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第１章 総則 

 第１０１条 適 用

１（省略） 

２ 請負者は、標準仕様書の適用にあたって、愛知県農林水産関係工事等監督要領（以下「監督要領」とい

う。）及び愛知県農林水産関係事業等検査要領（以下「検査要領」という。）に従った監督・検査体制の

もとで、建設業法第 18 条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければなら

ない。また、請負者はこれら監督、検査にあたっては、地方自治法施行令第167条の15に基づくものであ

ることを認識しなければならない。

３～５（省略） 

第１章 総則 

 第１０１条 適 用

１（省略） 

２ 請負者は、標準仕様書の適用にあたって、愛知県農林水産関係工事等監督要領（以下「監督要領」とい

う。）及び愛知県農林水産関係事業検査要領（以下「検査要領」という。）に従った監督・検査体制のも

とで、建設業法第 18 条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならな

い。また、請負者はこれら監督、検査にあたっては、地方自治法施行令第167条の15に基づくものである

ことを認識しなければならない。

３～５（省略） 

 第１０２条 用語の定義 

１ この標準仕様書で規定されている監督員とは、契約書第10 条第2 項に規定する監督員をいう。また、専

任監督員、主任監督員、総括監督員のを総称をしていう。請負者には主として専任監督員が対応する。 

２（省略） 

３ 主任監督員とは、重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止または工期変更の必要がある

と認められる事項の総括監督員への報告及び専任監督員の指導監督ならびに総括監督員を置かない工事に

ついてのおいて、特に重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止または工期変更の必要があ

ると認められる事項の所属長への報告及び監督業務のとりまとめを行う者をいう。 

４～８（省略） 

９ 特記仕様書とは、標準仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定め

 第１０２条 用語の定義 

１ 監督員とは、契約書第10 条第2 項に規定する監督員をいう。また、専任監督員、主任監督員、総括監督

員の総称をいう。請負者には主として専任監督員が対応する。 

２（省略） 

３ 主任監督員とは、重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止または工期変更の必要がある

と認められる事項の総括監督員への報告及び専任監督員の指導監督ならびに総括監督員を置かない工事に

ついての特に重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止または工期変更の必要があると認め

られる事項の所属長への報告及び監督業務のとりまとめを行う者をいう。 

４～８（省略） 

９ 特記仕様書とは、標準仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定め
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る図書をいう。 

なお、設計図書に基づき監督員が請負者に指示した書面及び請負者が提出し監督員が承諾した書面は、

特記仕様書に含まれる。 

10～19（省略） 

20 通知とは、発注者または監督員と請負者または現場代理人の間で、監督員が請負者に対し、又は請負者

が監督員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって等により互いに知らせることをいう。 

21 連絡とは、監督員と請負者または現場代理人の間で、監督員が請負者に対し、または請負者が監督員に

対し、契約書第 19 条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子

メールなどの記名が不要な手段により互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達

は不要とするものとする。 

22（省略） 

23 書面とは、手書き、印刷等による工事打合せ簿等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、記名したもの

を有効とする。なお、記名においては、氏名を併記せず、氏または名を記すだけでもよいものとする。

24～26（省略） 

27 工事検査とは、検査員が契約書第32 条、第33条、第38条、第39条に基づいて給付の完了の確認を行

う検査ことをいう。なお、中間検査は、請負代金の支払いを伴うものではない。 

28 中間検査とは、契約書第32条に基づき行うものをいい、請負代金の支払いを伴うものではない。 

289 検査員とは、検査要領に基づき、工事検査及び中間検査を行うために発注者が定めた者をいう。 

2930 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

試験機関の品質確認を得た品質または、監督員の承諾した品質をいう。なお、試験機関において品質を確

かめるために必要となる費用は、請負者の負担とする。 

301 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。 

32 工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。 

313 工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置または測量をい

う。）、詳細設計付工事における詳細設計または工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着

手した日することをいう。 

34 準備期間とは、工事開始日から本体工事または仮設工事の着手までの期間をいう。 

325 工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。 

336 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。 

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

358 工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。 

369 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。 

3740 SIとは、国際単位系をいう。 

3841 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ある。 

3942 JIS規格とは、日本工産業規格をいう。 

43 情報共有システムとは、監督員及び請負者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務効率化

る図書をいう。 

なお、設計図書に基づき監督員が請負者に指示した書面及び請負者が提出し監督員が承諾した書面は、

特記仕様書に含まれる。 

10～19（省略） 

20 通知とは、発注者または監督員と請負者または現場代理人の間で、監督員が請負者に対し、又は請負者

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。 

21 連絡とは、監督員と請負者または現場代理人の間で、監督員が請負者に対し、または請負者が監督員に

対し、契約書第 19 条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子

メールなどの記名が不要な手段により互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達

は不要とするものとする。 

22（省略） 

23 書面とは、手書き、印刷等による工事打合せ簿等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、記名したもの

を有効とする。 

24～26（省略） 

27 工事検査とは、検査員が契約書第 32 条、第 33 条、第 38 条、第 39 条に基づいて行う検査をいう。な

お、中間検査は、請負代金の支払いを伴うものではない。 

28 検査員とは、検査要領に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。 

29 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

験機関の品質確認を得た品質または、監督員の承諾した品質をいう。なお、試験機関において品質を確か

めるために必要となる費用は、請負者の負担とする。 

30 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。 

31 工事着手日とは、実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置または測量をいう。）、詳細設計

付工事における詳細設計または工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手した日をいう。 

32 工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。 

33 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。 

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

35 工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。 

36 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。 

37 SIとは、国際単位系をいう。 

38 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ある。 

39 JIS規格とは、日本工業規格をいう。 
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を実現するシステムのことをいう。情報共有システムの利用にあたっては「愛知県情報共有運用ガイドラ

イン」に基づき実施すること。 

なお、本システムを用いて作成及び提出等を行った工事書類については、別途紙に出力して提出しない

ものとする。

 第１０３条（省略）  第１０３条（省略）

 第１０４条 請負代金内訳書及び工事費構成書 

１ 請負者は、請負代金額が１億５千万円以上で、６カ月を超える工事の場合は、所定の様式（参考資料）

に基づき請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）を作成し、工事請負契約締結後 14 日以内に監督員を

通じて発注者に提出しなければならない。なお、内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係

る法定福利費を明示すること。 

２ 監督員は、内訳書の内容に関し請負者の同意を得て、説明を受けることができるものとする。ただし、

内容に関する協議等は行わないものとする。 

３２ 請負者は、請負代金額が１億５千万円以上で、６カ月を超える工事の場合は、内訳書の提出後に監督

員に対し、当該工事の工事費構成書（以下「構成書」という。）の提出を求めることができる。また、監

督員が提出する構成書は、請負契約を締結した工事の設計書に掲げる各工種、種別及び細別の数量に基づ

く各費用の工事費総額に占める割合を、当該工事の設計書に基づき有効数字２桁（３桁目または小数３桁

目以下切捨）の百分率で表示した一覧表とする。 

４３ 監督員は、請負者から構成書の提出を求められたときは、その日から 14 日以内に構成書を提出しなけ

ればならない。 

５４ 請負者は、構成書の内容に関し監督員から説明を受けることができる。ただし、内容に関する協議等

は行わないものとする。なお、構成書は、発注者及び請負者を拘束するものではない。 

 第１０４条 請負代金内訳書及び工事費構成書 

１ 請負者は、請負代金額が１億５千万円以上で、６カ月を超える工事の場合は、所定の様式（参考資料）

に基づき請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）を作成し、監督員に提出しなければならない。 

２ 監督員は、内訳書の内容に関し請負者の同意を得て、説明を受けることができるものとする。ただし、

内容に関する協議等は行わないものとする。 

３ 請負者は、請負代金額が１億５千万円以上で、６カ月を超える工事の場合は、内訳書の提出後に監督員

に対し、当該工事の工事費構成書（以下「構成書」という。）の提出を求めることができる。また、監督

員が提出する構成書は、請負契約を締結した工事の設計書に掲げる各工種、種別及び細別の数量に基づく

各費用の工事費総額に占める割合を、当該工事の設計書に基づき有効数字２桁（３桁目以下切捨）の百分

率で表示した一覧表とする。 

４ 監督員は、請負者から構成書の提出を求められたときは、その日から 14 日以内に提出しなければならな

い。 

５ 請負者は、構成書の内容に関し監督員から説明を受けることができる。ただし、内容に関する協議等は

行わないものとする。なお、構成書は、発注者及び請負者を拘束するものではない。 

 第１０５条

請負者は、第 147 条現場代理人及び監理技術者等により必要に応じて工程表を作成し、監督員を通じて発

注者に提出しなければならない。 

 第１０５条

請負者は、147条現場代理人及び監理技術者等により必要に応じて工程表を作成し、監督員を通じて発注者

に提出しなければならない。 

 第１０６条 施工計画書 

１ 請負者は、工事着手前または施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために必要な手順や工法

等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。 

２～５（省略）

 第１０６条 施工計画書 

１ 請負者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督

員に提出しなければならない。 

２～５（省略）

 第１０７条～第１０９条（省略）  第１０７条～第１０９条（省略）

 第１１０条 工事の着手 

請負者は、特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めのがある場合を除きには、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日以内その期日までに工事に着手しなければならない。 

 第１１０条 工事の着手 

請負者は、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日以内に工事に着手しなければならない。 

 第１１１条 工事の下請負

１（省略） 

２ 請負者は建設工事を下請負に付する場合には、全ての階層の下請負を記載した工事下請負届を監督員を

経由して発注者に提出しなければならない。 

なお、請負者が、警備業務及び各種試験業務等（積み上げ積算計上対象業務）を下請負に付する場合に

ついても、工事下請負届に記載する。愛知県公共工事請負契約約款第６条の規定のほか下請負の制限等に

 第１１１条 工事の下請負

１（省略） 

２ 請負者は建設工事を下請負に付する場合には、全ての階層の下請負を記載した工事下請負届を監督員を

経由して発注者に提出しなければならない。 

なお、請負者が、警備業務及び各種試験業務等（積み上げ積算計上対象業務）を下請負に付する場合に

ついても、工事下請負届に記載する。
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違反する疑いがあると認めるときは、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知

を請求することができる。

 第１１２条 施工体制台帳 

１ 請負者は、工事を施工するために締結した下請負契約がある場合、国土交通省令に従って記載した施工

体制台帳を所定の様式（参考資料）によりを作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提

出しなければならない。 

２ 請負者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合は、下請負契約の請負代金額に関わらず、

国土交通省令に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を所定の様式（参考資料）に

よりを作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場

所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。 

なお、施工体系図に記述する工事内容は、契約図書の工種区分との対比がわかりやすいように記述する

こととする。ただし、詳細になりすぎないように留意する。 

３～４（省略） 

 第１１２条 施工体制台帳 

１ 請負者は、工事を施工するために締結した下請負契約がある場合、国土交通省令に従って記載した施工

体制台帳を所定の様式（参考資料）により作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出

しなければならない。 

２ 請負者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合は、下請負契約の請負代金額に関わらず、

国土交通省令に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を所定の様式（参考資料）に

より作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所

及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。 

なお、施工体系図に記述する工事内容は、契約図書の工種区分との対比がわかりやすいように記述する

こととする。ただし、詳細になりすぎないように留意する。 

３～４（省略） 

 第１１３条～第１２０条（省略）  第１１３条～第１２０条（省略）

 第１２１条 監督員による確認及び立会等 

１～６（省略） 

７ 請負者は、表１－２施工状況把握一覧表に示す施工時期の予定等を、所定の様式（参考資料）により事

前に監督員に報告しなければならない。 

表１－１ 段階確認一覧表 

種別 細別 確認時期 確認項目 確認頻度 

（略） （略） （略） （略） （略） 

道路土工（路床盛土工） 

舗装工（下層路盤工） 

 プル－フローリング実施時 プル－フローリング実施状況 １回／１工事 

（略） （略） （略） （略） （略） 

重要構造物 

治山ダム工 

土留工 

護岸工 

防潮工 

躯体工（橋台） 

ＲＣ躯体工（橋脚） 

橋脚フーチング工及びこれ

らに類する工事 

 （略） （略） （略） 

床堀・掘削時完了時 支持地盤（直接基礎） １回／１構造物 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

(以下略） 

表１－２ 施工状況把握一覧表（省略） 

 第１２１条 監督員による確認及び立会等 

１～６（省略） 

７ 請負者は、表１－２施工状況把握一覧表に示す施工時期の予定等を、所定の様式（参考資料）により事

前に監督員に報告しなければならない。 

表１－１ 段階確認一覧表 

種別 細別 確認時期 確認項目 確認頻度 

（略） （略） （略） （略） （略） 

道路土工（路床盛土工） 

舗装工（下層路盤工） 

 プルフローリング実施時 プルフローリング実施状況 １回／１工事 

（略） （略） （略） （略） （略） 

重要構造物 

治山ダム工 

土留工 

護岸工 

防潮工 

躯体工（橋台） 

ＲＣ躯体工（橋脚） 

橋脚フーチング工及びこれ

らに類する工事 

 （略） （略） （略） 

床堀・掘削時完了時 支持地盤（直接基礎） １回／１構造物 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

(以下略） 

表１－２ 施工状況把握一覧表（省略）
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 第１２２条～第１２６条（省略）  第１２２条～第１２６条（省略）

 第１２７条 施工管理 

１～５（省略） 

６ 請負者は、工事の適正な実施に必要な技術的能力の向上、情報通信技術を活用した工事の実施の効率化

等による生産性の向上並びに技術者、技能労働者等育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金、労働時

間、その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境等の改善に努めなければならない。また、請負者は、

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。 

７～８（省略）

 第１２７条 施工管理 

１～５（省略） 

６ 請負者は、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。 

７～８（省略）

第１２８条（省略） 第１２８条（省略）

第１２９条 工事関係者に対する措置請求 

１（省略）

２ 発注者または監督員は、主任技術者（監理技術者等、主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監

理技術者補佐（特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者）をいう。）、専門技術者（これらの者と現

場代理人を兼務する者を除く。）が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不

適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をと

るべきことを請求することができる。

第１２９条 工事関係者に対する措置請求 

１（省略）

２ 発注者または監督員は、主任技術者（監理技術者）、専門技術者（これらの者と現場代理人を兼務する

者を除く。）が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるも

のがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求す

ることができる。

第１３０条 工事中の安全確保 

１ 請負者は、「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21令和２年３月31

日）、「森林土木工事安全施工技術指針」（林野庁森林整備部長通達、平成 15 年３月 27 日）、「建設機

械施工安全技術指針」（国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通

達、平成 17 年３月 31 日）、「潜水作業安全施工指針」（日本潜水協会）及び「作業船団安全運航指針」

（日本海上起重技術協会）を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い労働災害の防止を図ら

なければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて請負者を拘束するものではな

い。 

２（省略） 

３ 請負者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱」（建設事務次官通達、平成５年１月12 日令和元年9月 2

日）を遵守して災害の防止を図らなければならない。 

４～10（省略） 

11 請負者は、工事の一部を下請負者に付する場合には、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第15条の

規定に準じて統括安全衛生責任者等を選任するとともに、下請負者に安全衛生責任者を選任させなければ

ならない。また、労働安全衛生法第30条第1項の規定に準じ、労働災害を防止するために必要な措置を講じ

るとともに、災害防止協議会を月に１回以上開催しなければならない。 

12～25（省略） 

26 請負者は、足場（単管足場、枠組足場）を設置する場合、安全ネット又はシートを設ける等、作業床か

ら転落防止と落下物による事故防止に努めなければならない。 

なお、足場に手すりを設ける場合は、作業床と上棧の間隔が 75cm を超える場合は、その間に単管パイプ

等により中棧を設け、その間隔が 50cm 以下としなければならない。また、安全ネット・手すり等につい

第１３０条 工事中の安全確保 

１ 請負者は、「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 21 年３月 31

日）、「森林土木工事安全施工技術指針」（林野庁森林整備部長通達、平成 15 年３月 27 日）、「建設機

械施工安全技術指針」（国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通

達、平成 17 年３月 31 日）、「潜水作業安全施工指針」（日本潜水協会）及び「作業船団安全運航指針」

（日本海上起重技術協会）を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い労働災害の防止を図ら

なければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて請負者を拘束するものではな

い。 

２（省略） 

３ 請負者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱」（建設事務次官通達、平成５年１月 12 日）を遵守して災

