舗装の施工に当たって使用する現場練りコンクリートの

練り混ぜには、強度練りミキサまたは可搬式ミキサを使用する。

(2)  セメントコンクリート舗装の施工にあたって型枠は、十分清掃し、まがり、ねじ

れ等変形のない堅固な構造とし、版の正確な仕上り厚さ、正しい計画高さを確保す

るものとし、舗設の際、移動しないように所定の位置に据付ける。また、コンクリ

ートの舗設後、20時間以上経過後に取り外す。

(3)  コンクリートの運搬は、材料ができるだけ分離しない方法で行い、練りまぜてか

ら舗設開始までの時間は、ダンプトラックを用いる場合は、1時間以内、またアジテ

ータトラックによる場合は 1.5 時間以内とする。

(4)  アジテータトラックにより運搬されたコンクリートは、ミキサー内のコンクリー
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トを均等質にし、等厚になるように取卸し、またシュートを振り分けて連続して、

荷卸しを行う。

(5)  コンクリートの運搬荷卸しは、舗設後のコンクリートに害を与えたり荷卸しの際

コンクリートが分離しないように路盤上に散布した石粉等をコンクリートの中に巻

き込まないようにする。

(6)  ダンプトラックの荷台には、コンクリートの滑りをよくするため油類を塗布する。

9.    コンクリート舗装のコンクリートの敷均し、締固めにあたって、以下の各規定に

よる。

(1)  アスファルト中間層の上に打設する場合は、石粉等が均一に散布しているか確認

する。

(2)   日平均気温が 25℃を超える時期に施工する場合には暑中コンクリートとしての

施工ができるように準備しておき、コンクリートの打込み時における気温が 30℃を

超える場合には、暑中コンクリートとする。また、日平均気温が 4℃以下または、

舗設後 6日以内に 0℃となることが予想される場合には、寒中コンクリートとする

ものとする。受注者は、暑中コンクリート及び寒中コンクリートの施工に当たって

は、3.5（コンクリート）の規定によるものとし、あらかじめ施工計画書にその施工・

養生方法等を記載する。

(3)   コンクリートをスプレッダーを使用して材料が分離しないよう敷均らす。ただ

し、拡幅摺付部、取付道路交差部で人カ施工とする場合は、型枠に沿ったところか

ら順序よく「スコップ返し」をしながら所要の高さで敷均すものとする。

(4)   コンクリートを、締固め後コンクリートを加えたり、削ったりすることのない

ように敷均らす。

(5)   コンクリート版の四隅、スリップバー、タイバー等の付近は、分離した骨材が

集まらないよう特に注意し、丁寧に施工する。

(6)  コンクリート舗設中、雨が降ってきたときは、ただちに作業を中止する

(7)  舗設中に機械の故障や、降雨のため、舗設を中止せざるを得ないときに設ける目

地は、できるだけダミー目地の設計位置に置くようにする。それができない場合は、

目地の設計位置から 3m以上離すようにする。この場合の目地構造は、タイバーを使

った突き合わせ目地とする。

(8)  フィニッシャを使用し、コンクリートを十分に締固める。

(9)  フィニッシャの故障、あるいはフィニッシャの使えないところなどの締固めは、

平面バイブレータ、棒状バイブレータを準備して、締固める。

型枠及び目地の付近を、棒状バイブレータで締固める。また、作業中スリップバー、
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タイバー等の位置が移動しないよう注意する。

10.  受注者は、コンクリート舗装の鉄網の設置にあたって、以下の各規定による。

(1) 鉄網を締固めるときに、たわませたり移動させたりしてはならない。

(2) 鉄網は、重ね継手とし、20cm 以上重ね合わせるものとする。

(3) 鉄網の重ねを焼なまし鉄線で結束する。

(4) 鉄網位置により、コンクリートを上下層に分けて施工する場合は、下層コンクリ

ートを敷均した後、上層のコンクリートを打つまでの時間を 30分以内とする。

11.  コンクリート舗装の表面仕上げにあたって、以下の各規定による。

(1)  コンクリート舗装の表面を粗面仕上げとし、かつ、仕上げ面は平坦で、緻密、堅

硬な表面とし、特に縦方向の凸凹がないように仕上げる。

(2)  荒仕上げをフィニッシャによる機械仕上げ、または簡易フィニッシャやプレート

タンパによる手仕上げで行う。

(3)  平坦仕上げを、荒仕上げに引き続いて行い、表面仕上げ機による機械仕上げまた

はフロートによる手仕上げを行う。

(4)  人力によるフロート仕上げを、フロートを半分ずつ重ねて行わなければならない。

また、コンクリート面が低くてフロートが当たらないところがあれば、コンクリー

トを補充してコンクリート全面にフロートが当たるまで仕上げる。

(5)  仕上げ作業中、コンクリートの表面に水を加えてはならない。著しく乾燥するよ

うな場合には、フォッグスプレーを用いてもよいものとする。

(6)  仕上げ後に、平坦性の点検を行い、必要があれば不陸の修正を行う。

(7)  粗面仕上げを、平坦仕上げが完全に終了し、表面の水光りが消えたら、粗面仕上

げを機械または、人力により版全体を均等に粗面に仕上げる。

12.  コンクリート舗装のコンクリートの養生を以下の各規定による。

(1)  表面仕上げの終わったコンクリート版は所定の強度になるまで日光の直射、風雨、

乾燥、気温、荷重ならびに衝撃等有害な影響を受けないよう養生を行う。

(2)  初期養生として、表面仕上げ終了直後から、コンクリート版の表面を荒らさないで

養生作業ができる程度にコンクリートが硬化するまで養生を行う。

(3)  後期養生として、初期養生に引き続き現場養生を行った供試体の曲げ強度が 3.5N

／mm2（35kgf／cm2）以上となるまで、スポンジ、麻布、むしろ等でコンクリート表面

を隙間なく覆って湿潤状態になるよう散水する。また、養生期間を試験によらないで

定める場合には、普通ポルトランドセメントの場合は 2週間、早強ポルトランドセメ

ントの場合は 1週間、中庸熱ポルトランドセメント、フライアッシユセメント B種及
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び高炉セメント B種の場合は 3週間とする。ただし、これらにより難い場合は、施工

計画書に、その理由、施工方法等を記載する。

(4)  コンクリートが少なくとも圧縮強度が 4.9N／mm2（50kgf／cm2）、曲げ強度が 0.98N

／mm2（10kgf／cm2）になるまで、凍結しないよう保護し、特に風を防ぐ。

(5)  コンクリート舗装の交通開放の時期については、監督員の承諾を得る。

13.  転圧コンクリート舗装を施工する場合、設計図書による。

14.  コンクリート舗装の目地を施工する場合に、以下の各規定による。

(1)  目地に接するところは、他の部分と同じ強度および平坦性をもつように仕上げる。

目地付近にモルタルばかりよせて施工してはならない。

(2)  目地を挟んだ、隣接コンクリート版相互の高さの差は 2mm を超えてはならない。ま

た、目地はコンクリート版面に垂直になるよう施工する。

(3)  目地の肩は、半径 5mm 程度の面取りをするものとする。たたし、コンクリートが硬

化した後、コンクリートカッター等で目地を切る場合は、面取りを行わなくともよい。

(4)  目地の仕上げは、コンクリート面の荒仕上げが終わった後、面ごてで荒面取りを行

い、水光が消えるのを待って最後の仕上げをする。

(5)  膨張目地のスリップバーの設置において、バー端部付近にコンクリート版の伸縮に

よるひび割れが生じないよう、道路中心線に平行に挿入する。

(6)  膨張日地のスリップパーに、版の伸縮を可能にするため、スリップパーの中央部約

10cm 程度にあらかじめ、錆止めペイントを塗布し、片側部分には瀝青材料等を塗布し

て、コンクリートとの絶縁を図り、その先端には、キャップをかぶせる。

(7)  収縮目地を施工する場合に、ダミー目地を、定められた深さまで路面に対して垂直

にコンクリートカッターで切り込み、目地材を注入する。

(8)  収縮目地を施工する場合に、突き合わせ目地に、硬化したコンクリート目地にアス

ファルトを塗るか、またはアスファルトペーパーその他を挟んで、新しいコンクリー

トが付着しないようにする。

(9)  注入目地材（加熱施工式）の品質は、表-4.7 を標準とする。

表‐4.7 注入目地材（加熱施工式）の品質

試 験 項 目 低弾性タイプ

針入度（円鍵針） 6 ㎜以下

初期貫入量 0.5～1.5㎜

復元率 60％以上

引 張 量 3 ㎜以下

流 れ 5 ㎜以下 3 ㎜以下

弾 性 （ 玉 針 ）

高弾性タイプ

9 ㎜以下

10 ㎜以上

15.   アスファルト混合物の事前認定審査を受けた混合物は、認定書の写しを提出すること

によって、配合設計書、基準密度、試験練りに変えるものとする。
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３－12－7 薄層カラー舗装工

1.  薄層カラー舗装工の施工に先立ち、基盤面の有害物を除去する。

2.  基盤面に異常を発見したときは、その処置方法について監督員と協議する。

3.  薄層カラー舗装工の上層路盤、下層路盤、薄層カラー舗装の施工についは、4.1.5（ア

スファルト舗装工）の規定による。

3－12－8 砂利道

      クラッシャーラン、粒度調整砕石等を敷きならし、十分転圧する。

3－12－9 街築工

1.  排水工

(1)  管渠

ア 管渠は、所定の位置に下流部から順次上流に向い施工し、管径の異なる管の部分

は特に規定する以外は管頂接合とする。

イ ソケット付管は、呑み口側にソケットを向け、管の据付け完了後は管の通りを確

認する。

ウ 管を切断するときは、切口を正確にし、損傷を生じないようにする。

エ 管渠の吐き口の取付けのため在来構造物を取りこわすときは、周囲に損傷を与え

ないように行い、復旧は在来構造物にならって取り合せる。

オ 管の接合部は、よく清掃して、密接させる。モルタル接合のときは十分モルタル

を詰め込み、モルタルが管の内面に出ないよう丁寧に仕上げる。

カ 接合モルタル充填後は、モルタルの硬化するまで移動その他衝撃を与えない。

キ 埋戻し、盛土に当たっては、管渠を損傷しないよう留意し、移動しないよう埋戻

し材は左右均等に埋戻し、層状に十分突き固める。

(2)  人孔及びます

ア 人孔及びますは、図面どおり正確に築造し、位置等が明記されていない場合は、

監督員の指示を受け、取付部はその形状にならい、取り合せる。

イ  人孔及びますの蓋は、路面にならい、なじみよく据付ける。

ウ  足掛金物は、防錆塗装とする。

(3)  街渠、側溝等

ア 街渠の表面は、打設したコンクリートが半乾きの状態のとき、こてを使用し、また
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突端部は角ごてを使用して仕上げる。

イ 場所打ちコンクリートの側溝の施工順序は、あらかじめ監督員と協議しておく。

ウ コンクリートプロックを使用する溝などは、施工後直ちに養生する。工．流水面は、

計画高を保持し、滞水のないよう注意して施工する。

エ ます間隔が 10m 以上ある街渠については、ます間中央部に施工目地を設ける。

2.  縁石工

(1)  曲線部の縁石等の基礎コンクリート工は、曲線にならって施工する。

(2)  縁石等の曲線部と直線部の境は、なじみよくし、コンクリートブロックを使用する

場合は、この位置を目地とする。

(3)  縁石工等は、施工後直ちに養生をすること。また、養生期問中は、荷重、衝撃等を

与えないように注意する。

3.  防護柵工

(1)  防護柵の施工については、特に指示するものを除き、日本道路協会「防護柵設置要綱」

に準拠する。

(2)  材料のうち監督員が指示するものは、現物または図面を提出する。

(3)  ガードレール、ガードケーブル、ガードパイプ、金綱、パラペット、ガード等防護施

設本体の取り付け又は据付けは、支柱、基礎等が正しく設置されているかどうか確認の

うえ施工する。

(4)  防護柵の支柱に直接取り付けるボルトは、ナットを車道側で締付け、ボルト頭が歩道

側に位置するようにする。また、ボルト頭の形状は、丸味をもったものとする。

4.   道路標識、道路反射鏡及び視線誘導標工建込みに際しては、標識板等の向き、角度、標

示板等と支柱の通り、傾斜、支柱上端のキャップの有無に注意して施工する。

5.  道路照明工

(1)  道路照明の施工については、特に指示する場合を除き、日本道路協会「道路照明設置

基準」に準拠する。

(2)  使用材料の内、特に監督員が指示するものは、現物または図面を提出する。
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(3)  灯柱は所定の根入れで垂直に建柱する。

(4)  灯具の取り付け、灯柱内の配線はコンクリートの養生期間が十分経過した後に施工す

る。

3－12－10 区画線工

1.  溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工について設置路面の水分、泥、砂じん、

ほこりを取り除き均一に接着する。

2.  溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち施工箇所、施工方法、施工種

類について監督員の指示を受けるとともに、所轄警察署とも打合せを行い交通渋滞をきた

すことのないよう施工する。

3.  溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち、路面に作図を行い、施工箇

所、施工延長、施工幅等の適合を確認する。

4.  溶融式、高視認性区画線の施工に当たって、塗料の路面への接着をより強固にするよう、

プライマーを路面に均等に塗布する。

5.  溶融式、高視認性区画線の施工に当たって、やむを得ず気温 5℃以下で施工しなければ

ならない場合は、路面を予熱し路面温度を上昇させた後、施工する。

6.  溶融式、高視認性区画線の施工に当たって、常に 180℃～220℃の温度で塗料を塗布でき

るよう溶解漕を常に適温に管理する。

7.  塗布面へガラスビーズを散布する場合、風の影響によってガラスビーズに片寄りが生じ

ないよう注意して、反射に明暗がないよう均等に固着させる。

8.  区画線の消去については、表示材（塗料）のみの除去を心掛け、路面への影響を最小限

にとどめる。また、請負者は、消去により発生する塗料粉じんの飛散を防止する。

3－12－11 舗装検査

受注者は、仕上げ完了後、監督員の指示する箇所及び試験方法について、測定、試験を

行う。試験割合は、概ね 500 ㎡に 1箇所とする。

なお、受注者は水道局の指示により、道路管理者が行う検査に立会わなければならない。
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第４章 管布設工

第１節 施工一般

4－1－1 一般事項

1.  管布設に際しては、あらかじめ設計図書に基づき、平面位置、土被り、構造物等を正確

に把握しておく。また、施工順序、施工方法、使用機器等について、監督員と十分打合せ

を行った後、工事に着手する。

2.  路線中心測量の際、基準点については引照点を設け、水準点については移動、沈下のお

それのない箇所を選定する。また、基準点、水準点に、木杭、コンクリート杭等を用いる

場合は十分堅固に設置する。

3.  設計図書により難い場合は、監督員と協議する。

4.  新設管と既設埋設物との離れは、30cm以上とする。ただし、所定の間隔が保持できない

場合は、監督員と協議する。

4－1－2 試掘調査

1.  工事の施工に先立って、試掘を行い、地下埋設物の位置等を確認する。また、その結果

を記録写真、調査表等にまとめて、監督員に報告する。

2.  試掘箇所は、地下埋設管理者の台帳、参考資料等を十分考慮し、監督員と協議のうえ選

定する。

3.  試掘は原則として人力掘削とし、掘削中は地下埋設物に十分注意し、損傷を与えないよ

うにする。

4.  試掘調査に当たっては、土質の性状、地下水の状態等を観察し、事後の掘削工、土留工

等の参考にする。

5.  既設埋設物の形状、位置等の測定は、正確を期すとともに、埋戻し後もその位置が確認

できるように適切な措置を講じる。

6.  試掘箇所は即日埋戻しを行い、仮復旧を行う。なお、仮復旧箇所は巡回点検し、保守管

理する。

7.  試掘調査の結果、近接する地下埋設物については、当該施設管理者の立会いを求め、そ

の指示を受け、適切な措置を講じる。

4－1－3 掘削工

1.  掘削に当たっては、あらかじめ保安設備、土留、排水、履工、残土処理その他につき必

要な準備を整えたうえ、着手する。

2.  アスファルトコンクリート舗装、コンクリート舗装の切断は、バキューム舗装切断機等

を使用して切口を直線に施工する。また、取り壊しに当たっては、在来舗装部分が粗雑に
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ならないように行う。

3.  舗装切断を施工する場合は、保安設備、保安要員等を適切に配置し、交通上の安全を確

保するとともに、冷却水の処理にも留意する。

4.  掘削は、開削期間を極力短縮するため、その方法、位置を十分検討して行う。

5.  同時に掘削する区域及び一開口部の延長をあらかじめ監督職員に報告する。

6.  機械掘削を行う場合は、施工区域全般にわたり地上及び地下の施設に十分注意する。

7.  床付け及び接合部の掘削は、配管及び接合作業が完全にできるように所定の形状に仕上

げる。なお、えぐり掘り等はしない。

8.  床付面に岩石、コンクリート塊等の支障物が出た場合は、床付面より10cm以上取り除き、

砂等に置き換える。

9.  湧水のある箇所の掘削については、土留、排水等を適切に行う。

10.  その他の掘削については、3－2－1 掘削工及び切取工 の規定による。

4－1－4 土留工

1.  土留工は 3－1－4 5.土留め工の規定によるものとする。

2.  腹起こしは長尺物を使用し、常に杭又は矢板に密着させ、もし、隙間を生じた場合は、

くさびを打ち込み締め付ける。

3.  切梁の取り付けは、段ごとに掘削が完了次第速やかに行い、切梁の取り付け終了後、次

の掘削を行う。

4.  切梁位置の水平間隔は、2.0m以内を標準とする。また、曲線部では中心線に対して直角

方向に切梁を設け、腹起こし継手部には必ず切梁を設ける。

4－1－5 路面覆工

  路面覆工は 3－1－4 6.覆工の規定によるものとする。

4－1－6 残土処理及び建設廃材処分

1.  残土処理は 3－2－3 残土処理及び仮置きの規定による。

2.  コンクリートの廃材、アスコン廃材等建設廃材の処分は、1－1－15 捨土及び建設副産

物の規定による。

4－1－7 水替工

水替えは3－1－4 2.水替工の規定による。
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4－1－8 埋戻工

1.  埋戻工に使用する砂、シラスについて、水道工事施工管理基準にある規格値に適合する

良質なものでなければならない。また、施工に先立ち生産地、粒度分析の結果を監督員に

提出し、承諾を受けなければならない。現場発生土を埋戻し土に使用する場合、現場の土

を採取して土質試験を行い、その結果を監督員に報告する。

2.  埋戻しに際し、管その他の構造物に損傷を与えたり、管の移動が生じたりしないように

注意し、投入に際しては機械（クラムシェル、バックホウ）又は人力により行わなければ

ならない。なお、機械投入は投入高さ 50cm 以下とする。

3. 土留の切梁、管据付けの胴締め材、キャンバー等の取り外し時期、方法は周囲の状況に

応じ決める。

4.  片埋めにならないように注意しながら埋戻し、現地盤と同程度以上の密度となるように

締固めを行い、一層の敷均し厚さは仕上り厚で 20cm 以下としなければならない。

5.  掘削土が良質の場合は、監督員と協議のうえ、埋戻しに使用することができる。その場

合も、監督員の指示する必要な土質試験を行う。

6.  埋戻し路床の検査、路床の締固め度は1－1－20 施工管理 3項の規定によるものとする。

7.  その他の埋戻工については、3－2－2 埋戻工及び盛土工 の規定に準ずる。

4－1－9 管弁類の取扱い及び運搬

1. ダクタイル鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管の取扱いについては、次の事項を厳守する。

(1) 管の積み降ろしに当たっては、クレーンで2点吊りにより行い、ナイロンスリング又

はゴム等で被覆したワイヤロープ等安全な吊り具を使用する。

(2) 管の運搬に当たっては、クッション材を使用し、衝撃等によって管を損傷させないよ

うに十分注意する。

(3) 保管に当たっては、歯止めを行う等、保安に十分注意する。

2. 鋼管

      鋼管及びステンレス管の取扱いについては、次の事項を厳守し、塗覆装面及び開先に

絶対損傷を与えない。

(1) 管の積み降ろしに当たっては、ナイロンスリング又はゴム等で被覆したワイヤロープ

等安全な吊り具を使用し、塗覆装部を保護するため、原則として両端の非塗覆装部に台

付けをとる 2点吊りにより行う。

(2) 管の支保材、スノコ等は、据付け直前まで取り外さない。

(3) 管の運搬に当たっては、管端の非塗装部に当て材を介して支持し、吊り具を掛ける場

合は、塗装面を傷めないように適当な防護を施す。
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(4) 小運搬に当たっては、管を引きずらない。転がす場合には管端の非塗装部分のみを利

用し、方向を変える場合は吊り上げて行う。

(5) 管の内外面の塗装上を直接歩かない。

3. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管

水道用硬質ポリ塩化ビニル管の取扱いについては、次の事項を厳守する。

(1) 管の運搬に当たっては、慎重に取り扱い、放り投げたりしない。なお、トラック運搬

の際は、原則として長尺荷台のトラックを用い、横積みにして固定する。

(2) 管を横積みで保管する場合は、平地に積み上げ、高さを 1.5ｍ以下とし、崩れないよ

うに注意する。

(3) 保管場所は、なるべく風通しのよい直射日光の当たらない所を選ぶ。

(4) 高熱により変形するおそれがあるため、特に火気等に注意し、温度変化の少ない場所

に保管する。

(5) 継手類は、種類、管径別に数量を確認したうえ、屋内に保管する。

(6) 揮発性薬品（アセトン、ベンゾール、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル）及び

クレオソート類に浸食されやすいため注意する。

4. 水道配水用ポリエチレン管

水道配水用ポリエチレン管の取扱いについては、次の事項を厳守する。

(1) 管の積み降ろしに当たっては、放り投げたりして衝撃を与えない。

(2) 管の運搬に当たっては、管が吊り具や荷台の角に直接当たらないようにクッション材

で保護する。

(3) 小運搬に当たっては、管全体を持ち上げて運び、引きずったり滑らせたりしない。

(4) 管の保管は、屋内保管を標準とし、メーカー出荷時の荷姿のままとする。現場で屋外

保管する場合は、シート等で直射日光を避け、熱気がこもらないように風通しに配慮す

る。

(5) 管の保管は、平たんな場所を選び、まくら木を1ｍ間隔で敷き、不陸が生じないよう

にして横積みする。また、井桁積みにはしない。

(6) 管の融着面の清掃時に使用するエタノール、アセトンは、保管量により消防法の危険

物に該当するため、保管に当たっては、法令及び地方自治体の条例を遵守する。

(7) 多量に灯油、ガソリン等の有機溶剤を扱う場所での管の布設は、水質に悪影響を及ぼ

す場合があるため、必要に応じてポリエチレンスリーブや鞘管を施す等の対策を行う。

5. 水道用ポリエチレン管

水道用ポリエチレン管の取扱いについては、4－1－9 4.水道配水用ポリエチレン管の

規定に準ずる。
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6. 弁類

   弁類の取扱いについては、次の事項を厳守する。

(1) 弁類は、台棒、角材等を敷いて水平に置き、直接地面に接しないようにする。また、

吊り上げる際は、弁類に損傷を与えない位置に台付けを確実にする。

(2) 弁類は、直射日光やほこり等をさけるため屋内に保管する。やむを得ず屋外に保管す

る場合は、シート類で覆い保護する。

4－1－10 配管技能者

1. 導水管・送水管・配水管等の水道本管の布設工事及び給水切替工事に直接従事する配管

技能者は、次の要件を満たす者を従事させる。

(1) 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者の発行する「配管技術者登録証明書」を

有する者。

(2) 日本水道協会配水管工技能講習会の修了証書または、配水管技能者登録証を有する者。

(3) 水道配水用ポリエチレン管の施工においては、配水用ポリエチレンパイプシステム協

会（POLITEC）が主催する施工講習受講証を有する者。

(4) 上記と同等以上の技術を有すると鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者が認

めた者。ただし、水道配水用ポリエチレン管の施工は配水用ポリエチレンパイプシステ

ム協会（POLITEC）が主催する施工講習受講証を有する者に限定する。

2. 受注者は、工事着手に先立ち、配管技能者の資格、経歴書を写真と共に施工計画書に添

付し、監督員の承諾を得る。

3. 配管作業中は、配管技能者であることが識別できるように腕章等を着用する。

4－1－11 管の据付け

1. 管の据付けに先立ち、十分管体検査を行い、亀裂その他の欠陥のないことを確認する。

2. 管の吊り下ろしに当たって、土留用切梁を一時取り外す必要がある場合は、適切な補強

を施し、安全を確認のうえ施工する。

3. 管を掘削溝内に吊り下ろす場合は、溝内の吊り下ろし場所に作業員を立ち入らせない。

4. 管の布設は、原則として低所から高所に向けて行い、また、受口のある管は受口を高所

に向けて配管する。

5. 管の据付けに当たっては、管内部を十分清掃し、水平器、型板、水糸等を使用し、中心

線及び高低を確定して、正確に据え付ける。また、管体の表示記号を確認するとともに、

ダクタイル鋳鉄管の場合は、受口部分に鋳出してある表示記号のうち、管径、年号の記号

を上に向けて据え付ける。

6. ダクタイル鋳鉄管の直管を使用して曲げ配管を行う場合は、実施施工図で監督員の承諾
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を得る。

7. 一日の布設作業完了後は、管内に土砂、汚水等が流入しないように木蓋等で管端部をふ

さぐ。また、管内には綿布、工具類等を置き忘れないように注意する。

4－1－12 管の接合

1. ダクタイル鋳鉄管（Ｋ形、ＮＳ形、ＧＸ形）及びその他の管（水道配水用ポリエチレン

管、フランジ継手）の接合については、本章第 2節 ダクタイル鋳鉄管及び水道配水用ポ

リエチレン管の接合の規定による。

2. 鋼管溶接接合及び塗覆装は、本章第 3節 鋼管溶接塗覆装工事の規定による。

4－1－13 管の切断

1. 管の切断に当たっては、所要の切管長及び切断箇所を正確に定め、切断線の標線を管の

全周にわたって入れる。

2. 管の切断は、管軸に対して直角に行う。

3. 切管が必要な場合には残材を照合調査し、極力残材を使用する。

4. 管の切断場所付近に可燃性物質がある場合は、保安上必要な措置を行ったうえ、十分注

意して施工する。

5. 鋳鉄管の切断は、切断機で行うことを原則とする。また、異形管は切断しない。特に内

面粉体管を切断する際は、粉体塗装を損傷させないように切断機及び刃並びに切管端面処

理については下記のとおりとする。

○切断機・刃について

管  種 切  断  機 切 断 刃

耐 震 管 パイプ切断機・専用工具 ダイヤモンドの

ブ レ ー ド 等 の

粉 体 管 専 用 刃
一 般 管

パイプ切断機・専用工具

エンジンカッター

※ガス、切断砥石（レジノイド）では、切断禁止

  ○切管端面及び溝切部補修について

切管の端面及び溝切部は、必ず端面補修用塗装で補修しなければならない。方法として

は管端防食カバー系、もしくは、専用の速乾性端面補修用塗料を用いる。ただし、設計図

書等に処理が明示された場合、その仕様を優先する。

6. 動力源にエンジンを用いた切断機の使用に当たっては、騒音に対して十分な配慮をする。

7. Ｔ形継手管の切断を行った場合は、挿し口端面をグラインダ等で規定の面取りを施し、

挿入寸法を白線で表示する。

8. 鋳鉄管の切断面は、衛生上無害な防食塗装を施す。

9. 鋼管の切断は、切断線を中心に、幅 30cm の範囲の塗覆装を剥離し、切断線を表示して



4-7

行う。なお、切断中は、管内外面の塗覆装の引火に注意し、適切な防護措置を行う。

10. 鋼管は切断完了後、新管の開先形状に準じて、丁寧に開先仕上げを行う。また、切断部

分の塗覆装は、原則として新管と同様の寸法で仕上げる。

11. 石綿セメント管の切断は、原則避ける。やむを得ず、石綿セメント管の切断等を行う場

合には、「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」（平成 17年

8月 厚生労働省健康局水道課）に準ずる。

12. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管の切断は、切断箇所が管軸に直角になるように、マジッ

クインキ等で全周にわたって標線を入れる。また、切断面は、ヤスリ等で平らに仕上げる

とともに、内外周を面取りする。

13． 水道配水用ポリエチレン管及び水道用ポリエチレン管の切断は、所定のパイプカッター

を用いて、管軸に対して直角に行う。また、異形管は切断してはならない。

4－1－14 既設管との連結

1. 連結工事は、断水時間に制約されるため、十分な事前調査、準備を行うとともに、円滑

な施工ができるように経験豊富な技術者と作業者を配置し、監督員の指示により、迅速、

確実な施工に当たる。

2. 連結工事箇所は、監督員の立会いを得て、できるだけ早い時期に試掘調査を行い、連結

する既設管（位置、深さ、管種、管径等）及び他の埋設物の確認を行う。

3. 連結工事に当たっては、連結予定日の 7日前までに施工日、施工時間及び連結工事内容

等を添付した断水工事連絡表を水道管路課に提出しなければならないため、それまでに監

督員と協議し、必要な資料を提出する。

4. 連結工事に際しては、工事箇所周辺の調査を行い、機材の配置、交通対策、管内水の排

水先等を確認し、必要な措置を講じる。

5. 連結工事に必要な資器材は、現場状況に適したものを準備する。なお、排水ポンプ、切

断機等については、あらかじめ試運転を行っておく。

6. 既設管の切断箇所、切断開始時については、監督員の指示による。なお、既設管の切断

については、4－1－13 管の切断の規定に準ずる。

7. 連結箇所に鋼材防護を必要とする場合は、次による。

(1) 鋼材の工作は正確に行い、加工、取り付け、接合を終了した鋼材は、ねじれ、曲り、

遊び等の欠陥がない。

(2) 鋼材の切断端面は、平滑に仕上げる。

(3) 鋼材の切断端面は清掃し、ボルト穴を正しく合わせ十分締め付ける。また、ボルト穴

は裂目や変形を生じないように、ドリルで穴あけする。

(4) 鋼材の溶接は、ＪＩＳその他に定める有資格者に行わせ、欠陥のないように溶接する。
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(5) 鋼材は、ちり、油類その他の異物を除去し、コンクリートに埋め込まれるものは除い

て、防食塗装を行う。

8. 防護コンクリートの打設に当たっては、仮防護等を緩めないように、十分留意して施工

する。また、異形管防護工の施工については、4－1－18 異形管の防護に準ずる。

9. 弁止まりや栓止めとなっている既設管の連結工事は、内圧により抜け出す危険性がある

ため、水の有無にかかわらず空気及び水抜きを行い、内圧がないことを確認したうえで取

り外す。

10. ボルト・ナットが腐食している可能性もあるため、必要に応じて栓の抜け出し防護対策

を行う。

4－1－15 既設管の撤去

1. 既設管の撤去に当たっては、埋設位置、管種、管径等を確認する。なお、管を撤去し再

使用する場合は、継手の取り外しを行い、管に損傷を与えないように慎重に撤去する。

2. 異形管防護等のコンクリートは、壊し残しのないようにし、完全に撤去する。

3. 撤去管の処分は、関係法令等に従い適切に処分する。

4. 石綿セメント管の撤去に当たっては、粉塵を伴う切断等は避け、継手部で取り外すよう

にする。やむを得ず切断等する場合は、「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石

綿対策の手引き」（平成 17年 8月 厚生労働省健康局水道課）に準ずる。

5. 既設管を撤去しない場合は、土砂等が流入しないように対策を講じる。

4－1－16 不断水連絡工

1. 工事に先立ち、穿孔工事の実施時期について、監督員と十分な打合せを行い、工事に支

障のないように留意する。

2. 使用する穿孔機は、機種、性能をあらかじめ監督員に報告し、確認を受けるとともに、

使用前に点検整備を行う。

3. 割Ｔ字管は、原則として水平に取り付ける。

4. 穿孔機の取り付けに当たっては、支持台を適切に設置し、割Ｔ字管に余分な応力を与え

ないようにする。

5. 穿孔は、既設管に割Ｔ字管及び必要な仕切弁を基礎上に受け台を設けて設置し、所定の

水圧試験を行い、漏水のないことを確認してから行う。

6. 穿孔後は、切りくず、切断片等を管外に排出したうえで管を接続する。

4－1－17 離脱防止金具取付

1. ダクタイル鋳鉄管に離脱防止金具を使用する場合は、各々の金具によって締め付けトル
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クが設定されているため、説明書等により確認し、メカニカル継手のＴ頭ボルトの締め付

け状況（締め付けトルク等）を点検後、離脱防止金具の押しボルトの締め付けトルクを確

認する。

2. 離脱防止金具の取付箇所は、取り付け完了後、ダクタイル鋳鉄管補修用塗料（合成樹脂

塗料）をむらなく塗布し補修しなければならない。

4－1－18 異形管の防護

1. 異形管防護工は、 コンクリート製のＬ型ブロックと平ブロックを組み合わせて設置す

る。設置箇所及び規格は、設計図その他関連資料等に基づいて行う。

2. 前項以外で、監督員が必要と認めた場合は、その指示により適切な防護を行う。

3. 水道配水用ポリエチレン管の施工でコンクリート製の防護は使用しない。

4. 異形管防護コンクリートの施工に当たっては、次による。

(1) あらかじめ施工箇所の地耐力を確認する。

(2) 割栗石又は砕石基礎工は、管の据え付け前に施工する。

(3) 防護コンクリート打設に当たっては、管の表面をよく洗浄し、型枠を設け、所定の配

筋を行い、入念にコンクリートを打設する。

5. 基礎工、コンクリート工、型枠工及び支保工、鉄筋工については、第 3章第 4節 基礎

工、第 6節 コンクリート工、第 7節 型枠工及び支保工、第 8節 鉄筋工の各規定に準

ずる。

4－1－19 水圧試験・洗管

1. 配管終了後、継手の水密性を確認するため、管内に充水して管路の水圧試験を行う。テ

スト水は、監督員と協議し既設管等から取水することができる。

2. ダクタイル鋳鉄管、水道用硬質ポリ塩化ビニル管、水道用ビニルライニング鋼管の水圧

試験方法は次による。

(1) 水圧試験は、布設延長に関係なく試験を行う。ただし、監督員が認めた場合は、この

限りでない。

(2) 布設延長が 50ｍ以上の場合、水圧試験結果を自記録計で 24時間記録する。この場合、

水圧試験終了まで 0.1MPa 以内の状態で安定していれば合格とする。なお、監督員が水

圧に異常があると判断した場合は、再度水圧試験を指示することができる。

(3) 布設延長が 50ｍ未満の場合、5分間以上所定の水圧を保持し、監督員が確認する。

(4) 配水管の水圧試験の負荷圧は、次のとおりとする。

① φ300 以下の場合、1.0MPa とする。

② φ400 以上、φ800 以下の外面継手管の場合、0.5MPa とする。
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(5) 大口径（φ900 以上）は、原則として監督員立会いのうえ、個々の継手について内部

から水圧テストバンドをセットし、水圧 0.5MPaで負荷 5分間保持し 0.4MPa 以上であれ

ば合格とする。0.4MPa を下回った場合、原則として接合をやり直し、再試験を行う。

(6) 導水管、送水管等で高水圧管については、監督員の指示に従う。ただし、布設延長

50ｍ未満の場合、水圧 1.0MPa 負荷、5分経過後に水圧異常がなければ合格とする。この

とき、開始時刻、終了時刻及び測定水圧を記録・写真撮影する。

(7) 配水管の不断水分岐は、水圧 1.0MPa 負荷、2分経過後に水圧異常がなければ合格と

する。

3.  水道配水用ポリエチレン管の水圧試験方法は次による。

(1) 試験開始は、最後のＥＦ接合後クランプが外せる状態になってから 20 分以上(φ50，

75)、または、30分以上(φ100)経過してから行う。

(2) 管内充水は、急激に行うと残留空気圧で事故を招くことがあるため、ゆっくり充水す

る。

(3) 水圧試験区間は、最大 500ｍを標準とする。

(4) 水圧試験は、以下の方法で実施する。

手順 1          管路の水圧を 0.75MPa に上昇させ、1 時間そのまま放置    

手順 2     放置後、水圧を 0.75MPa まで再加圧し、24 時間水圧記録計で記録   

試験結果の確認（監督員へ提出）

                

0.65ＭPａ以上の場合は合格                            0.65ＭPａ未満の場合は再試験

(5) 施工延長が 50ｍ未満の場合、手順 2 で試験水 0.75MPa で再加圧、そのまま 1 時間保

持する。1時間後の水圧が 0.65 MPa 以上であれば合格とし、下回った場合は再試験を行

う。なお、試験は監督員が確認する。

    ※注：試験開始時刻、終了時刻及び測定水圧を黒板に記入し管理する。

4.  給水装置の水圧試験は次による。

  給水装置の水圧試験は、新設工事完了後、試験圧 1.75MPa を 1 分間以上かけて、漏水が

なければ合格とする。ただし、不断水分岐部については、水圧 1.0MPa で付加、2分経過後

に水圧異常がなければ合格とする。

5.  水圧試験結果については、次に掲げる項目の報告書を作成し、監督員に提出する。

負荷時間後の水圧・自記録紙・他に監督員が求める資料
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6.  通水、洗管作業は、水道管路課の立会いのもとで作業する。

4－1－20 基礎工

基礎工については、第 3章第 4節 基礎工の規定に準ずる。

4－1－21 コンクリート工

コンクリート工については、第 3章第 6節 コンクリート工の規定に準ずる。

4－1－22 型枠工

型枠工については、第 3章第 7節 型枠工及び支保工の規定に準ずる。

4－1－23 鉄筋工

鉄筋工については、第 3章第 8節 鉄筋工の規定に準ずる。

4－1－24 伏越工・上越工

1. 施工に先立ち、関係管理者と十分協議し、安全確実な計画のもとに、迅速に施工する。

2. 河川、水路等を開削で伏越す場合は、次による。

(1) 伏越しのため、水路、その他を締め切る場合は、氾濫のおそれのないように水樋等を

架設し、流水の疎通に支障がないように施工する。また、鋼矢板等で仮締切りを行う場合

は、止水を十分に行い、作業に支障のないようにする。

(2) 降雨による河川水位の増大に備えて、対策を事前に協議し、予備資材等を準備してお

く。

(3) その他締切工については、3－1－4 3.仮締切工の規定に準ずる。

3.  既設構造物を伏越し又は上越しする場合は、監督員と協議のうえ、指定された防護を行

い、確実な埋戻し及び施工を行う。

4－1－25 軌道下横断工

1. 工事に先立ち、監督員とともに当該軌道の管理者と十分な協議を行い、安全、確実な計

画のもとに迅速に施工する。

（参照）建設工事公衆災害防止対策要綱（土木編） 第 4章（軌道等の保全）

2. 車両通過に対し、十分安全な軌道支保工を施す。

3. コンクリート構造物は、通過車両の振動を受けないように支保工に特別の考慮を払う。

4. 踏切地点及び交差点の場合は、常時完全な履工を行う。

5. 当該軌道管理者から指示があった場合は、直ちに監督員に報告し、その指示を受ける。
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6. 工事中は、軌道監視員及び軌道工事管理者を配置し、列車の通過に細心の注意を払う。

また、必要に応じ沈下計、傾斜計を設置し、工事の影響を常時監視する。

7. 監督員が指定した軌道横断箇所に埋設表示杭を設置する。

4－1－26 水管橋架設工

水道橋の架設については、別に特記仕様書で定める場合を除き、次による。

1. 架設に先立ち、材料を再度点検し、塗装状況、部品、数量等を確認し、異常があれば監

督員に報告してその指示を受ける。

2. 架設に当たっては、事前に橋台、橋脚の天端高及び支間を再測量し、支承の位置を正確

に決め、アンカーボルトを埋め込むものとする。アンカーボルトは水管橋の地震時荷重、

風荷重等に十分耐えるよう、堅固に取り付ける。

3. 固定支承、可動支承部は設計図に従い、各々の機能を発揮させるように正確に据え付け

る。

4. 伸縮継手は、正確に規定の可とう性をもたせ、摺動形の伸縮継手については、ゴム輪に

異物等をはさまないように入念に取り付ける。

5. 仮設用足場は、作業及び検査に支障のないように安全なものとする。

6. 落橋防止装置等のあと施工アンカーボルトを設置する場合、定着長は、超音波探傷器を

用いて全数測定する。

7. 鋼製水管橋の仮設及び外面塗装は、各々WSP027（水道橋工場仮組立及び現場仮設基準）

WSP009（水管橋外面防食基準）による。

4－1－27 電食防止工

1. 電食防止の施工に当たっては、次による。

(1) 管の塗覆装に傷をつけないように注意する。

(2) コンクリート建造物の鉄筋と管体が接触することのないように電気的絶縁に留意す

る。

(3) 水管橋支承部には、絶縁材を挿入して管と橋台の鉄筋が直接接しないように施工する。

(4) 電気防食を行う管路に使用する推進用鋼管と外装管の間の絶縁抵抗は、1×105Ω以上

確保する。

(5) 陽極は、常に乾燥状態で保管する。

(6) 陽極の運搬時は、リード線を引っ張らないようにする。

(7) 陽極設置後の埋戻しは、石等を取除き、細かく砕いた発生土で行う。このとき、陽極

リード線及び陰極リード線は、適切な間隔にテープで固定し、地上に立ち上げ、接続箱

設置位置まで配線しておく。
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(8) ターミナル取付け位置は、管溶接部を標準とする。取付けに当たっては、管の表面を

ヤスリ、サンドペーパー等を使用して、十分に研磨する。

(9) ターミナルは、管溶接部と同一の塗覆装を行う。

(10) 接続箱内に立ち上げたリード線は、束ねて防食テープで固定した後、地表面から約

20cm 高くし、同一長さに切断する。

(11) 測定用ターミナルリード線以外の各線は、ボルト・ナットで締め付け、防食テープで

被覆する。

(12) 鋼管の電気防食は、WSP050（水道用塗覆装鋼管の電気防食指針）による。

2. 流電陽極式による電気防食装置の施工については、次による。

(1) 陽極埋設用の孔は、埋設管と平行に掘削するものとし、陽極を 1箇所に 2個以上設置

する場合は、陽極相互の間隔を 1.0ｍ以上離す。なお、掘削時に管の塗覆装を傷つけな

い。

(2) 配線材料は、次のものに使用する。

a) ケーブル：JIS C 3605 600V ポリエチレンケーブル

b) 保 護 管：JIS C 3653 電力用ケーブルの地中埋設の施工方法 付属書 1

波付硬質合成樹脂管（FEP）

JIS C 8430 硬質ポリ塩化ビニル電線管（VE）

(3) 陽極は、埋設管から 200mm 以上の離隔を確保する。

(4) 陽極リード線の結線部（母線と子線等）は水が浸入しないように確実にシールし、リ

ード線は、保護管に入れて地表面に立ち上げる。

(5) 陽極リード線と埋設管からのリード線は、地上に設置したターミナルボックス内で接

続する。

3. 外部電源方式による電気防食装置の施工については、次による。

(1) 埋設管と電極は極力離す。

(2) 配線工事は、「電気設備に関する技術基準を定める省令」（経産業省令第 52号）及び｢電

気設備の技術基準の解釈｣（経済産業省）による。

(3) 電線の接続は、原則として所定の接続箱の中で行い、特に（＋）側配線は、電線被覆

の傷がつかないように注意する。

(4) 配線材料は、流電陽極方式と同様のものを用いるが、ケーブルは十分な容量を持つも

のを用いる。

(5) 端子、接続部等は、絶縁処理を施す。

(6) 電極保護管は、次のものを使用する。

JIS K 6741 硬質ポリ塩化ビニル管

JIS G 3452 配管用炭素鋼管
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(7) 深埋式は、電極保護管の隙間にバックフィルを充填する。

(8) 電食防止装置の設置完了後は、全装置を作動させ、管路が適正な防食状態になるよう

に調整を行う。

4－1－28 ポリエチレンスリーブ（以下、「スリーブ」という。）

1. スリーブの運搬及び保管

(1) スリーブの運搬は、折りたたんで段ボール箱等に入れ、損傷しないように注意して行

う。

(2) スリーブは、直射日光を避けて保管する。

2. スリーブの被覆

金属系の管種については、管体及び継手部の防食性能を考慮し、スリーブを被覆する。

(1) スリーブの被覆は、スリーブを管の外面にきっちりと巻きつけ、余分なスリーブを折

りたたみ、管頂部に重ね部分がくるようにする。

(2) 管継手部の凹凸にスリーブがなじむように、十分たるませて施工する。

(3) 管軸方向のスリーブの継ぎ部分は、確実に重ね合わせる。

(4) 地下水が入らないように粘着テープで 1ｍピッチに固定する。

(5) 既設管、バルブ、分岐部等は、スリーブを切り開いて、シート状にして施工する。

(6) エポキシ樹脂粉体塗装管については、図 4－1のとおり、名称入りスリーブを使用す

る。

図４－１ ポリエチレンスリーブ

4－1－29 管明示工

1. エポキシ樹脂粉体塗装管には、図 4－2のエポキシ樹脂粉体塗装管用明示テープを管頂

に直接貼り付ける。

図４－２ エポキシ樹脂粉体塗装管用明示テープ

  2. 水道配水用ポリエチレン管(φ75 以上)には、図 4－3 の管明示テープを以下のとおり

貼り付ける。
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  (1) 明示の方法は、管明示テープを胴巻きする。また、胴巻きテープは１回半巻きと

する。

   (2) 直管部（管長 5m）

４箇所/本：管の両端から 15～20cm ならびに中間２箇所に貼り付ける。

   (3) 切管部（管長 5m未満）

     テープの間隔が 2m以上にならないように貼り付ける。

   (4) 異形管の場合は、異形管１個につき１箇所貼り付ける。

       

           

図４－３ 管明示テープ

3.  明示シートは、表 4－1の仕様に基づき、すべての管路を埋戻す際に、次に従って布設

する。

(1) 土被りが 1.2m 以上の場合、GL－60cm に布設する。

(2) 土被りが 1.2m 未満の場合、GL－30cm～－40cm に布設する。

(3) 監督員が特に布設深さを指示した場合、それを優先する。

表４－１ 管明示シート仕様

管 種 幅 色 折 材質 その他

金属管

(DIP,SP,SV,PEP等)
15ｃｍ以上 青 二重折以上 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 鹿児島市水道局名称入

非金属管

(VH, PN 等)
15ｃｍ以上 青 二重折以上

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製

(ｱﾙﾐ箔入)
鹿児島市水道局名称入

4－1－30 通水準備工

1. 充水作業前に、原則として全延長にわたり管内を十分清掃するとともに、継手部の異物

の有無、塗装の状態等を調べ、最後に残存物がないことを確認する。

2. 充水作業に先立ち、バルブ、副弁、空気弁、消火栓、排水弁等の開閉操作を行い、異常

の有無を確認し、特に空気弁のボールの密着度合を点検する。更に、全体の鉄蓋の開閉も
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確認し、ガタツキのないようにする。

3. 通水に当たっては、監督員が立会い、水道管路課職員によるバルブ操作により新設管へ

の充水、洗管作業を行う。

4. 洗管作業は、水道管路課職員が濁度、臭気及び残留塩素等を確認し、最終的に通水の可

否を判断する。

5. 塩素含有水の排水に当たっては、放流先に被害を与えないように中和剤を混入させ、中

性化処理を行う。

4－1－31 通水前の配水管への給水穿孔について

通水前の配水管への給水穿孔は、切粉が配水管内に混入する恐れがあるため行ってはなら

ない。ただし、配水管が水道配水用ポリエチレン管の場合、穿孔方法が押切であることから、

次の場合に限り通水前の配水管への穿孔を認める。

1. 宅地内に止水栓を設置する給水切替工事

2. 新設管の洗管を行うため、事前にエア抜き等でサドル分岐を行う必要がある場合

3. その他、監督員が指示する場合

第２節 ダクタイル鋳鉄管及び水道配水用ポリエチレン管の接合

4－2－1 一般事項

1. 継手接合に従事する配管技能者は、4－1－10 配管技能者の要件を満たすものでなけれ

ばならない。

2. 接合方法、接合順序、使用材料等の詳細について、着工前に監督員の承諾を得る。

3. 接合する前に継手の付属品及び必要な器具、工具を点検し確認する。

4. 接合に先立ち、挿し口部の外面、受口部の内面、押輪及びゴム輪等に付着している油、

砂、その他の異物を完全に取り除く。

5. 付属品の取扱いに当たっては、次の事項に注意する。

(1) ゴム製品類は、紫外線、熱等に直接さらされると劣化するので、極力屋内に保管し、

梱包ケースから取り出した後は、できるだけ早く使用する。また、未使用品は必ず梱包

ケースに戻して保管する。この際、折り曲げたり、ねじったままで保管しない。

(2) 開包後のボルト・ナットは、直接地上に置くことはさけ、所定の容器に入れて持ち運

ぶ。

(3) ボルト・ナットは、放り投げることなく丁寧に取扱う。また、ガソリン、シンナー等

を使って洗わない。

(4) 押輪は、直接地上に置かず、台木上に並べて保管する。φ600 以上の押輪は、水平に

積んで保管するのが望ましい。ただし、安全上あまり高く積まない。
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6. 管接合終了後、埋戻しに先立ち継手等の状態を再確認するとともに、接合部及び管体外

面の塗料の損傷箇所には防錆塗料を塗布する。

7. 接合状況を記録するチェックシートは、下記図書記載のシートを使用する。

(1)ダクタイル鋳鉄管：一般社団法人 日本ダクタイル鉄管協会発行の接合要領書

(2)水道配水用ポリエチレン管：鹿児島市水道局発行の水道配水用ポリエチレン管施工マニ

ュアル

4－2－2 継手用滑剤

  ダクタイル鋳鉄管の接合に当たっては、ダクタイル鉄管継手用滑剤を使用する。

4－2－3 Ｋ形ダクタイル鋳鉄管の接合

図４－４ Ｋ形管の継手の構造

1. 挿し口端面から白線（φ800以上は白線がないので端面から40cm程度）までを清掃する。

2. 押輪の内外面、ボルト穴及びゴム輪の内外面を清掃する。

3. 押輪の方向を確認してから挿し口部に預け、次に挿し口の外面とゴム輪の内面に滑剤を

十分塗布し、ゴム輪を挿しロ部に預ける。このとき、ゴム輪の表示がＫ形であることを確

認する。

4. 受口内面、挿し口外面の端面から白線までの範囲及びゴム輪の表面に滑剤を塗布し、受

口に挿しロを挿入する。このとき、胴付間隔が表 4－2となるように据え付ける。

5. 受口と挿し口との隙間を上下左右均等に保ちながら、ゴム輪を受口内の所定の位置に押

し込む。このとき、ゴム輪を先端の鋭利なもので叩いたり押したりして揖傷させないよう

に注意する。

6. ボルト・ナットの清掃を確認のうえ、ボルトを全部のボルト穴に差し込み、ナットを軽

く締めた後、全部のボルト・ナットが入っていることを確認する。

7. ボルトの締付けは、片締めにならないように上下のナット、次に両横のナット、次に対

角のナットの順に、それぞれ少しずつ締め、押輪と受口端との間隔が全周を通じて同じに

なるようにする。この操作を繰り返して行い、最後にトルクレンチにより表 4－3に示すト
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ルクになるまで締め付ける。

8. 特殊押輪の端面に鋳出してある管径、年号及び 3DkN の刻印表示を管と同様に上側にくる

ようにする。

9. 特殊押輪は、全周型（3DkN 対応型）を標準とする。これによりがたい場合は、その仕様

に準ずる。

10. φ75 の特殊押輪の場合、Ｔ頭ボルトは、60N·m で締め付け、押ボルトは、100N·m で締め

付ける。

11. 許容曲げ角度は、表 4－4のとおりとする。

表４－２ 許容胴付間隔

呼び径 許容胴付間隔（mm） 呼び径 許容胴付間隔（mm）

75 20 450 32

100 20 500 32

150 20 600 32

200 20 700 32

250 20 800 32

300 32 900 32

350 32 1000 36

400 32 ― ―

表４－３ Ｋ形締付けトルク

管 径（mm） トルク（N·m） ボルトの呼び

75 60 Ｍ16

100～600 100 Ｍ20

700～800 140 Ｍ24

900～2600 200 Ｍ30
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表４－４ 許容曲げ角度

呼び径

（mm）

Ｋ形

曲げ

角度

管 1本当りに許容される偏位（cm）

４ｍ ５ｍ ６ｍ

75 5°00′ 35 － －

100 5°00′ 35 － －

150 5°00′ － 44 －

200 5°00′ － 44 －

250 4°10′ － 36 －

300 5°00′ － － 52

350 4°50′ － － 50

400 4°10′ － － 43

450 3°50′ － － 40

500 3°20′ － － 35

600 2°50′ － － 29

700 2°30′ － － 26

800 2°10′ － － 22

900 2°00′ － － 21

1000 1°50′ － － 19

4－2－4 ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管の接合

    ＮＳ形継手は、免震的な考え方に基づいた耐震性能を有する継手である。この継手は大き

な伸縮量と離脱防止機構を有しており、地震時の大きな地盤変状に対して、継手が伸縮、屈

曲しながら追従する。

ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管の接合については、次による。

図４－５ ＮＳ形直管の継手構造
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1. ＮＳ直管の継手接合(φ75～φ450)

(1) 受口溝の異物を取り除き、挿し口外面の端から約30cmの間及び受口内面を清掃する。

(2) ロックリングとロックリング心出し用ゴムがセットされているか確認する。

(3) ゴム輪の表示がＮＳ形用であること及び呼び径を確認した後、清掃したゴム輪を受口

内面の所定の位置にセットする。

(4) 浮き上がりが無いことを確認し、受口端面よりゴム輪最頂部の最大寸法を測定する。

(5) ゴム輪の内面テーパ部と挿し口外面（挿し口先端部から白線までの範囲）に滑剤を塗

布する。

(6)  管をクレーン等で吊った状態にして挿し口を受口に預け、接合器具を操作して接合す

る。

(7)  全周にわたって受口と挿し口の隙間に薄板ゲージを差し込み、その入り込み量が最大

寸法より小さいことを測定する。入り込み量が最大寸法以上の場合は、継手を解体して

点検する。なお、再度接合するときは、ゴム輪は新品と交換する。

(8) 直管の曲げ配管は、接合が正常であることを確認した後、継手を表4－5に示す許容曲

げ角度内でゆっくりと曲げる。

(9) 接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記入する。

表４－５ ＮＳ管の許容曲げ角度

呼び径

(mm)

ＮＳ形

曲げ

角度

管 1本当りに許容される偏位(cm)

４ｍ ５ｍ ６ｍ

75 4° 28

100 4° 28

150 4° 35

200 4° 35

250 4° 35

300 3° 31

350 3° 31

400 3° 31

450 3° 31
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図４－６ ＮＳ形異形管の継手構造(φ75～φ250)

2. ＮＳ異形管の継手接合(φ75～φ250)

(1) 受口溝の異物を取り除き、挿し口外面の端から約30cmの間及び受口内面を清掃する。

(2) ロックリングとロックリング心出し用ゴムがセットされているか確認する。

(3) 屈曲防止リングが受口内面に飛び出していないことを確認する。

(4) ゴム輪を受口にセットする前に、異形管受口端面から受口奥部までの、のみ込み量の

実測値（挿入量）を挿し口外面（全周又は、円周4箇所）に白線で明示する。

(5) ゴム輪の表示がＮＳ形用であること及び呼び径を確認し、清掃したゴム輪を受口内面

の所定の位置にセットする。

(6) 浮き上がりが無いことを確認し、受口端面よりゴム輪最頂部の最大寸法を測定する。

(7) ゴム輪の内面テーパ部と挿し口外面（挿し口先端部から白線までの範囲）に滑剤を塗

布する。

(8) 管をクレーン等で吊った状態にして挿し口を受口に預け、接合器具を操作して接合す

る。接合後は、接合器具を取り外す前に挿し口に明示した白線が、受口端面の位置まで

全周にわたって挿入されていることを確認する。

(9) 全周にわたって受口と挿し口の隙間に薄板ゲージを差し込み、その入り込み量が最大

寸法より小さいことを確認する。このとき、異形管挿し口には、屈曲防止突部及び接合

用突部があるため、その突部のない箇所でゴム輪の位置確認を行う。入り込み量が最大

寸法以上の場合は、継手を解体して点検する。なお、再度接合するときは、ゴム輪は新

品と交換する。

(10) 屈曲防止リングが全周にわたって挿し口外面に当たるまでセットボルトを六角スパ

ナで締め付ける。

(11) 接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記入する。
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図４－７ ＮＳ形異形管（φ300～φ450）

3. ＮＳ形異形管の場合（φ300～φ450）

(1)  受口溝の異物を取り除き、挿し口外面の端から約30cmの間及び受口内面を清掃する。

(2)  ロックリングとロックリング心出し用ゴムがセットされているか確認する。

(3) 挿し口を受口に挿入する前に、異形管受口端面から受口奥部までの、のみ込み量の実

測値（挿入量）を挿し口外面（全周又は、円周4箇所）に白線で明示する。

(4)  ゴム輪、バックアップリングの表示がＮＳ形用であること及びゴム輪の呼び径を確認

し、清掃したゴム輪及びバックアップリングを挿し口に預け入れ、所定の向き及び位置

にセットする。

(5)  ロックリングの分割部に拡大器具をセットし、ストッパーが挿入できる幅になるまで

ロックリングを拡大する。

(6)  管をクレーン等で吊った状態にして挿し口を受口に預ける。挿し口が受口奥部に当た

るまでゆっくりと挿入し、現地で挿し口に明示した白線が、受口端面まで全周にわたっ

て挿入されていることを確認したら、ストッパーを引き抜き、ロックリングを挿し口外

面に抱き付かせる。

(7)  管をクレーン等で吊った状態で、挿し口もしくは受口を大きく上下左右前後に振り、

継手が抜け出さないか確認する。

(8)  管の心出しを行い、バックアップリングを受口と挿し口の隙間に挿入する。なお、切

断部は、受口、ロックリング溝の切り欠き部をさけるようにセットし、テーパ面同士が

あっていることを確認する。

(9)  ゴム輪外面、挿し口外面及び受口内面にダクタイル鉄管継手用滑剤を塗り、ゴム輪を

所定の位置にセットする。

(10) 押輪（2つ割）の分割部分（上下とも）にＴ頭ボルトを通し、ナットを手締めして押

輪を一体化する。その後、すべてのＴ頭ボルト・ナットを受口のフランジ穴及び押輪の

ボルト穴にセットする。

(11) ボルトの締め付けは、片締めにならないように上下のナット、次の両横のナット、
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次に対角のナットの順にそれぞれ少しずつ締め、押輪と受口端面との間隔が全周にわた

って均一になるようにする。この操作を繰り返して行い、最後にトルクレンチにより標

準トルク（100N·m）で一周締め付ける

(12) 締め付け完了後、全周にわたってゴム輪の出入り状態を確認する。

(13)  接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記入する。

4－2－5 ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管の接合

ＧＸ形継手はＮＳ形継手と同様に免震的な考え方に基づいた耐震性能を有する継手である。

この継手は大きな伸縮量と離脱防止機構を有しており、地震時の大きな地盤変状に対して、継

手が伸縮、屈曲しながら追従する。

ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管の接合については、次による。

図４－８ ＧＸ形直管の継手構造

1. ＧＸ直管の継手接合

(1) 受口溝の異物を取り除き、挿し口外面の端から約30cmの間及び受口内面を清掃する。

(2) ロックリング及びロックリングホルダがセットされているか確認する。

(3) ゴム輪の表示がＧＸ形用であること及び呼び径を確認した後、ゴム輪を清掃し、受口

内面の所定の位置にセットする。

(4) ゴム輪の内面テーパ部と挿し口外面（挿し口先端部から白線Ａまでの範囲）に滑剤を

塗布する。

(5) 管をクレーン等で吊った状態にして挿し口を受口に預け、接合器具を操作してゆっく

りと挿し口を受口に挿入し、挿し口外面に表示してある2本の白線のうち白線Ａの幅の

中に受口端面を合わせる。

(6) 受口と挿し口の隙間にチェックゲージの厚さ2mm側を差し込み、その入り込み量が表

4－6に示す合格範囲内にあることを確認する。φ75～φ250においては、厚さ2mm側で測

定した入り込み量が合格範囲外であった場合、厚さ4mm側を差し込み、再度測定する。

いずれも合格範囲外の場合は、継手を解体して点検する。φ300～φ400においては、厚

さ2mm側で測定した入り込み量が合格範囲外の場合は、継手を解体して点検する。

白線 A

白線 B
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なお、再度接合するときは、ゴム輪は新品と交換する。

(7)  直管の曲げ配管は、接合が正常であることを確認した後に継手を表4－7に示す許容曲

げ角度内でゆっくりと曲げなければならない。

(8) 接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記入する。

表４－６ チェックゲージ入り込み量の合格範囲

【φ75～φ250（2mm、4mm共通）】 【φ300～φ400（2mmのみ）】

呼び径 合格範囲（mm） 呼び径 合格範囲（mm）

75～100 8～18 300 14～24

150～250 11～21 350～400 14～25

表４－７ ＧＸ管の許容曲げ角度

呼び径

(mm)