害の防止を図らなければならない。 

４～10（省略） 

11 請負者は、工事の一部を下請負者に付する場合には、労働安全衛生法第15条の規定に準じて統括安全衛

生責任者等を選任するとともに、下請負者に安全衛生責任者を選任させなければならない。また、労働安

全衛生法第30条第1項の規定に準じ、労働災害を防止するために必要な措置を講じるとともに、災害防止協

議会を月に１回以上開催しなければならない。 

12～25（省略） 

26 請負者は、足場（単管足場、枠組足場）を設置する場合、安全ネット又はシートを設ける等、作業床か

ら転落防止と落下物による事故防止に努めなければならない。 

なお、足場に手すりを設ける場合は、作業床と上棧の間隔が 75cm を超える場合は、その間に単管パイプ

等により中棧を設け、その間隔が 50cm 以下としなければならない。また、安全ネット・手すり等につい
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て、工事写真等により実施状況を記録し、工事完了時に提出しなければならない。 

ただし、枠組足場を設置する場合の安全対策は、第 362 条手すり先行型足場工の規定によるものとす

る。 

27～32（省略） 

て、工事写真等により実施状況を記録し、工事完了時に提出しなければならない。 

ただし、枠組足場を設置する場合の安全対策は、第362条手すり先行型足場の規定によるものとする。 

27～32（省略） 

 第１３１条～第１３３条（省略）  第１３１条～第１３３条（省略）

 第１３４条 

１～８（省略）

９ 請負者は、工事の施工に当たり、環境への配慮対策を講じるとともに、適正に工事を実施しなければな

らない。また、工事現場及びその周辺の希少種、特定外来種の動植物などには十分注意し、使用人等にそ

れらの重要性を十分認識させるものとし、工事中にそれらを発見したときは、直ちに監督員に報告し、そ

の指示に応じなければならない。なお、環境への配慮対策については、本編第 106 条施工計画書の第２項

（11）環境対策の事項に記載するものとする。 

10～13（省略）

 第１３４条 

１～８（省略）

９ 請負者は、工事の施工に当たり、環境への配慮対策を講じるとともに、適正に工事を実施しなければな

らない。また、工事現場及びその周辺の希少種、特定外来種の動植物などには十分注意し、使用人等にそ

れらの重要性を十分認識させるものとし、工事中にそれらを発見したときは、直ちに監督員に報告し、そ

の指示に応じなければならない。なお、環境への配慮対策については、本編第 106 条第２項（11）環境対

策の事項に記載するものとする。 

10～13（省略）

 第１３５条（省略）  第１３５条（省略）

 第１３６条 交通安全管理

１（省略）

２ 請負者は、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、交通誘導警備

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（省略）

４ 請負者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理

者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」（内閣府・

国土交通省令第１５号、平成 2430 年 212 月 27 日改正）、「道路工事現場における標示施設等の設置基

準」（建設省道路局長通知、昭和 37 年 8 月 30 日）、「道路工事現場における標示施設等の設置基準の一

部改正について」（国土交通省道路局長通知、平成 18 年 3 月 31 日）及び「道路工事保安設備設置基準」

（愛知県建設部、平成30年3月）に基づき安全対策を講じなければならない。 

５～13（省略）

 14（1）（省略） 

（2）交通誘導警備員 

① 請負者は、工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路等に対し、一般交通の安全誘導

が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という。）を配置

し、その配置位置、条件を施工計画書に記載し、公衆の交通の安全を確保しなければならない。 

② 請負者は、現道上又は現道に近接して行う工事で、やむを得ず工事用材料・機械器具等を工事区

間に保管する場合には、監督員の承諾を得て一般交通の安全を確保し、所定の標識その他安全施設

を設け、状況によっては交通誘導警備員を配置しなければならない。 

③ 請負者は、特に指定された場合を除き、交通誘導警備員のうち１人は有資格者（平成17年警備業

法改正以降の交通誘導警備業務に係る１級又は２級の検定合格者）としなければならない。また、

 第１３６条 交通安全管理

１（省略）

２ 請負者は、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（省略）

４ 請負者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理

者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」（内閣府・

国土交通省令第１号、平成 24 年 2 月 27 日改正）、「道路工事現場における標示施設等の設置基準」（建

設省道路局長通知、昭和 37 年 8 月 30 日）、「道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正に

ついて」（国土交通省道路局長通知、平成 18 年 3 月 31 日）及び「道路工事保安設備設置基準」（愛知県

建設部、平成30年3月）に基づき安全対策を講じなければならない。 

５～13（省略）

 14（1）（省略） 

（2）交通誘導員 

① 請負者は、工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路等に対し、一般交通の安全誘導

が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導員」という。）を配置し、そ

の配置位置、条件を施工計画書に記載し、公衆の交通の安全を確保しなければならない。 

② 請負者は、現道上又は現道に近接して行う工事で、やむを得ず工事用材料・機械器具等を工事区

間に保管する場合には、監督員の承諾を得て一般交通の安全を確保し、所定の標識その他安全施設

を設け、状況によっては交通誘導員を配置しなければならない。 

③ 請負者は、交通誘導員のうち１人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務に

係る１級又は２級の検定合格者）としなければならない。また、監督員から請求があった場合に
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監督員から請求があった場合には、有資格者の合格証明書を速やかに提示しなければならない。 

④ 警備業法の規定に基づき愛知県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めた指定

区間で行う交通誘導警備業務を除き、請負者は、有資格者が配置できない理由がある場合は、監督

員の承諾を得て交通の誘導・整理の実務経験３年以上の者とすることができる。その場合は、有資

格者に代わる交通誘導員の経歴書を保管し、監督員から請求があった場合は速やかに提出示するも

のとする。 

15～18（省略）

は、有資格者の合格証明書を速やかに提示しなければならない。 

④ 警備業法の規定に基づき愛知県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めた指定

区間で行う交通誘導警備業務を除き、請負者は、有資格者が配置できない理由がある場合は、監督

員の承諾を得て交通の誘導・整理の実務経験３年以上の者とすることができる。その場合は、有資

格者に代わる交通誘導員の経歴書を、監督員に提示するものとする。 

15～18（省略）

 第１３７条～第１４６条（省略）  第１３７条～第１４６条（省略）

 第１４７条 現場代理人及び監理技術者等 

１ 請負者は、契約書第 11 条に規定する現場代理人、、監理技術者等（主任技術者、監理技術者、特例監理

技術者又は監理技術者補佐（特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者）をいう。以下同じ）、監理技

術者補佐又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）又は専門技術者を定め、工事請負契約締結後

５日以内に所定の様式（参考資料）により経歴書を添付し、監督員を通じて発注者に提出しなければなら

ない。 

現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、原則として営業所の専任技術者と兼務することはできな

い。また、監理技術者等及び専門技術者においては請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係が、現場代理

人においては請負者との直接的な雇用関係がある者を配置しなければならない。なお、恒常的な雇用関係

とは、入札日以前に原則３ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 

監理技術者等及び専門技術者の経歴書には必要な資格を証する合格証明書の写し及び請負者と直接的か

つ恒常的な雇用関係を確認するための書類等を添付するものとする。 

現場代理人の経歴書には、直接的雇用関係を確認するための書類を添付するものとする。 

２～３（省略）

４ 請負者は、一般競争入札、公募型指名競争入札で契約した工事については、契約前に提出した技術資料

に記載した配置予定の監理技術者等を配置しなければならない。 

なお、工事施工に当たって、配置予定の監理技術者等を変更できるのは、病休、死亡、退職等の極めて

特別な場合に限るものとする。 

５４ 前４３項のほか監理技術者等に関する契約図書に定めのない事項については、最新の監理技術者制度

運用マニュアル（国土交通省通知）によるものとする。

 第１４７条 現場代理人及び監理技術者等 

１ 請負者は、契約書第 11 条に規定する現場代理人、、監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者（以下

「監理技術者等」という。）又は専門技術者を定め、工事請負契約締結後５日以内に所定の様式（参考資

料）により経歴書を添付し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。 

現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、原則として営業所の専任技術者と兼務することはできな

い。また、監理技術者等及び専門技術者においては請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係が、現場代理

人においては請負者との直接的な雇用関係がある者を配置しなければならない。なお、恒常的な雇用関係

とは、入札日以前に原則３ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 

監理技術者等及び専門技術者の経歴書には必要な資格を証する合格証明書の写し及び請負者と直接的か

つ恒常的な雇用関係を確認するための書類等を添付するものとする。 

現場代理人の経歴書には、直接的雇用関係を確認するための書類を添付するものとする。 

２～３（省略）

４ 請負者は、一般競争入札、公募型指名競争入札で契約した工事については、契約前に提出した技術資料

に記載した配置予定の監理技術者等を配置しなければならない。 

なお、工事施工に当たって、配置予定の監理技術者等を変更できるのは、病休、死亡、退職等の極めて

特別な場合に限るものとする。 

５ 前４項のほか監理技術者等に関する契約図書に定めのない事項については、最新の監理技術者制度運用

マニュアル（国土交通省通知）によるものとする。 

 第１４８条～第１５２条（省略）  第１４８条～第１５２条（省略）

第２章 材料 

第２０１条（省略）

第２章 材料 

 第２０１条（省略）

第２０２条 工事材料の品質確認 

１～６（省略） 

７ 請負者は、JIS マーク表示品以外の鉄筋コンクリート用棒鋼については、JIS Z 2241（金属材料引張試験

方法）に準じて機械試験（引張試験）を 1 回（2 本）以上、公的機関又は工産業標準化法第 57 条の規定に

基づく登録試験事業者（以下「公的機関等」という。）において行わなければならない。 

８～11（省略） 

第２０２条 工事材料の品質確認 

１～６（省略） 

７ 請負者は、JIS マーク表示品以外の鉄筋コンクリート用棒鋼については、JIS Z 2241（金属材料引張試験

方法）に準じて機械試験（引張試験）を 1 回（2 本）以上、公的機関又は工業標準化法第 57 条の規定に基

づく登録試験事業者（以下「公的機関等」という。）において行わなければならない。 

８～11（省略） 

第２０３条～第２１４条（省略） 第２０３条～第２１４条（省略）
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第２１５条 アスファルト舗装用骨材 

１～４（省略） 

５ 路盤材に用いる鉄鋼スラグは、表２－11の規格に適合するものとする。 

表２－11 鉄鋼スラグの規格 

呼び名

修正 

ＣＢＲ 

％ 

一軸圧

縮強さ 

MPa 

単位容積 

質量 

kg/lL

呈色判

定試験

水浸 

膨張比 

％

ｴｰｼﾞﾝｸﾞ 

期間

ＭＳ 80以上 － 1.5以上 呈色なし 1.50以下 6か月以上

ＨＭＳ 80以上 1.2以上 1.5以上 呈色なし 1.50以下 6か月以上

ＣＳ 30以上 － － 呈色なし 1.50以下 6か月以上 

試験法 E001 E003 A023 E002 E004 －

［注１］ 呈色判定は高炉除冷スラグを用いた鉄鋼スラグに適用する。 

［注２］ 水浸膨張比の規定は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグに適用する。 

６～８（省略） 

第２１５条 アスファルト舗装用骨材 

１～４（省略） 

５ 路盤材に用いる鉄鋼スラグは、表２－11の規格に適合するものとする。 

表２－11 鉄鋼スラグの規格 

呼び名

修正 

ＣＢＲ 

％ 

一軸圧

縮強さ 

MPa 

単位容積 

質量 

kg/l

呈色判

定試験

水浸 

膨張比 

％

ｴｰｼﾞﾝｸﾞ 

期間

ＭＳ 80以上 － 1.5以上 呈色なし 1.5以下 6か月以上

ＨＭＳ 80以上 1.2以上 1.5以上 呈色なし 1.5以下 6か月以上

ＣＳ 30以上 － － 呈色なし 1.5以下 6か月以上 

［注１］ 呈色判定は高炉除冷スラグを用いた鉄鋼スラグに適用する。 

［注２］ 水浸膨張比の規定は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグに適用する。 

６～８（省略） 

第２１６条～第２１８条（省略） 第２１６条～第２１８条（省略）

第２１９条 再生路盤材 

再生路盤材の品質及び規格については、（社）日本道路協会編「舗装再生便覧」（日本道路協会、平成 22

年12月）によるものとする。 

第２１９条 再生路盤材 

再生路盤材の品質及び規格については、（社）日本道路協会編「舗装再生便覧」によるものとする。 

第２２０条～第２２１条（省略） 第２２０条～第２２１条（省略）

第２２２条 鋼材 

鋼材は、以下の規格に適合するものとする。 

(1)～(4)（省略） 

(5)摩擦接合用ボルト用鋼材 

JIS B l180（六角ボルト） 

JIS B 1181（六角ナット） 

JIS B l186（摩擦接合用高力六角ボルト、六角ナット、平座金のセット） 

JIS B 1256（平座金） 

JIS B l198（頭付きスタッド） 

JIS M 2506（ロックボルト） 

摩擦接合用トルシア形高カボルト、六角ナット、平座金のセット（日本道路会） 

支圧接合用打込み式高力ボルト、六角ナット、平座金暫定規格（日本道路協会）（1971）

(6)～(19)（省略）

第２２２条 鋼材 

鋼材は、以下の規格に適合するものとする。 

(1)～(4)（省略） 

(5)摩擦接合用ボルト用鋼材 

JIS B l180（六角ボルト） 

JIS B 1181（六角ナット） 

JIS B l186（摩擦接合用高力六角ボルト、六角ナット、平座金のセット） 

JIS B 1256（平座金） 

JIS B l198（頭付きスタッド） 

JIS M 2506（ロックボルト） 

トルシア形高カボルト、六角ナット、平座金のセット（日本道路会） 

支圧接合用打込み式高力ボルト、六角ナット、平座金暫定規格（日本道路協会）（1971）

(6)～(19)（省略）

第２２３条 一般事項 

１～８（省略） 

 ９ 請負者は、貯蔵中に吸湿により固結した混和材、その他異状を認めた混和材の使用にあたって、これを

用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。ただし、保管期間が長期にわたると品質が

第２２３条 一般事項 

１～８（省略） 

 ９ 請負者は、貯蔵中に吸湿により固結した混和材、その他異状を認めた混和材の使用にあたって、これを

用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。ただし、保管期間が長期にわたると品質が
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変動する可能性があるので、長期間貯蔵した混和剤材は使用してはならない。 変動する可能性があるので、長期間貯蔵した混和剤は使用してはならない。

第２２４条～第２３５条（省略） 第２２４条～第２３５条（省略）

第２３６条 一般事項 

１～６（省略） 

７ 鋼橋塗装に使用する塗料の仕様及び使用量等については、「鋼道路橋塗料・防食便覧」（日本道路協

会、平成1726年123月（社）日本道路協会）によるC-5系を基本とする。 

第２３６条 一般事項 

１～６（省略） 

７ 鋼橋塗装に使用する塗料の仕様及び使用量等については、「鋼道路橋塗料・防食便覧」（平成 17 年 12

月（社）日本道路協会）によるC-5系を基本とする。 

第２３７条 道路標識 

標示板、支柱、補強材、取付け金具、反射シートの品質は、次の規格に適合するものとする。 

(1)（省略） 

(2) 支柱 

JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管） 

JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

JIS G 3192（熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差） 

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

JIS G 3106（溶接構造用圧延鋼材） 

JIS G 3136（建築構造用圧延鋼材）

(3)（省略） 

(4) 反射シート 

標示板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレンズ型反射シートまた

は、空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプセルレンズ型反射シートとし、その性能は表

２－34、２－35に示す規格以上のものとする。 

また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひびわれ、剥れが生じないものとする。 

なお、請負者は、表２－34、２－35 に示した品質以外の反射シートを用いる場合に、監督員の確認を受

けなればならない。 

表２－34 反射性能（反射シートの再帰反射係数） 

 観測角° 入射角° 白 黄 赤 緑 青 黄赤 

封
入
レ
ン
ズ
型

12′ 

(0.2°) 

5° 70 50 15 9.0 4.0 25 

30° 30 22 6.0 3.5 1.7 7.0 

40° 10 7.0 2.0 1.5 0.5 2.2

20′ 

(0.33°) 

5° 50 35 10 7.0 2.0 20 

30° 24 16 4.0 3.0 1.0 4.5 

40° 9.0 6.0 1.8 1.2 0.4 2.0

2° 

5° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.2 1.2 

30° 2.5 1.5 0.4 0.3 0.1 0.6 

40° 1.5 1.0 0.3 0.2 0.06 0.4

（注）試験及び測定方法は、JIS Z 9117（再帰性反射材）による。 

第２３７条 道路標識 

標示板、支柱、補強材、取付け金具、反射シートの品質は、次の規格に適合するものとする。 

(1)（省略） 

(2) 支柱 

JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管） 

JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

JIS G 3192（熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差） 

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

(3)（省略） 

(4) 反射シート 

標示板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレンズ型反射シートまた

は、空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプセルレンズ型反射シートとし、その性能は表

２－34、２－35に示す規格以上のものとする。 

また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひびわれ、剥れが生じないものとする。 

なお、請負者は、表２－34、２－35 に示した品質以外の反射シートを用いる場合に、監督員の確認を受

けなればならない。 

表２－34 反射性能（反射シートの再帰反射係数） 

 観測角° 入射角° 白 黄 赤 緑 青 黄赤 

封
入
レ
ン
ズ
型

12′ 

(0.2°) 

5° 70 50 15 9.0 4.0 25 

30° 30 22 6.0 3.5 1.7 7.0 

20′ 

(0.33°) 

5° 50 35 10 7.0 2.0 20 

30° 24 16 4.0 3.0 1.0 4.5 

2° 
5° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.2 1.2 

30° 2.5 1.5 0.4 0.3 0.1 0.6 

（注）試験及び測定方法は、JIS Z 9117（再帰性反射材）による。 
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表２－35 反射性能（反射シートの再帰反射係数） 

 観測角° 入射角° 白 黄 赤 緑 青 黄赤 

カ
プ
セ
ル
レ
ン
ズ
型

12′ 

(0.2°) 

5° 250 170 45 45 20 100 

30° 150 100 25 25 11 60 

40° 110 70 16 16 8.0 29

20′ 

(0.33°) 

5° 180 122 25 21 14 65 

30° 100 6757 14 1211 7.0 40 

40° 95 54 13 11 7.0 20

2° 

5° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.30.2 1.5 

30° 2.5 1.81.5 0.4 0.3 0.1 0.9 

40° 1.5 1.0 0.3 0.2 0.06 0.8

（注）試験及び測定方法は、JIS Z 9117（再帰性反射材）による。 

表２－35 反射性能（反射シートの再帰反射係数） 

 観測角° 入射角° 白 黄 赤 緑 青 黄赤 

カ
プ
セ
ル
レ
ン
ズ
型

12′ 

(0.2°) 

5° 250 170 45 45 20 100 

30° 150 100 25 25 11 60 

20′ 

(0.33°) 

5° 180 122 25 21 14 65 

30° 100 67 14 12 7.0 40 

2° 
5° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.3 1.5 

30° 2.5 1.8 0.4 0.3 0.1 0.9 

（注）試験及び測定方法は、JIS Z 9117（再帰性反射材）による。 

第２３８条～第２５３条（省略） 第２３８条～第２５３条（省略）

第３章 一般施工 

第３０１条（省略）

第３章 一般施工 

第３０１条（省略）

第３０２条 一般事項 

請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。な

お、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は

監督員に確認をもとめなければならない。

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編） （平成29年11月） 

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

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編） （平成29年11月） 

日本道路橋協会 鋼道路橋施工便覧                 （昭和60年2月）（平成27年3月）

日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧         （平成17年12月）（平成26年3月）

日本道路協会 道路橋支承便覧                     （平成16年4月）（平成31年2月）

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧               （平成19年6月）（平成31年3月）

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 （平成4年12月） 

日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針（案） （平成2年11月） 

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 （昭和49年7月） 

建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について （平成2年9月） 

日本グラウト協会 薬液注入工法の設計・施工指針 （平成元年6月） 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案） （平成26年12月） 

環境庁省 水質汚濁に係る環境基準について       （平成26年11月）（平成31年3月）

建設省 防護柵の設置基準の改訂について （平成10年11月） 

第３０２条 一般事項 

請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。な

お、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は

監督員に確認をもとめなければならない。

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編） （平成29年11月） 

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

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編） （平成29年11月） 

日本道路橋協会 鋼道路橋施工便覧                         （昭和60年2月） 

日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧                  （平成17年12月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧                              （平成16年4月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧                        （平成19年6月） 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 （平成4年12月） 

日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針（案） （平成2年11月） 

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 （昭和49年7月） 

建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について （平成2年9月） 

日本グラウト協会 薬液注入工法の設計・施工指針 （平成元年6月） 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案） （平成26年12月） 

環境庁 水質汚濁に係る環境基準について                 （平成26年11月） 

建設省 防護柵の設置基準の改訂について （平成10年11月） 
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建設省 車両用防護柵標準仕様について （平成11年2月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成28年12月） 

日本道路協会 車両用防護柵標準仕様・同解説 （平成16年3月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧                     （平成19年1月）（平成27年3月）

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計・施工指針 （平成25年10月） 

地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 （平成24年5月） 

日本道路協会 道路土工要綱 （平成21年6月） 

日本道路協会 道路土工－軟弱地盤対策工指針 （平成24年8月） 

日本道路協会 道路土工－盛土工指針 （平成22年4月） 

日本道路協会 道路土工－切土・斜面安定工指針 （平成21年6月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針 （平成24年7月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針 （平成22年3月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針 （平成11年3月） 

日本道路協会 舗装再生便覧 （平成22年12月） 

日本道路協会 舗装施工便覧 （平成18年2月） 

日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧 （平成9年12月） 

建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について （昭和53年7月） 

建設業労働災害防止協会 ずい道工事における換気技術指針 （平成24年3月） 

建設省 道路付属物の基礎について （昭和50年7月） 

日本道路協会国土交通省 道路標識設置基準・同解説 （昭和62年1月）（令和元年10月）

日本道路協会 路上表層再生工法技術指針（案） （昭和63年11月） 

日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説 （昭和59年10月） 

建設省 土木構造物設計マニュアル（案）［土工構造物・橋梁編］ 

  （平成11年11月） 

建設省 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案） 

［ボックスカルバート・擁壁編］ （平成11年11月） 

建設省 建設副産物適正処理推進要綱 （平成14年5月） 

厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン 

  （平成29年6月） 

国土交通省 土木構造物設計マニュアル（案）［樋門編］ （平成14年1月） 

国土交通省 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案） 

  （平成13年12月） 

労働省 騒音障害防止のためのガイドライン （平成4年10月） 

厚生労働省 手すり先行工法に関するガイドライン （平成21年4月） 

建設省 車両用防護柵標準仕様について （平成11年2月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成28年12月） 

日本道路協会 車両用防護柵標準仕様・同解説 （平成16年3月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧                              （平成19年1月） 

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計・施工指針 （平成25年10月） 

地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 （平成24年5月） 

日本道路協会 道路土工要綱 （平成21年6月） 

日本道路協会 道路土工－軟弱地盤対策工指針 （平成24年8月） 

日本道路協会 道路土工－盛土工指針 （平成22年4月） 

日本道路協会 道路土工－切土・斜面安定工指針 （平成21年6月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針 （平成24年7月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針 （平成22年3月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針 （平成11年3月） 

日本道路協会 舗装再生便覧 （平成22年12月） 

日本道路協会 舗装施工便覧 （平成18年2月） 

日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧 （平成9年12月） 

建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について （昭和53年7月） 

建設業労働災害防止協会 ずい道工事における換気技術指針 （平成24年3月） 

建設省 道路付属物の基礎について （昭和50年7月） 

日本道路協会 道路標識設置基準・同解説                   （昭和62年1月） 

日本道路協会 路上表層再生工法技術指針（案） （昭和63年11月） 

日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説 （昭和59年10月） 

建設省 土木構造物設計マニュアル（案）［土工構造物・橋梁編］ 

  （平成11年11月） 

建設省 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案） 

［ボックスカルバート・擁壁編］ （平成11年11月） 

建設省 建設副産物適正処理推進要綱 （平成14年5月） 

厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン 

  （平成29年6月） 

国土交通省 土木構造物設計マニュアル（案）［樋門編］ （平成14年1月） 

国土交通省 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案） 

  （平成13年12月） 

労働省 騒音障害防止のためのガイドライン （平成4年10月） 

厚生労働省 手すり先行工法に関するガイドライン （平成21年4月） 

第３０３条～第３０４条（省略） 第３０３条～第３０４条（省略）

第３０５条 矢板工 

１ 矢板とは、鋼矢板、木矢板、軽量鋼矢板、コンクリート矢板、広幅鋼矢板、及び可とう鋼矢板のことを

いう。なお、鋼矢板の設計及び施工については、「鋼矢板（設計から施工まで）」（鋼管杭・鋼矢板技術

第３０５条 矢板工 

１ 矢板とは、鋼矢板、木矢板、軽量鋼矢板、コンクリート矢板、広幅鋼矢板、及び可とう鋼矢板のことを

いう。なお、鋼矢板の設計及び施工については、「鋼矢板（設計から施工まで）」（鋼管杭協会、2007）
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協会、200714年）を参考とする。 

２～22（省略）

を参考とする。 

２～22（省略）

第３０６条～第３０７条（省略） 第３０６条～第３０７条（省略）

第３０８条 植生工 

１～３（省略） 

４ 植生基材吹付けの配合は、設計図書に明示したす場合を除き下表とする。なお、請負者は、現地の土質

により下記の表により難い場合は適合した配合を作成し、監督員に承諾を得なければならない。 

植生基材吹付け工の配合表（1ｍ3当り） 

生育基盤材 化学肥料 接合剤（高分子系樹脂） 種子 

2，000リットル 6kg 4kg 注）2 

注）1 接合剤に普通ポルトランドセメントを用いる場合は、80kgとする。 

2 種子については、現場条件によって適宜使用植物を選択して播種量を決定する。 

５～28（省略） 

第３０８条 植生工 

１～３（省略） 

４ 植生基材吹付けの配合は、設計図書に明示した場合を除き下表とする。なお、請負者は、現地の土質に

より下記の表により難い場合は適合した配合を作成し、監督員に承諾を得なければならない。 

植生基材吹付け工の配合表（1ｍ3当り） 

生育基盤材 化学肥料 接合剤（高分子系樹脂） 種子 

2，000リットル 6kg 4kg 注）2 

注）1 接合剤に普通ポルトランドセメントを用いる場合は、80kgとする。 

2 種子については、現場条件によって適宜使用植物を選択して播種量を決定する。 

５～28（省略） 

第３０９条～第３１５条（省略） 第３０９条～第３１５条（省略）

第３１６条 既製杭工 

１～17（省略） 

18 請負者は、設計図書に中掘工法［グラウト注入による打止め］と指定された場合の先端処理工は、「杭

基礎施工便覧（社）日本道路協会H19．1」（日本道路協会、平成27年3月）の表3．3．1に示されたセメ

ントミルク噴出攪拌方式によらなければならない。ただし、これにより難い場合は、設計図書に関して監

督員と協議しなければならない。 

なお、施工にあたっては、オーガ先端が設計図書に示された深さに達した時点で、直ちにセメントミル

ク（W／C＝60～70％）を噴出（低圧の場合：ｌN／mm2 以上の圧、高圧の場合：15～20N／mm2 以上の圧）

し、これを先端部周辺砂質土と攪拌しながら処理を行わなければならない。 

19～24（省略） 

25 既製杭工における鋼管杭及びH鋼杭の現場継手については、以下の各号の規定によるものとする。 

（1）請負者は、鋼管杭及びH鋼杭の現場継手を溶接継手による場合については、アーク溶接継手とし、現

場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を行う溶接施工管理技術者を常駐

させるとともに、以下の規定による。 

(2)～(6)（省略） 

（7）請負者は、鋼管杭の上杭の建込みにあたっては、上下軸が一致するように行い、表３－１の許容値を

満足するように施工しなければならない。 

なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行わなければならない。

表３－１ 現場円周溶接部の目違いの許容値 

外径 許容量 摘要 

700㎜未満 2㎜以下 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を2mm×π以下とする。 

第３１６条 既製杭工 

１～17（省略） 

18 請負者は、設計図書に中掘工法［グラウト注入による打止め］と指定された場合の先端処理工は、「杭

基礎施工便覧（社）日本道路協会 H19．1」の表 3．3．1 に示されたセメントミルク噴出攪拌方式によらな

ければならない。ただし、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

なお、施工にあたっては、オーガ先端が設計図書に示された深さに達した時点で、直ちにセメントミル

ク（W／C＝60～70％）を噴出（低圧の場合：ｌN／mm2 以上の圧、高圧の場合：15～20N／mm2 以上の圧）

し、これを先端部周辺砂質土と攪拌しながら処理を行わなければならない。 

19～24（省略） 

25 既製杭工における鋼管杭及びH鋼杭の現場継手については、以下の各号の規定によるものとする。 

（1）請負者は、鋼管杭及びH鋼杭の現場継手を溶接継手による場合については、アーク溶接継手とし、現

場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を行う溶接施工管理技術者を常駐

させるとともに、以下の規定による。 

(2)～(6)（省略） 

（7）請負者は、鋼管杭の上杭の建込みにあたっては、上下軸が一致するように行い、表３－１の許容値を

満足するように施工しなければならない。 

なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行わなければならない。

表３－１ 現場円周溶接部の目違いの許容値 

外径 許容量 摘要 

700㎜未満 2㎜以下 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を2mm×π以下とする。 
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700mm以上1016mm以下 3㎜以下 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を3mm×π以下とする。 

1016mmを超え15242000mm以下4㎜以下 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を4mm×π以下とする。 

(8)～(11)（省略） 

26～28（省略） 

700mm以上1016mm以下 3㎜以下 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を3mm×π以下とする。 

1016mmを 超 え 1524mm以 下4㎜以下 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を4mm×π以下とする。 