ＧＸ形

曲げ

角度

管 1本当りに許容される偏位(cm)

４ｍ ５ｍ ６ｍ

75 4° 28

100 4° 28

150 4° 35

200 4° 35

250 4° 35

300 4° 42

400 4° 42
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図４－９ ＧＸ形異形管の継手構造

2. ＧＸ形異形管の継手接合

(1) 所定の受口溝にロックリング及びストッパーが正常な状態にあるか確認する。

(2) 押輪及びゴム輪を挿し口へセットする前に、異形管受口端面から受口奥部までののみ

込み量の実測値（挿入量）を測定し、挿し口外面（全周又は、円周4箇所）に白線で明

示する。

(3) 押輪、ゴム輪の表示がＧＸ形用であること及び呼び径を確認した後、押輪及びゴム輪

を清掃し、押輪、ゴム輪の順で挿し口に預ける。

(4) ゴム輪の外面及び受口内面に滑剤をムラなく塗布する。

(5) 管をクレーン等で吊った状態にして挿し口を受口に預ける。挿し口先端が受口奥部に

当たるまでゆっくりと挿入し、挿し口に明示した白線が受口端面の位置まで全周にわた

って挿入されていることを確認したら、ロックリングストッパーを引き抜き、挿し口外

面に抱きつかせる。

(6) 管をクレーン等で吊った状態で、挿し口もしくは受口を大きく上下左右に振り、継手

が抜け出さないことを確認する。

(7) ゴム輪を受口と挿し口の間に挿し込み、Ｔ頭ボルト・ナットを受口フランジ及び押輪

のボルト穴にセットする。

(8) Ｔ頭ボルト・ナットの締め付けは、受口と押輪の間隔が全周にわたって均一になるよ

250・300
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うに注意しながら、ほぼ対称の位置にあるナットを電動工具（インパクトレンチ）等で

締め付ける。締め付けは、押輪の施工管理用突部と受口が接触するまで行う。

(9) 締め付け完了後、押輪の施工管理用突部と受口端面に隙間が無いことを隙間ゲージ

（厚さ0.5mm）で確認する。

(10) 接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記入する。

3. 切管時の施工

ＧＸ形管で切管施工する場合、次の３種類の方法で行う。

(1) 切管を直管受口に接合する場合にP-Linkを用いて施工する方法

  P-Linkは、挿し口突部を有しており、直管受口に切管を接合する場合に使用する。

図４－１０ P-Link継手構造

P-Linkの継手取付

① P-Link内面を清掃し、砂等の異物を取り除いた後、直管用ゴム輪を装着する。

② ゴム輪内面及び切管挿し口外面に滑剤を塗布し、挿し口を白線位置までP-Linkに挿入

する。

③ 隙間ゲージを用いてゴム輪の位置確認を行い、測定値が表4－8に示す範囲内にあるか

測定し、合格範囲内であれば、その結果をチェックシートに記入する。

④ 全数の押しボルトを爪と管が接するまで手で仮締めした後、トルクレンチを用いて押

しボルトを均等に規定の締め付けトルク100N·mで締め付ける。



4-27

表４－８ ゲージ入り込み量の合格範囲

呼び径 合格範囲（mm）

75 54～63

100 57～66

150 57～66

200 63～72

250 63～72

300 70～80

(2) 切管を異形管受口に接合する場合にG-Linkを用いて施工する方法

G-Linkは、押輪に爪が収納された構造であり、異形管受口に切管を接合する場合に使用

する。

図４－１１ G-Link継手構造

G-Linkの継手取付

①  異形管の押輪の代わりにG-Linkを用いて異形管と同じ手順で接合する。

②  爪が管と接するまで、全数の押しボルトを均等に手で仮締めした後、トルクレンチを

用いて押しボルトを均等に規定の締め付けトルク100N·mで締め付ける。

(3) 切管用挿し口リングを使用して、挿し口突部を形成し施工する方法

ＧＸ形管に挿し口加工を施す切管には、必ず1種管を用いる。

250・300
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図４－１２ 切管用挿し口リングの取付け

切管用挿し口リング取付

① 切管する位置全周に「ケガキ線」を入れる。

② 専用の溝切機及び切断機で管の挿し口加工と切断を行う。

③ 加工完了後、所定の寸法になっていることをＧＸ形専用チェックゲージを用いて確

認する。

④ 挿し口加工した部分には、ダクタイル鋳鉄管切管鉄部用塗料を塗布又は、ＧＸ形端

面防食ゴムを使用して補修する。

⑤ 溝内に砂等の異物が入っていないことを確認し、専用の挿し口リング拡大器を用い

て切管用挿し口リングを挿し口にセットする。

⑥ シャコ万力を用いて、切管用挿し口リングの分割部の反対側から順次締め付ける。

⑦ 切管用挿し口リングが浮き上がっていないことを、切管用挿し口リングと挿し口外

面との間に厚さ0.5mmの隙間ゲージが全周にわたって入らないことにより確認する。

⑧ 専用のストッパー付ドリルの下穴深さが7～7.5mmであることを確認した後、切管用

挿し口リングのガイド穴に合わせて、切管用挿し口リング及び挿し口に所定の深さの

下穴を加工する。

⑨ プラスドライバーを用いてタッピンネジを締め付けて、切管用挿し口リングを固定

する。

4－2－6 水道配水用ポリエチレン管の接合

ＥＦ接合は、接合面に電熱線を埋め込んだ管継手（受口）に管（挿し口）をセットした後、

コントローラから通電して電熱線を発熱させ、管継手内面と管外面の樹脂を加熱溶融し、一体

化させる接合方法である。

水道配水用ポリエチレン管の接合については、次による。
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① 通電により発熱し、樹脂を溶融させる電熱線

② 通電されたことを示すインジケータ

③ 通電時間等制御するコントローラ

図４－１３ 水道配水用ポリエチレン管ＥＦ接合の構造

1. ＥＦ継手接合

(1) 管の切断は、所定のパイプカッターを用い、管軸に対して管端が直角になるように切

断する。

(2) 管に傷がないか点検のうえ、管に付着している土や汚れをペーパータオル又は清潔な

ウエスで清掃する。清掃は、管端から 200mm 以上の範囲を管全周に渡って行う。

(3) 管端から測って規定の挿込長さの位置に標線を記入する。次に削り残しや切削むらが

ないように確認するため、切削面をマーキングし、スクレーパを用いて管端から標線ま

で管表面を切削（スクレープ）する。

(4) 管の切削面とＥＦソケット等（接合する継手。以下「継手」という。）の受口内面全

体をエタノール又はアセトンを染み込ませたペーパータオルで清掃する。

(5) 切削、清掃済の管に継手を挿入し、端面に沿って円周方向に標線をマーキングする。

(6) 継手に管を標線まで挿入し、クランプを用いて管と継手を固定する。

(7) 継手とコントローラの適合を確認のうえ、継手の端子に出力ケーブルを接続し、コン

トローラ付属のバーコードリーダーで継手のバーコードを読み取り、融着データを入力

した後、コントローラのスタートボタンを押して通電を開始する。

(8) 継手のインジケータが左右とも隆起していることを確認する。隆起が確認できない場

合、あるいはコントローラが正常に終了していない場合は、融着不良であり、融着不良
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部を切除し、最初から作業をやり直す。

(9) コントローラの通電が終了後、規定の冷却時間をとる。通電終了時刻に表 4－9 の所

要冷却時間を加えたクランプ取外し可能時刻を継手に記入し、冷却中はクランプを固定

したままにし、接合部に外力を加えない。

(10) 接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記入する。

表４－９ 口径別冷却時間

呼 び 径 50 75 100

冷却時間（分） 5 10

2. メカニカル接合

(1) 管端が直角になるように切断し、管端面のバリを取り除いたうえで管端から 200mm 程

度の内外面の油・砂等の異物、汚れを清浄なウエス等で除去し、管端の外周部の面取り

を行う。また、継手本体の受口内面及びインナーコアの油・砂等の異物、汚れを清浄な

ウエス等で除去する。

(2) インナーコアを管に挿入する。インナーコアが入りにくい場合は、角材等をあててプ

ラスチックハンマ－または木槌等で軽くたたいて挿入する。

(3) 挿し口の標準挿入量（L1）及び最少挿入量（L2）の標線を記入する。

※メーカーによりＡ寸法、挿入量(Ｌ１,Ｌ２)が異なることから使用する材料に対応

したＡ寸法、挿入量(Ｌ１,Ｌ２)を施工計画書に記載する。

(4) 継手本体受口のゴム輪内面に水道用滑剤を塗布し、標準挿入量の標線に押輪の端面が

くるように片口ずつ挿入する。

  (5) ナットを少し緩めてスペーサを取り外した後、押輪と継手本体がメタルタッチするま

でボルト・ナットを均等に締め付ける。
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表４－１０ Ａ寸法表（参考）

  (単位ｍｍ)

呼び径 Ａ寸法 参考

50 10

75 15

100 20

表４－１１ 標準挿入量

（単位ｍｍ）

呼び径 Ｌ１ Ｌ２

50 115 90

75 120 90

100 125 100

Ｌ１ : 標準挿入量、Ｌ２ ：最少挿入量
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押輪と継手本体がメタルタッチになるまで

図４－１４ 締付け図

4－2－7 フランジ形ダクタイル鋳鉄管の接合

1. 大平面座形フランジの接合（ＲＦ形－ＲＦ形）

(1) フランジ面、六角ボルト・ナット及びガスケットをきれいに清掃し、異物がかみ込ま

れないようにする。

(2) ガスケットは、管心をよく合わせ、ずれが生じないようにシアノアクリレート系接着

剤等で仮留めする。ただし、酢酸ビニル系接着剤、合成ゴム系接着剤等は、ガスケットが

劣化し、漏水の原因となる恐れがあるため使用してはならない。

(3) 全周均等に六角ボルトを取り付け、相互のフランジを合わせる。

(4) ガスケットの位置及びボルト穴に注意しながら締め付ける。

(5) ガスケットが均等に圧縮されるように全周を数回にわたり締め付け、表 4－12 に示す

規定のトルクまで締め付ける。

(6) フランジ面が並行にかたよりなく接合されていること、及びガスケットのずれがない

ことを目視で確認する。

(7) 接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記入する。

表４－１２ フランジの標準締付けトルク

呼び径 ボルトの呼び 標準締付けトルク（N·m）

75～200 Ｍ16 60

250・300 Ｍ20 90

350・400 Ｍ22 120

450～600 Ｍ24 260

2. 溝形フランジ（メタルタッチ）の接合（ＲＦ形－ＧＦ形）

(1) フランジ面、ガスケット溝、ガスケット及び六角ボルト・ナットをきれいに清掃し、
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異物や塗料の塗だまりを除去する。

(2) ガスケット溝にＧＦ形ガスケット 1号を装着する。この時、溝から外れやすい場合は、

シアノアクリレート系接着剤を呼び径によって 4～6 等分点に点付けする。ただし、酢酸

ビニル系接着剤、合成ゴム系接着剤等は、ガスケットが劣化し、漏水の原因となる恐れが

あるため使用してはならない。

(3) ガスケット外周をガスケット溝外周に沿わせて装着した後、全周均等に六角ボルトを

取り付け、ＧＦ形フランジとＲＦ形フランジを合わせる。

(4) ガスケットの位置及びボルト穴に注意しながら締め付ける。

(5) 両方のフランジ面が接触する付近まで達したら、1本おきに往復しながら数回にわたり

締め付け、両方のフランジ面が全周にわたり確実に接触するまで締め付ける。

(6) 継手外側から円周 4 箇所、等間隔の位置に隙間ゲージを差し込んで、フランジ面間の

隙間を確認する。このとき、フランジ面間に 1mm厚の隙間ゲージが入ってはならない。さ

らにすべての六角ボルトが 60N·m 以上のトルクがあることを確認する。

(7) 接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記入する。

3. 溝形フランジ（メタルタッチでない）の接合（ＲＦ形－ＧＦ形）

(1) フランジ面、ガスケット溝、ガスケット及び六角ボルト・ナットをきれいに清掃し、

異物や塗料の塗だまりを除去する。

(2) ガスケット溝にＧＦ形ガスケット 2 号を装着する。このとき、溝から外れやすい場合

は、シアノアクリレート系接着剤を呼び径によって 4～6 等分点に点付けする。ただし、

酢酸ビニル系接着剤、合成ゴム系接着剤等は、ガスケットが劣化し、漏水の原因となる恐

れがあるため使用してはならない。

(3) ガスケットの内周をガスケット溝内周に沿わせて装着した後、全周均等に六角ボルト

を取り付け、ＧＦ形フランジとＲＦ形フランジを合わせる。

(4) ガスケットの位置及びボルト穴に注意しながら締め付ける。

(5) フランジ面間の距離が標準間隔に近づいたら、1本おきに往復しながら順次全周を数回

にわたり締め付けていき、全周にわたって表 4―13 の範囲に収まるまで締め付ける。

(6) フランジ面間の間隔を隙間ゲージにて円周 4 箇所測定し、その値が標準間隔の範囲内

にあることを確認する。さらに、すべての六角ボルトが容易にゆるまないことを確認する。

(7) 接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記入する。

表４－１３ メタルタッチでない溝形フランジの標準間隔

呼び径
標準間隔（mm）

下限 上限

75～900 3.5 4.5

1000～1500 4.5 6.0
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第３節 鋼管溶接塗覆装工事

4－3－1 一般事項

1.  受注者は、工事着工前に接続方法、溶接順序、溶接機、溶接棒、塗覆装方法等の詳細を

施工計画書に記載して監督員に提出する。

2.  溶接作業に先立ち、これに従事する溶接士の経歴書、写真及び資格証明書を提出する。

3.  溶接作業に当たっては、火災、漏電等について十分な防止対策を行う。

4.  溶接開始から塗覆装完了まで、接合部分が浸水しないようにする。

5.  溶接作業中は、管内塗装面を傷めないよう十分防護対策を施し、作業者歩行についても

十分注意させる。

6.  溶接作業中の溶接ヒュームは、適切な換気設備により十分な除去を行う。

7.  受注者は、施工計画書のとおり施工しているか段階的に確認を行い、監督員に報告する。

  また、監督員は、必要に応じ立会いを行う。

8.  塗覆装施工に先立ち、これに従事する塗装工の経歴書を提出する。

なお、塗装工は、この種の工事に豊富な実務経験を有する技能優秀な者とする。

9.  塗覆装作業に当たっては、周囲の環境汚染防止に留意するとともに「有機溶剤中毒防止

規則」及び「特定化学物質等障害予防規則」に基づき十分な安全対策を行う。

10． 溶接及び塗装作業のため、踏み台又は渡し板を使用する場合は、塗装を傷めないよう適

当な当てものをする。

11． 塗装面上を歩くときは、ゴムマットを敷くか、またはきれいなゴム底の靴、スリッパ

等を使用する。

12. 鋼管に使用する現地塗覆装表４－１１による。

13． 鋼管の電食防止対策については、電食防止工に順じ鉄骨や鉄筋など、ほかの異種金属と

接触することのないよう留意する。

表４－１２ 鋼管に使用する塗覆装

注：  受渡当事者間の協議により、鋼管内面に水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法を適用

できる。鋼管外面の水道用タールエポキシ樹脂塗料は、露出配管、コンクリート内配管

等に使用する。

内外面区分 使 用 す る 塗 覆 装 規 格 等

鋼 管 内 面 水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法
JWWA K 157

WSP072

鋼 管 外 面
水道用タールエポキシ樹脂塗料塗装方法

水道用ジョイントコート

JWWA K 115

JWWA K 153
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4－3－2 アーク溶接

1.  溶接の資格

従事する溶接士は、JIS Z 3801（溶接技術検定における試験方法及び判定基準）、JIS Z 

3821（ステンレス鋼溶接技術検走における試験方法及び判定基準）又は、これと同等以上

の有資格者であると。

2.  溶接棒

（1） 溶接棒は、JIS Z 3211（軟鋼、高張力鋼及び低温鋼用被覆アーク溶接棒）に適合する

もので、次のいずれかを使用する。

D4319（イルミナイト系）、D4303（ライムチタニア系）、

D4316（低水素系）

（2） ステンレス鋼（管端ステンレス鋼付塗覆装鋼管を含む。）及びステンレスクラッド鋼の

場合は、JIS Z 3221（ステンレス鋼被覆アーク溶接棒）、JIS Z 3321（溶接用ステンレス

鋼溶加棒およびソリッドワイヤ）に適合するもので、母材に合わせて次のいずれかを使

用する。これ以外の溶接棒を使用する場合は、監督員と協議する。

ES308、ES308L、ES316、ES316L、Y308、Y308L、Y316、Y316L

（3） 溶接棒は、常時乾燥状態に保つよう適正な管理を行い、湿度の高い掘削溝中に裸のま

まで持ち込まない。溶接棒の標準乾燥条件は、低水素系（E4316）の溶接棒は 300℃～350℃

で 30 分～60 分間、イルミナイト系（E4319）及びライムチタニア系（E4303）の溶接棒

は、70℃～100℃で 30 分～60 分間とし、恒温乾燥機中に保持しした後、適切な防湿容器

に入れて作業現場に持ち込み、これより 1本ずつ取り出して使用する。

3.  溶接

(1)  溶接部は十分乾燥させ、錆その他有害なものは、ワイヤブラシその他で完全に除去

し、清掃してから溶接を行う。

（2） 溶接のときは、管の変形を矯正し、管端に過度の拘束を与えない程度で正確に据付け

て、仮付け溶接を最小限度に行う。仮付け溶接も本溶接の一部であるから、ブローホー

ル、割れ等が認められる時は、その部分を完全に除去しなければならない。なお、溶接

に伴い、スパッタが塗装面を傷めないよう適切な防護を行う。

（3） ビートの余盛りは、なるべく低くするように溶接し、最大 4mm を標準とする。

（4） 本溶接は、溶接部での収縮応力や溶接ひずみを少なくするために、溶接熱の分布が均

等になるような溶接順序に留意する。

（5） 溶接を開始後、その一層が完了するまで連続して行う。

（6） 溶接は、各層ごとにスラグ、スパッタ等を完全に除去、清掃した後に行う。

（7） 両面溶接の場合は、片側の溶接を完了後、反対側をガウジングにより健全な溶接層

まではつり取った後に溶接を行う。

（8）  ステンレス鋼管（管端ステンレス鋼付塗覆装鋼管を含む）の初層及び 2層目の溶接は、

TIG 溶接とし、３層目からの積層溶接は、TIG 溶接又は被覆アーク溶接とする。

（9） ステンレス鋼管（管端ステンレス鋼付塗覆装鋼管を含む）の溶接に当たっては、管

内面側を不活性ガス（アルゴンガス又は同等の性能を有する不活性ガス）にてバックシ

ールドする。

（10） 屈曲箇所における溶接は、その角度に応じて管端を切断した後、開先を規定寸法に
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仕上げてから行う。中間で切管を使用する場合もこれに準じて行う。

（11） 雨天、風雪時又は厳寒時は、溶接をしない。ただし、適切な防護設備を設けた場合

又は溶接前にあらかじめガスバーナ等で適切な予熱を行う場合は、監督員と打合せの

うえ、溶接をすることができる。

（12） 溶接作業は、部材の溶込みが十分に得られるよう、適切な溶接棒、容接電流及び溶

接速度を選定し欠陥のないように行う。

（13）溶接部には、検査において不合格となる次のような欠陥がないこと。

ア．割れ

イ．溶込み不足

ウ．ブローホール

エ．スラグ巻込み

オ．融合不良

カ．アンダーカット

キ．オーバーラッブ

ク．極端な溶接ビードの不揃い

（14） 現場溶接は、原則として、一方向から逐次行う。

（15） 仮付け溶接後は、直ちに本溶接することを原則とし、仮付け溶接のみが先行する場

合は、連続３本以内にとどめる。

（16）  既設管との連絡又は中間部における連絡接合は、原則として伸縮管又は鋼継輪で

行う。

4－3－3 炭酸ガス・アーク半自動溶接

1.  溶接士の資格

溶接作業に従事する溶接士は、JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験方法及びそ

の判定基準）または、これと同等以上の有資格者であること。

2.  軟鋼溶接用ワイヤ及び使用ガス

炭酸ガス・アーク溶接に使用するワイヤについては、JIS Z 3312（軟鋼及び高張力鋼及び

低温用鋼用マグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ）に準拠する。

（1）ワイヤは、JIS Z 3312 に適合するもので、母材に合わせたものを使用する。

（2）フラックス入りワイヤ及びノーガス用ワイヤは JIS Z 3313（軟鋼、高張力鋼及び低温

用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ）に適合するもので母材に合わせたものを使用

する。

（3）ワイヤは、常時乾燥状態に保ち、水滴、錆、油脂、ごみ、その他有害物が付着しな

いよう管理する。

（4）溶接に使用する炭酸ガスは、JIS K 1106（液化炭酸）の第 2種又は第 3種とする。

アルゴン又は酸素を併用する場合は、JIS K 1105（アルゴン）または JIS K 1101（酸素）

を使用する。

なお、その他のガスを使用する場合は、あらかじめ監督員に報告する。

3. 溶接

溶接は、原則として、4－3－2 アーク溶接 の３に準ずるとともに次による。
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（1） 炭酸ガス、アルゴン等のポンベは、作業上支障とならない場所に垂直に置き、かつ

衝撃、火気等に十分注意して管理する。

（2） 溶接機の設置又は移動に際しては、鋼管内面塗装を損傷しないよう十分注意する。

（3） 溶接電流、アークで電圧、ガス流量等はこの種の条件に最適なものを使用する。

（4） 溶接作業中は、溶接ヒュームの発生量が、アーク溶接より多いので、作業継続時問

と換気には十分注意する。

4－3－4 塗覆装の前処理

溶接終了後、塗覆装に当たっては鋼面との密着を良くするため、JIS G 3491（水道用鋼管

アスファルト塗覆装方法）、以下の前処理を行うこと。

1.  鋼面の清掃

（1）鋼面は、清浄かつ乾燥した状態にする。

（2）スラグ、スパッター及び溶接ビード部分の塗装に有害な突部などを電動サンダー、グ

ラインダー、ワイヤプラシ、その他適当な器具で取り除いて鋼面をなるべく平滑に仕上

げる。

（3）鋼面に付着している油分、ほこりその他の異物は、ワイヤプラシ等を用いて除去する。

（4）工場塗装と現地塗り重ね部はディスクサンダー、サンドペーパーで目荒らしを行い、

表面を粗にすると共に、工場塗装端部はテーパーをつける。

4－3－5 タールエポキシ樹脂塗装

この塗装は、JWWA K 115（水道用タールエポキシ樹脂塗料塗装方法）に準拠する。

なお、代替として JWWA K135（水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法）を使用することが

できる。

1. 塗料

（1） 受注者は、塗料製造業者から塗料性状の明示を受け、塗装管理にあたることともにそ

の性状表を監督員に提出する。

（2） 受注者は、塗料製造業者あるいは塗装業者対し、製造ロットごとに JWWA K 115 に規

定する試験方法により試験を行わせ、その成績表を監督員に提出する。

2. 塗装

（1） 塗装の厚さは JWWA K 115 の 3.5 に準拠する。

（2） 塗料は、混合調整に先だち塗料製造業者の指定する有効期限内にあること及び塗装

条件に適合することを確かめ、所定の混合比になるよう主剤と硬化剤とを攪拌機、ヘら

等により十分攪拌する。

（3） 混合した塗料は、指定された可使時間内に使用するものとし、これを経過したもの

は使用してはならない。

（4） 塗装作業は、刷毛塗り、ハンドスプレーなどを用いて,縦横に交差させながら行う。

また、ハンドスプレーで塗装を行う場合は、被塗装物に適合したノズルのチップ角度を

選び鋼面の吹き付け圧力が適正になるように鋼面とノズルとの距離を保つ。

（5） 塗装は、異物の混入、塗りむら、ピンホール、塗りもれ等がなく、均一な塗膜が得
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られるように行う。

（6） 塗り重ねをする場合は、塗料製造業者の指定する塗装間隔（時間）で塗装し、層間

剥離がおきないようにする。この場合同一塗料製造業者の製品を重ね塗りすることを

標準とする。

（7） 工場塗装と現場塗装の塗り重ね幅は 20㎜以上とし、工場塗装の表面は、電動サン

ダー、シンナー拭き等で目荒しにし、層間剥離の起きないよう十分注意する。

（8） 塗装作業は、原則として、気温 5℃以下のとき相対湿度 80％以上のとき、降雨、強

風等のときは行わない。

（9） 塗り重ね部分以外の工場塗装面に塗料が付着しないように適切な保護を行う。

(10)  塗装作業終了から通水までの塗膜の養生期間は、原則として完全硬化乾燥時間以上

とす る。

4－3－7 液状エポキシ樹脂塗装

1.  一般事項

水道用液状エポキシ樹脂塗料及び塗装方法は、設計図書に示されたものを除き、JWWA K 135

（水道用液状エポキシ樹脂塗料・塗装方法）に準拠する。

2. 塗装

（1）下地処理

ア．溶接によって生じた有害な突起があるときは、グラインダ、ディスクサンダ等の

電動工具を用いて平滑に仕上げる。

イ. ちり、ほこり、どろ等が付着しているときは、きれいな綿布で除去し清掃する。

ウ. 水分が付着しているときは、乾いた綿布で拭き取った後に乾燥させる。

エ．溶接部は、スパッタ、溶接部の熱影響によって生ずるヒートスケール及び溶接酸

化物等を、プラスト、サンダ等で除去し、清掃する。前処理の程度は、国際規格 ISO 

8501-1（塗料及びその関連製品の施工前の鋼材の素地調整一表面清浄度の自視評価）

のＳa 2 1／2 以上とする。

オ．付着した油分は、溶剤で布等を用いて完全に除去する。

カ．溶接によって損傷した部分の塗膜は、サンダ等より除去する。除去部分周辺の

損傷を受けていない塗膜及び工場塗装部との重ね塗り部分は、幅 20㎜以上とする。

（2）塗料の選定

ア．塗料は、JWWA K 135 の 2の規定に適合したものを使用する。

イ．塗料は、塗装時の気温に対応し、標準型塗料は 10℃以上、低温型は、5～20℃の

範囲で使用する。

（3）塗料の配合調整

ア．塗料は、配合調整に先立ち、塗料製造会社の指定する有効期間内にあること及

び塗装条件に適合することを確認する。

イ．塗料は、主剤と硬化剤とを所定の配合比になるよう計量して、撹拌機等により

混合する。

ウ．塗装作業時の気温や被塗装面の状態等により希釈が必要なときは、専用シンナ

を塗料製造会社の指定する範囲内で添加することができる。この場合、最適粘度
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となるように粘度測定器を使用して粘度調整を行う。ただし、専用シンナの添加

量は、最大 10％（重量）を越えないようにする。

エ．配合調合された塗料は、塗料製造会社の指定するポットライフ（時間）内に使

用するものとし、これを経過したものにシンナを加えて使用しない。

（4）塗装

ア．被塗装面の結露防止のため予熱する必要があるときは、赤外線、熱風等により

塗料製造会社の指定する温度まで均一な加熱を行う。

イ. 塗装は、刷毛、ハンドスプレーガン等によって行う。

ウ. 塗装は、異物の混入、塗りむら、ピンホール、塗りもれ等がなく、均一な塗膜

が得られるようにする。

エ.  塗膜の厚さを確保するために、重ね塗りを行うときは、塗料製造会社の指定

する重ね塗り期間内に塗装する。この場合、同じ塗料製造会社の同一製品を使用

する。なお、重ね塗りは前記(1)カの表面を粗とした部分についても塗装を行う。

オ.  重ね塗り部分以外の工場塗装面は、重ね塗り作業により塗料が付着しないよ

うに保護をする。

カ.  塗装作業は、製品に示されている最適気象条件で行う。

（5）塗膜の保護及び硬化促進

ア． 塗膜は、指触乾燥までの間、ちり、ほこり、水分等が付着しないようにする。

特に、水分は、不完全硬化の原因となるので付着させない。その後の硬化過程

にお いても、塗装を損傷しないようにする。

イ.  塗膜は、溶剤が揮散しやすいように、大気中に開放しておく。なお、気象条

件が不順な場合、又は早期に塗膜を硬化する必要がある場合等は、塗膜の硬化

促進のため、赤外線、熱風等により加熱することができる。

（6）塗膜の厚さ

硬化後の塗膜の厚さは、表４－１３のとおりとする。

表４－１３ 硬化後の塗膜の厚さ

種  別 塗膜の厚さ

管径 350mm 以下 0.3mm 以上

管径 400mm 以上 0.5mm 以上

  （7）通水までの塗膜の乾燥期間

通水までの塗膜の乾燥期間は、管両端が開放されてよく換気されている状態で 30日

程度以上とする。これ以外の乾燥期間とする場合は、監督員の承諾を得て、塗膜の硬

化促進のため、赤外線、熱風等により乾燥させることができる。

4－3－8 ジョイントコート

この作業は、日本水道協会規格格 JWWA K 153（水道用ジョイントコート）に準拠する。

1. 水道用塗覆装鋼管の現場溶接継手部外面防食に用いるジョイントコートは、プラスチック

系ジョイントコートとし、熱収縮チューブと熱収縮シートとの 2種類がある。
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  なお、各種衝撃強さによりⅠ形、Ⅱ形の２タイプがある。

表４－１４ ジョイントコートのタイプと工場塗覆装の種類とタイプ

タイプ

工場塗覆装の種類とタイプ

直管の場合 異形管の場合

Ⅰ 形

ポリウレタン被覆（Ⅰ形）

ポリエチレン被覆（Ⅰ形） ポリウレタン被覆（Ⅰ形）

Ⅱ 形

ポリウレタン被覆（Ⅱ形）

ポリエチレン被覆（Ⅱ形） ポリウレタン被覆（Ⅱ形）

2. プラスチック系ジョイントコートの巻付け構成は、図４－１５のとおりとする。

図４－１５ジョイントコート施工後の構成及び付属品

3.  ジョイントコートの種類、施工方法等に関して着工前に監督員に報告する。

4.  被覆面の下地処理
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現場溶接継手部は、以下の下地処理を行う。

(1)  溶接によって生じたスラグ、スパッタ、仮付けピース跡、ビート部凸凹等の有害な突

起は、ディスクグラインダ等によって除去又は滑らかに仕上げる。

(2)  ケール、さび、熱影響を受けたプライマーなどは、カップワイヤーブラシ、ディスク

サンダーなどで除去する。

(3)  ほこり、泥が付着しているときは、布などで拭き取る。

(4)  水分が付着しているときは、乾いた布などで拭き取った後、鋼面を十分に乾燥させる

(5)  油分が付着しているときは、溶剤を含ませた布などで拭き取る。

5.  熱収縮チューブの施工

(1)  工場被覆の端面角度が４５°を超える場合は、４５°以下に整形するか図４－１６の

ようにあらかじめ管周に沿ってシーリング材を装着する。

図４－１６ シーリング材の施工

(2)  専用バ－ナ－を用いて溶接部中央から左右に炎をあて、管体を６０°程度に予熱する。

  (3)  あらかじめセットしておいた熱収縮チューブを被覆位置まで戻す。熱収縮チューブと

工場被覆との重ね長さは、両側とも５０ｍｍ以上とする。

(4)  はく離紙をはがし、上端部に適当な浮かしジクを挿入し、熱収縮チューブと鋼管との

間隔が同程度となるようにする。

(5)  熱収縮チューブの加熱収縮は、次による。

  手順 １ 熱収縮チューブの中央部を円周方向に３６０°均一に収縮させる。この時管

軸方向の加熱収縮は行わない。

   手順 ２ 熱収縮チューブの軸方向半幅に対し、熱収縮チューブ中央部から即端部へ空

気を追い出す要領で加熱収縮を行う。

   手順 ３ 軸方向半幅の加熱収縮がほぼ完了した後、他半幅の加熱収縮を行う。

   手順 ４ 熱収縮チューブの収縮がほぼ完了した後、熱収縮チューブの端部から粘着材

がはみ出る程度まで全体を均一に収縮させる。

  手順 ５ 加熱収縮作業中及び完了後、必要に応じて溶接ビート部、工場被覆端部の段

差をローラで整形する。

(6)  熱収縮チューブ（Ⅱ形）の場合は、前記手順１～手順５の施工後、次の作業を行う。

  ポリエチレンシートＰを管の頂点から 45°の位置から巻始め、幅合わせをしながら巻

熱収縮チューブ又は熱収縮シート
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き付ける。

     巻終わったあと、図４－１６のようにテープ又は固定バンドでポリエチレンシートＰ

を固定する。

6．熱収縮シートの施工

(1)  工場被覆の端面の角度が４５°を超える場合は、４５°以下に整形するか図－4.3．

2 のようにあらかじめ管周に沿ってシーリング材を装着する。

(2)  専用バーナーを用いて溶接部中央から左右に炎をあて、管体を 60℃予熱する。

   (3)  熱収縮シートのはり始め部の両端を切り除く。

(4)  熱収縮シートと工場被覆部との重ね長さは、両側とも５０ｍｍ以上とする。

(5)  熱収縮シートのはり始めは、はく離紙をはがしながらローラを用いて管の表面に

圧着するように張り付ける

(6)  熱収縮シートのはり始めは、管の頂点から４５°の位置とし、はり始め部端部にシ

ーリング材を圧着する。

(7)  熱収縮シートの末端をはる時は、しわが生じないように熱収縮シートを軽く引張り、

はり始め部にラップして張り付ける。

(8)  熱収縮シートのはり付け後、接合用シートの軸方向中央と熱収縮シート端部とが一

致するように接合用シートの接着面が軟化するまで加熱する。接合用シートは、圧着

むらが生じないように加熱しながら、ローラで十分に均一に圧着する。

(9)  熱収縮シートの加熱収縮は、次による。

         手順 １:  熱収縮シートの中央部を円周方向に３６０°均一に収縮させる。この

時、管軸方向の加熱収縮は行わない。

手順 ２:  熱収縮シートの軸方向半幅に対し、熱収縮シート中央部から即端部へ

空気を追い出す要領で加熱収縮を行う。

手順 ３: 軸方向半幅の加熱収縮がほぼ完了した後、他半幅の加熱収縮を行う。

手順 ４: 軸方向半幅の加熱収縮がほぼ完了した後、熱収縮シートの端部から粘

着材がはみ出る程度まで全体を均一に収縮させる。

手順 ５: 加熱収縮作業中及び完了後、必要に応じて溶接ビート部、工場被覆端

部の段差をローラで整形する。

（10） 熱収縮シート（Ⅱ形）の場合は、前記（１）～（９）の施工後、次の作業を行う。

      ポリエチレンシートＰは、熱収縮シートのラップ部と逆方向の管の頂点から 45°の

位置から巻き始め、幅合わせをしながら巻き付ける。

       巻終わった後、図４－１５のようにテープ又は固定バンドでポリエチレンシートＰ

を固定する。

7.  ゴム系外面防食材料の施工（参考）

  ゴム系外面防食材料は、火気が使用できない場合、通水管など鋼面温度を 60℃以上に

予熱できない場合に使用することができる。なお、この施工はＪＷＷＡＫ１５３（水道用

ジョイントコート）ＷＳＰ０１２（水道用塗覆装鋼管ジョイントコート）に準拠して行う。
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4－3－9 検査

１．溶接検査

検査は、JIS Z 3104（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）による。なお、これにより難

い場合は、JIS Z 3060（鋼溶接部の超音波探傷試験方法）による。または JIS Z 3050（パ

イプライン溶接部の非破壊検査方法）により行うものとする。ステンレス鋼溶接部の検査

は、JIS Z 3106 （ステンレス鋼溶接継手の放射線透過試験方法）による。

(1)  鋼溶接部放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法（放射線透過試験方法）

ア．一般事項

（ア） 溶接部は、外観及び透過写真（ネガ）によって甲の検査を受けること。撮影枚数

は、10口につき１口とするが、発注者の指示のある場合はそれに従う。

（イ） 透過撮影は、原則として、１口につき管径 900㎜以下は 1箇所、管径 1,000 ㎜以

上は２箇所を標準とし、その箇所は監督員が指示する。

ただし、監督員が必要と認めた場合は、撮影箇所を増すことができる。

小口径管で人が入れない場合は、JIS Z 3050 の二重壁片面撮影方法とする。

（ウ） 透過写真（ネガ）は、検査完了後、撮影箇所を明示し、一括整理して監督員に提

出する。

イ．放射線透過試験の判定基準

溶接部の判定は、JIS Z 3014（鋼溶接継手の放射線透過試験法）及び JIS Z 3106（ス

テンレス鋼溶継手の放射線透過試験方法）の３類以上とする。

(2)  鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び試験結果の等級分類方法（超音波探傷試験方法）

ア．一般事項

（ア）検査箇所は、１口につき２箇所を標準とし、その箇所は監督員が指示する。また、

１箇所の検査長さは 30cm を標準とする。ただし、監督員が必要と認めた場合は、検

査箇所及び検査長さを増すことができる。

（イ）検査作業に先立ち、検査方法、工程、報告書の作成様式について、監督員の承諾

を得た後、この作業にとりかかるものとする。

イ．超音波探傷試験の判定基準

Ｍ線を超える高さのきずエコ－を評価の対象とし（Ｍ検出レベル）、判定は、JIS Z 

3060 の３類以上とする。

ウ.記録

試験を行なった後、次の事項を記録し、監督員に提出すること。

（ア）施工業者名

（イ）工事名称

（ウ）試験番号又は記号

（エ）試験年月日

（オ）検査技術者名及び資格者名

（カ）母材の材質及び板厚

（キ）溶接方法及び開先形状（余盛形状、裏当金密度を含む）

（ク）探傷器名

（ケ）探触子の使用及び性能
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（コ）使用した標準試験片又は対比試験片

（サ）探傷部分の状態及び手入れ方法

（シ）探傷範囲

（ス）接触媒質

（セ）探傷感度

（ソ）最大エコーの長さ

（タ）欠陥指示の長さ

（チ）欠陥位置（溶接線方向の位置、探触子－溶接部距離、ビーム路程）

（ツ）欠陥の評価点

（テ）合否とその基準

（ト）その他の事項（立会い、抜取り方法）

2.  塗覆装検査

（1）各現場塗装箇所は、監督員の検査を受けること。

この場合、主任技術者又は現場代理人が立会う。

（2）検査を受けるときは、検査に必要なピンホール探知機、電磁微厚計などを準備する。

（3）検査順序

ア．内面塗装

（ア）外観検査：目視により塗装面の仕上がり状態を検査し、塗装表面のたれ、しわ、流

れ、光沢、平滑度並びに変色などのについて有害な欠陥がなく、また塗り残し及びピ

ンホールのないことを確認する。

（イ）ピンホール及び塗り残し：ピンホール探知機により塗覆前面について行い、火花の

発生がない。この場合の電圧は、次による。

表４－１６ 塗膜厚と試験電圧

塗膜厚（mm） 試験電圧（Ｖ）

0.4 1,600～2,000

（ウ）厚さ：電磁微厚計その他により、管の長さ方向に対し任意の３箇所、その各所の円

周上任意の４点で測定する。

エ．外面塗装

（ア）タールエポキシ塗装及び液状エポキシ塗装は、前項ア、内面塗装による。

（イ）プラスチック系ジョイントコートは、表４－１７の項目について確認を行う。

     なお、Ⅱ形の場合、、表４－１７の項目については、ポリエチレンシートＰの施工

前に行うものとする。



4-45

表４－１７ 被覆後のジョイントコートの確認事項

項   目 確  認  内  容

外

観

焼損 焼損があってはならない。

両端のめくれ 有害な欠陥となる大きなめくれがあってはならない。

ふくれ ジョイントコートの両端から５０ｍｍ以内にふくれが

あってはならない。

工場塗装部との重ね長さ 片側５０ｍｍ以上とする。

円周方向の重ね長さ

（熱収縮シートの場合）

５０ｍｍ以上とする。

ピンホール

ピンホール探知機を用いて検査を行い、火花の発生する

ような欠陥があってはならない。

この場合の検査電圧は、８～１０kVとする。

膜   厚

加熱収縮後のジョイントコートの厚さは、

1.6 +規定せず

  －0.1   ｍｍとする。

4－3－10 手直し

1.  溶接

   検査の結果、不合格となった溶接部は、全周撮影し、不良箇所については入念に除去し、

開先、その他の点検を行ったうえ、再溶接し、再び検査を受ける。

2.  塗覆装

   検査の結果、不合格となった箇所は、ナイフ又はへら等で塗膜を入念に切り取り、鋼面

の処理からやり直し、再び検査を受けなければならない。ただしお、欠陥が表面のみの場

合は、監督員の指示により手直しを行う。

  なお、水素ガスの発生に起因する欠陥は、微妙なものを除き、鋼面より再塗装する。
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第４節 制水弁等付属設備設置工事

4－4－1 一般事項

1.  制水弁、水道用急速空気弁、消火栓等付属設備は、設計図又は施工標準図に基づき正確

に設置する。

2.  設置に当たっては、維持管理、操作等に支障のないようにする。なお、具体的な設置場

所は、周囲の道路、家屋及び埋設物等を考慮し、監督員と協議して定める。

図４－１７ 仕切弁・消火栓の設置位置

3.  これら付属設備相互間は、２．０ｍ以上離れるように設置位置を選定する。

4.  弁類の据付けに当たっては、正確に芯出しを行い、堅固に据付ける。

5.  鉄蓋類は、構造物に堅固に取付け、かつ路面に対して不陸のないようにする。

6.  弁室の据付けは、沈下、傾斜及び開閉軸の偏心を生じないよう入念に行う。

7.  弁室等を設置する場合は、基礎部を十分に転圧することとし、必要に応じて基礎砕石等

を敷き込むこと。

4－4－2 仕切弁設置工

1.  仕切弁は設置前に弁体の損傷のないことを確認するとともに弁の開閉方向を点検し、開

度「閉」の状態で設置する。

2.  仕切弁の据付けは、鉛直又は水平に据え付ける。また、据付けに当たっては、重量に見

合ったクレーンまたはチェーンブロック等を用いて、開閉軸の位置を考慮して方向を定め

安全確実に行う。

3.  固定用脚付弁の据付けに当たっては、支承コンクリートを先行して水平に打設するとと
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もに、アンカーボルト（バタフライ弁においては、弁体底部中央の調整ねじ部分を含む。）

を箱抜きし、コンクリートが所要の強度に達してから据付けること。アンカーボルトの箱抜

き部は、据付け完了後支承コンクリートと同等強度以上コンクリートを用いて充填する。

4.  開度計の取付けられたバタフライ弁は、開度計を汚損しないよう特に留意し、布等で覆

っておく。

5.  仕切弁は設置後、弁棒軸天端と地表面との間隔はＧＬ－２０cm以上とする。

また、弁棒軸天端と蓋裏面との最大間隔は５５cmとする。

  また、「継足し棒」を使用した場合は原則として、振れ止め金具を取り付ける。

6.  仕切弁は左回り開きとする。

なお、監督員の指示する弁類は、弁室内の見やすい所に制作メーカー、設置年度、口径、

回転、方向、回転数、操作トルク等を表示した銘板を取り付けること。

7.  鉄蓋の開閉方向を図４－１８の①のとおり管軸方向にあわせること。また、管軸方向と

車両進行方向が平行となる場合は、②のとおり設置することを基本とする。

      ①                ②

図４－１８ 弁類鉄蓋設置方向

4－4－3 消火栓設置工

1.  フランジ付きＴ字管は、原則として「うず巻式」とする。

2.  フランジ付きＴ字管の布設に当たっては、管心を水平に保ち支管のフランジ面が水平

になるよう設置する。

3.  消火栓及び補修弁の設置に先立ち、弁の開閉方向を確認するとともに、弁体の異常の有

無を点検する。

4.  消火栓の取り付けに当たっては、消火栓の弁棒軸天端と地表面との間隔、また、消火栓
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付空気弁は、空気弁天端と地表面との間隔を 120～300mm となるようにフランジ短管により

調整する。

5.  設置完了時には、補修弁を「開」とし、消火栓は「閉」としておく。

6.  鉄蓋の開閉方向を図４－１９の①のとおり管軸方向にあわせる。また、管軸方向と車両

進行方向が平行となる場合は、②のとおり設置することを基本とする。

①                 ②                        

図４－１９ 消火栓鉄蓋設置方向

4－4－4 空気弁設置工

1.  空気弁の設置に当たっては、4－4－3 消火栓設置工による。

2.  設置完了時は、補修弁は「開」とし、空気弁は「閉」とする。ただし、通水後の空気弁

は、「開」にしておく。

4－4－5 排水弁設置工

1.  排水弁の設置に当たっては、4－5－2 仕切弁設置工に準ずる。

2.  排水設備の設置場所は、原則として管路の凹部付近で適当な河川、または、排水路等の

あるところとする。

3.  吐き口付近の護岸は、放流水によって洗掘または破壊されないよう堅固に築造すること。

ｈ＝120～300
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4.  排水弁は、原則としてソフトシール弁を使用しない。

  5.  側溝等へ排水は、吐水口を下流側に向ける。また、吐水口は雨天時に管に逆流しない位

置とする。

6.  末端部に側溝等の排水施設がなく吐水口を設けられない場合は、排水弁室を設置する。
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第５節 さや管推進工事

4－5－1 一般事項

1.  本節は、さや管、推進工、さや管内配管、押込み完了後の措置その他これらに類する工

種について定めるものとする。

2.  受注者は、工事着手に際して提出する施工計画書及び工程表について、関連工事の進行

に支障のないよう留意して作成する。

3.  受注者は、推進中、常に中心線測量、水準測量等を行わなければならない。渡る

4－5－2 さや管

さや管は、原則として、日本下水道協会規格 JSWAS A-2（下水道推進工法用管、標準管 1

種）とする。

4－5－3 推進工

1.  工事に先立ち、土質調査資料を十分検討し、推進方法及び補助工法等を選定する。

2.  さや管の押込みに当たっては、中心線及び高低を確定しておくこと。また、推進台は中

心線の振れを生じないよう堅固に据付ける。

3.  支圧壁は、山留背面の地盤の変動による異常な荷重及び管押込みによる推力に十分耐え

る強度を有し、変形や破壊がおきないよう堅固に築造する。

4.  支圧壁は、山留と十分密着させるとともに、支圧面は、推進計画線に直角かつ平坦に仕

上げる。

5.  発進口は、特に地山の崩壊、路面の陥没などの危険が多いので、鏡切りに当たっては、

観測孔等により、地山の安定を確認した後に行う。

6.  発進初期は、推進地盤の乱れ等によって発進直後に刃口が沈下しないよう慎重に行う。

7.  ジャッキ推進は、推進地盤の土質に応じ、切羽、推進管、支圧壁等の安定を図りながら

慎重に行う。

8.  推進に当たっては、管の強度を考慮し、管の許容抵抗力以下で推進する。

9.  推進中は推力の管理の方法として、常時油圧ポンプの圧力計を監視し、推力の異常の有

無を確認する。

   なお、推進中は管一本ごとの推力を測定し、記録しておく。

10．推進中に推力が急激に上昇した場合は、推進を中止し、その原因を調査し、安全を確認し

た後に推進を行う。

11．管内掘削は推進地盤の状況、湧水状態、噴出ガスの有無等の調査を行い、作業の安全を期

す。また、掘削に当たっては、管内に入った土砂のみを掘削し、先掘り等により周囲の土砂

を緩めない。

12．推進中、監督員が指示した場合は、地質の変化があるごとに資料を採取し、地層図を作成

し、提出する。

13．推進中は管一本ごとに中心線、高低及びローリングの測量を行い、推進精度を確保する。

14．管の蛇行修正は、蛇行が小さいうちに行い、管に過度な偏圧力がかからないようにするた

め、急激な方向修正は避ける。また、蛇行修正中は、計測頻度を多くし、修正の効果を確認

する。
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15．さや管の接合部は、地下水及び細砂等の流入しないようなシーリング材を充填する。また、

押込口には、水替え設備を設け、排水を完全に行う。

16．推進中は、常時付近の状況に注意し、周囲の構造物に影響を与えないよう、必要な措置を

施す。

17．推進中、障害物、湧水、土砂崩れ等が生じたときは、直ちに臨機の処理をとるとともに監

督員に報告する。

18．さや管の周囲に隙間を生じた場合は、直ちに裏込注入を完全に行う。

19．裏込注入は、管内面から適当な間隔で行うこと、裏込材の配合は、地質条件で決定する。

なお、裏込注入計画は、あらかじめ監督員に報告する。

20．開放型刃口の場合で、やむを得ず管内掘削を中断するときは、矢板、ジャッキ等で切羽を

全面的に土留を行う。

4－5－4 さや管内配管

1. さや管内は、配管に先立ち、完全に清掃する。

2. 管は据付前に十分な検査を行い、管体が損傷していないことを確認する。

3. 配管は、台車又はソリ等を用いて行う。

4. 管は上下左右の支承等で固定する。

5. 配管は原則として、曲げ配管を行わないこと。なお、さや管の施工状況により、やむを得

ず管の曲げ接合をする場合は、監督員と協議する。

6. ダクタイル鋳鉄管の接合は第２節、鋼管の溶接塗覆装工事は第３節に準ずる。

4－5－5 押込み完了後の措置

1. 推進完了後、支圧壁等は、配管に先立って速やかに取り壊す。

2. さや管の継手部は、シーリングを行った後、モルタルを充填する。

3. さや管と配管との空隙は,発泡モルタル等を用いて完全に充填する。

第 6 節 ダクタイル鋳鉄管及び鋼管推進工事

4－6－1 一般事項

1. 本節は、推進用ダクタイル鋳鉄管の製作、推進用鋼管の製作、管体検査、推進工その他こ

れらに類する工種について定める。

2.  受注者は、推進用ダクタイル鋳鉄管が受注材料の時、及び推進用鋼管の製作に先立ち、

応力計算書及び承諾図を提出し、監督員の承諾を得る。

3. 受注者は、一般事項のその他については、4－6－１ 一般事項の規定によるものとする。

4－6－2 推進用ダクタイル鋳鉄管の製作

1.  ダクタイル鋳鉄管の製作は、JWWA G 113（水道用ダクタイル鋳鉄管）及び JDPA G 1029

（ダクタイル鋳鉄管推進工法用外装）に準拠し、承認図どおり行う。

2.  1 の管外面は、外装に先立って、錆、その他の有害な付着物を除去すること。なお、外装

を施さない部分は、JWWA G 113 に基づき塗装する。
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3.  コンクリートの配合は、重量配合とし、その配合比は表４－１９による。

なお、セメント、水、骨材の使用に当たっては、第２章第９節セメント及び混和材料に準

ずる。

表４－１９ コンクリートの配合

セメント 水 細骨材 粗骨材

１ 0.5～0.7 ２～３ １～２

4.  コンクリートの養生は、コンクリートの圧縮強度（σ28）が 10N/mm2 以上になるように、

蒸気養生又は自然養生すること。また、自然養生をする場合は、直射日光等を避けるため、

適当な保護材料及び保護方法により養生する。

5.  コンクリートの外装を施した管は、養生期間が終わるまで衝撃等を与えないようにする。

6.  金網は JIS G 3551（溶接金網）とし、その寸法については、水道局の承認をうける。

7.  管の付属品（押輪、割輪、ボルト、ゴム輪等）は、JWWA G 113 に準拠する。

8.  フランジの材質は、JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）の SS 400 又は同等以上とし、寸

法許容差は、JDPA G 1029 に準拠する。

4－6－3 推進用鋼管の製作

1.  鋼管の製作は、原則として WSP 017（水道用推進鋼管）に準拠し、承認図どおり行う。

2.  推進鋼管は、本管と外装管との二重構造（Ｉ型及びⅡ型）とする。

3.  二重管の構造は、塗覆装した本管と外装管との間隙にＩ型はモルタル、Ⅱ型はコンクリ

ートを充填したものとする。

図４―２２ 水道用推進鋼管
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4.  モルタル又はコンクリートの充填に当たっては、外装管に本管を挿入して均等な間隔を保

つように組立てた後、モルタル又はコンクリートを完全に充填して一体化する。また、推進

管は直射日光を避けるため、適当な保護材料及び保護方法により養生する。

5.  モルタル又はコンクリートの配合は、重量配合とし、配合比は表４－２０による。

表４―２０ モルタル又はコンクリート配合比

項目

種別
セメント 水 細骨材 粗骨材

モ ル タ ル １ 0.5～0.7 １～３ ―

コ ン ク リ ー ト １ 0.5～0.7 １～３ ３～５

なお、セメント、水、骨材の使用に当たっては、第２章第９節 セメント及び混和材及

び水による。

6.  外装管は、JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）の２種（SS 41）の鋼材をアーク溶接して

製造する。

7.  本管内面塗装は、水道用エポキシ樹脂紛体塗装とする。

8.  本管外面塗覆装は、水道用ポリウレタン被覆で塗覆装する。

9.  管に付属する現場継手部材は、表４－２１による。

表４－２１ 現場継手材

型 式 継 手 部 材

Ⅰ 型

断熱材 亜鉛鉄板 継輪（２分割）

JIS R 3311

（セラミックファイバー

ブランケット）

３号相当

厚さ 6mm

JIS G 3302

（溶融亜鉛めっき鋼板及

び鋼帯）亜鉛メッキ鋼板の

一般用(SGCC)

厚さ 0.4mm Z18

JIS G 3101 の SS400

Ⅱ 型

セ グ メ ン ト （ ４ ～ 10 分 割 ）

鋼材は、JIS G 3101 の SS400 又は、

同等品以上

コンクリートは、

4－6－4 管体検査

1. 管体の工場検査は、JIS、JWWA、JDPA、WSP 規格に準拠して行う。

2. 工場検査は、水道局が特に必要と認めた場合は、直接検査を行うことがある。

4－6－5 推進工

推進工は、4－6－3 推進工に準ずるほか、鋼管推進工事の場合は、次による。

（1）グラウトホールは、プラグで栓をし、締付け後全周溶接を行う。
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（2）外装部のグラウトホールの穴は、充填材で完全に充填する。

4－6－6 接合部の施工

1. 推進工法用ダクタイル鋳鉄管

（1）推進用ダクタイル鋳鉄管の接合は、本章 第２節 ダクタイル鋳鉄管の接合に準ずる。

（2） 推進中は、既に接合を完了した他の継手の胴付間隔を定期的に測定する。

2. 鋼管

（1） 鋼管の溶接塗覆装工事は４．３鋼管溶接塗覆装現地工事による。

（2） 推進完了後、到達口内の推進鋼管端部（プレーンド側）は、グラインダ等を用いて

所定の開先形状に仕上げる。

（3） 溶接継手部の内面塗装は、推進作業中の塗膜の損傷を避けるため、推進作業が完了

した後に一括して行う。

（4）Ｉ型管外装部の接合は、次による。

   ア．外装は、継輪溶接時の熱による本管外面の被覆の損傷を防止するため、本管外面被

覆部を包み込むようにして、断熱材、亜鉛鉄板で完全に被覆する。

   イ．外装管の継手部は、2 分割された継ぎ輪を確実に取り付け、外面から片面塗装を完

全に行う。

（5）Ⅱ型管外装部の接合は、次による。

   ア．本管外面被覆後、外装管の継手部にセグメントをボルトで確実に組立てる。

   イ．セグメントボルト締付部のチャンネル凹部は、厚さ 3.2ｍｍの鋼板あてがい、周辺を

溶接して蓋をし、セグメント表面を平滑にする。

   ウ．外装管とセグメント間隙には、推進中におけるセグメントの移動、ガタツキを防止

するため、鋼製のくさびを打込んで溶接し、固定する。

4－6－7 検査

1.  推進工法用ダクタイル鋳鉄管

（1） Ｕ形継手は接合完了後、4－2－5 Ｕ形ダクタイル鋳鉄管の接合 表４－４の継手ご

との胴付間隔を測定する。

胴付間隔の保持が困難な場合は、締付けトルクを調べ表４－５の値であることを確認す

る。

（2） Ｔ形継手は接合完了後、測定治具を用いゴム輪が正しい位置にあることを確認する

（3） 水圧検査は、4－1－20 水圧試験による。

（4） 継手部の充填モルタル検査は、目視によるモルタルのひび割れ及び平滑度及びハンマ

リングによるモルタルの浮きについて行う。検査の結果、機能上有害な欠陥がないこと

とする。

2．鋼管

（1） 溶接、塗覆装の検査は、4－3－9 検査に準ずる。

（2） 管内面塗装部は、工場塗装部を含めた全面について検査する。
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4－6－8 工事用設備

1.  立坑設備

  (1) 立坑内昇降用の仮設階段、エレベーター等は、転落のおそれのない十分安全な設備と

する。

  (2) 土砂搬出設備は、立坑形状に適し、かつ、シール掘進工程に支障のない設備とする。

   また、土砂ホッパーは、残土搬出計画に適応した容量のものとする。

  (3) 立坑クレーンは、資機材の搬出入に支障のない能力を有するものとし、効率的な作業

ができる配置とする。

2.  圧気設備

  (1)  圧気設備とは、空気冷却器、レシーバタンク、空気清浄装置で構成し、必要な要領を

確保できるものとする。

  (2)  圧気設備室には、防音、防振装置を施し、付近の住民に迷惑をかけないようにすると

ともに専任者を受注させ、保安と監視を十分行わせる。

  (3)  圧気中は、停電などによる不測の事態に備えて、非常用圧気設備を準備する。

  (4)  無圧気工事においても、酸欠、有害ガスの発生及び湧水等に対処できるよう、圧気設

備をあらかじめ設置しておく。

3.  送排泥設備

  (1)  送排泥設備のポンプ、管等の設備は、切羽の安定、送排泥等に必要な要領、口径のも

のとする。

  (2) 切羽の土圧、水圧、送排泥管内の濃度、流量を測定する装置を設け、掘削状況を的確

に把握できるようにする。

  (3) シールド、送排泥ポンプ及び各種バルブ等の相互コントロールを行える集中制御装置

を設け、適切な施工管理を行う。

4.  泥水処理設備

  (1) 泥水処理設備は、掘削土の性状、掘削土量、環境条件等を十分考慮して設ける。

  (2) 泥水処理設備は、常時監視と点検を行い、泥水の処理に支障をきたさないよう維持管

理に努める。

5.  運搬設備

      運搬設備は、坑内、坑外で行われる一連の作業の均衡がとれたもので、各々が能率よ

く、かつ安全に稼働できるものである。

   また、運搬車の暴走を防止するため、二重以上の防止装置を設ける。

6.  裏込注入設備

     裏込注入機械設備は、所定の作業サイクル内にテールボイドを完全に充填できる能力

を有するものとし、能率的に配置する。
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7.  排水設備

  坑内の排水設備は、湧水量を十分に排水できる能力を有する。

  また、不測の出水に対して予備設備を設ける。

排水は、必ず沈砂ますを設けて、土砂を流出させないようにする。

8.  証明設備

  坑内の証明は、作業の安全性を確保できる照度を維持する。

9.  連絡通信設備

   作業を安全かつ円滑に行うため、各作業箇所等の連絡用に通信設備を設ける。

圧着させた後、シーリング材の剥離紙をはぎとりシートのラップ部を貼付け、上から押え

て密着させること。

4－6－9 検査

１．溶接検査

検査は、JIS Z 3104（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）による。なお、これにより難

い場合は、JIS Z 3060（鋼溶接部の超音波探傷試験方法）による。または JIS Z 3050（パ    

イプライン溶接部の非破壊検査方法）により行うものとする。

（1）鋼溶接部放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法（放射線透過試験方法）

ア．一般事項

（ア） 溶接部は、外観及び透過写真（ネガ）によって甲の検査を受けること。撮影枚数

は、10口につき１口とするが、発注者の指示のある場合はそれに従う。

（イ） 透過撮影は、原則として、１口につき管径 900 ㎜以下は 1箇所、管径 1,000 ㎜以

上は２箇所として、その箇所は監督員が指示する。ただし、水道局が必要と認めた

場合は、撮影箇所を増すことができる。小口径管で人が入れない場合は、JIS Z 3050

の二重壁片面撮影方法とすること。

（ウ） 透過写真（ネガ）は、検査完了後、撮影箇所を明示し、一括整理して監督員に提

出すること。

イ．放射線透過試験の判定基準

溶接部の判定は、JIS Z 3014 及び JIS Z 3106（ステンレス鋼溶接部の放射線透過

試験方法及び透過写真の等級分類方法）の３級以上とする。

（2）鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び試験結果の等級分類方法（超音波探傷試験方法）

ア．一般事項

（ア）検査箇所は、原則として１口につき２箇所でその箇所は監督員が指示する。また、

１箇所の検査長さは 30cm を標準とする。ただし、監督員が必要と認めた場合は、検査

箇所及び検査長さを増すことができる。
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（イ）検査作業に先立ち、検査方法、工程、報告書の作成様式について、監督員の承諾を