(8)～(11)（省略） 

26～28（省略） 

第３１７条 場所打杭工 

１～19（省略） 

20 請負者は、泥水処理を行うにあたり、「水質汚濁に係わる環境基準について」（環境省告示）、「県民

の生活環境の保全等に関する条例」等に従い、適切に処理を行わなければならない。 

21～26（省略） 

第３１７条 場所打杭工 

１～19（省略） 

20 請負者は、泥水処理を行うにあたり、「水質汚濁に係わる環境基準について」（環境省告示）、「県民

の生活環境の保全等に関する条例」等に従い、適切に処理を行わなければならない。 

21～26（省略） 

第３１８条～第３２０条（省略） 第３１８条～第３２０条（省略）

第３２１条 鋼管矢板基礎工 

１～10（省略） 

11 鋼管矢板基礎工において鋼管矢板の溶接を行う場合については、以下の各号の規定によるものとする。 

（1）請負者は、鋼管矢板の現場継手を溶接継手による場合については、アーク溶接継手とし、現場溶接に

際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を行う溶接施工管理技術者を常駐させなけ

ればならない。 

（2）～(9)（省略） 

12～25（省略） 

第３２１条 鋼管矢板基礎工 

１～10（省略） 

11 鋼管矢板基礎工において鋼管矢板の溶接を行う場合については、以下の各号の規定によるものとする。 

（1）請負者は、鋼管矢板の現場継手を溶接継手による場合については、アーク溶接継手とし、現場溶接に

際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を行う溶接施工管理技術者を常駐させなけ

ればならない。 

（2）～(9)（省略） 

12～25（省略） 

第３２２条～第３４５条（省略） 第３２２条～第３４５条（省略）

 第３４６条 一般事項 

１ 本節は、仮設工として工事用道路工、仮橋・仮桟橋工、路面覆工、土留・仮締切工、水替工、地中連続

壁工（壁式）、地中連続壁工（柱列式）、仮水路工、残土受入れ施設工、電力設備工、防塵対策工、汚濁

防止工、防護施設工、除雪工、雪寒施設工、手すり先行型足場工その他これらに類する工種について定め

るものとする。 

 ２～３（省略） 

４ 請負者は、足場工、作業構台、架設通路については、「手すり先行工法等に関するガイドライン」（厚

生労働省、平成21年4月）」を適用し、転落防止措置等の設置、安全点検等を実施するものとする。 

 第３４６条 一般事項 

１ 本節は、仮設工として工事用道路工、仮橋・仮桟橋工、路面覆工、土留・仮締切工、水替工、地中連続

壁工（壁式）、地中連続壁工（柱列式）、仮水路工、残土受入れ施設工、電力設備工、防塵対策工、汚濁

防止工、防護施設工、除雪工、雪寒施設工、手すり先行型足場その他これらに類する工種について定める

ものとする。 

 ２～３（省略） 

第３４７条 工事用道路工 

１～９（省略） 

10 請負者は、路面の施工に当たっては、路面水による洗掘防止に十分配慮しなければならない。 

第３４７条 工事用道路工 

１～９（省略） 

第３４８条～第３４９条（省略） 第３４８条～第３４９条（省略）

第３５０条 土留・仮締切工 

１～２（省略） 

３ 請負者は、河川堤防の開削をともなう施工にあたり、仮締切を設置する場合には、「国土交通省 仮締

切堤設置基準（案）」（国土交通省、平成22年6月）の規定による。 

４～21（省略） 

第３５０条 土留・仮締切工 

１～２（省略） 

３ 請負者は、河川堤防の開削をともなう施工にあたり、仮締切を設置する場合には、「国土交通省 仮締

切堤設置基準（案）」の規定による。 

４～21（省略） 
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22 請負者は、土のうの中詰に当たり、中詰め材料に草木、根株その他腐食物及び角の立った石礫等が混入

しないようにしなければならない。 

23 請負者は、土のうの施工に当たり、木杭等を打ち込む場合は、土のうの中心を貫通するよう打ち込まな

ければならない。 

24 請負者は、土のうの布設に当たり、土のうを積み上げる場合は、特に指定が無いかぎり小口を正面と

し、所定の勾配によって積み上げなければならない。 

225 請負者は、締切盛土着手前に現状地盤を確認し、周囲の地盤や構造物に変状を与えないようにしなけれ

ばならない。

236 請負者は、盛土部法面の整形を行う場合には、締固めて法面の崩壊がないように施工しなければならな

い。 

247 請負者は、止水シートの設置にあたり、突起物やシートの接続方法の不良により漏水しないように施工

しなければならない。 

258 請負者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように適正な処置を行わなければなら

ない。 

22 請負者は、締切盛土着手前に現状地盤を確認し、周囲の地盤や構造物に変状を与えないようにしなけれ

ばならない。 

23 請負者は、盛土部法面の整形を行う場合には、締固めて法面の崩壊がないように施工しなければならな

い。 

24 請負者は、止水シートの設置にあたり、突起物やシートの接続方法の不良により漏水しないように施工

しなければならない。 

25 請負者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように適正な処置を行わなければなら

ない。 

第３５１条～第３５８条（省略） 第３５１条～第３５８条（省略）

第３５９条 防護施設工 

１ 請負者は、防護施設の設置位置及び構造の選定にあたり、発破に伴う飛散物又は落石の周辺への影響が

ないように留意しなければならない。 

２（省略） 

第３５９条 防護施設工 

１ 請負者は、防護施設の設置位置及び構造の選定にあたり、発破に伴う飛散物の周辺への影響がないよう

に留意しなければならない。 

２（省略） 

第３６０条 除雪工 

１ 請負者は、除雪を行うにあたり、路面及び構造物、計画地盤に損傷を与えないようにしなければならな

い。なお、万一損傷を与えた場合には請負者の責任において元に戻さなければならない。 

２ 請負者は、除雪を行うに当たり、森林等に損傷を与えないようにしなければならない。 

なお、万一損傷を与えた場合には監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

第３６０条 除雪工 

請負者は、除雪を行うにあたり、路面及び構造物、計画地盤に損傷を与えないようにしなければならな

い。なお、万一損傷を与えた場合には請負者の責任において元に戻さなければならない。 

第３６１条（省略） 第３６１条（省略）

第３６２条 手すり先行型足場工 

１ 請負者は、足場設備の設置に際して、自重、積載荷重、風荷重、水平荷重を考慮して、転倒あるいは落

下が生じない構造としなければならない。 

２ 請負者は、高所等へ足場を設置する場合には、作業員の墜落及び吊荷の落下等が生じないよう関連法令

に基づき、手すりなどの防護工を行わなければならない。

３ 請負者は、足場工の設置施工にあたり、「手すり先行工法等に関するガイドライン」（厚生労働省、平

成21年4月）」によるものとし、足場の組立て、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床

において二段手すり及び幅木の機能を有するものを設置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と協議しなければならない。 

４ 請負者は、歩道あるいは供用道路上等に足場設備工を設置する場合には、交通の障害とならないよう、

必要に応じて板張防護、シート張り防護などを行わなければならない。 

５ 請負者は、シート張り防護の施工に当たっては、ボルトや鉄筋などの突起物によるシートの破れ等に留

意しなければならない。 

第３６２条 手すり先行型足場 

請負者は、足場の設置にあたり、「手すり先行工法に関するガイドライン（厚生労働省、平成 21 年 4

月）」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床において二

段手すり及び幅木の機能を有するものを設置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と協議しなければならない。
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第３６３条 作業構台工 

１ 請負者は、作業構台については、設置する工事用機械、構台上に仮に置く資材及び作業員等の重量に対

し、十分余裕をもって耐えられる構造・規模としなければならない。 

２ 請負者は、作業構台については、「手すり先行工法等に関するガイドライン」（厚生労働省、平成 21 年

4月）により落下転落防止の安全柵を設けるとともに、作業床の最大積載荷重を定め、作業構台の見やすい

場所に表示しなければならない。

（新設）  

第３６４条 ケーブルクレーン架設 

１ 請負者は、ケーブルクレーンは、つり荷荷重を考慮した適切な施設構造とするとともに、過積載となら

ないようにしなければならない。 

２ ケーブルクレーンの運転は、運転に必要な安全教育を受けた者が行わなければならない。 

３ 請負者は、ウィンチの設置については、次の各号に留意しなければならない。 

(1) 主索直下、作業索の内角とならない場所に設置する。 

(2) 落石、出水などの被害を受けない場所に設置する。 

４ 請負者は、標示及び標識を作業現場の見やすい位置に設置しなければならない。 

５ 請負者は、支柱の作設に当たっては、まず第一に安全上の見地から、使用される支柱や伐根等が十分な

強度を有するものを使用しなければならない。 

６ 請負者は、ガイドブロックの取り付けに当たっては、支柱の損傷及び折損の防止のために、あて木を使

用し、台付けロープを腹一回以上巻き、両端のアイ部に取り付けなければならない。 

また、台付ロープの強度及び夾角を適正なものとしなければならない。内角に立ち入る必要がある箇所

ではワイヤーロープ、ガイドブロックの飛来防止対策を講じなければならない。 

７ 請負者は、ガイラインの取り付けに当たっては、次の各号に留意しなければならない。 

(1) ガイラインはゆるみのないように 2 本以上張り、各ブロックの取り付け位置より上部になるように取

り付ける。 

(2) ガイラインを張る方向は、支柱に対する角度によって決め、主索の前方向と後方角を見定めて適正に取

り付ける。 

(3) 真上から見た主索の固定方向に対するガイラインの角度は、原則として30度以上とし、柱に対するガ

イラインの角度は45度以上60度以下とする。 

(4) ガイラインを立木や根株に固定する場合は、２回以上（腹２巻）巻きつけたうえ、クリップ等を適切に

使用し、確実に取り付ける。 

８ 請負者は、サドルブロックの取り付けに当たっては、荷下ろし盤台に対し、スカイラインが必要十分な

高さを保ち得る位置に取り付けなければならない。 

９ 請負者は、向柱には、ウィンチのドラムから出る全ての作業索が通過し、これらの作業索に働く張力に

よって複雑な荷重がかかるので、ガイラインの取り付け方向や本数を良く検討しなければならない。 

10 請負者は、ケーブルクレーンの主索については、荷重に耐えられる太さのものを使用しなければならな

い。 

11 請負者は、ワイヤーロープの廃棄については、諸法規に基づき、適正に行わなければならない。 

12 請負者は、主索を張り上げた際には、必ずその緊張度を調べ中央垂下比が適正値であることを確かめな

ければならない。また、主索の緊張度は作業中に変化することがあるので、使用期間中に必要な場合にお

（新設）  
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いて、点検を行い緊張度を確かめ、変化が生じた時に適宜緊張力を調整し、常に適正な緊張度を保つよう

にしなければならない。

第３６５条 モノレール 

１ 請負者は、レールについては、道路などと適切な距離を保つとともに、機体が通行人などに接触しない

ように設置しなければならない。 

２ 請負者は、分岐点を設ける場所は、できるだけ平坦なところとしなければならない。 

３ 請負者は、レールの傾斜角、支柱間隔についてはメーカーの定める基準等を参考に、適切なものとしな

ければならない。 

４ 請負者は、支柱には、地圧盤を装着し、原則として岩に達するまで打ち込みをし、地層条件により岩に

達しない場合は、十分な支持力を有する構造としなければならない。 

５ 請負者は、モノレールの運行や作業を始める前に、モノレールの運行時間や乗降位置などを定めた運行

計画を作成しなければならない。特に定めのある場合を除き、運行計画を監督職員に提出するとともに、

これに従って作業を行わなければならない。また、運行計画の内容を現場作業者に周知しなければならな

い。 

６ 請負者は、搭乗型のモノレールにあっては、モノレールの運転は、運転に必要な安全教育を受けた者を

選任し、この者に行わせなければならない。 

７ 請負者は、モノレールの発進や停止、危険を知らせるための合図の方法をあらかじめ定め、現場作業者

に周知させるとともに、実際に作業前に合図を確かめなければならない。 

８ 請負者は、レール・支柱の点検整備は、支柱の沈下や横揺れ、レールの歪や磨耗、レールジョイントの

損傷、ボルトのゆるみなどに注意して行い、これらに異常が認められた場合は補強、修理、交換を行わな

ければならない。 

（新設）  

第３６３６条～第３６５８条（省略） 第３６３条～第３６５条（省略）

第４章 一般施工 

第４０１条（省略）

第４章 一般施工 

第４０１条（省略）

 第４０２条 適用すべき諸基準 

請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。なお、基準類と設計

図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求

めなければならない。 

土木学会 コンクリート標準示方書[施工編]、[設計編] （平成30年3月） 

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針 （平成24年6月） 

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について （平成14年7月31日） 

国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について  

  （平成14年7月31日） 

（社）日本圧接協会 鉄筋のガス圧接工事標準仕様書 （平成11年） 

土木学会 鉄筋定着・継手指針 （平成19年8月） 

公益社団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事 

  （平成29年9月) 

流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 流動性を高めた現場打ちコンクリート活用に関するガイ

 第４０２条 適用すべき諸基準 

請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。なお、基準類と設計

図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求

めなければならない。 

土木学会 コンクリート標準示方書[施工編]、[設計編] （平成30年3月） 

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針 （平成24年6月） 

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について （平成14年7月31日） 

国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について  

  （平成14年7月31日） 

（社）日本圧接協会 鉄筋のガス圧接工事標準仕様書 （平成11年） 

土木学会 鉄筋定着・継手指針 （平成19年8月） 

公益社団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事 

  （平成29年9月) 

流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 流動性を高めた現場打ちコンクリート活用に関するガイ
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ドライン （平成29年3月） 

機械式鉄筋継手工法技術討委一員会 現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイド

ライン （平成29年3月） 

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委会 コンクリート橋のプレキャスト化ガイド

ライン （平成30年6月） 

道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン検討小委員会 プレキャストコンクリート構造

物に適用する機械式継手工法ガイドライン （平成31年1月） 

ドライン （平成29年3月） 

機械式鉄筋継手工法技術討委一会 現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドラ

イン （平成29年3月） 

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委会 コンクリート橋のプレキャスト化ガイド

ライン （平成30年6月） 

道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン検討小委員会 プレキャストコンクリート構造

物に適用する機械式継手工法ガイドライン （平成31年1月） 

第４０３条（省略） 第４０３条（省略）

 第４０４条 

１ 請負者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。 

（1）JISマーク表示認証製品を製造している工場（工産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づき国に

登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により製品に JIS マーク表示する認証を受けた製品を製造

している工場）で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する

能力のある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施で

きる、全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場（以下｢ マークを取得

した工場｣という。）から選定しなければならない。 

  (2)（省略） 

２～４（省略） 

 ５ 請負者は、レディーミクストコンクリートの品質を確かめるための検査（JIS A 5308）の内、材令 28 日

の強度試験は、公的機関又は工産業標準化法第 57 条の規定に基づく登録試験事業者（以下「公的機関等」

という。）において行うものとする。 

 ６～８（省略） 

９ 一般土木工事に使用するコンクリートの配合は、設計図書に示す場合を除き表４－１のとおりとする。 

表４－１ 配合表 

種別 規格

コンクリー

トの種類

粗骨材の最

大寸法

mm

スラ

ンプ

 cm

呼び強度

N/㎜2

水セメント比

%以下

単位セメント

量kg
空気量

%
セメント

の種類 適用範囲

(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)
鉄筋構造物 

[Ⅰ] 

24-812-25 普通 25 812 24 (55) 

([50])

― 4.5 N 水門、ひ門、函渠類、擁壁等、排水機場、PCス
ラブ橋問詰

非合成RC床版

〔非合成床版〕

(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 

鉄筋構造物 

[Ⅳ] 

30-1518-25 普通 25 1518 30 (55) (350以上) 4.5 ＢＢ 橋梁工事の水中場所打杭

鉄筋構造物 

[Ⅴ] 

21-812-25 普通 25 812 21 (55) ― 4.5 ＢＢ 水門、ひ門、函渠類、擁壁、橋台、橋脚、桝蓋

鉄筋構造物 

[Ⅵ] 

24-812-25 普通 25 812 24 (55) ― 4.5 ＢＢ 函渠類、擁壁、橋台、橋脚、港湾構造物

(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)
(以下略)

 第４０４条 

１ 請負者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。 

（1）JISマーク表示認証製品を製造している工場（工業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づき国に登

録された民間の第三者機関（登録認証機関）により製品に JIS マーク表示する認証を受けた製品を製造し

ている工場）で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能

力のある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施でき

る、全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場（以下｢ マークを取得し

た工場｣という。）から選定しなければならない。 

  (2)（省略） 

２～４（省略） 

 ５ 請負者は、レディーミクストコンクリートの品質を確かめるための検査（JIS A 5308）の内、材令 28 日

の強度試験は、公的機関又は工業標準化法第 57 条の規定に基づく登録試験事業者（以下「公的機関等」と

いう。）において行うものとする。 

 ６～８（省略） 

９ 一般土木工事に使用するコンクリートの配合は、設計図書に示す場合を除き表４－１のとおりとする。 

表４－１ 配合表 

種別 規格

コンクリー

トの種類

粗骨材の最

大寸法

mm

スラ

ンプ

 cm

呼び強度

N/㎜2

水セメント比

%以下

単位セメント

量kg
空気量

%
セメント

の種類 適用範囲

(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)
鉄筋構造物 

[Ⅰ] 

24-8-25 普通 25 8 24 (55) 

([50])

― 4.5 N 水門、ひ門、函渠類、擁壁等、排水機場、PCス
ラブ橋問詰

非合成RC床版

〔非合成床版〕

(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 

鉄筋構造物 

[Ⅳ] 

30-15-25 普通 25 15 30 (55) (350以上) 4.5 ＢＢ 橋梁工事の水中場所打杭

鉄筋構造物 

[Ⅴ] 

21-8-25 普通 25 8 21 (55) ― 4.5 ＢＢ 水門、ひ門、函渠類、擁壁、橋台、橋脚、桝蓋

鉄筋構造物 

[Ⅵ] 

24-8-25 普通 25 8 24 (55) ― 4.5 ＢＢ 函渠類、擁壁、橋台、橋脚、港湾構造物

(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)
(以下略)



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 10～13（省略）  10～13（省略）

 第４０５条～第４２４条（省略）  第４０５条～第４２４条（省略）

第５章 橋梁下部工 

第５０１条 適用 

１～４（省略） 

５ 請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場

合は監督員に確認をもとめなければならない。

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編） （平成29年11月） 

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

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） （平成29年11月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧           （昭和60年2月）（平成27年3月）

日本道路協会 道路橋支承便覧            （平成16年4月）（平成31年2月）

日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧       （平成17年12月）（平成26年3月）

日本道路協会 道路橋補修便覧 （平成元年8月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧            （平成19年1月）（平成27年3月）

日本道路協会 杭基礎設計便覧            （平成19年1月）（平成27年3月）

日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧 （平成9年12月） 

日本道路協会 道路土工要綱 （平成21年6月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針 （平成24年7月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針 （平成22年3月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針 （平成11年3月） 

日本林道協会 林道必携（技術編） （平成23年8月） 

 ６～７（省略）

第５章 橋梁下部工 

第５０１条 適用 

１～４（省略） 

５ 請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場

合は監督員に確認をもとめなければならない。

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編） （平成29年11月） 

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

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） （平成29年11月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧                   （昭和60年2月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧                    （平成16年4月） 

日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧                （平成17年12月） 

日本道路協会 道路橋補修便覧 （平成元年8月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧                     （平成19年1月） 

日本道路協会 杭基礎設計便覧                     （平成19年1月） 

日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧 （平成9年12月） 

日本道路協会 道路土工要綱 （平成21年6月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針 （平成24年7月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針 （平成22年3月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針 （平成11年3月） 

日本林道協会 林道必携（技術編） （平成23年8月） 

 ６～７（省略）

 第５０２条～第５１３条（省略）  第５０２条～第５１３条（省略）

 第５１４条 橋台躯体工 

１～３（省略） 

 ４ 請負者は、支承部の箱抜きの施工については、「道路橋支承便覧（日本道路協会）第５６章 支承部の

施工」（日本道路協会、平成31 年 2 月）の規定によらなければならない。これ以外の施工方法による場合

は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

 ５～11（省略）

 第５１４条 橋台躯体工 

１～３（省略） 

 ４ 請負者は、支承部の箱抜きの施工については、「道路橋支承便覧（日本道路協会）第５章 支承部の施

工」の規定によらなければならない。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督員の承諾

を得なければならない。 

 ５～11（省略）

 第５１５条～第５３１条（省略）  第５１５条～第５３１条（省略）

 第５３２条 橋脚フーチング工 

１～５（省略） 

 ６ 請負者は、フーチングの箱抜きの施工については、「道路橋支承便覧第５６章 支承部の施工」（日本

道路協会、平成31 年 2 月）の規定によらなければならない。これ以外の施工方法による場合は、設計図書

に関して監督員の承諾を得なければならない。 

 第５３２条 橋脚フーチング工 

１～５（省略） 

 ６ 請負者は、フーチングの箱抜きの施工については、「道路橋支承便覧第５章 支承部の施工」の規定に

よらなければならない。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければ

ならない。 
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 ７（省略）  ７（省略） 

 第５３３条（省略）  第５３３条（省略）

 第５３４条 現場継手工 

１（省略） 

 ２ 請負者は、現場継手工の施工については、「道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）第 20 章施工」

（日本道路協会、平成29年11月）、「鋼道路橋施工便覧IV架設編第３章架設」（日本道路協会、平成27

年 3 月）の工事の規定によらなければならない。これ以外による場合は、設計図書に関して監督員の承諾

を得なければならない。 

 ３（省略） 

 第５３４条 現場継手工 

１（省略） 

 ２ 請負者は、現場継手工の施工については、「道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）第 20 章施

工」、「鋼道路橋施工便覧 IV 架設編第３章架設」の工事の規定によらなければならない。これ以外による

場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

 ３（省略） 

 第５３５条～第５６０条（省略）  第５３５条～第５６０条（省略）

第６章 橋梁下部工 

第６０１条 適用 

１～３（省略） 

４ 請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場

合は監督員に確認をもとめなければならない。 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編） （平成29年11月） 

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

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） （平成29年11月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧           （昭和60年2月）（平成27年3月）

日本道路協会 鋼道路橋設計便覧 （昭和55年8月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧            （平成16年4月）（平成31年2月）

日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧       （平成17年12月）（平成26年3月）

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説 （平成19年10月） 

日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説 （昭和54年1月） 

日本道路協会 鋼道路橋の細部構造に関する資料集 （平成3年7月） 

日本道路協会 道路橋床版防水便覧 （平成19年3月） 

日本道路協会 鋼道路橋の疲労設計指針 （平成14年3月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成28年12月） 

日本林道協会 林道必携（技術編） （平成14年5月） 

土木学会 鉄筋定着・継手指針 （平成19年8月） 

公益社団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事 

  （平成29年9月） 

流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 流動性を高めた現場打ちコンクリート活用に関するガ

イドライン （平成29年3月） 

機械式鉄筋継手工法技術討委一員会 現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイ

ドライン （平成29年3月） 

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委会 コンクリート橋のプレキャスト化ガイ

第６章 橋梁下部工 

第６０１条 適用 

１～３（省略） 

４ 請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場

合は監督員に確認をもとめなければならない。 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編） （平成29年11月） 

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

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） （平成29年11月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧                   （昭和60年2月） 

日本道路協会 鋼道路橋設計便覧 （昭和55年8月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧                    （平成16年4月） 

日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧                （平成17年12月） 

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説 （平成19年10月） 

日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説 （昭和54年1月） 

日本道路協会 鋼道路橋の細部構造に関する資料集 （平成3年7月） 

日本道路協会 道路橋床版防水便覧 （平成19年3月） 

日本道路協会 鋼道路橋の疲労設計指針 （平成14年3月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成28年12月） 

日本林道協会 林道必携（技術編） （平成14年5月） 

土木学会 鉄筋定着・継手指針 （平成19年8月） 

公益社団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事 

  （平成29年9月） 

流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 流動性を高めた現場打ちコンクリート活用に関するガ

イドライン （平成29年3月） 

機械式鉄筋継手工法技術討委一会 現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイド

ライン （平成29年3月） 

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委会 コンクリート橋のプレキャスト化ガイ
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ドライン （平成30年6月） 

道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン検討小委員会 プレキャストコンクリート構

造物に適用する機械式継手工法ガイドライン （平成31年1月） 

ドライン （平成30年6月） 

道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン検討小委員会 プレキャストコンクリート構

造物に適用する機械式継手工法ガイドライン （平成31年1月） 

 第６０２条（省略）  第６０２条（省略）

 第６０３条 材料 

１～10（省略） 

 11 鋼橋塗装に使用する塗料は、（社）日本道路協会「鋼道路橋塗装・防食便覧」（日本道路協会、平成 26

年3月）の規定によるものとする。 

 第６０３条 材料 

１～10（省略） 

 11 鋼橋塗装に使用する塗料は、（社）日本道路協会「鋼道路橋塗装・防食便覧」の規定によるものとす

る。 

 第６０４条 桁製作工 

１ 製作加工については、下記の規定によるものとする。

（1）原寸 

① 請負者は、工作に着手する前にコンピュータによる原寸図を作成し、システム等により図面の不備や

製作上に支障がないかどうかを確認しなければならない。 

② 請負者は、上記①においてコンピュータによる原寸図の一部または全部システム等を省略する使用し

ない場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

③ 請負者は、JIS B 7512（鋼製巻尺）の１級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。なお、こ

れにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

④ 請負者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わなければならない。 

  (2)～(12)（省略） 

 ２（省略） 

 ３ 請負者は、設計図書に示された方法により仮組立検査を実施しなければならない。 

1) 直接仮組立て検査を実施する場合 

請負者は、仮組立方法、計測方法等について、施工計画書に記載し、監督員に提出するものとする。

仮組立は、実際に部材を組み立てて行うこと（以下「実仮組立」という。）を基本とするが、他の方

法によって実仮組立と同等以上の精度の検査が確実に行える場合は、監督員の承諾を得て実施できるも

のとする。

ただし、下記の３条件に全てが合致する上部工の場合には、監督員の承諾を得て、仮組立の簡略化

（計算機を用いた仮組立シミュレーションによる部材管理や部分仮組立による代替案等）を基本とす

る。（ただし、特段の理由がある場合にはこの限りではない。）

条件１ 鈑桁橋（Ｉ型断面）又は箱桁橋であること 

２ 直橋であること 

３ 鈑桁橋では斜角が75°以上、箱桁橋では斜角が90°以上であること 

2) 仮組立て検査を簡略化（省略）する場合 

請負者は、仮組立て検査を簡略化（省略）する場合の方法について、施工計画書に記載し、監督員に

提出するものとする。

なお、仮組立て検査を実施しない場合及び仮組立の簡略化の場合の出来形管理は、出来形管理基準に

より管理するものとする。

3)（省略）

 第６０４条 桁製作工 

１ 製作加工については、下記の規定によるものとする。

（1）原寸 

① 請負者は、工作に着手する前に図を作成し、図面の不備や製作上に支障がないかどうかを確認しなけ

ればならない。 

② 請負者は、原寸図の一部または全部を省略する場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければ

ならない。 

③ 請負者は、JIS B 7512（鋼製巻尺）の１級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。なお、こ

れにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

④ 請負者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わなければならない。 

  (2)～(12)（省略） 

 ２（省略） 

 ３ 請負者は、設計図書に示された方法により仮組立検査を実施しなければならない。 

1) 直接仮組立て検査を実施する場合 

請負者は、仮組立方法、計測方法等について、施工計画書に記載し、監督員に提出するものとする。

仮組立は、実際に部材を組み立てて行うこと（以下「実仮組立」という。）を基本とするが、他の方

法によって実仮組立と同等以上の精度の検査が確実に行える場合は、監督員の承諾を得て実施できるも

のとする。

ただし、下記の３条件に全てが合致する上部工の場合には、監督員の承諾を得て、仮組立の簡略化

（計算機を用いた仮組立シミュレーションによる部材管理や部分仮組立による代替案等）を基本とす

る。（ただし、特段の理由がある場合にはこの限りではない。）

条件１ 鈑桁橋（Ｉ型断面）又は箱桁橋であること 

２ 直橋であること 

３ 鈑桁橋では斜角が75°以上、箱桁橋では斜角が90°以上であること 

2) 仮組立て検査を簡略化（省略）する場合 

請負者は、仮組立て検査を簡略化（省略）する場合の方法について、施工計画書に記載し、監督員に

提出するものとする。

なお、仮組立て検査を実施しない場合及び仮組立の簡略化の場合の出来形管理は、出来形管理基準に

より管理するものとする。

3)（省略）
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第６０５条～第６１２条（省略） 第６０５条～第６１２条（省略）

 第６１３条 工場塗装工 

１～12（省略） 

13 塗装仕様は設計図書によるが、設計図書に定めがない場合は、(社)日本道路協会「鋼道路橋塗装・防食

便覧」（日本道路協会、平成26年3月）によるものとする。 

14 一般外面を薄膜型重防食塗装とすることが設計図書に示された場合は、「鋼道路橋塗装・防食便覧」

（(社)日本道路協会、平成1726年123月）によるC-5系を基本とするものとする。 

 15（省略） 

 第６１３条 工場塗装工 

１～12（省略） 

13 塗装仕様は設計図書によるが、設計図書に定めがない場合は、(社)日本道路協会「鋼道路塗装・防食便

覧」によるものとする。 

14 一般外面を薄膜型重防食塗装とすることが設計図書に示された場合は、「鋼道路橋塗装・防食便覧」

（(社)日本道路協会、平成17年12月）によるC-5系を基本とするものとする。 

 15（省略） 

第６１４条～第６２２条（省略） 第６１４条～第６２２条（省略）

 第６２３条 支承工 

１ 請負者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧第５６章 支承部の施工」（日本道路協会、平

成1631年４2月）による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

２～３（省略） 

 第６２３条 支承工 

１ 請負者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧第５章 支承部の施工」（日本道路協会、平成

16年４月）による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

２～３（省略） 

第６２４条～第６３７条（省略） 第６２４条～第６３７条（省略）

 第６３８条 銘板工 

 １～３（省略） 

 ４ 請負者は、橋歴板に記載する年月は、橋梁の製作年月を記入しなければならない。 

8
m
m

※板厚8㎜、字厚5㎜、計13㎜

製 作 ： ○○○会社

設 計 ： ○○○会社
使用鋼材 ： ○○○○
道示（○○○○）○活荷重

愛知県建造
２０○○年○○月
○ ○ 橋

（○○○○※１）

（○○○○※２）

（○○○○※２）

13mm 300mm

2
0
0
m
m

施 工 ： ○○○会社

※１:管理技術者氏名、※２:監理技術者氏名

図６－３ 橋歴板の寸法及び記載事項 

第６３８条 銘板工 

 １～３（省略） 

 ４ 請負者は、橋歴板に記載する年月は、橋梁の製作年月を記入しなければならない。 

2
0
0
㎜

3 0 0 ㎜

○ 　 ○ 　橋
２ ０ ○ ○年 ○ ○ 月
　 　 愛 知県 建 造
道 示 （ ○○ ○ ○ ） ○ 活荷 重
使 用 鋼 材　 ： 　 ○ ○ ○○
設 　 　 計　 ： 　 ○ ○ ○会 社
製 　 　 作　 ： 　 ○ ○ ○会 社　 　

8
㎜

※ 板 厚 8㎜ 、 字 厚 5 ㎜、 計 1 3 ㎜

1 3 ㎜

図６－３ 橋歴板の寸法及び記載事項 

第６３９条～第６４１条（省略） 第６３９条～第６４１条（省略）  

第７章 橋梁下部工 

第７０１条 一般事項 

１～４（省略） 

５ 請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編） （平成29年11月） 

第７章 橋梁下部工 

第７０１条 一般事項 

１～４（省略） 

５ 請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編） （平成29年11月） 
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日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コンクリトー部材編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧              （平成16年4月）（平成31年2月）

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

日本道路協会 コンクリート道路橋設計便覧 （平成6年2月） 

日本道路協会 コンクリート道路橋施工便覧 （平成10年1月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成28年12月） 