得た後、この作業にとりかかるものとする。

イ．超音波探傷試験の判定基準

現場溶接継手部の超音波探傷試験は、この基準で、特に定めた事項を除いて JIS Z 2344

（金属材料のパルス反射法による超音波探傷試験方法）、JIS Z 3050 及び JIS Z 3060（鋼

溶接部の超音波探傷試験方法）に準拠して行う。

（ア）欠陥の評価

欠陥の評価は、母材の厚さに応じて表４－１４のＡ、Ｂ、Ｃの値で区分される欠陥指示

長さと、最大エコー高さの領域により表４－１５に従って行うこと。

      表４－１４ 超音波探傷試験における欠陥指示長さの区分

                                                      （単位：mm）

欠陥指示長さによる区分の境界

Ａ Ｂ Ｃ

母材の 厚さ

６ 以 上 １ ８ 以 下 ６ ９ １８

１ ８ を こ え る も の t/3 t/2 t

表４－１５ 超音波探傷試験における欠陥の評価点

欠陥指示長さ

Ａ 以 下
Ａ を超え

Ｂ 以 下

Ｂ を超え

Ｃ 以 下

Ｃ を超え

る も の最大 エコー高さ

領 域 Ⅲ １点 ２点 ３点 ４点

領 域 Ⅳ ２点 ３点 ４点 ４点

ｔ：母材の板厚、板厚が異なる突合わせ溶接のときは、薄いほうの板厚とする。

ただし、以下の事項を考慮して評価する。

ａ． 同一の深さに存在するとみなされる２個以上の欠陥の間隔の長さがいずれかの欠陥指

示長さ以下である場合は、それら２個以上の欠陥指示長さの和に間隔の長さを加えたもの

を欠陥指示長さとすること。

ｂ． 上記によって得られた欠陥指示長さ及び１個の欠陥指示長さを２方向から探傷し異な

る値が得られた場合は、いずれか大きいほうの値を欠陥指示長さとすること。

（イ）合否の判定基準

前項（ア）に定めた欠陥の評価点に基づき 3点以下であり、かつ、欠陥の最も密な溶接

部の長さ 30cm 当たり評価点の和が 5点以下のものを合格とすること。
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ウ．記録

試験を行なった後、次の事項を記録し、監督員に提出すること。

（ア）施工業者名

（イ）工事名称

（ウ）試験番号又は記号

（エ）試験年月日

（オ）検査技術者名及び資格者名

（カ）母材の材質及び板厚

（キ）溶接方法及び開先形状（余盛形状、裏当金密度を含む）

（ク）探傷器名

（ケ）探触子の使用及び性能

（コ）使用した標準試験片又は対比試験片

（サ）探傷部分の状態及び手入れ方法

（シ）探傷範囲

（ス）接触媒質

（セ）探傷感度

（ソ）最大エコーの長さ

（タ）欠陥指示の長さ

（チ）欠陥位置（溶接線方向の位置、探触子－溶接部距離、ビーム路程）

（ツ）欠陥の評価点

（テ）合否とその基準

（ト）その他の事項（立会い、抜取り方法）

２．塗覆装検査

（1）各現場塗装箇所は、水道局の検査を受けること。

この場合、主任技術者又は現場代理人が立会うこと。

（2）検査を受けるときは、検査に必要なホリデーデテクタ、電磁微厚計、テストハンマ、表

面温度計等を準備すること。

（3）検査順序

ア．プライマー塗装前は、鋼面の清掃状態、湿気の有無及び管の温度について検査を行う。

イ．プライマー塗装面の状態、湿気の有無及び管の温度について検査を行う。

ウ．内面塗装

（ア）外観検査：目視により塗装面の仕上がり状態を検査し、塗装表面のたれ、しわ、流

れ、光沢、平滑度並びに変色などのについて有害な欠陥がなく、また塗り残し及びピ

ンホールのないことを確認する。
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（イ）ピンホール及び塗り残し：ホリデーデテクタにより塗膜全面について行い、火花の

発生がないこと。

この場合の電圧は、次による。

        表４－１６ 塗膜厚と試験電圧

塗膜厚（mm） 試験電圧（Ｖ）

0.3 1,200～1,500

0.5 2,000～2,500

（ウ）厚さ：電磁微厚計その他により、管の長さ方向に対し任意の３箇所、その各所の円

周上任意の４点で測定する。

（エ）密着：つち打ち検査は、柄の長さ約 250 ㎜、重量約 0.1kg の鋼製のつちを用い、塗

まくを軽くつち打ちして剥離の有無を調べる。ただし、水道局が必要と認めた場合は、

はつり検査を行う。

エ．外面塗装

（ア）第１回塗装後の検査は前項ウ（内面塗装）に準ずる。

（イ）外観検査：塗装材の露出の有無、表面の平滑程度について行う。

（ウ）ピンホール検査の電圧は、10,000～12,000V とする。

ただし、タールエポキシは前項ウ．（内面塗装）の（イ）に準ずる。

（エ）密着：前項ウ．（内面塗装）の（エ）に準ずる。
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付 編 １

測 量 調 査

１．一般事項

１．測量調査は、これに定めがない場合、鹿児島県「公共測量作業規定」（以下、「公共測量作業規

定」という。）に準じるものとする。

２．測量調査に先立ち、道路、水面等の使用について関係官公署に申請し、許可を受ける。

３．調査機械器具等は、当該調査に適応したものを使用し、監督員が不適当と認めたものは、速や

かに取り替える。

４．調査に当たって、立木等は原則として伐採しないこと。また、障害物等が支障となる場合は、

監督員に申し出て、所有者または管理者の了解を得た後に調査を行う。

５．道路上等交通及び保安に影響をおよぼすおそれのある場所における測量調査は、関係官公署の

指示事項及び交通安全措置事項を厳守するとともに、必要に応じて保安要員、交通整理要員を配

置する。

６．測量調査実施のため、交通等を禁止または制限するときは、監督員の承諾を得る。また、実施

に当たっては、関係官公署の許可等の条件を遵守し、必要な箇所に指定の表示をするなど十分な

措置を講じる。

７．既設埋設物調査に際し、マンホールを開放する場合は、事前に埋設物管理者の承諾を得るとと

もに、必ず保安柵を設け、落下を防止し、調査終了後は鉄蓋の段違いがないように完全に閉鎖す

る。また孔内に入る場合は、必ず有害ガスの有無を確認し、換気等を行ない、安全を確かめてか

ら調査する。

８．測点等の表示のため、道路等に過大な記号を書かない。

９．精度については、設計図書によるものとする。

２．中心線測量

中心線測量は、設計図書に基づき、現場踏査により原則として、20m ごとに中心点を定め、折点

では角度を測定する。

１．中心点設置

(1) 中心点には、木杭または丸頭鋲を設置し、測点識別用としてペイントを塗布し、番号を付け

る。また、木杭の中心には、釘を打ちつける。
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(2) 地形障害があり、所定の位置に中心点が設置できない場合には、その位置を明らかにする控

え杭を設置する。

２．角観測

観測機械は、公共測量作業規定または特記仕様書によるものとする。

３．距離測定

(1) 距離測定には、スチールテープまたはこれと同等以上のものを用いる。

(2) 距離測定の補正は、必要に応じてテープ定数の補正、温度補正、傾斜補正を行う。

３． 多角測量

１．多角路線の選定

(1) 多角点間距離は、できるだけ等距離になるように選定する。

(2) 測点の選定は、後続測量の成果及び作業能率に影響するので、十分な現地踏査を行い、

配点する。

２．多角点の設置

(1) 多角点には、原則として木杭を十分固定するよう打込み、杭頭には鋲または釘を打込む。

(2) 杭頭には、ペイント等を塗布し、選定順に番号を付す。

(3) 多角点は、すべて固定物を利用して３方向から選定し、後日その位置の確認ができるよ

う「点の記」を作成する。

３．角観測

角の観測方法は、２．中心線測量の２に準ずる。

４．距離測定

距離測定は、２．中心線測量の３に準ずる。

５．計算及び作図

(1) 閉多角測量の閉合差は、公共測量作業規定または特記仕様書によるものとする。

(2) 多角計算終了後は、多角測量成果表及び多角点網図を作成する。

(3) 多角測量成果表には、多角点の種類、方向角、座標値及び距離を記入する。

(4) 多角点網図には、地形図を用い多角点の種類及び番号、多角路線の種類及び番号、方向

角、距離を記入する

(5) 計算の単位は、次による。

ア．角   （秒）

イ．辺長  （mm）

ウ．座標値 （mm）
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エ．三角函数（小数点以下 6位）

なお、計算値の丸め方は、四捨五入法による。

４．平板測量

１．測定方法

(1) 地物は、その水平位置について正確に測定し、所定の記号を用いて描画する。

(2) 測量は、多角点または中心点から直接測定することを原則とするが、見通しがきかない場合

は補点を設けて測定する。

(3) 距離測量に使用する器材ついては、公共測量作業規定または特記仕様書によるものとする。

２．測量方法

測量方法は、平板法、交会法、放射線法、支距法のうち、最も適した方法を用いる。

３．作図

(1) 図面は隣接する図面が接合できるよう、接合部分の現況測量が終了したときは仮接合写図を

作成し、監督員の点検を受ける。

(2) 仮接合写図には、座標値、多角点、接合に必要な図形を表示するものとし、トレシングペー

パー等に平板原図から謄写する。

５．水準測量

１．仮水準点の設置

(1) 仮水準点には、永久標石を埋設するかまたはこれに代るべき堅固な構造物に標識を設置

する。

(2) 仮水準点は、後続作業に便利で、かつ損傷のおそれのない場所に設置し、十分な保全を

期す。

(3) 仮水準点は、移動、沈下のないようにすること。また、点の所在を明らかにするため「点

の記」を作成する。

２．基本水準点及び標高値

基本水準点は、最寄りの国土交通省国土地理院等で測定した水準点を使用し、その標高値

は最新の水準基測量成果による値を使用する。

３．測量方法

(1) 仮水準点測定の水準測量路線は、原則として基本水準点等から出発して、これらの点に

閉合するように選定する。
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(2) 水準測量路線は、つとめて短い路線を選定する。

(3) 観測は、標尺を用いて往復観測を行うこと。なお、水準器と前視、後視との距離は、ほ

ぼ等距離とする。また、その距離は公共測量作業規定または特記仕様書によるものとする。

(4) 観測の読み取りは、㎜単位とする。

(5) 観測値の精度は、公共測量作業規定または特記仕様書によるものとする。

６．縦横断測量

１．縦断測量

(1) 縦断測量は、設定を完了した中心線に従い、20ｍごとに測量を行う。

また、地形が大きく変化する部分は、更に細部測量を行う。

(2) 測量に当たっては、始点、終点付近及び路線間隔ごとに仮水準点を設置し、その位置を平面

図に記入する。

なお、路線間隔は、公共測量作業規定によるものとする。

(3) 仮水準点は堅固な場所に設定するとともに、その点の詳細オフセット図を提出する。

(4) 縦断測量における精度は、公共測量作業規定または特記仕様書によるものとする。

２．横断測量

(1) 横断測量は、中心線より直角に地形の起伏状況を測定する。

(2) 河川横断箇所のある場合は、深浅測量を行い、水際杭を打っておく。

７．詳細測量

詳細測量は、平板測量、縦横断測量等により水道局の指定する箇所を詳細に測量する。

８．埋設物調査

１．埋設物調査は、水道局の指定する地域内にある地下埋設物（水道、工業用水道、下水道、電気、

電話、ガス等）の形状、寸法、管種、管径、土被り等を詳細に調査する。

２．埋設物調査に当たっては、現地踏査を行うとともに、地下埋設物を管理する国公立機関または

関係事業体において管理図面を写図する。

なお、写図には管理図作成及び修正年月日を記入する。

３．埋設物調査報告書は、次の要領で作成する。

(1) 調査内容
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埋設物種別、調査区域、管理機関名または関係事業体名、調査年月日、担当部所、電話番号

等

(2) 管理図面の写図（埋設物平面図及び構造物の写図）

(3) 案内図

９．面積測量

１．面積測量は、既知境界点の位置測定または未知境界点の位置の確定を行い、土地の位置、形状、

辺長、面積等を求める。

２．用地面積求積までの手順は、次のとおりとする。

(1) 調査

(2) 角観測及び距離測定

(3) 計算（面積等の算出）

(4) 製図

３．公共用地査定及び民地境界立会いの手続等は、監督員が別途指示する。

４．調査施行

(1) 調査は地積の資料調査、境界立会い、境界確定、登記資料の作成等を行うこと。

(2) 資料調査は、測量作業範囲及びその周辺を含める区域について、法務局出張所備え付け地図

（公図）により、その土地の地図を謄写または複写する。

(3) 地図の謄写（複写）には、土地の市区町村、丁目、番地、地目、地番境界線、道路敷、水路

敷、河川敷、畦道等を記入する。

(4) 道路、水路、畦道、その他地図上において、その区分に着色がある場合は、写図にもそれと

同色で着色する。

(5) 地図の接続部分は、その記載どおりとし、接続部分を明確にする目的で訂正謄写しない。

(6) 土地登記簿の写しは、土地所有者の住所、氏名、地目及び地積等を調査し、調査日現在の登

記事項を記入する。

(7) 地図の写しは、土地登記簿と照合し、脱落、その他不都合のないよう詳細に調査し、地図（写

し）の余白に調査年月日、法務局出張所名、調査者氏名等を記入する。

(8) 水道局が指示した場合は、公共用地境界確定図、区画整理確定図または耕地整理図の写しを

とる。

５．多角測量

多角測量は、３．（多角測量）に準ずる。

６．地積測量
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(1) 公共用地の境界確定及び隣接民有地の境界立会いは、水道局において行うが、受注者は境界

立会日に関係者とともに立会い、作業を援助し各境界点の確認を行う。

(2) 当該土地の境界点について、公共用地の境界確定及び隣接地主の立会いによって確定したも

のについては、直ちに境界石等を設置する。

(3) 境界石等は、原則として復元できるよう一連の番号を付し、「点の記」を作成する。

(4) 障害物等により境界点を直接観測できない場合は、計算等により境界点の位置及び距離を決

定する。

(5) 境界点の観測方法、距離の測定方法、計算の単位、桁数等は、２．（中心線測量）及び３．（多

角測量）に準ずる。

(6) 面積は、座標値による三斜計算法により算出するものとする。

(7) 面積計算の表示単位及び桁数。

ア．底辺、垂線長 （ｍｍ）

イ．境界辺長 （ｍｍ）

ウ．乗積及び合計（小数点以下６位）

エ．面積（小数点以下２位まで、３位以下切捨て）

オ．座標値（小数点以下３位）

(8) 土地所在図（当該土地に隣接する土地の公図）、地積測量図（用地求積図）は、法務局申請

書の様式に基づき作成する。

７．現況測量

(1) 現況測量は、多角測量の成果に基づき、当該土地及び周辺を含める区域について、トランシ

ット法、平板法により必要な地形・建物を測定し、現況図を作成する。

(2) 測量方法は、４．平板測量の２に準ずる。

８．製図

(1) 図面の種類は、次のとおりとする。

ア．総合図     オ．網図

イ．用地管理図   カ．公共用地境界確定図

ウ．用地求積図   キ．土地所在図

エ．公図写し

(2) 製図は、境界点の位置、土地の形状を図示し、境界線の長さ、求積方法、地番、公簿面積、

実測面積及び隣接地の地番等を記載する。

(3) 図面は、現況測量の進行に応じて順次仮描きし、一体化した図形がほぼ完了した後に正描き

すること。ただし、接合部分については、接合後正描きする。

(4) 製図作業における精度は、公共測量作業規定または特記仕様書によるものとする。
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(5) 各図面には必ず次の事項を表示する。また、表示文字、記号等はすべてゴシック直立体とす

る。

ア．図面の名称及び縮尺

イ．土地の所在、地番

ウ．測量年月日（公図写しは調査年月日、調査場所）

エ．方位標

オ．その他必要な事項

(6) 各図面の記入事項は次による。

ア．用地総合図

境界点座標値、確定点座標値、多角点座標値、引照点座標値、求積表

イ．用地管理図

多角点座標値、境界点座標値、確定点座標値、引照点座標値、凡例

ウ．用地求積図

求積表
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付 編 ２

土 質 調 査

１．一般事項

土質調査を行う場合は次による。なお、調査項目及び試験項目が異なる場合は、別途指示する。

１．土質調査は、日本工業規格、土質工学会編「土質調査法」及び「土質試験法」に準拠する。

２．調査の着手に先立ち道路、水面等の使用について関係官公署に申請し、許可を受ける。

３．調査中は、適切な公害防止の措置を講ずるとともに、現場付近居住者との間に紛争問題を引き

起こさないよう十分な配慮を行う。

４．調査機械器具等は、当該調査に適応したものを使用し、水道局が不適当と認めたものは、速や

かに取り替える。

５．調査完了後、穿孔は必ず砂又はモルタル等で確実に埋戻すこと。また、道路管理者等から復旧

方法を指示された場合は、その指示による。

６．調査に当たって、立木等は原則として伐採しないこと。また、障害物等が支障となる場合には、

監督員に申し出る。

７．調査中は現地に即した交通方法を行うとともに、公衆に危害をおよぼすことのないよう、十分

な保安対策を行う。

８．調査実施中は機械器具、調査用材料の集積等により、交通の障害を起こさないようにする。

９．穿孔機及びベントナイト注入設備等は、１箇所にまとめシート等で覆い作業場の区分を明確に

する。

10．ボーリングに当たっては、その地点の地下埋設物の種類、位置等をあらかじめ調査確認し、埋

設物に損傷を与えないように十分注意する。

２．土質調査

１．ボーリング

(1) 穿孔はロータリー式ボーリングマシン等を使用して行う。

(2) ボーリング地点の平面位置及び標高を詳細に測量し、オフセット図として報告書に添付する。

(3) ボーリング中は、常に土質変化に細心の注意を払い、その変化を正確に把握し記録する。

２．不覚乱試料の採取

(1) 不覚乱試料の採取は、水道局の指示する深度において採取する。

(2) 不覚乱試料は、膨張、移動及び水分の蒸発を防ぐため、チューブ両端をパラフィン等で密封
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する。

(3) 不覚乱試料の取扱い及び運搬は、振動、衝撃等を与えないよう丁寧に取り扱う。

３．コアーの採取

コアーは、土質の変化するごとに採取すること。ただし、同一土質が連続している場合のコア

ー採取頻度は、監督員の指示による。

４．地下水調査

(1) 地下水位の測定は、ボーリング終了後孔内側壁についているベントナイト等をきれいに洗っ

て、水位が恒常状態になってから測定する。

(2) 現場透水試験は、土質工学会編「土質調査法」に準拠する。

５．検尺

ボーリングが指定の深度に達したときに監督員の確認をうける。

３．土質試験

１．土質試験は原則として次の試験を行う。

(1) 土粒子の密度試験方法            JIS A 1202

(2) 土の含水比試験方法                〃  1203

(3) 土の粒度試験方法                  〃  1204

(4) 土の液性限界・塑性限界試験方法    〃  1205

(5) 土の一軸圧縮試験方法              〃  1216

(6) 土の段階載荷による圧密試験方法    〃  1217

(7) 土の透水試験方法                  〃  1218

(8) 道路の平板載荷試験方法            〃  1215 又は日本建築学会

「建築基礎構造設計基準」

(9) ＣＢＲ試験方法           〃  1211

(10)一面せん断試験   土質工学会「土質試験法」

(11)土の三軸圧縮試験         〃  

４． 土質調査報告書

１．土質調査報告書は、土質工学会編「土質調査法」及び「土質試験法の様式を使用する。

なお、特に水道局の指示するものについては、その指示による。
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２．土質調査報告書の構成は原則として次のとおりとする。

(1) 一般平面図

(2) オフセット図

(3) 土質柱状図

(4) 総合土質図

(5) 土質試験成績書

(6) 総合解析

(7) 調査記録写真

５． 土質標本

採取した資料は、蓋付ビンに詰め、柱状図を添付し標本箱に収めて提出する。

なお、ビンには調査件名、調査地点番号、土質名、採取深度等必要事項を記入した用紙を貼付る。
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付 編 ３

薬 液 注 入 工 事

１．一般事項

１．薬液注入工事の実施に当たっては、建設省「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定

指針」（建設省官技発第 160 号 昭和 49 年 7月 10日）、薬液注入工事に係る施工管理等について

（建設省技調発第 188 号の 2 平成 2年 9 月 18日）、建設工事公衆災害防止対策要綱（建設省経

建発第 1 号 平成 5年 1 月 12日）、に準拠する。

２．注入剤の選択は、設計図書及び現場調査の結果に基づき、監督員と協議して決定する。

３．事前調査及び現場注入試験の結果に基づき、注入施工計画を作成し、監督員に提出する。

２．注入責任技術者

１．注入責任技術者として注入工事に関し水道局の定める資格（建設業法第２６条の１に規定する

技術者と同等の者）を有する熟達した技術者を選定し、経歴書を添えて監督員に提出する。

２．注入責任技術者は、施工現場に常駐して注入工事の施工管理を行う。

３．注入責任技術者は、施工に先立ち、関係官公署に法令等で定められた届出をして許可を受ける。

３．事前調査

１．土質調査

土質調査は、次のように実施する。ただし、別途に同様な調査を実施した場合には、これを

利用することができるが、不足又は不十分な部分は、受注者が補って調査する。

(１) 原則として、施工面積 1,000ｍ2につき 1 箇所以上、各箇所間の距離は 100m を超えない範囲

でボーリングを行い、各層の試料を採取して、土の透水性、強さ等に関する物理的試験及び力

学的試験による調査を行う。

（２） 河川の付近、旧河床等局部的に土質の変化が予測される箇所については、（１）よりも

密にボーリングを行う。

また、(１)又は(２)によりボーリングを行った各地点の間は、必要に応じてサウンディ

ング等によって補足調査を行い、その間の変化を把握するように努めること。

岩盤については、監督員の指示する調査を行う。
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２．地下埋設物調査

地下埋設物調査は、注入工事現場及びその周辺の地下埋設物の位置、規格、構造及び老朽度

について、関係諸機関から資料を収集し、必要に応じて、試験掘等により現地の実態を確認す

る。

３．地下水位等の調査

注入工事現場及びその周辺の井戸等について、次の調査を行う。調査範囲は、一般にローム層

相当の地層については周囲１００ｍ以内、砂礫層については周囲１５０ｍ以内とする。

（１）井戸等の位置、深さ、構造、使用目的及び使用状況。

（２）河川、湖沼、海域等の公共用水域及び飲用のための貯水池並びに養魚施設（以下「公共用

水域等」という。）の位置、深さ、形状、構造、利用目的及び利用状況。

４．植物、農作物等の調査

工事現場並びにその周辺の樹木、草木類及び農作物について、その種類、大小、利用目的、位

置等を調査する。

４．現場注入試験

１．注入工事に先立ち、使用する薬剤の適性、その配合決定に関する資料及び注入工法に関する資

料を得るため現場注入試験を行う。

２．現場注入試験に先立ち、現場試験計画書を監督員に提出する。

現場注入試験は、注入箇所又はこれと同等の場所で行い次の測定結果を監督員に報告する。

(1) ゲルタイム

(2) 注入圧、注入量、注入時間、単位吐出量

(3) Ｐ－Ｑ管理図

(4) 注入有効範囲（ボーリング、掘削による観測）

(5) ゲル化の状態（ボーリング、掘削による観測）

受注者は、現場注入試験後、監督員の指示により、必要に応じて、次の試験を行い、その結果

を監督員に報告する。

  水質試験、土質試験、標準貫入試験、現場透水試験、一軸圧縮試験、間隙率、粘着力

５．注入作業

１．受注者は、毎日の作業状況を注入日報により監督員に報告する。

２．注入に先立ち、配合液を注入管から採取し、1日に 2 回以上又は配合の変わるごとに薬液を注
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入機ごとに採取し、ゲル化の状況を確認する。

３．注入箇所に近接して草木類及び農作物がある場合には、注入によりこらの植生に悪影響を与え

ない。

４．地下埋設物に近接して注入する場合には、当該埋設物に沿って薬液が流出しないよう、必要な

措置を講じるとともに薬液注入における異常発生（削孔時の抵抗増加、注入圧力の低下等）に十

分注意する。

５．注入作業は、連続的に施工するとともに注入圧、注入量、注入時間が適切であるよう常時監視

し、注入剤が逸出しないように努める。

また、周辺の地盤、井戸、河川、湖沼、養魚池等の変化を常時観測し、異常が認められたとき

は、直ちに作業を中止し、その原因を調査して適切な対策を講じる。

６．各孔の注入終了に当たっては、管理図によって注入圧、注入量、注入時間を確認する。

７．注入作業中は、管理図を用い、流量計、流量積算計、圧力計等を使用して適切な施工管理を行

い、その記録紙を監督員に提出する。ただし、小規模な注入については、施工計画書に基づき別

の方法で測定することができる。

６．地下水等の水質監視

受注者は、薬液注入による地下水及び公共用水域等の水質汚染を防止するため、監督員と打

合せのうえ、次の要領で水質汚濁の監視を行う。

１． 注入箇所及びその周辺の地形、地盤、地下水の流向等に応じて、注入箇所からおおむね 10ｍ

以内に数箇所、適当な採水地点を設けること。採水は、状況に応じて観測井あるいは既存の井

戸を利用して行う。

２． 公共用水域等については、当該水域の状況に応じ、監視の目的を達成するため、必要な箇所

について選定する。

３． 観測井の設置に当たっては、ケーシング等を使用し、削孔して建込むこと。削孔に当たって

は、清水を使用し、水質変化をもたらすベントナイト等を使用しない。

観測井は、次の事項に留意して設置する。

(1) 観測井の位置は、監督員と協議して決める。

(2) 観測井は、原則として硬質塩化ビニル管を使用するものとし、地下水位以下の部分は、管の

周囲に適切な孔を設けたストレーナーとする。

(3) 観測井のキャップは、ねじ加工取り付けとする。

(4) 測定終了後は、砂埋めとする。

(5) 観測井の上部を切断する場合は、道路管理者と打合せる。
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４．水質試験は、監督員の指示に基づき、次の基準により採水し、暫定基準に定める試験項目及

び試験方法で実施する。

(1) 薬液注入工事着手前 1回

試験項目：一般の井戸水試験による。

(2) 薬液注入工事中 毎日 1回以上

試験項目：暫定指針による。

(3) 薬液注入終了後

ア．１回目の試験項目は、(1)と同じく一般の井戸水試験に準ずる。

イ．２週間を経過するまで毎日 1 回以上とする。ただし、状況に応じて調査回数を減じても

監視の目的が十分に達成される場合には、監督員と協議して週１回以上とすることができ

る。検査項目は(2)と同じく暫定指針による。

ウ．２週間経過後半年を経過するまでの間は、月２回とし、試験項目は(2)と同じく暫定指針

による。現場における採水及びｐH 測定の方法は、発注者の基準による。

エ．水質試験の測定値が水質基準に適合していない場合又はそのおそれがある場合には、直

ちに工事を中止し、監督員と協議して、必要な対策を講じる。

７．薬液の保管

薬液は、流出、盗難等の事態が生じないよう厳正に保管する。

８．排水残土及び残材の処理

１．注入機器の洗浄水、薬液注入箇所からの湧水等の排出水を公共用水域ヘ排水する場合、その水

質は、暫定指針の水質基準に適合する。

２．１．の排水に伴い、発生した泥土は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律

第 137 号）その他の法令の定めるところに従い、適切に処分する。

３．薬液を注入した地盤から発生する掘削残土の処分に当たっては、地下水及び公共用水域等を汚

染することのないよう必要な措置を講じる。

４．残材は、毎日点検し、空容器及び使い残した注入剤は、メーカーに必ず返品する。
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付 編 ４

道路工事現場における標示施設等の設置基準
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道路工事現場における標示施設等の設置基準

本設置基準は、「道路工事現場における標示施設等の設置基準」（平成6年 3月 1日付

け鹿児島県土木部通知）に準じ、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、道路工事（道

路占用工事にかかわるものを含む。以下同じ。）現場における標示施設、保安施設の設

置及び管理について定めるものである。

また、道路工事以外の土木工事についても、本設置基準を準用し、安全の確保に努め

るものとする。

なお受注者は、この設置基準のほかに「土木工事安全施工技術指針」、「建設工事公衆

災害防止対策要綱」も併せて参考とし、安全確保に努めるとともに、工事現場のイメー

ジアップも配慮して工事の円滑な施工に努める。

記

〔Ⅰ〕概要

１ 標示施設

標示施設は，円滑な道路交通を確保するため，道路利用者に道路工事の内容（工事

内容，工事期間，工事名，事業主体者，施工業者）及び道路工事等に伴うまわり道等

の工事現場の内容を標示する施設である。

(１) 道路工事等の標示

道路工事を行う場合は，必要な道路標識を設置するほか，原則として次に示す事

項を標示する表示板を工事区間の起終点に設置するものとする。

ただし，短期間に完了する軽易な工事や自動車専用道路などの高速走行を前提と

する道路における工事については，この限りではない。

なお，掲示板の設置にあたっては，別表様式１及び様式－３，４を参考とするも

のとする。

１）工事内容

工事の内容，目的等を標示するものとする。

２）工事期間

交通上支障を与える実際の工事期間のうち，工事終了日，工事時間帯等を標示

するものとする。

３）工事名

工事名 整備○○工区配水管布設工事を標示するものとする。
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４）事業主体者

事業主体者及びその連絡先を標示するものとする。

５）施工業者

施工業者及びその連絡先を標示するものとする。

(２) 防護施設等の設置

車両等の侵入を防ぐ必要のある工事箇所には，両面にバリケードを設置し，交通

に対する危険の程度に応じて保安灯，標識等を用いて工事現場を囲むものとする。

（参考（１） を参照）

(３) まわり道の標示

道路工事等のため，まわり道を設ける場合は，当該まわり道を必要とする期間中，

まわり道の入口にまわり道の地図等を標示する標示板を設置し，まわり道の途中の

各交差点（迷い込むおそれのない小分岐は除く）において，道路標識「まわり道」

（120-A，120-B)を設置するものとする。（参考（２）及び参考（３）を参照）

なお，標示板の設置にあたっては，別表様式２を参考とするものとする。

（４） 工事情報板及び工事説明看板の設置

１）工事情報看板の設置（工事開始の約１週間前）

予定されている水道局の行う道路工事に関する工事情報を提供するため，道

路工事を開始する約１週間前から道路工事を開始するまでの間，工事内容，工

事期間等を標示する工事情報看板を，道路工事が予定されている現場付近にド

ライバーから看板内容が見えないように設置するものとする。

ただし，短期間に完了する軽易な工事等については，この限りではない。

なお，表示板の設置にあたっては，別表様式－６及び図１を参考とするもの

とする。

２）工事説明看板の設置（工事開始から工事終了まで）

実施されている道路工事に関する工事情報を提供するため，道路工事開始か

ら道路工事終了までの間，工事内容，工事期間等を標示する工事説明看板を，

道路工事現場付近にドライバーから看板内容が見えないように設置するものと

する。

ただし，短期間に完了する軽易な工事等については，この限りではない。

なお，標示板の設置にあたっては，別表様式－７及び図１を参考とするもの

とする。

２ 保安施設

保安施設は，道路工事現場における道路交通の安全を確保するための施設で，交通

の規制，誘導等を標示するものである。

(１) 保安施設の標示
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保安施設は，別表の「保安施設等の設置目的」及び「道路工事現場における工種