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説 （昭和19年10月） 

日本道路協会 プレキャストブロック工法によるプレストレストコンクリートＴげた道路橋設計施工指

針 （平成4年10月） 

日本道路協会 道路橋の塩害対策指針（案）・同解説 （平成12年2月） 

建設省土木研究所 プレキャストブロック工法によるプレストレストコンクリート道路橋設計・施工指

針（案） （平成7年12月） 

土木学会 鉄筋定着・継手指針 （平成19年8月） 

公益社団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事 

  （平成29年9月） 

流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 流動性を高めた現場打ちコンクリート活用に関するガ

イドライン （平成29年3月） 

機械式鉄筋継手工法技術討委一員会 現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイ

ドライン （平成29年3月） 

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委会 コンクリート橋のプレキャスト化ガイ

ドライン （平成30年6月） 

道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン検討小委員会 プレキャストコンクリート構

造物に適用する機械式継手工法ガイドライン （平成31年1月） 

６ コンクリート構造物非破壊試験（配筋状態及びかぶり測定）については、以下による。 

(1)（省略） 

(2) 非破壊試験は「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領（以下、

「要領」という。）」（国土交通省、平成30年10月）に従い行わなければならない。 

(3)～(4)（省略） 

７ コンクリート構造物微破壊・非破壊試験（強度測定）については、次によるものとする。 

(1)（省略） 

(2) 微破壊・非破壊試験は「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領（以下、

「要領」という。）」（国土交通省、平成30年10月）に従い行わなければならない。 

(3)～(4)（省略）

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コンクリトー部材編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧                       （平成16年4月） 

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

日本道路協会 コンクリート道路橋設計便覧 （平成6年2月） 

日本道路協会 コンクリート道路橋施工便覧 （平成10年1月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成28年12月） 

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説 （昭和19年10月） 

日本道路協会 プレキャストブロック工法によるプレストレストコンクリートＴげた道路橋設計施工指

針 （平成4年10月） 

日本道路協会 道路橋の塩害対策指針（案）・同解説 （平成12年2月） 

建設省土木研究所 プレキャストブロック工法によるプレストレストコンクリート道路橋設計・施工指

針（案） （平成7年12月） 

土木学会 鉄筋定着・継手指針 （平成19年8月） 

公益社団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事 

  （平成29年9月） 

流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 流動性を高めた現場打ちコンクリート活用に関するガ

イドライン （平成29年3月） 

機械式鉄筋継手工法技術討委一会 現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイド

ライン （平成29年3月） 

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委会 コンクリート橋のプレキャスト化ガイ

ドライン （平成30年6月） 

道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン検討小委員会 プレキャストコンクリート構

造物に適用する機械式継手工法ガイドライン （平成31年1月） 

６ コンクリート構造物非破壊試験（配筋状態及びかぶり測定）については、以下による。 

(1)（省略） 

(2) 非破壊試験は「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領（以下、

「要領」という。）」（国土交通省）に従い行わなければならない。 

(3)～(4)（省略） 

７ コンクリート構造物微破壊・非破壊試験（強度測定）については、次によるものとする。 

(1)（省略） 

(2) 微破壊・非破壊試験は「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領（以下、

「要領」という。）」（国土交通省）に従い行わなければならない。 

(3)～(4)（省略）

第７０２条～第７１０条（省略） 第７０２条～第７１０条（省略）  

 第７１１条 ポストテンション桁製作工 

１ 請負者は、コンクリートの施工については、以下の事項に従わなければならない。 

(1)～(5)（省略） 

 第７１１条 ポストテンション桁製作工 

１ 請負者は、コンクリートの施工については、以下の事項に従わなければならない。 

(1)～(5)（省略） 
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(6) 受注者請負者は、コンクリートの打込み後にコンクリート表面が早期の乾燥を受けて収縮ひび割れが

発生しないように、適切に仕上げなければならない。 

 (7)（省略） 

 ２～７（省略）

(6) 受注者は、コンクリートの打込み後にコンクリート表面が早期の乾燥を受けて収縮ひび割れが発生し

ないように、適切に仕上げなければならない。 

 (7)（省略） 

 ２～７（省略）

第７１２条～第７１３条（省略） 第７１２条～第７１３条（省略）  

 第７１４条 支承工 

１ 請負者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧第５章 支承部の施工」（日本道路協会、平成

1631年42月）による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

２～３（省略）

 第７１４条 支承工 

１ 請負者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧第５章 支承部の施工」（日本道路協会、平成

16年4月）による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

２～３（省略）

第７１５条～第７１９条（省略） 第７１５条～第７１９条（省略）  

 第７２０条 プレビーム桁製作工（現場） 

１（省略） 

２ リリース（応力解放）の施工については、以下の規定によるものとする。 

（1）リリースを行うときの下フランジコンクリートの圧縮強度は、リリース直後にコンクリートに生じる最

大圧縮応力度が圧縮強度の1.70.6倍以上下で、かつ圧縮強度が設計基準強度の90％以上であることを確認

するものとする。なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて行うもの

とする。 

(2)～(3)（省略） 

 ３～６（省略）

 第７２０条 プレビーム桁製作工（現場） 

１（省略） 

２ リリース（応力解放）の施工については、以下の規定によるものとする。 

（1）リリースを行うときの下フランジコンクリートの圧縮強度は、リリース直後にコンクリートに生じる最

大圧縮応力度の 1.7 倍以上で、かつ設計基準強度の 90％以上であることを確認するものとする。なお、圧

縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて行うものとする。 

(2)～(3)（省略） 

 ３～６（省略）

第７２１条～第７５９条（省略） 第７２１条～第７５９条（省略）  

 第７６０条 銘板工 

１（省略） 

 ２ 請負者は、橋歴板を、材質は JIS H 2202(鋳物用黄銅合金地金)を使用し、寸法及び記載事項は、図７－

１により作成しなければならない。 

8m
m

※板厚8㎜、字厚5㎜、計13㎜

13mm 300mm

20
0
mm

設 計 ： ○○○会社

道示（○○○○）○活荷重
愛知県建造

２０○○年○○月
○ ○ 橋

定着方式 ： ○○○○

施 工 ： ○○○会社
（○○○○※１）

（○○○○※２）

※１:管理技術者氏名、※２:監理技術者氏名

図７－１ 橋歴版の寸法及び記載事項

 第７６０条 銘板工 

１（省略） 

 ２ 請負者は、橋歴板を、材質は JIS H 2202(鋳物用黄銅合金地金)を使用し、寸法及び記載事項は、図７－

１により作成しなければならない。 

2
0
0
㎜

3 0 0 ㎜

○ 　 ○ 　 橋
２ ０ ○ ○ 年○ ○ 月
　 　 愛 知 県建 造
道 示 （ ○ ○○ ○ ） ○ 活 荷 重
定 着 方 式 　： 　 ○ ○ ○ ○
設 　 　 計 　： 　 ○ ○ ○ 会 社
施 　 　 工 　： 　 ○ ○ ○ 会 社 　 　

8
㎜

※ 板 厚 8㎜ 、 字 厚 5 ㎜ 、 計 1 3 ㎜

1 3 ㎜

図７－１ 橋歴版の寸法及び記載事項
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第７６１条～第７６３条（省略） 第７６１条～第７６３条（省略）  

第８章（省略） 第８章（省略）

第９章 路盤工 

第９０１条～第９０４条（省略）

第９章 路盤工 

第９０１条～第９０４条（省略）

 第９０５条 粒度調整路盤材 

１～３（省略） 

 ４ 粒度調整路盤材の粒度範囲は、第215条１表２－６７の粒度調整砕石の粒度範囲によるものとする。 

 第９０５条 粒度調整路盤材 

１～３（省略） 

 ４ 粒度調整路盤材の粒度範囲は、第215条１表２－６の粒度調整砕石の粒度範囲によるものとする。 

 第９０６条～第９０７条（省略）  第９０６条～第９０７条（省略）

 第９０８条 安定処理路盤工の施工 

１（省略） 

２ 請負者は、施工に先立って、「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成 1931 年 63 月）に示され

る「E013 安定処理混合物の一軸圧縮試験方法」により一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量及び石灰

量について監督員の承諾を得なければならない。 

 ３（省略） 

 ４ 請負者は、「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成 1931 年 63 月）に示される「F007 突固め試

験方法」によりセメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度を求め、監督員の承諾を得なければなら

ない。 

５～16（省略） 

 第９０８条 安定処理路盤工の施工 

１（省略） 

２ 請負者は、施工に先立って、「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成 19 年 6 月）に示される

「E013 安定処理混合物の一軸圧縮試験方法」により一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量及び石灰量

について監督員の承諾を得なければならない。 

 ３（省略） 

 ４ 請負者は、「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成19年6月）に示される「F007突固め試験方

法」によりセメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度を求め、監督員の承諾を得なければならな

い。 

５～16（省略） 

 第９０９条（省略）  第９０９条（省略）

 第９１０条 骨材 

１～２（省略） 

 ３ 製鋼スラグ及びアスファルトコンクリート再生骨材を使用する場合は、第 215 条５６表２－12 及び第

216条表２－14の規格に適合するものとする。 

 第９１０条 骨材 

１～２（省略） 

 ３ 製鋼スラグ及びアスファルトコンクリート再生骨材を使用する場合は、第 215 条５表２－12 及び第 216

条表２－14の規格に適合するものとする。 

 第９１１条（省略）  第９１１条（省略）

第１０章（省略） 第１０章（省略）

第１１章 路盤工 

第１１０１条（省略）

第１１章 路盤工 

第１１０１条（省略）

 第１１０２条 材料 

１～３（省略） 

４ 請負者は、標識板には設計図書に示す位置にリブ補強材を標識板の表面にヒズミの出ないようスポット

溶接をしなければならない。アルミニウム合金材の溶接作業は軽金属溶接協会規格 LWSP7903-1979「スポッ

ト溶接作業標準（アルミニウム及びアルミニウム合金）」（日本溶接協会規格 WES7302 と同一規格）を参

考に行うことが望ましい。

５～７（省略）

 第１１０２条 材料 

１～３（省略） 

４ 請負者は、標識板には設計図書に示す位置にリブを標識板の表面にヒズミの出ないようスポット溶接を

しなければならない。

５～７（省略）

 第１１０３条 施工 

１～２（省略） 

 ３ 請負者は、標示板基板表面をサンドペーパーや機械的により研磨（サウンディング処理）しラッカーシ

 第１１０３条 施工 

１～２（省略） 

 ３ 請負者は、標示板基板表面を機械的に研磨（サウンディング処理）しラッカーシンナーまたは、表面処
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ンナーまたは、表面処理液（弱アルカリ性処理液界面活性剤）で脱脂洗浄を施した後乾燥を行い、反射シ

ートを貼付けるのに最適な表面状態を保たなければならない。 

 ４（省略） 

 ５ 請負者は、重ね貼り方式または、スクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けを行わなければなら

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

がある場合はインク保護などを目的とした、クリアーやラミネート加工を行うものとする。

 ６～７（省略） 

 ８ 請負者は、2 枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、5～10mm 程度以上重ね合わせなければな

らない。 

 ９～14（省略） 

 15 請負者は、支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛メッキする場合、その付着量を JIS H 8641（溶融

亜鉛メッキ）2 種の（HDZ55）550g／ｍ2（片面の付着量）以上としなければならない。ただし、厚さ3．2mm

未満の鋼材については2種（HDZ35）350g／㎡（片面の付着量）以上とするものとする。

 16～19（省略） 

理液（弱アルカリ性処理液）で脱脂洗浄を施した後乾燥を行い、反射シートを貼付けるのに最適な表面状

態を保たなければならない。 

 ４（省略） 

 ５ 請負者は、重ね貼り方式または、スクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けを行わなければなら

ない。 

 ６～７（省略） 

 ８ 請負者は、2 枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、5～10mm 程度重ね合わせなければならな

い。 

 ９～14（省略） 

 15 請負者は、支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛メッキする場合、その付着量を JIS H 8641（溶融