別設置例」に基づき設置するものとし，道路交通の安全と工事現場の安全を確保す

るために効果的に標示する。

また，カーブ区間等の特に見通しの悪い箇所については，現地状況に応じてさら

に保安施設の強化に努めることとする。

(２) 夜間作業の標示

夜間作業における保安施設については，遠方から確認し得るよう照明又は反射装

置を施すものとする。

(３) 交通整理員の安全対策

交通整理員は，可能な限り歩道等の安全な場所で作業するものとするが，車道等

で作業する場合は，危険防止対策として交通整理員の前方に「方向指示板」を設置

するものとし，その設置延長は可能な限り長く取るように努めるものとする。

また，交通整理員の防護のために，必要に応じてクッションドラムや標識車を設

置するものとする。

(４) 工事用信号機

片側交互通行において工事用信号機を設置する場合は，「この先信号機あり」の

標識のほかに，別表様式―５を参考として「信号機の待ち時間」を標示するものと

する。

３ 付加色彩

道路工事現場において，防護施設に色彩を施す場合は，原則として黄色と黒色の斜

縞模様（各縞の幅10cm）を用いるものとする。

４ 管理

道路工事現場における標示施設及び防護施設は，風による転倒を考慮し補強を行う

など堅固な構造とし，所定の位置に整然と設置して，修繕，塗装，清掃等の管理を常

時行うほか，夜間においては遠方から確認し得るよう照明又は反射装置を施すものと

する。
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〔Ⅱ〕様式及設置例

１ 標示施設

(１) 工事標示板の様式（様式－１）

（注）１ 色彩は，「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文，「整備○○工区配水管布設

工事」等の工事名については青地に白抜き文字とし，「○○○○を行っていま

す」等の工事内容，工事期間については青色文字，その他の文字及び線は黒色，

地を白色とする。

２ 線の余白は２ｃｍ，縁線の太さは１ｃｍ，区画線の太さは０．５ｃｍとする。

令和

※管工事の統一表記

新設管の布設 ⇒「新しく水道管を入れています」

老朽管の布設替⇒「古い水道管を新しくしています」
水道管の移設 ⇒「水道管を移設しています」

水道管の耐震化⇒「水道管の耐震化を行っています」
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（２）迂回標示板の様式（様式―２）

1 迂回の方向、距離、矢印については、現地に合わせて書くこと。

2 色彩は矢印を赤色、その他の文字及び記号を青色、地を白色とする。

3 縁の余白は 2cm、縁線の太さは 1cm、区画線の太さは 0.5cmとする。

4 書体は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令、別表第 2 備考に規定すると

ころによる。
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（３）その他（様式－３，４，５）

様式―３ 協力依頼板     様式―４ 協力感謝板

（参考例）         （参考例）

様式―５ 信号機の待ち時間

（参考例）
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（４）工事情報板及び工事説明看板板の設置

様式―６ 工事情報看板          様式―７工事説明看板

（注）色彩は，「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文については青地に白抜き文字，「○○○

○をなおしています」等の工事内容については青色文字，その他の文字及び線は黒色，

地を白色とする。

図１ 表示板の設置場所

令
和

令
和

ま
で
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（５）標示施設の設置例

参考（１） 車線の一部分が工事中の標示例

参考（２） 工事中まわり道の標示例（市街地の場合）

      （進行方向に対する標識の設置例を示す）

注）迂回路の設定及び交通整理員の配置については交通管理者と協議すること。

令和
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参考（３） 工事まわり道の設置例（地方部の場合）

      （進行方向に対する標識の設置例を示す）

注）迂回路の設定及び交通整理員の配置については交通管理者と協議すること。

令和
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参考（３）設置方法の一例

    

２ 保安施設

(1) 保安施設等の設置目的と様式

保安施設等の設置目的

名　　　称 記号
交通の
誘　導

立入防
止

場 所 の
明示予告

交 通
指 導

その他 摘　　要

工 事 用 照 明 灯 ○

保 安 灯 ○ ○ ○

歩 道 柵 ○ ○

バ リ ケ ー ド ○ ○

セイフティコーン ○ ○ ○
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名　　　称 記 号
交通の
誘　導

立 入
防 止

場 所 の
明示予告

交 通
指 導

その他 摘　　要

保 安 要 員 ○ ○ ○ ○

交 通 整 理 員 ○ ○
手旗（赤・白）
又は合図灯

作 業 車
（又はこれに代行するもの） ○

道 路 工 事 中 (213) ① ○

車 線 数 減 少 (211) ② ○

二方向交通(212の2) ③ ○

指定方向外進行禁止
(311-E)

徐 行 (329) ⑤ ○

工 事 標 示 板 ⑥ ○  様式１，２

お 願 い ⑦ ○

ま わ り 道 ⑧ ○  様式３

〃 ⑨ ○  様式４

方 向 指 示 板 ⑩ ○

電 光 標 示 板 ⑪ ○

工 事 内 容 ⑫ ○

〃 ⑬ ○

こ の 先 信 号 機 あ り ⑭ ○

片 側 交 互 通 行 ⑮ ○ ○

信 号 機 ⑯ ○

段 差 予 告 板 ⑰ ○

歩 行 者 案 内 板 ⑱ ○

停 止 線 標 識 ⑲ ○

工 事 中 標 識 ⑳ ○

○④ ○
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（２）保安施設等標準様式図
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令和
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（３）保安施設等の設置例
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付 編 ５

凍 結 工 法 作 業 マ ニ ュ ア ル

鹿児島市水道局
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１．凍結工法

（１）概要

凍結工法は、水道管に凍結媒体を直接接触させ、凍結媒体と管内水との熱交換

により部分的に管内水を凍結させ、一時的な仕切弁として利用することで断水を

行う工法である。任意の場所に設置できることから、必要最小限の範囲での施工

が可能となり、断水範囲の縮小や作業時間の短縮、仕切弁操作による赤水の抑制

を図ることができる。

（２）適用範囲

凍結工法が施工できる条件は、下記のとおりである。

１）基本事項

凍結工法は、管内水が静止状態であることが絶対条件であるため、施工できる

管路は、管内水が流れない管路、または管内水を止めることができる管路とする。

２）管種

施工できる管種は、鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管、鋼管、塩化ビニルライニング

鋼管等の金属系管とする。

水道配水用ポリエチレン管、硬質塩化ビニル管等のビニル系管、石綿管はクラ

ックが入る恐れがあるため、施工不可とする。

３）口径

施工できる口径は、φ40～φ200 とする。

４）形状

基本的には直管部の施工とする。ただし、異形管であっても継手部を避けて取

付容器を取り付けることができれば施工可能とする。なお、Ｔ字管の取り扱いに

ついては、下表のとおりとする。

管 種 挿し口部 受け口部 フランジ部

二受Ｔ字管 ○ ×

フランジ付きＴ字管 ○ × ○

［解 説］

受け口部については、凍りにくいことやパッキン部まで凍結し取り外しが

困難になること、取り外し時に凍結部を損傷し凍結部が抜ける恐れがあるこ

とから凍結工法は行わないこととする。
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２．使用器材

（１）凍結媒体

凍結媒体には、液体窒素、液体酸素、ドライアイス等があるが、使用時の安全

性並びに施工性を考慮し、人工液体空気を使用する。

１）人工液体空気

人工液体空気とは、液体窒素と液体酸素を通常の大気に近い割合で混合させた

もので、一般的には液体窒素 80％、液体酸素 20％の割合で混合させたものであ

る。

２）人工液体空気の特徴

人工液体空気の特徴は、下表のとおりである。

人工液体空気 液体窒素 液体酸素

比　　重 1.01 0.808 1.141

温　　度 -191℃ -196℃ -183℃

特　　徴 大気と同じ 不燃性、酸欠の恐れ 支燃性、火気厳禁

［解 説］

凍結媒体として人工液体空気を使用する理由は、液体窒素を用いると窒素ガス

として気化するため酸欠の恐れがあること、また、液体酸素を用いると引火性を

高めることなどの欠点を補い、作業中の事故防止を図るためである。

人工液体空気は使用する際、取付容器及び水道管の接触面等から気化して白煙

（無毒性）を生ずる。この白煙は、気化した窒素と酸素の混合体であるが、気化

点の違いから窒素分が多いという特徴がある。この結果、残留液体空気はその量

が少なくなる程酸素濃度が高くなり（青みを帯び）、引火性が強くなるので注意

が必要である。

（２）貯蔵運搬容器

  人工液体空気を貯蔵、運搬するための容器である。

１）材質等

貯蔵運搬容器は、ステンレス製とアルミ製がある。また、容器には密閉型と開

放型があるが、気化したガスにより高圧状態になるのを防ぐため、必ず開放型を

使用する。本市ではアルミ製の開放型容器を使用している。
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  ２）容量

貯蔵運搬容器の容量は各種あるが、現場への搬入、注入等の作業性を考慮し、

20～30リットル容器を中心とする。一般的には、メーカーから市販されている

液化窒素、液化酸素用の容器を使用する。本市では 30リットル容器を使用して

いる。

３）耐用年数

貯蔵運搬容器の耐用年数は、内部の釣り金具等の腐食が温度変化により促進さ

れるので、3年とする。

４）自然消費量等

人工液体空気の容器からの自然消費量等は下表のとおりである。

自 然 消 費 量 10% ／日（気温による差異）

運搬中の消費量 5% （容器のゆれ等で生ずる）

消　費　量

現場での使用時には、自然消費量等を考慮して液量を決める必要がある。

５）小分け容器

取付容器へ注入する際は、安全性、作業性等を考慮し、小分け容器を用いて注

入する。小分け容器には、ブリキバケツを使用する。

（３）取付容器

水道管を凍結させる箇所に取り付けて、人工液体空気を受ける容器である。

１）材質

取付容器は、超低温の人工液体空気を貯溜しうる物理的、化学的性質を有する

とともに、一定の強度を有する発泡スチロール製の箱を使用する。

発泡スチロールの特徴は次のとおりである。

① 加工が容易である。

② 凍結による膨張、収縮、硬化等の材質の変化が少ない。

③ 保冷効果がよい。

④ 容器による液の消費が少ない。

⑤ 価格が安い。

２）形状寸法

取付容器の形状寸法は、水道管の口径に応じて下表を標準とする。
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取付容器形状

※ 容器内側底部と管底との隙間は最低 20mm 以上とすること。

取付容器寸法及び使用量

（単位：mm）

口 径 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 液量(リットル)

φ40～φ50 120 180 150 20 20 15

φ75 180 230 260 20 20 30

φ100 200 250 270 30 30 40

φ150 220 300 300 30 30 80

φ200 250 380 400 30 30 180

※ ＧＸ管の場合、凍結液量は別途考慮する。

３）隙間充填材

取付容器と水道管との隙間への充填材は、充填作業等が容易で適度の粘着性が

あり、凍結しても膨張、収縮が少なく、かつ、液の漏れを完全に防止できる性質

を有するものとする。本市では紙粘土を使用する。

４）蓋

取付容器の蓋は、熱伝導率の低いもので、蓋としての機能を十分に満たすもの

とする。

（４）その他の備品

その他の備品としては、取付容器を固定する簡易ジャッキ、取付容器を外周か

B

D

E

20

C

A

以上
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ら締め付ける粘着テープ、換気用の送風機、保護メガネ、掘削穴が深い場合に使

用する酸素濃度測定器等がある。

１）簡易ジャッキは、取付容器を安全に固定できるものとする。

２）粘着テープは、取付容器上端付近の外周にセットして、取付容器に衝撃が加

わっても壊れないようにする。

３）送風機は、掘削穴における白煙を十分排出できる能力のものを使用する。

４）その他、必要に応じて保護メガネ、酸素濃度測定器等を使用する。

３．凍結作業時の服装等

人工液体空気を取り扱う際は、凍傷防止のため、超低温の液が皮膚に直接触れない

ように服装を整える必要がある。よって、凍結作業時には、長袖作業服と雨合羽のズ

ボンを着用のうえ、安全靴の外側にズボン（雨合羽）の裾を出す等、万一ズボンに液

がかかっても靴の中に液が入らないように配慮する。

また、作業用の手袋は、直接液に触れる可能性が高いので、液を透過せず、柔軟性

のある溶接用の革手袋を使用する。

４．作業手順

凍結作業手順は次のとおりとする。

（１）事前作業

（２）人工液体空気の運搬

（３）取付容器の設置

（４）人工液体空気の注入

（５）凍結状態の確認

（６）凍結状態の維持

（７）解凍作業

［解 説］

（１）事前作業

１）掘削作業

凍結作業に必要な作業穴の掘削に際しては、十分な作業空間を確保する。

２）離脱防止策
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凍結箇所が一時的に仕切弁の役割を果たすが、一次側の継手部分に特殊押輪等

の離脱防止機能がない場合、継手部分から離脱する恐れがある。継手部分が土中

であっても、凍結箇所と切取連結等の作業が同じ穴で行われる場合は同様の危険

性がある。よって、これらの場合は、杭等を使用して離脱防止策を実施する必要

がある。

３）管内水の静止状態の確認

現場状況より、管内水が静止状態にあるか確認する。管内水の動きを止めるた

めの仕切弁操作等の断水工法については、水道管路課職員の作業によるものとす

る。

（２）人工液体空気の運搬

人工液体空気の入った容器を運搬する際は、高圧ガス保安法令に係る移動基準に

基づき、次の点に注意する。

１）車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げる

こと。また、警戒標の大きさや文字の塗料(黒地・蛍光黄色)は指定されている

ため、下図のとおりとする。

警戒標の大きさや文字の塗料

２）運搬容器の転倒を防ぐとともに、運搬容器から液がこぼれないようにしっか

りと固定する。

３）運搬容器から液が万一こぼれた場合でも、液及び気化ガスが直接人体に影響

が及ぼさないように、積載場所を有する車両で運搬する。

４）夏場の運搬については、シートをかける、駐車は日陰を選ぶなど直射日光を

避ける措置を講じ、運搬容器の温度を常に 40℃以下となるよう保持する。

５）荷台には直接置かず、厚手の発砲スチロールまたは不用の毛布等でクッショ

ンを施し固定する。
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６）災害防止のために必要な注意事項を記載した書面(イエローカード等)を携帯

すること。

注意事項を記載した書面(表面・裏面)

（３）取付容器の設置

１）取付位置の確認

切断部から上流側へ最低 50㎝以上継手のない直管部とする。異形管について

は、取付容器が取付可能な位置とする。

２）管の清掃

凍結予定箇所の被覆材（ポリスリーブ）等を取り除き、管表面の清掃をする。

３）取付容器の取付

管と取付容器の接触部の取付容器側に隙間充填材をひも状にして張付け、隙間

充填材が移動しないように管に取り付ける。さらに、取付容器内側から隙間のな

いように隙間充填材を入念に充填し、液が漏れないようにする。

４）取付容器の保持

取付容器は、作業中に衝撃が加わっても外れることのないように、取付容器底

部から簡易ジャッキ等により支え、安定性を高めておくとともに、取付容器の外

周に粘着テープを巻き、取付容器が壊れないようにする。

また、凍結時間の短縮、及び取付容器の安全性向上を図るため、取付容器の周

囲を土砂で覆う。

（４）人工液体空気の注入

換気用の送風機を作動させ、液を運搬容器から小分け容器に移し、取付容器へ

注入する。液は管が完全に液面下になるように注入するが、多くても取付容器の

容量の 80％以下になるように注意する。
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（５）凍結状態の確認

凍結状態の確認の方法は、直接法と間接法がある。

直接法 →

間接法 →

凍結箇所の二次側において、水が出るかどうかを直接確認する

方法。（消火栓、サドル分水栓等からの確認）

取付容器の前後における管の外観から判断する方法。

（管表面の霜の発生状況等による判断）

（６）凍結状態の維持

凍結状態の確認後は凍結状態を維持するために、密閉しないよう取付容器に蓋

をし、常に液量を確認、補充しながら切取連結等の作業を行う。凍結状態を維持

するために必要な液量は、管の底部が液に浸る程度である。

また、切取連結等の作業においては、凍結箇所への衝撃を極力かけないように

努める。

（７）解凍作業

解凍作業は、取付容器内の液を完全に排出させてから、水またはぬるま湯を用

いて行うが、断水時間に支障をきたす場合等は、監督員または水道管路課の指示

により加熱解凍を行うことができる。ただし、エポキシ粉体塗装管については、

ガスバーナー等による加熱解凍は行わないこととする。

解凍作業の手順は次のとおりとする。

１）管内の充水（水道管路課職員による作業）

解凍作業前に二次側から充水し、管内を満水にする。充水をせずに解凍を行う

と、濁水（赤水）や配管の離脱が生じる可能性がある。

２）液の完全排出

取付容器を取り壊す、または取付容器の一角（最も低い場所）に穴を開けて、

液を完全に排出させる。

３）解凍の確認（水道管路課職員による作業）

最寄りの消火栓等で通水を確認することで解凍完了とし、引き続き、管内の洗

管作業を行う。
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通信ケーブル　（地下埋設）　布設基準

１． 通信ケーブル及びケーブルシ－トの布設は、下図の例による。

GL

H=600

H=1200

２． ジョイント箇所は、コンクリートトラフにて接続箇所の保護を行うこと。
なお、接続完了後、約１時間は、接続箇所を動かさないようにすること。

３． ジョイント箇所の写真は、その周辺の外観を入れて、その地点が出来るだけわかるよう
にすること。

４． ジョイント箇所は、オフセットをとり完成図に記入すること。

５． ケーブルジョイント及び試験は、原則として監督員が立ち会うので前日までに連絡する。

６． ケーブルシート（明示シート）の仕様
（１）幅１５ｃｍ以上　（２）色　赤　（３）折　二重折以上　（４）材質　ポリエチレン製
（５）その他　鹿児島市水道局名称入

７． ケーブルシート（明示シート）の布設位置は、土被り１．２ｍ未満の場合ＧＬ－４００ｍｍ
土被り１．２ｍ以上の場合ＧＬ－６００ｍｍとする。

８． 土被り１．２ｍ未満の場合は、保護管を施すこと。

水道管

明示シート ケーブルシート

通信ケーブル

付-6-1
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付 編 ７

施 工 計 画 書 の 記 載 要 領

1. 施工計画書は、この要領に準じて作成するとともに、監督員が指示した資料を添付する。

2. 様式は、A4 版とし、文字は横書きとする。

3. 添付図面等は、A3版とし、縮尺、寸法等を明記する。

4. 提出期限は、原則として、現場着工前とする。

分割提出の場合、監督員の承諾を受けること。

なお、監督員が特に認めた場合を除き、原則として施工計画書の決裁が完了していない場合

は、現場着工することはできない。

5．表紙及び目次は次のとおりとする。

・表  紙   工事名・受注者名・電話番号・現場代理人氏名

        電話番号・社内検査員

・目  次   分割提出の項目があるときは、その旨を提出予定時期、分冊番号ととも

に記載すること。

図－施工計画書表紙例

施 工 計 画 書

整備○○工区配水管布設工事

平成○○年度

○○○○株式会社 印

施

工

計

画

書

整

備

○

○

工

区

配

水

管

布

設

工

事

　

○

○

○

○

株

式

会

社

工期
自　平成○年○月○日
至　平成○年○月○日

TEL ○○○－○○○○

現場代理人：□□　□□
自宅電話　○○○－○○○○
携帯電話　090‐○○○－○○○○

社内検査員     

令和
令和

令和
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施工計画書（参考例）

[1] 工事打合簿

[2] 工事概要

[3] 現場組織図

[4] 工程

[5] 使用材料

[6] 実施施工図

[7] 仮設計画

工事打合簿により発注者の承諾を受ける

設計図書に定められた事項

工事名、工事場所、請負代金額、契約年月日、工期、発注者、受注者名

工事内容、位置図、平面図

1. 現場組織表

現場代理人、主任技術者、配管技能者、安全管理者、保安責任者、火

気取扱責任者、社内検査員等

2. 非常時連絡表（様式第 3号）

3. 災害時の体制

4. 緊急時連絡体制

5. 施工体系図

6. 施工体制台帳

工程表

実施工程表であること。（全体ネットワーク及び工程別ネットワーク）

1. 使用材料の搬入計画（仮設工事と本工事用に区別すること。）

※ 受注者は、材料検査後速やかに、監督員に様式第４０号（機器材料

搬入検査報告書）を提出する。

工事着手に当たっての、実施施工図。

施工環境、地域特性、建設副産物等に配慮し、施工規模、施工期間に

応じた適切な仮設計画を立案する。

1. 現場事務所、労務者宿舎、トイレ、材料置場倉庫、プラント設備等の

所在地（位置図、配置図）、消火設備の状況。

2. 仮設工

(1) 工事用電気設備

受電容量、受電設備、配線状況、使用期間、取扱責任者（電気主任技

術者）

(2) 足場及び桟橋

作業用覆工、桟橋等、重量物を支持するものは構造図のほか、施工法、

応力計算書を添付。

(3) 仮締切工、仮排水路

位置、構造、緊急時の撤去方法、必要に応じて各種構造計算を添付。
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[8] 各種調査

[9] 施工計画

(4)水替工

ポンプ能力、台数、排水処理状況の説明（図示）

(5) 仮設道路

位置、構造等を図示、必要に応じて各種構造計算を添付。

(6)給水設備

工事用水の調達方法

適正かつ安全な施工を確保するため施工計画書の作成又は工事着工に

先立って必要な調査を行う。

1. 施工環境の事前調査

(1)施工場所の地形、土質調査

(2)施工場所周辺の状況調査（住宅、店舗学校、病院、通学路、バス路線

の有無

(3)交通量調査（資機材搬入、搬出、迂回路、施工順序の検討）

(4)支障物件の調査、地下埋設物等の調査

(5)試掘調査の方法

  報告書を作成し、影響及び支障物件の種類、規模を記載する。

防護が必要な場合は、その位置、構造等を記載する。

(6)家屋及び近隣構造物等の調査

(7)現場測量（設計図書との照合）

２．環境対策

(1)騒音・振動（急発進、急停止、不必要なアイドリングの禁止）

(2)粉塵対策(運搬車両のタイヤ洗浄、土砂の飛散防止（荷台シート）、

道路清掃

(3)工事に関わる広報

  地域住民に対する事前通知

1. 舗装切断工

2. 土留工

施工断面、土留種別毎の施工方法、使用機械名（規格）、応力計算書

3. 路面覆工

覆工方法、覆工方法毎の施工方法、使用機械名（規格）
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4. 土工

施工断面、施工種別（機械・人力）毎の施工方法、使用機械名（規格）

運搬経路（購入土、発生土、産廃等の処分場所）埋戻し材料、埋戻し方

法等の説明

5. 杭基礎工

試験杭、本杭の打込み方法、施工方法、使用機械名（規格）

6．管布設工

(1) 管吊り込み、据え付け工

施工方法（機械・人力）、使用機械名（規格）

(2) 管接合工

接合方法（管の種別ごと）

(3) 管防護工

施工方法、防護の構造及び施工図

7.基礎工

施工方法、基礎毎の構造及び施工図

8.構築物

施工方法

9.コンクリート工

形枠及び支保の施工方法、コンクリートの打設方法、鉄筋加工組立て

方法（小規模のものは省略）

10.足場・支保工

施工方法

11.残土処理工・建設副産物処理工

運搬方法、積込機種・運搬機種、処分地

再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書

6. 埋戻し工

施工断面毎の施工方法

土砂置換えがある場合は、搬入先

7. 異形管防護工

施工方法、防護毎の構造及び施工図

8. 水替工

ポンプの能力、台数、施工方法
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[10] 工程管理

[11] 工事記録写真撮

影計画

[12] 出来形管理・品

質管理

[13] 安全管理

9. 舗装復旧工

舗装構成、舗装構成種別毎の施工方法、使用機械名（規格）

10.水圧試験工

試験方法

11.その他

特殊工法の内容説明、新規入場者教育や始業時ミーティングの方法

計画工程に対する実施管理方法を明記

1.管理方法（採用工程表、計画工程と実施工程の対比）

1．工事記録写真撮影計画

各段階における、施工状況、使用機械、使用材料等の記録写真。

（1）工種ごとに、撮影箇所、撮影頻度について撮影計画を立てる。

（2）写真撮影チエックリスト表の作成

1．出来形管理計画

水道管工事施工管理基準に基づく出来形管理計画の作成

（1）管理すべき測定位置（測点・位置等）

（2）測定項目（基準高・高さ・幅・厚さ・延長等）

（3）管理方法（出来高管理図）

2．品質管理計画

水道管工事施工管理基準に基づく品質管理計画の作成

（1）試験又は測定項目

（2）試験頻度・試験項目

（3）継手チエックシート表

工事の安全対策

1．安全衛生管理体制の確立

   安全管理者、安全衛生委員等の安全衛生管理組織表の作成。

2．安全衛生教育

（1）労働者雇用時、作業内容変更時の教育、危険、有害な業務に就か

せるときの特別教育。

（2）安全・訓練実施計画（月当たり半日以上又は、2回 2時間以上）

3．交通安全管理

（1）工事中における保安施設、保安要員の配置計画。

（2）交通誘導員の配置、標識、安全施設等の設置計画（配置図作成）
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[14] 労務管理

[15] 建設副産物及び

搬入計画

[16] 社内検査体制

[17] イメージアップ

実施計画

[18] その他

1．工事の労務計画

（1）有資格者一覧表

（2）作業員従事者名簿、資格、免許の写し

1．再資源利用計画書

2．再生資源利用促進計画書

3．建設発生土受入地の関係法令に基づく許可書の写し

4．収集運搬、処理業者の許可書

5．廃棄物処理委託契約書の写し（収集運搬業者・処理業者との契約）

6．建設発生土、建設廃棄物、購入土の所在地及び運搬経路（図示）

1．社内検査の実施計画

（1）関係書類の社内検査

  施工計画書・使用材料承諾申請書・実施施工図・完成書類等

（2）搬入材料品質管理の社内検査

（3）出来高管理の社内検査

（4）出来形管理の社内検査

１．イメージアップ実施計画（対象工事のみ）

水道工事一般仕様書（1.1.12）環境対策（イメージアップ））に基づく、

実施計画書

（1）仮設関係

（2）安全関係

（3）営繕関係

それぞれの項目について、目的、実施内容等を記載

1．「水道管布設工事のお知らせ」写し（様式イ（A3サイズ））

2．「道路占用許可申請書」写し

3．「道路使用許可書」写し

4．「道路工事届出書」写し

（１） 消防署 （２） 清掃事務所 （３） 幼稚園、学校、病院、

バス会社等（４） 日本ガス、NTT、九州電力等
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付 編 ８

写 真 管 理 要 領

1．適 用

(1)この要領は、水道施設工事の工事写真の撮影及び整理等について基本的事項を定めたものであ

る。

(2)写真管理は、工事の完成後では明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、工事着手前の状況、