亜鉛メッキ）2 種の（HDZ55）550g／ｍ2（片面の付着量）以上としなければならない。ただし、厚さ3．2mm

未満の鋼材については2種（HDZ35）350g／㎡（片面の付着量）以上とするものとする。

 16～19（省略） 

第１１０４条～第１１１０条（省略） 第１１０４条～第１１１０条（省略）

第１２章～第１３章（省略） 第１２章～第１３章（省略）

第１４章 擁壁工、落石防護工 

第１４０１条 一般事項 

 １（省略） 

 ２ 床掘、埋戻し等の施工については、第304条作業第８章土工の規定に準ずるものとする。 

 ３～４（省略） 

第１４章 擁壁工、落石防護工 

第１４０１条 一般事項 

 １（省略） 

 ２ 床掘、埋戻し等の施工については、第304条作業土工の規定に準ずるものとする。 

 ３～４（省略） 

第１４０２条～第１４１１条（省略） 第１４０２条～第１４１１条（省略）

 第１４１２条 一般事項 

１（省略） 

 ２ 請負者は、工事着手前及び工事中に設計図書に示すほかに、当該斜面内において新たな落石箇所を発見

したときは、直ちに監督員に報告連絡し、防止対策について設計図書に関して監督員の指示によらを受け

なければならない。 

 第１４１２条 一般事項 

１（省略） 

 ２ 請負者は、工事着手前及び工事中に斜面内に新たな落石箇所を発見したときは、監督員に報告し、防止

対策について監督員の指示によらなければならない。 

 第１４１３条 材料 

１（省略） 

 ２ 落石防護柵工の端末支柱・中間支柱の塗装については、第 627 条現場塗装工に準じ、(社)日本道路協会

「鋼道路橋塗装・防食便覧」（日本道路協会、平成26 年 3 月）の外面Ａによるものとし、工場下塗り、現

場中塗り、上塗り各１回とする。 

なお、色調については色見本を提出し、監督員の承諾を得なければならない。 

 ３～６（省略） 

 第１４１３条 材料 

１（省略） 

 ２ 落石防護柵工の端末支柱・中間支柱の塗装については、第 627 条現場塗装工に準じ、(社)日本道路協会

「鋼道路橋塗装・防食便覧」の外面Ａによるものとし、工場下塗り、現場中塗り、上塗り各１回とする。 

なお、色調については色見本を提出し、監督員の承諾を得なければならない。 

 ３～６（省略） 

第１４１４条～第１４１６条（省略） 第１４１４条～第１４１６条（省略）

第１５章～第１８章（省略） 第１５章～第１８章（省略）



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

林務関係工事施工管理基準 

 管理-1～管理-19（省略） 

林務関係工事施工管理基準 

 管理-1～管理-19（省略） 

 管理-20 

測定箇所 管理方法 摘要 

・中規模とは、1 層あたりの施工面積が 2，000 ㎡以上

とする。 

・小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合

物の総使用量が 500ｔ未満あるいは施工面積 2，000

㎡未満。 

※路盤工における規模の判定は、混合物の総使用量

は適用せず、施工面積で判定する。 

・厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規

格値を満足しなければならない。ただし、厚さのデ

ータ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適用し

ない。 

※コアー採取について 

橋面舗装等コアー採取により床版等に損傷を与える

恐れのある場合は、他の方法によることができる。 

維持工事においては、平坦性の項目を省略すること

ができる。 

※平坦性の測定は、延長 100ｍ未満の場合は、省略

することができる。

測定結果一覧表又

は出来形図に記入

する 

 管理-20 

測定箇所 管理方法 摘要 

・中規模とは、1 層あたりの施工面積が 2，000 ㎡以上

とする。 

・小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合

物の総使用量が 500ｔ未満あるいは施工面積 2，000

㎡未満。 

※路盤工における規模の判定は、混合物の総使用量

は適用せず、施工面積で判定する。 

・厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規

格値を満足しなければならない。ただし、厚さのデ

ータ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適用し

ない。 

※コアー採取について 

橋面舗装等コアー採取により床版等に損傷を与える

恐れのある場合は、他の方法によることができる。 

維持工事においては、平坦性の項目を省略すること

ができる。 

測定結果一覧表又

は出来形図に記入

する 

 管理-21～管理-42（省略）  管理-21～管理-42（省略）



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-43  管理-43 

番号 工種 測定項目 規格値（㎜） 測定基準

33 鋼橋上部工

工場製作工

橋梁用防護

柵

部
材

部材長  （ｍ） ±3… ≦10 
±4… ＞10 

図面の寸法表示箇所で測定

鋼橋上部工

工場製作工

鋳造費

（金属支承

工）

上
下
部
鋼
構
物
と
の
接
合
用
ボ
ル
ト
孔

孔の直径差 ±2 
－0 

製品全数を測定する。

中
心
距
離

センターボスを基準にした孔位

置のずれ

≦1000 ㎜ ±1 

＞1000 ㎜ ±1.5 

ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト

用
孔

孔
の
直
径

≦100 ㎜ ±3 
－1 

＞100 ㎜ ＋4 
－2 

孔の中心距離 JIS B 0412
並級

セ
ン
タ
ー

ボ
ス

ボスの直径 ＋0 
－1 

ボスの高さ ＋1 
－0 

上沓の橋軸及び直角方

向の長さ寸法

JIS B 0412
中級

全
移
動
量

（

）

 ≦300 ㎜ ±2 

 ＞300 ㎜ ± ／100 

組
立
絶
対
高
（
Ｈ
）

上、下面加工仕

上げ

±3 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
用

H≦300 ㎜ ±3 

H＞300 ㎜ （H／200＋3）
小数点以下切捨

て

普
通
寸
法

鋳放し長さ寸法 JIS B 0412
並級

鋳放し肉厚寸法 JIS B 0412
並級

機械加工寸法 JIS B 0405
粗級

番号 工種 測定項目 規格値（㎜） 測定基準

33 鋼橋上部工

工場製作工

橋梁用防護

柵

部
材

部材長  （ｍ） ±3… ≦10 
±4… ＞10 

図面の寸法表示箇所で測定

鋼橋上部工

工場製作工

鋳造費

（金属支承

工）

上
下
部
鋼
構
物
と
の
接
合
用
ボ
ル
ト

孔

孔の直径差 ±＋2 
－0 

製品全数を測定する。

※1 ガス切断寸法を準用する。

※2 片面のみの削り加工の場合

も含む。

※3 ソールプレートの接触面の

橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸

法に対しては、CT13 を適用する

ものとする。

※4 全移動量分の遊間が確保さ

れているのかを確認する。

※5 組立て後に測定

中
心
距
離

センターボスの突起を基準にと

した孔の位置のずれ

≦1000 ㎜ ±1 以下

＞1000 ㎜ ±1.5 以下

ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
バ
ー
用
孔
（
鋳
放
し
）
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト

ド
リ
ル
加
工
孔
の
直
径

≦100 ㎜ ±＋3 
－1 

＞100 ㎜ ＋4 
－2 

孔の中心距離※1 JIS B 0412
並級

セ
ン
タ
ー
ボ
ス

ボスの直径 ＋0 
－1 

ボスの高さ ＋1 
－0 

ボ

ス

※5

ボスの直径 ＋0 
－1 

ボスの高さ ＋1 
－1 

上沓の橋軸及び橋軸直

角方向の長さ寸法

JIS B 041203-
1995 中級CT13

全移

動量

※4

 ≦300 ㎜ ±2 

 ＞300 ㎜ ± ／100 

組
立
絶
対
高
さ
（
Ｈ
）

上、下面加工仕上げ ±3 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
用

H≦300㎜ ±3 

H＞300㎜ （H／200＋3）
小数点以下切捨て

普
通
寸
法

鋳放し長さ寸法

※2、※3
JIS B 041203-
1995 並級CT14

鋳放し肉厚寸法

※2
JIS B 041203-
1995 並級CT15 

機械削り加工寸

法

JIS B 0405-
1991 粗級

ガス切断寸法 JIS B 0417-
1979 B 級



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-44（省略）  管理-44（省略）

 管理-45  管理-45 

番号 工種 測定項目 規格値（㎜） 測定基準

33 鋼橋上部工

工場製作

工

鋳造費

（大型ゴム

支承）

幅(

w)

長
さ(

L)

直
径(

D) 

w，L，D≦500
㎜

0～+5 製品全数を測定する。

平面度：1個のゴム支承の厚さ

（t）の最大相対誤差500＜w，L，D 
≦1500

0～＋1％

1500＜w，L，D 0～＋15 

厚
さ
（
t
）

t≦20 ㎜ 0～＋1 
20＜t≦160 0～＋5％
160＜t 0～＋8 

平
面
度
相
対
誤
差

w，L，D≦1000
㎜

1 

1000 ㎜＜w，L，
D 

(w，L，D)/1000 

鋼橋上部工

工場製作

工

アンカー

フレーム

仮
組
立
時

上面の水平度

δ1（㎜）

ｂ／500 軸芯上全数測定

鉛直度

δ2（㎜）

ｈ／500 

高さ

h（㎜）

±5 

鋼橋上部工

工場製作

工

仮設材

部
材

部材長

 （ｍ）

±3… ≦10 
±4… ＞10 

図面の寸法表示箇所で測定

鋼橋上部工

工場製作

工

工場塗装

塗膜厚 A ロットの塗膜

厚平均値は、

目標塗膜厚合

計値の 90％以

上

b 測定値の最小

値は、目標塗

膜厚合計値の

70％以上

c 測定値の分布

の標準偏差

は、目標塗膜

厚合計値の

20％を超えな

い。

ただし、測定

値の平均値が

目標塗膜厚合

計値より大き

い場合はこの

限りではな

い。

・外面塗装では、無機ジンクリッ

チペイントの塗布後、下塗り終

了時及び上塗り終了時に測定

し、内面塗装では、内面塗装終

了時に測定。

・１ロットの大きさは、500 ㎡と

する。

・１ロット当たり測定数は 25 点

とし、各点の測定は５回行い、

その平均値をその点の測定値と

する。

ただし、塗装面積が、200 ㎡

未満の場合は、10 ㎡につき１

点以上、200 ㎡以上 500 ㎡未満

の場合は、25 点測定する。

番号 工種 測定項目 規格値（㎜） 測定基準

33 鋼橋上部工

工場製作

工

鋳造費

（大型ゴ

ム支

承）

幅
（
w
）
長
さ
（
L
）
直
径

（
D
）

w，L，D≦500
㎜

0～+5 製品全数を測定する。

平面度：1 個のゴム支承の厚さ

（t）の最大相対誤差

500＜w，L，D 
≦1500

0～＋1％

1500＜w，L，D 0～＋15 

厚
さ

（

）

t≦20㎜ 0～＋1 
20＜t≦160 0～＋5％
160＜t 0～＋8 

平面度 １

鋼橋上部工

工場製作工

アンカーフ

レーム

仮
組
立
時

上面の水平度

δ1（㎜）

ｂ／500 軸芯上全数測定

鉛直度

δ2（㎜）

ｈ／500 

高さ

h（㎜）

±5 

鋼橋上部工

工場製作

工

仮設材

部
材

部材長

 （ｍ）

±3… ≦10 
±4… ＞10 

図面の寸法表示箇所で測定

鋼橋上部工

工場製作

工

工場塗装

塗膜厚 A ロットの塗膜

厚平均値は、

目標塗膜厚合

計値の 90％以

上

b 測定値の最小

値は、目標塗

膜厚合計値の

70％以上

c 測定値の分布

の標準偏差

は、目標塗膜

厚合計値の

20％を超えな

い。

ただし、測定

値の平均値が

目標塗膜厚合

計値より大き

い場合はこの

限りではな

・外面塗装では、無機ジンクリッ

チペイントの塗布後、下塗り終

了時及び上塗り終了時に測定

し、内面塗装では、内面塗装終

了時に測定。

・１ロットの大きさは、500 ㎡と

する。

・１ロット当たり測定数は 25点

とし、各点の測定は５回行い、

その平均値をその点の測定値と

する。

ただし、塗装面積が、200 ㎡

未満の場合は、10 ㎡につき１

点以上、200 ㎡以上 500 ㎡未満

の場合は、25点測定する。



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-46～管理-50（省略）  管理-46～管理-50（省略）

 管理-51  管理-51 

番号 工種 測定項目 規格値（㎜） 測定基準

36 鋼橋上部工 

支承工 

（鋼製支承）

据付け高さ 注1） ±5 支承全数を測定。

B：支承中心間隔（m）

支承の平面寸法が 300mm 以下の

場合は、水平面の高低差を 1mm
以下とする。なお、支承を勾配な

りに据付ける場合を除く。

注 1）先固定の場合は、支承上面

で測定する。

注 2）可動支承の遊間（La，
Lb）を計測し、支承据付時のオ

フセット量δを考慮して、移動可

能量が道路橋支承便覧の規格値を

満たすことを確認する。

注 3）可動支承の移動量検査は、

架設完了後に実施する。

詳細は、道路橋支承便覧参照。

可動支承の移動可能

量   注2） 

設計移動量 

±10以上 

支承中心間隔 

（橋軸直角方向） 

コンクリート橋

±5 

鋼橋 

±(4＋0.5×(B－
2) 

下
沓
の
水
平
度

橋軸方向 1／100

橋軸直角方向 1／100

可動支承の橋軸方向

のずれ同一支承線上

の相対誤差 

5 

可動支承の移動量機

能確認 注3） 

温度変化に伴う

移動量計算値の 

1／2以上 

鋼橋上部工 

支承工 

（ゴム支承）

据付け高さ 注1） ±5 支承全数を測定。

上部構造部材下面とゴム支承面と

の接触面及びゴム支承と台座モル

タルとの接触面に肌すきが無いこ

とを確認。

支承の平面寸法が 300mm 以下の

場合は、水平面の高低差を 1mm
以下とする。なお、支承を勾配な

りに据付ける場合を除く。

注 1）先固定の場合は、支承上面

で測定する。

注 2）可動支承の遊間（La，
Lb）を計測し、支承据付時のオ

フセット量δを考慮して、移動可

能量が道路橋支承便覧の規格値を

満たすことを確認する。

注 3）可動支承の移動量検査は、

架設完了後に実施する。

詳細は、道路橋支承便覧参照。

可動支承の移動可能

量 注2） 

設計移動量 

±10以上 

支承中心間隔 

（橋軸直角方向） 

コンクリート橋

±5 

鋼橋 

±(4＋0.5×(B－
2) 

支
承
の
水
平
度

橋軸方向 1／300

橋軸直角方向 1／300

可動支承の橋軸方向

のずれ同一支承線上

の相対誤差 

5 

可動支承の移動量機

能確認 注3） 

温度変化に伴う

移動量計算値の 

1／2以上 

番号 工種 測定項目 規格値（㎜） 測定基準

36 鋼橋上部工 

支承工 

（鋼製支承）

据付け高さ 注1） ±5 支承全数を測定。

B：支承中心間隔（m）

支承の平面寸法が 300mm以下の

場合は、水平面の高低差を 1mm
以下とする。なお、支承を勾配な

りに据付ける場合を除く。

注 1）先固定の場合は、支承上面

で測定する。

注 2）可動支承の遊間（La，
Lb）を計測し、支承据付時のオ

フセット量δを考慮して、移動可

能量が道路橋支承便覧の規格値を

満たすことを確認する。

注 3）可動支承の移動量検査は、

架設完了後に実施する。

詳細は、道路橋支承便覧参照。

可動支承の移動可能

量   注2） 

設計移動量 

±10以上 

支承中心間隔 

（橋軸直角方向） 

4＋0.5×(B－2)

下
沓
の
水
平
度

橋軸方向 1／100

橋軸直角方向 1／100

可動支承の橋軸方向

のずれ同一支承線上

の相対誤差 

5 

可動支承の移動量

注3） 

温度変化に伴う

移動量計算値の 

1／2以上 

鋼橋上部工 

支承工 

（ゴム支承）

据付け高さ 注1） ±5 支承全数を測定。

上部構造部材下面とゴム支承面と

の接触面及びゴム支承と台座モル

タルとの接触面に肌すきが無いこ

とを確認。

支承の平面寸法が 300mm以下の

場合は、水平面の高低差を 1mm
以下とする。なお、支承を勾配な

りに据付ける場合を除く。

注 1）先固定の場合は、支承上面

で測定する。

注 2）可動支承の遊間（La，
Lb）を計測し、支承据付時のオ

フセット量δを考慮して、移動可

能量が道路橋支承便覧の規格値を

満たすことを確認する。

注 3）可動支承の移動量検査は、

架設完了後に実施する。

詳細は、道路橋支承便覧参照。

可動支承の移動可能

量 注2） 

設計移動量 

±10以上 

支承中心間隔 

（橋軸直角方向） 

4＋0.5×(B－2)

支
承
の
水
平
度

橋軸方向 1／300

橋軸直角方向 1／300

可動支承の橋軸方向

のずれ同一支承線上

の相対誤差 

5 

可動支承の移動量

注3） 

温度変化に伴う

移動量計算値の 

1／2以上 



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

管理-52～管理-58（省略） 管理-52～管理-58（省略）

 管理-59  管理-59 

番号 工種 測定項目 規格値（㎜） 測定基準

47 コンクリート橋

上部工

床版・横組工

基準高   ▽ ±20 基準高は、1径間当たり2箇所（支

点付近）で、1箇所当たり両端と

中央部の3点、幅は1径間当たり3
箇所、厚さは型枠設置時におおむ

ね10㎡に1箇所測定。 

（床版の厚さは、型枠検査をもっ

て代える。） 

幅     Ｗ 0～＋30
厚さ    t －10～＋20

鉄筋のかぶり 設計値以上 1径間当たり3断面（両端及び中

央）測定。1断面の測定箇所は断

面変化毎1箇所とする。 

鉄筋の有効高さ ±10

鉄筋間隔 ±20 1径間当たり3箇所（両端及び中

央）測定。 

1箇所の測定は、橋軸方向の鉄筋

は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加

工形状毎に2mの範囲を測定。 

上記、鉄筋の

有効高さがマ

イナスの場合

±10 

48 コンクリート橋上部

工 

支承工 

（鋼製支承）

据付け高さ 注1） ±5 支承全数を測定。 

Ｂ：支承中心間隔（ｍ） 

支承の平面寸法が300㎜以下の場

合は、水平面の高低差を1mm以下

とする。なお、支承を勾配なりに

据付ける場合を除く。 

注1）先固定の場合は、支承上面

で測定する。 

注2）可動支承の遊間（La，Lb）

を計測し、支承据付時のオフセッ

ト量δを考慮して、移動可能量が

道路橋支承便覧の規格値を満たす

ことを確認する。 

注3）可動支承の移動量検査は、

架設完了後に実施する。 

詳細は、道路橋支承便覧参照。 

可動支承の移動可

能量 注2） 

設計移動量 

±10以上 

支承中心間隔 

（橋軸直角方向） 

コンクリート橋

±5

鋼橋 

±(4＋0.5×(B－
2)

下
沓
の
水
平
度

橋軸方向 １／100

橋軸直角方向 １／100

可動支承の橋軸方

向のずれ同一支承

線上の相対誤差 

5 

可動支承の移動量

機能確認 注3） 

温度変化に伴う

移動量計算値の 

1／2以上 

番号 工種 測定項目 規格値（㎜） 測定基準

47 コンクリート橋

上部工

床版・横組工

基準高   ▽ ±20 基準高は、1径間当たり2箇所（支

点付近）で、1箇所当たり両端と

中央部の3点、幅は1径間当たり3
箇所、厚さは型枠設置時におおむ

ね10㎡に1箇所測定。 

（床版の厚さは、型枠検査をもっ

て代える。） 

幅     Ｗ 0～＋30
厚さ    t －10～＋20

鉄筋のかぶり 設計値以上 1径間当たり3断面（両端及び中

央）測定。1断面の測定箇所は断

面変化毎1箇所とする。 

鉄筋の有効高さ ±10

鉄筋間隔 ±20 1径間当たり3箇所（両端及び中

央）測定。 

1箇所の測定は、橋軸方向の鉄筋

は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加

工形状毎に2mの範囲を測定。 

上記、鉄筋の

有効高さがマ

イナスの場合

±10 

48 コンクリート橋上部

工 

支承工 

（鋼製支承）

据付け高さ 注1） ±5 支承全数を測定。 

Ｂ：支承中心間隔（ｍ） 

支承の平面寸法が300㎜以下の場

合は、水平面の高低差を1mm以下

とする。なお、支承を勾配なりに

据付ける場合を除く。 

注1）先固定の場合は、支承上面

で測定する。 

注2）可動支承の遊間（La，Lb）

を計測し、支承据付時のオフ

セット量δを考慮して、移動

可能量が道路橋支承便覧の規

格値を満たすことを確認す

る。 

注3）可動支承の移動量検査は、

架設完了後に実施する。 

詳細は、道路橋支承便覧参

照。 

可動支承の移動可

能量 注2） 

設計移動量 

±10以上 

支承中心間隔 

（橋軸直角方向） 

±5

下
沓
の
水
平
度

橋軸方向 １／100

橋軸直角方向 １／100

可動支承の橋軸方

向のずれ同一支承

線上の相対誤差 

5 

可動支承の移動量 

注3） 

温度変化に伴う

移動量計算値の 

1／2以上 



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-60（省略）  管理-60（省略）

 管理-61  管理-61 

番号 工種 測定項目 規格値（㎜） 測定基準

48 コンクリート橋

上部工 

支承工 

（ゴム支承）

据付け高さ 注1） ±5 支承全数を測定。 

上部構造部材下面とゴム支承面と

の接触面及びゴム支承と台座モル

タルとの接触面に肌すきが無いこ

とを確認。支承の平面寸法が

300mm以下の場合は、水平面の高

低差を1mm以下とする。なお、支

承を勾配なりに据付ける場合を除

く。 

注1）先固定の場合は、支承上面

で測定する。 

注2）可動支承の遊間（La，Lb）

を計測し、支承据付時のオフセッ

ト量δを考慮して、移動可能量が

道路橋支承便覧の規格値を満たす

ことを確認する。 

注3）可動支承の移動量検査は、

架設完了後に実施する。 

詳細は、道路橋支承便覧参照。

可動支承の移動可

能量   注2） 

設計移動量 

±10以上 

支承中心間隔 

（橋軸直角方向） 

コンクリート橋

±5

鋼橋 

±(4＋0.5×(B－
2)

支
承
の
水
平
度

橋軸方向 １／300

橋軸直角方向 １／300

可動支承の橋軸方

向のずれ同一支承

線上の相対誤差 

5 

可動支承の移動量

機能確認 注3） 

温度変化に伴う

移動量計算値の 

1／2以上 

49 コンクリート橋
上部工 
伸縮装置工 
（ゴムジョイン
ト） 

鋼橋上部工と同じ  

コンクリート橋
上部工 
伸縮装置工 

（鋼フィンガー
ジョイント） 

鋼橋上部工と同じ  

50 コンクリート橋

上部工 

地覆工 

鋼橋上部工と同じ  

51 コンクリート橋

上部工 

防護柵工 

高欄工 

鋼橋上部工と同じ  

52 鉄筋の組立て 平均間隔 ｄ ±φ ｄ＝Ｄ／（ｎ－１） 

Ｄ：ｎ本間の長さ、ｎ：10本程度とする、

φ：鉄筋径 

工事の規模に応じ、1リフト、1ロット当

たりに対し各面で1箇所以上測定する。

最小かぶりは、コンクリート標準示方書

(設計編13.2)参照。ただし、道路橋示方

書の適用を受ける橋については、道路橋

示方書（Ⅲコンクリート橋編6.6）による。

※重要構造物かつ主鉄筋について適用す

る。 

かぶり  ｉ ±φかつ 

最小かぶり以

上 

番号 工種 測定項目 規格値（㎜） 測定基準

48 コンクリート橋

上部工 

支承工 

（ゴム支承）

据付け高さ 注1） ±5 支承全数を測定。 

上部構造部材下面とゴム支承面と

の接触面及びゴム支承と台座モル

タルとの接触面に肌すきが無いこ

とを確認。支承の平面寸法が

300mm以下の場合は、水平面の高

低差を1mm以下とする。なお、支

承を勾配なりに据付ける場合を除

く。 

注1）先固定の場合は、支承上面

で測定する。 

注2）可動支承の遊間（La，Lb）

を計測し、支承据付時のオフセッ

ト量δを考慮して、移動可能量が

道路橋支承便覧の規格値を満たす

ことを確認する。 

注3）可動支承の移動量検査は、

架設完了後に実施する。 

詳細は、道路橋支承便覧参照。

可動支承の移動可

能量   注2） 

設計移動量 

±10以上 

支承中心間隔 

（橋軸直角方向） 

±5

支
承
の
水
平
度

橋軸方向 １／300

橋軸直角方向 １／300

可動支承の橋軸方

向のずれ同一支承

線上の相対誤差 

5 

可動支承の移動量

注3） 

温度変化に伴う

移動量計算値の 

1／2以上 

49 コンクリート橋
上部工 
伸縮装置工 
（ゴムジョイン
ト） 

鋼橋上部工と同じ  

コンクリート橋
上部工 
伸縮装置工 

（鋼フィンガー
ジョイント） 

鋼橋上部工と同じ  

50 コンクリート橋

上部工 

地覆工 

鋼橋上部工と同じ  

51 コンクリート橋

上部工 

防護柵工 

高欄工 

鋼橋上部工と同じ  

52 鉄筋の組立て 平均間隔 ｄ ±φ ｄ＝Ｄ／（ｎ－１） 

Ｄ：ｎ本間の長さ、ｎ：10本程度とする、

φ：鉄筋径 

工事の規模に応じ、1リフト、1ロット当

たりに対し各面で1箇所以上測定する。

最小かぶりは、コンクリート標準示方書

(設計編13.2)参照。ただし、道路橋示方

書の適用を受ける橋については、道路橋

示方書（Ⅲコンクリート橋編6.6）による。

※重要構造物かつ主鉄筋について適用す

る。 

かぶり  ｉ ±φかつ 

最小かぶり以

上 



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

管理-62～管理-74（省略） 管理-62～管理-74（省略）

 管理-75  管理-75 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

下
層
路
盤

材
料

必
須

修正ＣＢＲ試験 舗装調査・試験方法

便覧E001 

[4]-568

粒状路盤：修正ＣＢＲ２０％以上（クラッシ

ャラン鉄鋼スラグは修正ＣＢＲ３０％以上）

アスファルトコンクリート再生骨材を含む再

生クラッシャランを用いる場合で、上層路

盤、基層、表層の合計厚が４０ｃｍより小さ

い場合は３０％以上とする。 

骨材のふるい分け試験 JIS A llO2 JIS A 5001 表２参照 

土の液性限界・塑性限

界試験 

JIS A 1205 塑性指数ＰＩ：６以下 

鉄鋼スラグの水浸膨張

性試験

舗装調査・試験方法

便覧E004 

[4]-1680

１.５％以下 

道路用スラグの呈色判

定試験

JIS A 5015 呈色なし 

そ
の
他

粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121 再生クラッシャーランに用いるセ

メントコンクリート再生骨材は、

すり減り量が５０％以下とする。

施
工

必
須

現場密度の測定 舗装調査・試験方法

便覧G021 

[4]-185256

砂置換法(JIS A 

1214） 

砂置換法は、最大粒

径が53mm以下の場合

のみ適用できる。 

最大乾燥密度の９３％以上 

Ｘ３  ９７％以上 

Ｘ６  ９６％以上 

Ｘ１０ ９５％以上 

プルーフローリング 舗装調査・試験方法

便覧G023 

[4]-288

そ
の
他

平板載荷試験 JIS A l215 

骨材のふるい分け試験 JIS A 1102  

土の液性限界・塑性限

界試験

JIS A 1205 塑性指数ＰＩ：６以下 

含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

下
層
路
盤

材
料

必
須

修正ＣＢＲ試験 舗装調査・試験方法

便覧E001 

[4]-5 

粒状路盤：修正ＣＢＲ２０％以上（クラッシ

ャラン鉄鋼スラグは修正ＣＢＲ３０％以上）

アスファルトコンクリート再生骨材を含む再

生クラッシャランを用いる場合で、上層路

盤、基層、表層の合計厚が４０ｃｍより小さ

い場合は３０％以上とする。 

骨材のふるい分け試験 JIS A llO2 JIS A 5001 表２参照 

土の液性限界・塑性限

界試験 

JIS A 1205 塑性指数ＰＩ：６以下 

鉄鋼スラグの水浸膨張

性試験

舗装調査・試験方法

便覧E004 

[4]-16 

１.５％以下 

道路用スラグの呈色判

定試験

JIS A 5015 呈色なし 

そ
の
他

粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121 再生クラッシャーランに用いるセ

メントコンクリート再生骨材は、

すり減り量が５０％以下とする。

施
工

必
須

現場密度の測定 舗装調査・試験方法

便覧G021 

[4]-185 

砂置換法(JIS A 

1214） 

砂置換法は、最大粒

径が53mm以下の場合

のみ適用できる。 

最大乾燥密度の９３％以上 

Ｘ３  ９７％以上 

Ｘ６  ９６％以上 

Ｘ１０ ９５％以上 

プルフローリング 舗装調査・試験方法

便覧G023 

そ
の
他

平板載荷試験 JIS A l215 

骨材のふるい分け試験 JIS A 1102  

土の液性限界・塑性限

界試験

JIS A 1205 塑性指数ＰＩ：６以下 

含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-76  管理-76 

試験基準 摘要 試験成績表等による確認

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

・中規模以上の工事と

は、舗装施工面積が

2,000㎡あるいは使用

する基層および表層用

混合物の総使用量が

500t以上の場合が該

当する。※ 

・小規模工事とは、舗

装施工面積が２,000

㎡あるいは使用する基

層および表層用混合物

の総使用量が500t未

満の場合が該当する。

※ 

※路盤工における規模

の判定は、混合物の総

使用量は適用せず、舗 

装施工面積で判断す

る。 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

・但し、鉄鋼スラグには適用しない。 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

・CS：クラッシャラン鉄鋼スラグに適用する。 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

・再生クラッシャランに適用する。 

○ 

・締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93％以上（歩道路盤及び路

肩路盤を除く）を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足する

ものとする。 

・1,000㎡につき１回（３個孔） 

・1,000㎡未満の工事は、1工事につき１回（３個孔）以上。※ 

※施工箇所が点在する維持工事（指示票によるもの）は除く。 

・締固め度は、10個孔の測定値の平均値X10が規格値を満足するものとす

る。また、10個孔の測定値が得がたい場合は3個孔の測定値の平均値X3

が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに

3個孔のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 

・中規模以上の工事とは、舗

装施工面積が２,000㎡あるい

は使用する基層および表層用

混合物の総使用量が500t以上

の場合が該当する。※ 

・小規模工事とは、舗装施工

面積が2,000㎡あるいは使用

する基層および表層用混合物

の総使用量が500t未満の場合

が該当する。※ 

※路盤工における規模の判定

は、混合物の総使用量は適用

せず、舗装施工面積で判断す

る。 

・中規模以上の工事：随時 

・小規模工事：随時 

・全幅、全区間について実施する。 

・但し、荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固効

果を持つローラやトラック等を用いるものとする。

1,000m2につき2回の割で行う ・セメントコンクリー

トの路盤に適用する。 

・中規模以上の工事：異常が認められたとき。 ・中規模以上の工事とは、舗

装施工面積が2,000㎡あるい

は使用する基層および表層用

混合物の総使用量が500t以上

の場合が該当する。※ 

※路盤工における規模の判定

は、混合物の総使用量は適用

せず、舗装施工面積で判断す

る。 

・中規模以上の工事：異常が認められたとき。 

・中規模以上の工事：異常が認められたとき。  

試験基準 摘要 試験成績表等による確認

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

・中規模以上の工事と

は、舗装施工面積が

2,000㎡あるいは使用

する基層および表層用

混合物の総使用量が

500t以上の場合が該

当する。※ 

・小規模工事とは、舗

装施工面積が２,000

㎡あるいは使用する基

層および表層用混合物

の総使用量が500t未

満の場合が該当する。

※ 

※路盤工における規模

の判定は、混合物の総

使用量は適用せず、舗 

装施工面積で判断す

る。 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

・但し、鉄鋼スラグには適用しない。 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

・CS：クラッシャラン鉄鋼スラグに適用する。 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

・再生クラッシャランに適用する。 

○ 

・締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93％以上（歩道路盤及び路

肩路盤を除く）を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足する

ものとする。 

・1,000㎡につき１回（３個） 

・1,000㎡未満の工事は、1工事につき１回（３個）以上。※ 

※施工箇所が点在する維持工事（指示票によるもの）は除く。 

・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足するものとす

る。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X3が規

格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3個

のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 

・中規模以上の工事とは、舗

装施工面積が２,000㎡あるい

は使用する基層および表層用

混合物の総使用量が500t以上

の場合が該当する。※ 

・小規模工事とは、舗装施工

面積が2,000㎡あるいは使用

する基層および表層用混合物

の総使用量が500t未満の場合

が該当する。※ 

※路盤工における規模の判定

は、混合物の総使用量は適用

せず、舗装施工面積で判断す

る。 

・中規模以上の工事：随時 

・小規模工事：随時 

・全幅、全区間について実施する。 

・但し、荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固効

果を持つローラやトラック等を用いるものとする。

1,000m2につき2回の割で行う ・セメントコンクリー

トの路盤に適用する。 

・中規模以上の工事：異常が認められたとき。 ・中規模以上の工事とは、舗

装施工面積が2,000㎡あるい

は使用する基層および表層用

混合物の総使用量が500t以上

の場合が該当する。※ 

※路盤工における規模の判定

は、混合物の総使用量は適用

せず、舗装施工面積で判断す

る。 

・中規模以上の工事：異常が認められたとき。 

・中規模以上の工事：異常が認められたとき。  



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-77 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

上
層
路
盤

材
料

必
須

修正ＣＢＲ試験 舗装調査・試験方法

便覧E001 

[4]-568

修正ＣＢＲ８０％以上 

アスファルトコンクリート再生骨

材を含む場合９０％以上 

４０℃行った場合８０％以上 

鉄鋼スラグの修正CBR
試験

舗装調査・試験方法

便覧E001 

[4]-568

修正ＣＢＲ８０％以上 

骨材のふるい分け試験 JIS A 11O2 JIS A 5001 表２参照 

土の液性限界・塑性限

界試験 

JIS A 1205 塑性指数ＰＩ：４以下 

鉄鋼スラグの水浸膨張

性試験

舗装調査・試験方法

便覧E004 

[4]-1080

１.５％以下 

鉄鋼スラグの呈色判定

試験

JIS A 5015 

舗装調査・試験方法

便覧E002 

[4]-1673

呈色なし 

鉄鋼スラグの一軸圧縮

試験

舗装調査・試験方法

便覧E003 

[4]-1275

１.２Ｍｐａ以上（１４日） 

鉄鋼スラグの単位容積

質量試験

舗装調査・試験方法

便覧A023 

[2]-106131

１.５kg／Ｌ以上 

そ
の
他

粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121 ５０％以下 

硫酸