材料検収、品質確認、安全管理状況及び工事中の災害状況等を設計図書に基づいて行うものと

し、工事の種別、規模を問わず実施する。

2．撮影計画

(1) 撮影計画書の提出

受注者は、工事の着手に先立ち、「工事記録写真撮影計画」を作成し、監督員に提出する。

ただし、小規模な工事については、監督員の承諾を得て撮影計画書を省略することができる。

(2) 「工事記録写真撮影計画」記載事項

ア．撮影者････････責任者、補助者

イ．内 容････････平面図等に撮影計画箇所を記入

3．写真の分類

工事写真は、原則として下記のように分類する。

工事写真

着工前及び完成写真

施工状況写真

安全管理写真

使用材料写真

品質管理写真

出来形管理写真

災害写真

環境対策（イメージアップ）写真

その他（補償等）
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月 ○○ 日

㈱　○○建設

測　点○○町 №　○

平成 ○○ 年 ○○

図-１　小黒板（参考）

工 事 名

受 注 者

撮影年月日

撮影箇所

施工内容

○○○○○　工事

工種、設計寸法、実測寸法、略図等

4．撮影方法

写真撮影にあたっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるよう被写

体とともに写しこむものとする。

① 工事名

② 工種等

③ 測点（位置）

④ 設計寸法

⑤ 実測寸法

⑥ 略図

⑦ 撮影年月日

⑧ 受注者名

なお、小黒板の判読が困難となる場合は、別紙

に必要事項を記入し、写真に添付して整理する。

特殊な場合で監督員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。

5.撮影するにあたっての留意事項

(1) 状況写真は、施工の位置及び状況が容易に確認できるよう家屋等を背景に入れて撮影する。

なお、1枚で状況が確認出来ない場合には、組写真にする。

(2) 品質管理写真は、検査・試験・測定等を行っている全景及び規格・基準等と照合または対比

して確認できるように近距離から撮影する。

(3) 出来形管理写真は、所定の形状、寸法が判断できるように必ず寸法を示す器具（箱尺、リボ

ンテープ、クロスロッド等）を用いて撮影する。

(4) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できるよう特に注

意して撮影する。また、出来形がわかりにくい場合は、必要に応じて接写して撮影する。

(5)材料検査等の撮影は、口径、材質、日水協、メーカー等の表示や刻印が、はっきりと確認でき

るように撮影する。

(6)撮影に当たっては、対象箇所の周囲を整理整頓、清掃等すること。

(7)撮影方向はできる限り同一方向から撮影する。

(8)必要に応じて遠景と近景を合わせて撮影する。

6．撮影時期

撮影者は、写真撮影の目的を十分に理解し、常に工事の進捗状況、施工内容を把握して、施

工前及び施工後等適切な時期に撮影する。

令和



付-8-3

7． その他

事故、災害等緊急にその状況を報告する必要がある場合は、速やかに確認できるものとする。

8．電子媒体による写真

電子媒体による写真は、必要な文字、数値等の内容の判読ができる機能、精度を確保でき、

監督員の承諾を得た下記の基準を満たす撮影機材を用いるものとする。

（ア）デジタルカメラ 有効画素数 100～300 万画素程度

（イ）プリンター   フルカラー300dpi 以上

（ウ）インク・用紙等 通常の使用条件のもとで 3年間程度顕著な劣化を生じないもの。

9．整理編集

(1) 写真帳

ア． 写真帳の大きさ及び表紙は、付編 12「完成図書作成要領」に示す要領で作成する。

イ． ドッチファイルの使用も認める。

ウ． 写真の大きさは、Lサイズを標準とする。

(2) 写真の整理

ア. 写真撮影後は、速やかに工事の進行順に写真帳へ整理し、余白に見取図、説明、整理番号

を付する。

イ. 写真帳の巻頭に案内図および位置図を付し、撮影箇所と写真が対比できるようにしておく。

ウ. 写真のデータは、原則として受注者保管とする。

   なお、保管期間は最低 5年間とし、水道局が求める場合は、速やかに提出する。

10．写真帳の提出

(1) 工事写真の提出は、1部とし、工事完成後すみやかに提出する。

(2) 写真帳のコメント欄は、写真で撮影表示版が明確でない場合のみ、工種、状況及び出来形等

について明記する。

また、監督員がコメント欄への記載を指示した場合、その指示に従い明記する。



　別表Ⅰ（管布設工事）撮影内容および頻度

区分 工　　　　種 撮 影 箇 所 及 び 内 容 撮 影 頻 度 摘    要

着工前 施工前と施工後の現場の状況を同一 施工前後に各１ 重要箇所その他撮影指定箇所

箇所で同一方向から撮影する。 回約50ｍごと

完成後 既設物と占用位置等の関連を撮影する。

舗装切断状況 約50ｍごと カッター線位置、舗装厚、幅の明示

清掃状況 〃

舗装はぎ取り工 はぎ取り状況 約50ｍごと

発生土積込・搬出状況（As・Co殻） 約50ｍごと 運搬機種名記載

掘削状況 〃 掘削機種記載

仮歩道, 保安柵設置状況 〃

基面整正状況 約50ｍごと

掘削完了 〃 掘削幅、掘削深の明示

砂搬入状況 約50ｍごと

砂投入状況 〃

胴締め状況（管廻り） 〃

砂基礎転圧状況 〃

砂基礎出来形（厚さ・幅） 〃

管 布 設 工 管の吊り込み状況 約50ｍごと

（各管種共通） 管の据付け完了 〃 管種、口径、メーカーマーク、製造年度の明示

管接合状況 〃

管布設状況 〃 本管土被り明示

明示テープ設置完了 約50ｍごと

【DIP（GX形）】 ポリエチレンスリーブ被覆完了 〃 1ｍごとにテープ止め

管口清掃状況 〃

ロックリング及びロックリングホルダの確認 〃

ゴム輪セット 〃

滑材塗布状況 〃

接合状況 〃 レバーホイストによる引き込み状況

ゴム輪位置測定状況 〃 チェックゲージにてｂ寸法を確認

ライナーボード設置状況 約50ｍごと

ライナー設置完了 設置箇所全て

ロックリング及びロックリングホルダの確認 約50ｍごと

挿し口挿入量の明示 〃 X寸法の確認

ゴム輪セット 〃

滑材塗布状況 〃

接合完了 〃 レバーホイストによる引き込み状況

ゴム輪位置測定状況 〃 チェックゲージにてｂ寸法を確認

ロックリング及びストッパの確認 約50ｍごと

挿し口挿入量の明示 〃 X寸法の確認

接合部品の預け入れ 〃 異形管用ゴム輪の表示マークの確認

滑材塗布状況 〃

ストッパ引き抜き完了 〃

接合部品の締め付け状況 〃

メタルタッチの確認 〃

切管状況 約50ｍごと 切管長さ及び管路番号の確認

面取り状況 〃

補修材塗布状況 〃

挿し口挿入量の明示 〃 X寸法の確認

ゴム輪セット 〃

滑材塗布状況 〃

接合完了 〃 レバーホイストによる引き込み状況

ゴム輪位置測定状況 〃 チェックゲージにて確認

押しボルト締め付け状況 〃 締め付けトルク値を表示

現
場
状
況

舗
装
切
断

舗 装 切 断 工

掘
　
　
　
削

掘 削 工

基 面 整 正 工

管
　
　
　
布
　
　
　
設

砂 基 礎 工

管 布 設 工
【直管部】

【ライナー設置箇所】

【異形管設置箇所】

【Pリンク・Gリンク使用箇所】
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区分 工　　　　種 撮 影 箇 所 及 び 内 容 撮 影 頻 度 摘    要

管 布 設 工 【直管部】

明示テープの設置完了 約50ｍごと 口径75mm以上の管に設置

管の吊り込み 約50ｍごと

【　PEP　】 管の据付け状況 〃 管種、口径、メーカーマーク、製造年度の確認

ロケーティングワイヤー布設状況 〃
2m間隔でテープ固定、ワイヤーの接続状
況、、末端キャップ止、弁室内の立ち上げ

管口清掃状況 〃

差込長さの標線記入、切削面の波形線マーキング状況 〃 メーカによる標線位置の差異に注意する

融着面の切削完了後 〃
スクレープによりマーキングが完全に消えて
いることの確認

融着面の清掃 〃 素手による清掃、清掃材の種類確認

標線記入（切削、清掃完了後） 〃

管と継手の挿入、クランプ固定 〃

バーコード入力状況 〃

インジケータの隆起状況 〃
融着終了時間及び冷却完了時間の確認、継手
番号の確認

【切管部】

切断状況 約50ｍごと

切管長の確認 〃 切管長さ及び管路番号の確認

切管の布設完了 〃 切管長さ及び管路番号の確認

【異形管（融着）部】

インジケータの隆起状況 約50ｍごと
融着終了時間及び冷却完了時間の確認、継手
番号の確認

【異形管（メカニカル継手）部】

インナーコア挿入状況 設置箇所全て メーカーによる挿入量等の差異に注意する

挿入線のマーキング 〃 メーカーによる挿入量等の差異に注意する

継手のボルト締付け状況 〃 メタルタッチの確認又はトルク値の管理

ポリエチレンスリーブ被覆完了 約50ｍごと 1ｍごとにテープ止め

管 布 設 工 管切断状況 〃

管ねじ切り状況 〃

（ＳＶＢ） コア取付状況 〃

水道管用シール剤塗布 〃

シールテープ巻工 〃

錆止め工塗布状況 〃

管 布 設 工 管接合における合マーク状況 約50ｍごと 管マーキング及び寸法記入

（Ｈｉ－ＶＰ） 面取り状況 〃

接着剤塗布状況 〃

割栗石基礎（幅・厚さ） 実施箇所

配筋状況（径・ピッチ・被り） 〃

管 防 護 工 型枠設置状況 〃

コンクリート打設状況 〃

出来形（形状・寸法） 〃

配管状況（『管布設工』に準ずる） 実施箇所

伏 越 防護コンクリート（『管防護工』に準ずる） 〃

水 管 橋 橋台, 橋脚基礎本体（寸法を明示） 実施箇所

管体及び部材製作状況 〃

架設状況（吊り込み・組立て） 〃

空気弁, 伸縮継手等設置状況 〃

接合部状況 〃

塗装状況 〃

防食テープ巻付け（オーバーラップ幅） 〃

橋 梁 添 架 支持金具（寸法・形状） 実施箇所

添架の状況 〃

空気弁, 伸縮継手等設置状況 〃

塗装状況 〃

防食テープ巻付け（オーバーラップ幅） 〃

ポンプ据付状況 適宜

水 替 工 水替状況 〃

水
替

工
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区分 工　　　　種 撮 影 箇 所 及 び 内 容 撮 影 頻 度 摘    要

基 礎 部 分 割栗石基礎, 砂利, コンクリート基礎等 実施箇所 材質・厚さ・形状・設置状況

配筋状況（径・ピッチ・被り） 実施箇所

型枠設置状況 〃

コンクリート打設状況 〃

出来形（形状・寸法） 〃

仮 設 備 工 刃口, 掘進機, 推進設備, 支圧壁等の設置状況 実施箇所

掘削, ずり搬出, 推進状況 適宜

推 進 工 裏込め, 滑剤注入状況 〃

砂, モルタル充填作業状況 〃

『仮設』『掘削』『基礎工』 実施箇所

『構造物』『埋戻し』等に準ずる 〃

砂基礎転圧状況 約50ｍごと

砂基礎出来形（厚さ・幅） 〃

埋戻し材料搬入状況（材質・搬入機種） 約50ｍごと

埋戻し材投入状況（機種・機械, 人力の別） 〃

胴締め状況 〃 管廻り胴締め状況

敷き均し状況 〃

転圧状況 〃 １層20cmごと、明示シート

路床仕上がり状況 〃 表層からの寸法明示

粒調・切込砕石搬入状況 約50ｍごと 材質の種類、粒径、新材又は再生材の明示

路 盤 工 転圧状況（１層ごとに） 〃

路盤出来形 〃 幅、厚さ・表層からの寸法明示

表層出来形 約50ｍごと 幅、厚さの明示

表層転圧状況 〃

完成状況 〃

舗 装 切 断 工 『舗装切断工』に準ずる 約50ｍごと

舗装はぎ取り工 『舗装はぎ取り工』に準ずる 約50ｍごと

路 盤 工 『路盤工』に準ずる 約50ｍごと

不陸整正状況 約50ｍごと

転圧状況 〃

表層出来形 約50ｍごと 幅、厚さの明示

プライムコート散布状況 〃 飛散防止状況撮影

タックコート散布状況 〃 既設舗装切断面の塗布状況

基 層 工 合材到着温度 〃

初期締固め前温度 〃

表層転圧状況 〃

交通解放温度 〃 50°C以下での交通解放の確認

表 層 工 『基層工』に準ずる 約50ｍごと 占用条件確認

ガードレール, ガードパイプ, 植樹 実施箇所

街渠, 側溝, 桝, 区画線, 〃

道路標識等の施工状況 〃 撤去・復旧

材料搬入, 搬出状況 適宜

材料検査状況 〃

施工機械設備状況 〃

薬 液 注 入 工 注入状況（全景・注入位置・ボーリング長さ） 〃

観測井設置状況, 地下水観測状況 〃

注入効果の状況 〃

施工状況（径・深さ） 適宜

施工設備 〃

設置状況 〃

水位観測状況 〃

使用材料搬入, 搬出状況（機種） 実施箇所

土 留 工 各種土留め, 腹起し, 切梁設置状況 〃 規格・寸法

使用材料搬入, 搬出状況（機種） 実施箇所

桁受, 受桁設置状況（規格・寸法） 〃

使用材料, 仮締切状況 実施箇所

施工前，中，後を同一方向から撮影 〃

設置前の全景 実施箇所

施工状況（舗装構造・幅員・保安柵等） 〃

設置後の全景 〃

構
　
　
　
造

構 造 本 体

推
　
　
　
進

立 坑 工

埋
　
　
戻
　
　
し

砂 基 礎 工

埋 戻 し 工

路
面
仮
復
旧

表層工

路
　
面
　
本
　
復
　
旧

不 陸 整 正 工

路
面
本
復
旧

道路付帯設備工

地
　
　
盤
　
　
改
　
　
良

ウエルポイント
ディープウエル
工

仮
　
　
　
　
設

路 面 覆 工

仮 締 切 工

仮設道路設置工
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区分 工　　　　種 撮 影 箇 所 及 び 内 容 撮 影 頻 度 摘    要

配管状況 実施箇所

ポリスリーブ状況 〃

管防護状況 〃 木杭、管枕、防護ｺﾝｸﾘｰﾄ

仕切弁設置状況 実施箇所

ポリスリーブ状況 〃

仕切弁室設置状況 〃

仕切弁室廻り埋戻し, 転圧状況 〃

弁棒軸天端土被り 〃

GFパッキン取付状況 実施箇所

消火栓取付状況（補修弁等） 〃 締付けトルク値の確認、メタルタッチの確認

ポリスリーブ状況 〃

消火栓室設置状況 〃

消火栓室廻り埋戻し, 転圧状況 〃

弁棒軸天端土被り 〃

水圧試験状況 実施箇所 0.98MPa（2分以上）

せん孔状況 〃

不 断 水 分 岐 工 水抜き状況 〃

コア確認状況 〃

切取前既設管状況 実施箇所 合マーク、控マークの明示

既設管切断状況 〃

既設管切断後の寸法 〃

新設管の寸法 〃 合マーク、控マークの明示

新設管配管状況 〃

ポリスリーブ状況 〃

管防護状況 〃 木杭、管枕、防護ｺﾝｸﾘｰﾄ

栓止め・分水止め状況 実施箇所

ポリスリーブ状況 〃

管防護状況 〃 木杭、管枕、防護ｺﾝｸﾘｰﾄ

舗 装 切 断 工 舗装切断状況 10箇所ごとに1工程 掘削幅明示

はぎ取り状況 10箇所ごとに1工程

ダンプ積込状況（機械・人力） 〃

発生土積込・搬出状況（As・Co殻） 10箇所ごとに1工程 運搬機種名記載

掘削状況 〃 掘削機種記載

仮歩道, 保安柵設置状況 〃

基 面 整 正 工 基面整正状況 10箇所ごとに1工程

埋戻し材料搬入状況（材質・搬入機種） 10箇所ごとに1工程

埋戻し材投入状況（機種・機械, 人力の別） 〃

胴締め状況 〃 管廻り胴締め状況

敷き均し状況 〃

転圧状況 〃 １層20cmごと、明示シート

路床仕上がり状況 〃 表層からの寸法明示

水圧試験状況 実施箇所 1.716MPa（2分以上）

せん孔状況 〃

水抜き状況 〃

管据付け状況 実施箇所

継手締付け状況 引込1箇所ごとに１枚 ねじ山管理若しくはトルク値管理

管布設完了状況 〃 本管土被り明示

サドル分水栓取付状況 〃

コア確認状況 〃

密着型コア設置状況 〃

分 水 止 め 工 分水止め（キャップ取付）状況 実施箇所

材検

料査

掘削, 埋戻し状況 実施箇所

掘削位置 〃

埋設物の種類 〃 位置、離れ、土被り、管種・口径、配列等

異
形
管

異 形 管 工

仕
切
弁
設
置

仕 切 弁 設 置 工

消
火
栓
設
置

消 火 栓 設 置 工

不
断
水
分
岐

切

取

連

結

切 取 連 結 工

栓
止
め

栓 止 め 工

給
水
管
切
替

舗装はぎ取り工

掘 削 工

埋 戻 し 工

水 圧 試 験 工

管 布 設 工

材 料 検 査 工 管材料等 その都度

試
験
掘

試 験 掘 工
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区分 工　　　　種 撮 影 箇 所 及 び 内 容 撮 影 頻 度 摘    要

各種標識の設置状況 実施箇所 道路標識・工事標示板・迂回路の標示板等

交通誘導員配置状況 〃

各種保安施設の設置状況 〃

安全教育実施状況 〃

残土運搬状況 適宜

残土処分状況 〃 残土処理地、シラス土取り場採取状況

産 業 廃 棄 物 産業廃棄物運搬状況 適宜

処 理 工 産業廃棄物処分状況 〃 再資源化施設

試水 水圧試験状況 実施箇所 PEPについては、予備加圧状況の撮影

験　 水 圧 試 験 工 （水圧テスト用自記録計）

工圧

洗 実施箇所

管

実施箇所

試そ

験の 試験状況 その都度

調他 （必要に応じて局立会）

査・ 調査状況 その都度

（必要に応じて局立会）

材料検査（使用量） その都度 各層ごと

下地処理、塗装状況 〃

管 塗 装 工 検査状況（膜圧・ピンホール・密着等） 〃

仕上がり状況 〃

開先状況 その都度 各層ごと

下地処理状況 〃

溶接状況 〃

仕上がり状況 〃

発生品処理状況 その都度

（位置・寸法・状況）

施工状況（使用機種） その都度

設備状況 〃

吊り防護, 受け防護（施工中埋め戻 その都度

し前に種類ごとに明示）

工事完成後では, 水中又は, 地下に没する箇所等 その都度

確認することが 

困難な箇所　　 

立会いを要する 立会いの目的と立会い人 その都度

もの 立会い状況 〃

工事中災害又は, 事故が発生した場 その都度

合の現況及び復旧状況

その都度

安
全
管
理

保 安 施 設 工

残
土
処
理
等

残 土 処 理 工

洗 管 工 洗管状況

密 度 試 験 密度試験実施状況

そ の 他 試 験 工

そ の 他 調 査 工

塗
　
装

溶
　
　
接

溶 接 工

その都度

災 害 及 び 事 故

補 償 関 係 被害又は, 損害状況

そ
　
　
の
　
　
他

発 生 品

特 殊 工 法

防 護 工

支 障 物 件 支障物件の位置, 寸法, 処理状況等
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　別表Ⅱ（一般土木工事）撮影内容および頻度　別表Ⅱ（一般土木工事）撮影内容および頻度　別表Ⅱ（一般土木工事）撮影内容および頻度　別表Ⅱ（一般土木工事）撮影内容および頻度

区分 工　　　　種 撮 影 箇 所 及 び 内 容 撮 影 頻 度 摘    要

着工前 ①　施工前と施工後の写真は, 同一位置，方向から 施工前後と途中

　対比できるよう撮影する。 必要に応じて撮

完成後 ②　起終点の明確なものについては,必ずﾎﾟｰﾙ 影する。

　等を立て位置を表示する。

③　施工場所が広大で１枚で納まらない場合は，

　継写しとし１枚に整理する。

各種試験及び調 その都度

査

工事完了後確認 その都度

することが困難

な箇所等

発生品処理状況 その都度

（位置・寸法・状況）

原則として形状

寸法の異なるも

のはその都度,

単一構造物は箇

所ごとに

仮締切, 山留, 支保, 保安施設, 施工中並びに完

使用機械設備等 了時, 適宜

鋼矢板打込状況, 出来形全景

薬 液 注 入 工 別表１『薬液注入工』に準ずる

ウエルポイント 別表１『ウエルポイント・ディープ

ディープウエル ウエル工』に準ずる。

工

打込み状況（使用機械） その都度

継手作業状況（溶接状況）

載荷試験状況（試験装置・記録計）

打込み状況 ブロックごと

杭の切揃え

出来形の全景（杭径・長さ）

Ｒ Ｃ 杭 材料検査（杭径・長さ） ブロックごと

Ｐ Ｃ 杭 打込み状況（使用機械）

Ｐ Ｈ Ｃ 杭 杭継手状況

鋼 杭 杭頭仕上げ状況

全景, 間隔

安定液混合, 配水処理設備設置状況 工事の規模に応

掘削状況（使用機械） じて撮影回数を

掘削径及び深さ 決める。

鉄筋の径, 間隔及び継手の形状,

寸法

鉄筋かごの幅, 長さ, 厚さ

鉄筋かごの吊り込み状況

コンクリート試験（強度・スランプ

・空気量）

コンクリートの打設状況

杭頭部仕上げ状況（余盛コンクリー

トの処理）

全景と杭間隔

割栗石基 礎工 材料検査 ブロックごと

砂 利 基 礎 工 掘削状況

捨てコンクリー 出来形（厚さ・幅・長さ）

ト打設工

一
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
項

試験実施状況

水中又は, 地下に没する箇所等

発 生 品

構 造 物 出来形の形状, 寸法

仮
　
設

仮 設 工

地
盤
改
良

試 験 杭

木 杭

基
　
　
礎
　
　
工

場 所 打 杭

付-8-9



区分 工　　　　種 撮 影 箇 所 及 び 内 容 撮 影 頻 度 摘    要

別表１『掘削』『埋戻し』『残土』 適宜

等に準ずる

材料検査 １断面で２～３ 各スラブ, 壁

鉄筋の径, 配筋間隔, 継手の形状 箇所 梁, 柱ごとに

圧接作業状況 撮影する。

レディミクスト 材料検査 (強度・スランプ・空気量) 適宜

コンクリート コンクリート打設状況

出来形（形状・寸法）

適宜

組立状況 コンクリート打

（断面寸法・被り） 込前, 同一断面

で２～３箇所

①　支障物件に接近して施工する場 その都度

　合

②　埋設物の確認等

③　既設構造物, 埋設物の防護作業

　状況及び防護材等の処置について

各層ごとの施工状況 適宜

出来形の全景

わと 取り壊し作業前後の状況 適宜

しり とりこわ し工 （使用機種）

工こ

工特 施工状況（使用機種） その都度

法殊 設備状況

 　法 石積（張 ）工 施工状況 適宜

 　面 コンクリートブ 裏込材料の厚さ, 全景

 　工 ロック積（張） クリンプ金網

法及 工

面び 芝 付 工 出来形（植付後の全景） 適宜

 処 法 面 処 理 工 施工前の全景 適宜

 理 （モルタル吹付 ラス張り状況（吹き付け前）

 工 ・種子吹付） 出来形（全景）

移植樹種の掘取り状況 主要樹木ごと

主要木の根廻の状況

植穴掘削の状況 主要樹木ごと

客土施肥の状況 主要樹木ごと

出来形（植栽後の全景） 主要樹木ごと

客土施肥の状況 主要樹木ごと

出来形（植栽後の全景） 主要樹木ごと

ボーリング箇所（試掘）を表示して 適宜

ボ ー リ ン グ 作業中の状況

試 掘 工 ボーリング貫入試験検尺後の試料採

取の確認

その他の 工法 監督員の指示による その都度

工事中災害又は, 事故が発生した場 その都度

合の現況及び復旧状況

補 償 関 係 被害又は, 損害状況 その都度

施工状況

型 枠 工

株 物

土
工

土 工

コ
　
ン
　
ク
　
リ
　
ー
　
ト

鉄 筋 工

モ ル タ ル 工

試
　
　
験

そ
の
他

災害及び 事故

防
護
工

防 護 工

防
水
工

防 水 工

特 殊 工 法

植
　
　
　
　
栽

樹 木

付-8-10
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付 編 ９

管布設工事完成図面作成要領

1．適用

(1) この要領は、配水管及び付属構造物を新設又は撤去する工事の受注者が、水道局に提

出する工事完成図面についての基準を定めるものである。

(2) 作図一般、記号、線の一般的用法その他この要領に定めのないものは、JIS Z 8310～

18、土木学会「土木製図基準」及びその他の関係規格規定によるものとする。

(3) この要領は、完成図を縮小第二原図として作成保管することを前提に規定するもので

ある。

2．完成図面の提出

(1) 受注者は、完成図から縮小した第二原図（A3サイズ）を提出するものとする。

3．図面の大きさ

(1) 図面の大きさは、図面紙の仕上がり寸法で JIS P 0138（紙加工仕上寸法）のうち、Ａ

1 を原則とする。（表－１、図－１参照）

表－１ 図面の大きさ

大きさの呼び方 A１

A×b 594×841
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4．表示の方法

(1) 文字の大きさ、線の太さ及び文字間のすきまの基準は表－２のとおりとする。

表－２ 文字の基準

単位：㎜

文 字 の 種 類 文字の高さ 線の太さ 文字間の隙間

漢 字 6.3以上

ア ラ ビア 数 字

か な

ロ ー マ 字

漢 字 5　以上

ア ラ ビア 数 字

か な

ロ ー マ 字

鉛
筆
書

き
の
場
合

墨
書
き

の
場
合

4　以上

4　以上

0.5～0.3

0.5～0.2

 線の太さの2倍以上

 線の太さの2倍以上

(2) 地形、寸法、表示等は、鉛筆等での作図または CAD 等で作図する。

(3) 鉛筆書きの場合は、線、文字は、かすれ、太さの不整等のないようにし、特に寸法線、

中心線等の細線は、なるべく濃く明確に書く。なお、CAD を使用する場合も一定の濃度

とする。

(4) 文字は、楷書で明確に書き、CAD を使用する場合は、ゴシック体又は明朝体とし、数

字は 3 桁ごとに間隔を空けて書く。

(5) 寸法単位は、原則として㎜表示とする。

    ただし、これにより難い場合は、各図ごとに又はそのつど単位記号を表示する。
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4．図面の構成

図面の構成は、工事内容に応じ、次のとおりとする。（図-2 参照）

(1) 位置図

ア． 工事路線の所在地を示すもので、町名、番地、目標となる著名な建物等の名称

を記入する。

イ． 位置図（1／2500）に配管台帳番号（ブロック）が複数にかかる場合は、台帳番

号の境界線とその番号を記入する。

ウ． 1枚の図面に位置図が複数になる場合は、各位置図に配管台帳番号を記入する。

(2) 平面図

ア． 管及び構造物は、その形質、寸法、配置、布設位置、土被り（既設管、新設管）、

延長、防護等を記入する。なお、平面図（1／500）が数枚にわたるときは、位置

図の路線に図面番号を記入する。

イ． 道路には、国道、県道、市道、里道等の区別、番号、通称名を明記し、路線内

の埋設物の名称、位置、土被り、形質、寸法を記入する。

ウ． 河川には、その名称、流路幅、流水方向その他必要な事項を記入する。

エ． 制水弁等のオフセット図は 5 の(8)オフセット図の作成要領に基づき、空欄また

は別紙に記入する。

オ． 撤去管は管種、口径を記入し埋設不用管の埋設深さ及び消しこみを入れる。

位　置　図

０

10 20 30 40

50縮尺線Ｓ=1:500

詳細図（管割図）

横断面図

平　面　図

Ｎ

配管台帳番号
工事管理番号

規格メーカー一覧表

道路占用等許可番号

事業費目

施工町名

表題欄

完成数量

図－１ 図面の構成
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(3) 縦断面図（図－２参照）

地形の縦断面図に、管及び構造物等に縦断状態、管種管径、土被り、管布設高さ、地盤

高さ、追加距離、区間距離等を表示すること。ただし、原則として配水小管の場合は縦断

面を除く。

管種管径

土 被 り

管中心高

地 盤 高

追加距離

区間距離

測　　点

DL+10.0

横1/200～

1/500

縦 1/100

1
6

4
1
6

1
6

4
1
6

4
1
6

4
1
6

4
1
6

4

1
3
6

30 4

図－２ 縦断面図
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(4) 横断面図（図-4 参照）

道路、河川、橋梁等の横断面図に、管及び構造物の形質、寸法、位置等を表示する。

なお、横断箇所は、概ね道路種別毎、道路構成毎及び監督員が指示する箇所とする。

下

1
.
0
 
m

2
.
0
 
m

新設管DIPφ100

下水道管

φ200

ガス管φ50

不用管VPφ50
0
.
8
 
m

0
.
6
 
m

1.2 m 2.3 m

1.9 m

1.6 m

1.2 m

図－３ 横断面図

(5) 側面図

伏越工、添架工、鞘推進工、軌道敷横断、水管橋等の場合は、管、構造物の位置、形質、

寸法等を表示する。

(6) 詳細図（管割図）

管、構造物（制水弁、空気弁室、減圧弁室、配水設備等）、舗装復旧工、掘削工、基礎工、

配筋、防護工、加工、取付け等必要に応じて詳細を表示する。

なお、減圧弁については、1次圧、２次圧、安全弁設定圧、メーカー名、型式、地盤高を

記載する。

また、ダクタイル鋳鉄管等、全路線を詳細図（管割図）として記載する。ただし、監督

員が特に指示する場合は、その指示に従うこと。

(7) 設備図（特殊な工事の場合）

各種電気設備、機械設備等の構造、性能据え付け方法を表示する。

(8) オフセット図（図-5参照）

ア． 新設の制水弁、消火栓、空気弁、配水設備、連絡部、その他必要なものは、配

管後直ちにオフセットを測定し、平面図に記入する。また、測定値が密集してい

る部分はオフセット図を別記する。

イ． オフセットの基点は、撤去の恐れのない地先境界の２点の引照点を定めること。

マンホール、電柱等は、原則として引照点としない。

新設管 DIPEφ100
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ウ． オフセット図は、基点、引照点及び寸法が明確に表示できるよう作成する。

エ． オフセット図には、平面距離のほか、管種、管径、土被り、道路幅員及び埋設

位置（離れを含む）、地先目標等を必ず記入する。

図－４ オフセット記入例

VPφ50 不用管

1.5m

2
.
0
m

公私有地境界線
永久的構造物

2
.
0
m

2.5m

5.5m

6.
5m

D
I
P
φ

1
0
0

6.0m

（9）配管台帳番号、工事管理番号（図－５参照）

配管台帳番号、工事管理番号表を右上隅に記入する。

配管台帳

工事番号

80

50 15 15

1
3

1
0

1
3 3
6

80

30 50

図－５ 配管台帳番号、工事管理番号

123
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（10）給水切替工（図－６参照）

ア． 給水切替工は、原則として平面図と切替内容を同一図面に書く。

イ． 長期休止、空き地のため既設管撤去のみ施工し、給水管未接続の場合は、給水

切替工の備考欄に理由を明記する。

ウ．宅内の鉛管取替えを行った場合、メータ前後の鉛管の有無及び取替え延長を記入

する。

図－６ 給水切替工記入欄

(11)道路占用等許可番号（図－７参照）

道路占用等の許可番号は、道路種別、路線名毎に許可番号許可年月日を記入する。

図－７ 道路占用許可番号

種別

国道

県道

市道

里道

港湾

河川

許 可 番 号

許 可 年 月 日
路 線 番 号

建 九 鹿 占 第 ○ ○ 号

平成○○年○○月○○日

指 令 第 ○ ○ 号

平成○○年○○月○○日

指 令 道 管 第 ○ ○ 号

平成○○年○○月○○日

指 令 第 ○ ○ 号

平成○○年○○月○○日

鹿 港 湾 第 ○ ○ 号

平成○○年○○月○○日

指 令 鹿 土 第 ○ ○ 号

平成○○年○○月○○日

道路占用等許可番号

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

10 30 30

①

②

使用者名
及び屋号

給水装置
番    号

サドル付
分 水 栓

管　種

新設 接続

平面
延長

管体
延長

伸縮止水
栓 取 付

止水栓
取　付

分水
栓止

備　　考

1
0

1
0

1
5

1515101010 25 20 20 301520 15

1
0

給　水　切　替　工

205

前○・後○

局二次側施工

Ｌ＝○○m

令和

令和

令和

令和

令和

令和
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(12)埋設物件規格（規格メーカー一覧表）（図－８参照）

埋設物件規格一覧表を右下隅標題の上部に記入する。

埋　設　物　件　規　格

名　　称 種　　　類 規　　格 製　造　元

直　　管 水道用ダクタイル鋳鉄管（ＮＳ管） JWWA G 113 ○○○○

直　　管 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管

異 形 管

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

JIS K 6742

水道用ダクタイル鋳鉄管 JIS G 5526

○○○○

○○○○

2530 70 45

170

図－８ 埋設物件規格記入欄

(13)完成数量欄（図-９参照）

完成数量は、設計概要に示す項目に従い記入する。

なお、給水切替工は記入しないものとする。

完成数量は、水道局固定資産の取得、除却に使用する数量であり、監督員が指示する場

合それに従い記入する。

完 成 数 量

名  称 完成数量 10

DIPE（GX）φ200 ○○○．○○ ｍ 10

DIPE（GX）φ100 ○○○．○○ ｍ 10

PEP       φ 50 ○○○．○○ ｍ 10

消火栓     φ 75     ○○箇所 10

仕切弁  φ 200     ○○箇所 10

排水弁  φ  75     ○○箇所 10

30         30

図－９ 完成数量記入欄
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(14)標題欄（図－１０参照）

標題欄は、図面の右下隅に設ける。

氏名

氏名氏名

氏名

工事名 整 備 ○ ○ 工 区 配 水 管 布 設 工 事

図　面
名　称

発注者

施工者

鹿 児 島 市 水 道 局

○ ○ ○ ○ ○ ○

監
督
員

担
当
者

現

場

代

理

人

配

管

技

能

者

図

面
番
号

完成図
位置図　　平面図
断面図　　詳細図[ ]

縮　尺 S=1:○○○　S=1:○○○　S=1:○○○　S=Ｆｒｅｅ

1
2

6
6

1
0

14614620 64

完成日
自　平成○○年○○月○○日

至　平成○○年○○月○○日
平成○○年○○月○○日

6
6

1
2

1
2

工　期

○

○

施 工 町 名　          　　　○○○　町　　△△△□丁目

事 業 費 目　　配水管整備事業費　　漏 水 防 止 費

124

7
0

図－１０ 標題欄・事業費目・施工町名

(15)施工町名の明記（図－１０参照）

工事施工町名は、標題欄の上部に記入する。

(16)事業費目（図－１０参照）

事業費目は、標題欄施工町名の上部に記入する。

令和

令和
令和
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(17)弁栓類座標（図－１１参照）

工事で設置した弁栓類（宅内は除く）については、測量に基づく座標管理を行うもの

とする。なお、座標管理が困難な現場については、監督員と協議すること。

データの位置座標については下記の通りとする。

  準拠する測地系 ：世界測地系

  水平位置の座標系：平面直角座標系第Ⅱ系（平成 14 年国土交通省告示第９号）

  垂直位置の座標系：日本水準原点を基準とする高さ（測量法施行令（昭和 24 年政令第

322 号）第 2 条第 2 項）

弁栓類座標

弁栓類 X 座標 Y 座標 Z 座標 10

仕切弁φ200 ○○○．○○ ○○○．○○ ○○○．○○ 10

空気弁φ75 ○○○．○○ ○○○．○○ ○○○．○○ 10

30         30 30 30

図－１１ 弁栓類座標

(1８)その他

上記以外の図面を必要とするときは、その図面を作成し提出する。

5．縮 尺

(1) 位置図               1：2500

平面図               1： 500

縦断面図        縦   1： 100     横   1： 200 ～ 500

側面図、詳細図は、監督員の指示による。

オフセット図         1： 200 ～ 300

(2) 縮尺は、標題欄の該当箇所に記入する。同一図面に異なる縮尺を用いる場合は、各

図毎にその縮尺を記入する。
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6．作図上の表示

（1） 位置図、平面図、オフセット図には、必ず方位を入れる。

（2） 図面は、なるべく「北」を上方とする。

なお、位置図、平面図は必ず上方方位を合わせる。

（3） 図示記号は、表-3「表示記号」及び付編 13「管類の記号」による。

（4） 平面図の管種表示は次による。形名を（ ）書く。

ダクタイル鋳鉄管（GX 形）

ダクタイル鋳鉄管（NS形）

ダクタイル鋳鉄管（K 形）

水道配水用ポリエチレン管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管

水道配水用ポリエチレン管（露出用・橋梁添加）

水道用ポリエチレン管（２層管）

DIPE(GX)

DIPE(NS)

DIPE(K)

PEP

SGP-VB  (SVB)

HI-VP  (VH)

HPPE

PN

表-3 表示記号

   構 造 物

鋼 岩 盤 砂

丸 鋼   φ 9

鉄 筋 異 形   Ｄ13

石 材 玉石・割ぐり 基 礎 枕

木 材 砂 利

コンクリート 土
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（5） 伸縮可撓管図面は、設置状況図を記入作成すること。

なお、埋設される伸縮可撓管の設置状況図は、基点を伸縮可撓管の中心とした

オフセット図とすること。

また、設置後露出する伸縮可撓管（水管橋等）については、基点、引照点を明

確にして、図‐12 の寸法を必ず記入すること。

図－１２ 伸縮可撓管の寸法

（6） 平面図上の既設配水管、新設配水管の表示は、次によること。（図-13 参照）

既設

既設

DIPφ150(K) H=1.2m DIPφ150(NS) L=48.5m (H=1.0m)

VPφ50 H=1.2m 不用管

図－１３ 既設、新設配水管の表示
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付 編 １０

完 成 図 書 作 成 要 領

1. 完成図書

完成図書とは、完成写真帳、出来形管理表、品質管理表、完成図、縮小版、工事

完成図面画像データ及び監督員が指示するもの。

なお、完成図書は A4版とし、表紙及び背表紙は、次のとおりとする。

2. 工事写真帳

(1) 完成検査用

受注者は、写真管理基準及び工事記録写真撮影要綱に基づき、工事が完成し次第、

速やかに 1工事につき 1部提出する。

(2) 道路管理者用

受注者は、監督員の指示する路線毎に監督員が指示する方法で写真帳を整理し、

工事検査完了後、速やかに監督員に提出する。

完　成　図　書

整備○○工区配水管布設工事

平成○○年度

○○○○○株式会社 印

整
備
○

○
工
区

配
水
管

布
設

工
事
　

平
成
00

年
度

鹿
児

島
市
水

道
局

完
成
図
書

○
○
○
○
○
○
○
株
式
会
社

（　／　）

鹿 児 島 市 水 道 局

社内検査員

令
和
○
○
年
度

整
備
○
○
工
区
配
水
管
布
設
工
事

令和○○年度

  完 成 図 書

整備○○工区 配水管布設工事

( ／ )
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(3) 区画整理課（移設依頼課）用

受注者は、監督員の指示する路線毎（補償対象路線毎）に監督員が指示する方法

で写真帳を整理し、工事検査完了後、速やかに監督員に提出する。

３.完成図

(1) 提出枚数

受注者は、工事完成後、「管布設工事完成図面作成要領」に基づき完成図を作成し、

１部、工事検査完了後、速やかに監督員へ提出する。

配水管理課が所管する配管（送水管、導水管等）の場合は、３部提出する。

(2) 規格及び作成方法

ア. A3 サイズとする。

イ. 図面データより作成する。

ウ. A3 縮小版には、ポリエステルフィルム（PET）75μを使用する。

４.工事完成図面画像データ

(1) 規格

  ＣＤ-ＲＯＭ

(2) レーベル面記載事項

  ・工事名称

  ・完成年月日

  ・発注課名

  ・発注者名

(3)工事完成図画像データ詳細

  ・完成図データ形式はＰＤＦとする。（解像度３００dpi以上）

  ・CADソフトを使用して完成図を作成する場合には、図面データから PDFファイル

   を作成すること。

  ・完成図面１枚につき１ファイルとする。

  ・ファイル名は、年度－工事名－図面番号（３桁）とする。

（例：R00－改良 1－001.PDF）
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〔ＣＤ-Ｒレーベル面 記載例〕

平成○○年度

改良○工区配水管布設工事

平成○○年○月○日

水道管路課

㈱○○○○○

← 工事名称

← 完成年月日

← 発注課名

← 受注者名

令和

令和
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[参考] 完成図書一覧表

完成図書目次参考例

目 次

１．完成検査状況写真（完成検査終了後添付）

２．社内検査状況報告書

３．着工前・完成

４．管布設工 （掘削 管布設 埋戻し等）

５．連結工

６．付帯工 （舗装仮復旧 舗装本復旧）

７．水圧試験（チャート紙）

８．給水管切替工

９．安全管理 （工事看板・交通誘導員配置・安全訓練等の実施報告書等）

１０．仮設工 （現場事務所・仮設トイレ・資材置き場）

１１．発生土処分工（残土・アスファルト・コンクリート殻処分場・処分状況）

１２．管理総括表（工程管理・出来高管理・出来形管理・品質管理）

１３．実施工程表

１４．出来高数量総括表

１５．出来形管理表（土工・基礎工・管布設工・路盤工・表層工）

１６．品質管理（機器材料搬入検査報告書・土工・路盤・アスファルト・コンクリート）

１７．マニフェスト集計表

１８．廃棄物管理表（マニフェスト）の写し

１９．残土処分証明書

２０．再資源化報告書

２１．土砂（シラス・砂）の購入証明書

２２．再生資源利用促進実施書・再生資源利用実施書
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管類の記号

(1)管割図（詳細図記号）

記　号 名　称 摘　要 記　号 名　称 摘　要

φ75～φ300 φ50

水道用遠心力
ダクタイル鋳鉄管（K形）

全周型押輪
水道用ダクタイル鋳鉄管
短管２号（T形）

水道用遠心力
ダクタイル鋳鉄管（K形）

普通押輪
水道用ダクタイル鋳鉄管
曲管（T形）

離脱防止付

水道用遠心力
ダクタイル鋳鉄管（NS形）

フランジ付押輪 離脱防止付

水道用遠心力
ダクタイル鋳鉄管（NS形）

(ライナ―付） フレキシブル継手 ネジ×フランジ

水道用遠心力
ダクタイル鋳鉄管（GX形）

管端防食継手（埋設用） SGP-VD継手

水道用遠心力
ダクタイル鋳鉄管（GX形）

(ライナ―付） 鋳鉄製チーズ φ50×φ50

挿し口加工済切管
水道用ダクタイル鋳鉄管
ＶＳジョイント

Hi-VP×SGP-VB
SGP-VB×SGP-VB

GX形付属品 P－Link
水道用ダクタイル鋳鉄管
ＣＶジョイント片落管

挿し受型

GX形付属品 G-Link
水道用ダクタイル鋳鉄管
ＣＶジョイント片落管

受型

水道用ダクタイル鋳鉄異形
管二受Ｔ字管

水道用ダクタイル鋳鉄管
ＣＶジョイント

DIP×Hi-VP

水道用ダクタイル鋳鉄異形
管　フランジ付きＴ字管

水道用ダクタイル鋳鉄異形
管継輪

DIP×DIP

水道用ダクタイル鋳鉄異形
管　渦巻式Ｔ字管

水道用ダクタイル鋳鉄異形
管継輪

水道用ダクタイル鋳鉄異形
管継輪

全周型押輪

水道用ダクタイル鋳鉄異形
管旭形継輪

㎜×吋 仕切弁・排水弁
JWWA B122
蓋名称が「仕切弁」

ソフトシール弁 蓋名称が「Ｓ仕切弁」

スルースバルブ 蓋名称が「仕切弁」

排水管

減圧弁 蓋名称が「減圧弁」

空気弁 蓋名称が「空気弁」

空気弁付消火栓 蓋名称が「空気弁」

うず巻き式Ｔ字管・補修弁付
消火栓

蓋名称が「消火栓」

補修弁付消火栓 蓋名称が「消火栓」

消火栓 蓋名称が「消火栓」

メーター 不断水分岐 副弁付

止水栓 らっぱ口

フレキシブル継手 ネジ×ネジ ふた

弁栓類・その他

給　　水　　管

管　類　の　記　号

S

A

P

A
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(2)配管台帳

記　号 名　称 摘　要 記　号 名　称 摘　要

仕切弁
JWWA B122
蓋名称が「仕切弁」 D I P E

ダクタイル鋳鉄管
（内面紛体ライニング管）

ソフトシール弁 蓋名称が「Ｓ仕切弁」 D　I　P
ダクタイル鋳鉄管
（内面モルタルライニング
管）

スルースバルブ 蓋名称が「仕切弁」 C　I　P 鋳鉄管

排水弁
JWWA B122
蓋名称が「仕切弁」 A　C　P 石綿セメント管

排水弁（スルースバルブ） 蓋名称が「仕切弁」 P  E   P 水道配水用ポリエチレン管

空気弁 蓋名称が「空気弁」 V　P
水道用硬質ポリ塩化ビニ
ル管

安全弁 V　H
水道用耐衝撃性
硬質ポリ塩化ビニル管

減圧弁 蓋名称が「減圧弁」 S　P 鋼管

うず巻き式Ｔ字管・補修弁付
消火栓

蓋名称が「消火栓」 ＳＰＢ ( SGP - PB )
水道用ポリエチレン
粉体ライニング鋼管

補修弁付消火栓 蓋名称が「消火栓」 S．A（S．A．P） アスファルト塗覆装鋼管

消火栓 蓋名称が「消火栓」 S．C．E ( S．C．E．P )
コールタールエナメル
塗覆装鋼管

空気弁付消火栓 蓋名称が「空気弁」 R（R．C．P） 鉄筋コンクリート管

SVＢ ( SGB - VB )
水道用硬質塩化ビニルライ
ニング鋼管

H-○○○
（A-○○○)

補修弁付
空気弁付消火栓

蓋名称が「消火栓」

逆止弁 φ50以下 2インチ

ポンプ φ75 3インチ

口径変更 φ100 4インチ

管種変更 φ150 6インチ

管末 φ200 8インチ

φ250 10インチ

φ300 12インチ

φ25㎜以下
φ40㎜以上は配水管に準じる φ350 14インチ

メーター φ400 16インチ

止水栓 φ450 18インチ

L． 鉛管 φ500 20インチ

C． 銅管 φ600

P． ポリエチレン管 φ700

N． 二層管 φ800

φ900

φ1,000

給　　水　　管

口　径　別　記　号

A

A

P

S

S

P

C
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付 編 １２

配水管布設に伴う給水管切替の給水装置台帳記入要領

配水管布設に伴う給水管切替の給水装置台帳への記入方法については、原則として次

に従い取り扱うこと。

1. 縦 8cm、横 6 ㎝の枠内に記入し、監督員の指示がある場合、Ａ４版サイズ等に拡

大して提出する。

2. 切替年月日及び施工業者名を記入すること。

3. 切替番号及び伸縮、止水せん等、新規取付事項を記入すること。

4. 隣家の氏名及び水せん番号を記入すること。

5. 本管の管種、口径、深さを記入すること。

6. 撤去管及び不用管には、全て斜線      をし、管種・口径を記入する。

7. 切替した給水管の第一止水又は伸縮止水までの管種、口径を記入する。ただし、

布設替え又は継ぎ足した給水管については、管体延長も記入する。

8. 給水管分岐点直近の仕切弁又は消火栓、交差点の角地からの直線距離、又は、申

請地と隣の境界点よりの直線距離とする。

9. 本管分岐点より、公私境界までの直線距離を記入する。

10. No.５図のように、本管分岐がある場合は、全ての台帳に記入する。

給水装置台帳記入例

               No.1                           No.2

本管布設に伴う給水切替

平成 　　年　 　月　 　日

施 工 者　○ ○ ○ 設 備

確
 
認
 
印

No. 止 水 せ ん

水

 中 村
 11223

 野間口
 12345

水

6 cm

8
 
c
m

DIP100

H=1.0m

11.0m

VP50

本管布設に伴う給水切替

平成 　　年　 　月　 　日

施 工 者　○ ○ ○ 設 備

確
 
認
 
印

No. 伸縮止水せん取付 20×13

水

 藤 崎
 10788

 小 松
 10787

水

VH50
H=1.0m

VP50

PN20×3.5

1.2m

3.0mPN20×4.0 2.7m

令和令和

既設 PN 管
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            No.3                             No.4
本管布設に伴う給水切替

平成 　　年　 　月　 　日

施 工 者　○ ○ ○ 設 備

確
 
認
 
印

No. 止 水 せ ん

水

 濵 田
 10491

 松 薗
 44241

水

DIP100

H=1.0m

9.0m

VP50

4.0m
PN20×4.3

本管布設に伴う給水切替

平成 　　年　 　月　 　日

施 工 者　○ ○ ○ 設 備

確
 
認
 
印

No. 止 水 せ ん

水
 宮 崎
 70432

 福 永

 12345水

SV50

H=1.0m

3.1m

1.5m

PN20×3.7

           No.5

   

本管布設に伴う給水切替

平成 　　年　 　月　 　日

施 工 者　○ ○ ○ 設 備

確
 
認
 
印

No. 室外止水せん取付 20

水

 鶴田
（秀）
 34451

水

PN20×4.1

DIP100

H=1.0m

 鶴田(周）
 34451水

 鶴田
（修）
 48153

3.3m
5.0m

VP40

[

令和 令和

令和
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付 編 １３

配水管布設に伴う休止中の給水管切替工事の取扱い

鹿児島市給水条例第 30条（給水装置の切離し）に基づき、配水管布設に伴う休止中

の給水管切替工事を、次のとおり取り扱うものとする。

なお受注者は、給水装置を切離す場合、事前に監督員の承諾を得なければならない。

1. 次の給水管は切替工事をしないもの（給水装置の切離すもの）とする。

（1） 所有者が 60日以上所在不明で、かつ、使用者がいないとき。

（2） 給水装置が使用中止の状態であって、将来見込みがないと認められるとき。

なお、「将来見込みがない」条件として、次のとおり定める。

① 休止届が出されてから 5年以上経過している給水管。

② 休止届が提出されないまま空地等として放置された状態で、5年以上経過し

ていることが確認された給水管。

（3） 休止期間が 5 年未満の給水管であっても、材質の老朽化したもの、水道の

維持管理上支障があると認められる給水管。

2. 給水管切替工事をしない給水装置の台帳記入を次のとおりとする。

（1） 給水装置台帳に下図「本管布設に伴う給水切替」を貼付する。

本管布設に伴う給水切替

平成 　　年　 　月　 　日

施 工 者　○ ○ ○ 設 備

確
 
認
 
印

No. 止水せん

水

 宮里商店
 34451水

DIP100

H=1.0m

 34451水

 川 元
 48153

不用管 SP50

伊瀬知（駐車場）
長期休止の為
切替せず

2.3m

※ 給水装置は、鹿児島市給水条例に従い取り扱うこと。

令和



1 鹿児島市水道局建設工事請負契約書 － 2 契約係 => 受注者 => 契約係=>受注者 （契約係用・受注者用）

2 建設業退職金共済組合掛金収納書 － 1

3 課税事業者届出書 － 1

4 建設工事専任技術者通知書 第3号 1

5 説明書 第8号 1

6 個人情報取扱責任者選定通知書 第12号 1

7 技術者等選任通知書 第1号 2 受注者 => 契約係=>監督職員 => 現場代理人 （発注者用・受注者用）

8 監督員通知書 第5号 監督職員 => 受注者

9 当初工程表 第20号 受注者 => 監督職員 => 受注者

10 工事着手届 第24号 1 工事着手後すみやかに 現場代理人 => 監督職員

11 施工体制台帳、施工体系図 － 1 工事着工前 現場代理人 => 監督職員 施工計画書添付。

12 工事カルテ受領書写し（受注時・変更時・竣工時） － 1 時期ごとに１０日以内 現場代理人 => 監督職員

13 前金払申請書 第15号 1 そのつど 現場代理人 => 監督職員 （予算担当職員）

14 工事のお知らせ － 1 工事着手日より２週間以内 現場代理人 => 監督職員 施工位置図添付。課内決裁終了後住民配布すること。 ○

15 非常時連絡表 第22号 2 工事着手日より１０日以内 現場代理人 => 監督職員 施工位置図添付。（発注者用・受注者用）

16 工事打合簿 別紙-7 2 そのつど 現場代理人 => 監督職員 => 現場代理人 ○

17 工事日報 － 1 そのつど 現場代理人 => 監督職員 チェックシートを添付 ○

18 工事週報 － 1 　　毎週始め 現場代理人 => 監督職員 計画平面図を表紙裏に貼付け、管路を着色する。 ○

19 試掘結果報告書 － 1 そのつど 現場代理人 => 監督職員 必要に応じて提出

20 周辺家屋影響調査報告書 － 1 　　〃 現場代理人 => 監督職員 施工箇所周辺家屋、ﾌﾞﾛｯｸ塀、舗装状況

施工設計図書の承諾申請書 － （発注者用・受注者用）

　実施施工図 －

使用材料承諾申請書 － （発注者用・受注者用）

　使用材料内訳書 第35号

　施工計画書 - （発注者用・受注者用）

　　　再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書 -

　　　安全教育等実施計画書 -

24 安全教育・訓練の実施状況報告書 第32号 1 そのつど 現場代理人 => 監督職員

25 注入日報 ー 1 　　〃 現場代理人 => 監督職員

26 機器材料搬入検査申請書 第38号 1 　　〃 現場代理人 => 監督職員

27 製品（工場）検査申請書 第39号 1 　　〃 現場代理人 => 監督職員

28 機器材料搬入検査報告書（簿） 第40号 1 　　〃 現場代理人 => 監督職員

29 支給品受領書 第37号 1 　　〃 現場代理人 => 監督職員

30 事故損害発生報告書 第41号 1 事故発生日 現場代理人 => 監督職員

31 条件確認依頼書 第48号 1 そのつど 現場代理人 => 監督職員

32 工事打合簿 別紙-7 2 　　〃 現場代理人 => 監督職員 => 現場代理人 （発注者用・受注者用） ○

33 工事変更通知書 第52号 1 　　〃 監督職員 => 現場代理人

34 工期延長願 第51号 1 　　〃 現場代理人 => 監督職員

35 工事変更通知承諾書 第53号 1 　　〃 現場代理人 => 監督職員

36 鹿児島市水道局建設工事請負変更契約書 ― 2 契約係 => 受注者 => 契約係=>受注者 （契約係用・受注者用）

37 変更工程表 第21号 受注者 => 監督職員 => 受注者

38 技術者等変更通知書 第2号 受注者 => 契約係

39 監督員変更通知書 第6号 2 監督職員 => 現場代理人 （発注者用・受注者用）

40 リサイクル変更説明書 第9号 1 そのつど 現場代理人 => 契約係

41 個人情報取扱責任者変更通知書 第13号 1 　　〃 現場代理人 => 契約係

42 出来高部分完成通知書 出来-第1号 部分完成日 現場代理人 => 監督職員

出来高部分検査時 43 出来高部分払願 第56号 出来高検査日 現場代理人 => 監督職員

工事完成図書 －

　　工事写真管理・出来高管理・出来形管理・品質管理 －

　　　再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書 －

　　　再資源化等報告書 第11号

　　　マニフェスト伝票、その他完成図面等 －

45 工事完成通知書 完成-第1号 1 　　〃 現場代理人 => 監督職員

46 工事完成検査指摘事項 - 1 現場代理人 => 監督職員 => 検査職員 補修状況等の写真を添付し、監督職員の確認を受けること。

47 工事完成検査結果通知書 完成-第4号 1 監督職員 => 現場代理人

48 工事目的物引渡申出書 完成-第9号 1 現場代理人 => 監督職員

49 工事目的物引受書 完成-第10号 1 監督職員 => 現場代理人

50 請求書　　※（コピー使用不可） - 1 現場代理人 => 監督職員 （予算担当職員）

※電子メールによる提出は、監督員が認めた場合に限る。

付編　１４

付
-
1
4
-
1

提  出・通 知 書 類 一 覧 表

時期 ＮＯ． 書類名
様
式

部
数

提出・通知時期 提出・通知先 備考
電子メール

による提出※

契約時

　　契約日

工事完成時

=>

工事着手前～工事中
21 2 工事着工前 現場代理人 =>

=> 現場代理人

監督職員 => 現場代理人

22 2 　　〃 現場代理人 => 監督職員

23 2 　　〃 現場代理人 => 監督職員

工事完成検査日

変更時

　　変更契約日

1

44

完
成
図
書

工事完成日

受注者 => 契約係

現場代理人 => 監督職員

現場代理人



町内各位

施工者〇〇〇〇株式会社

               水道管布設工事のお知らせ(例) 工事場所付近の図面（原則として市内地図）を添付し、工事箇所を

朱書きすること。

  このたび、〇〇〇丁目〇〇〇番地付近（右記図面のとおり）に水道管（口径〇〇mm・延長

〇〇ｍ）の布設工事を下記のとおり行います｡

  この工事は､

【〇〇〇〇〇〇の行う〇〇〇工事に伴って、水道管を移設する】例）水道管の移設

【道路改良工事に伴って、古い水道管を新しい水道管に取り替える】例）道路工事に伴う老朽管の布設替

【新たに水道管を布設する】例）新設管の布設

【古くなった水道管を新しい水道管に取り替える】例）老朽管の布設替

【水道管の耐震化を行う】例）水道管の耐震化 工事です。

  つきましては、工事期間中、皆様方には何かとご迷惑をおかけしますが、極力最小限に押

さえるように努力いたしますので、ご協力をお願いいたします。

  なお、工事に伴いお気付きの点がございましたら、〇〇〇〇株式会社までご連絡下さるよ

うお願いいたします。

                                         記

   １． 〇〇〇〇〇〇配水管布設工事

   ２． 令和〇〇年〇〇月〇〇日から

令和〇〇年〇〇月〇〇日まで（内〇〇日間）を予定しています。

   ３． 午前　９：００　～　午後　４：００

午後２２：００　～　午前　６：００（一部夜間工事）　

   ４． 【片側交互通行・一部通行止】 

【車両通行止（歩行者通路は確保いたします）】 

   ５． 鹿児島市水道局　水道部　〇〇〇〇課　〇〇〇〇係

  電話　２５７－７１１１（内線〇〇〇）

   ６． 〇〇〇〇株式会社　電話〇〇〇－〇〇〇〇

現場代理人    〇〇〇〇〇

夜間連絡先    〇〇〇－〇〇〇〇

        ※注１．【】書きについては、工事内容に該当する用語を選び作成する。

        ※注２． 工事箇所が複数の場合は、その箇所ごとに作成すること。

        ※注３． 昼間工事と夜間工事がある場合、それぞれの工事時間帯を明記する。

また、位置図に昼夜間の範囲がわかるように表記する。

        ※注４． 配布については、水道局決裁後とする。

　　　　　　　　　工　事　場　所　　　　　様式－１

発 注 者

施 工 者

工 事 名

工 期

工 事 時 間

交 通



天 ＴＥＬ

候

単位 残 数 累計

略図(注) １. 配管の略図は赤で記入すること。　２. 写真の撮影箇所は〇で明記すること。

工期

様式　２

工　　　種 形状

令和　　 年　　 月　　 日　　　 曜日

工　事　従　事　人　員

職　　種 単位 名　　　称

残日数 自　令和　　 年　　 月　　 日 至 令和　　 年　　 月　　 日

使　　用　　材　　料

督

単位 数量本日出来高 摘　 要数量

工　事　日　報

工事場所 工事名

本　日　の　工　事　内　容

監

員

受注者名
現場代理人

累計 設計数



様式 －

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　年　　月　　日（　）～　令和　　年　　月　　日（　）

／

／

／

／

／

／

／

令和　　年　　月　　日（　）～　令和　　年　　月　　日（　）

／

／

／

／

／

／

／

から
まで

工　　　期
令和　　年　　月　　日
令和　　年　　月　　日

3

施　　工　　箇　　所 作　　　業　　　内　　　容

施　工　予　定　箇　所 予　　定　　作　　業　　内　　容

受　注　者

工　事　名

現場代理人

工　　　事　　　週　　　報

課　長 係　長 係



様式　４

受 注 者 名

電 話 番 号

配布責任者
（携帯番号）

工 事 名

工 事 場所

下記のとおり報告します。

配布日 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

手渡し ○ （

玄関先・郵便受け △ （

配布出来ず × （

（メモ欄）

※　断水区域内に病院（歯医者も含む）・学校（幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校、大学、専門学校等）
　　　・床屋（美容室）・飲食店等水を多量に使用する所がある場合は、メモ欄への記入をお願いします。

断水地区のチラシ配布報告書

記

鹿児島市

○月○日　（○）　施工

（市内地図に1軒1軒書き込む）

市内地図によるチェック

水道局　水道管路課長　殿

改良 工区配水管布設工事

合計　　　　　　　　軒

　　　　　　　軒）

　　　　　　　軒）

　　　　　　　軒）



様式 ５

水道管布設工事のお知らせチラシ配布報告書

○○○○課長 殿

受注者  ○○○○設備

電話番号○○○―○○○○

                       配布責任者

                        (現場代理人)

工 事 名 整備○○工区配水管布設工事

工事場所 ○○町

下記のとおり報告します。

記

配布日  令和○○年○月○○日

市内地図によるチエック

        （市内地図に１軒１軒書き込む）

手渡し     ○    （  軒）

玄関先・郵便受 △    （  軒）

配布出来ず   ×    （  軒）

  合計    （   軒）   軒

メモ

・町内会長への配布の有無

課長 係長 監督員



様式 ６

老朽化した給水管の取替について

鹿児島市水道局水道部○○○○課

電話 257－7111（内線   ）

水道局では、先に配付しました「水道管布設工事のお知らせ」のとおり、

【○○の行う○○工事に伴って、水道管を移設する】例）水道管の移設

【道路改良工事に伴って、古い水道管を新しい水道管に取り替える】

例）道路工事に伴う老朽管の布設替

【新たに水道管を布設する】例）新設管の布設

【古くなった水道管を新しい水道管に取り替える】例）老朽管の布設替

【水道管の耐震化】例）水道管の耐震化 工事を行います。

この工事に合わせて、老朽化した給水管からの漏水を防止するため、水道局の

費用負担により給水管の取替工事を行っております。

この工事にあたっては、宅地内の掘削が必要となることから、お客様の同意を

いただいて施工することとしておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、工事内容等につきましては、下記のとおりとさせていただきます。

記

１ 水道局負担による取替範囲は、水道管分岐箇所から直近の止水栓又はメーターまでとい

たします。

ただし、止水栓、メーターの前後に鉛管が使用されている場合は、上記取替範囲

に加え止水栓、メーターの前後約７０ｃｍまでといたします。

２ 掘削箇所（宅地内）の復旧は原形復旧としますが、タイル等の復旧につきましては、同種

のタイルの製造中止等により同等品を使用することがあり、完全な同色・同質

とならない場合もあります。

３ メーター検針に支障がある際は、お客様の同意をいただいて検針しやすい場所へ

メーターを移設させていただく場合があります。

４ 石垣、擁壁、家屋が近接し施工が困難な場合は、お客様の同意をいただいて配管

ルートを変更する場合があります。

５ 給水管が建物の基礎や壁等の構造物の中に設置されているため、取替工事ができ

ない場合があります。

給水装置番号          

水道局の工事内容について同意します。

令 和  年 月 日

住 所               

氏 名              


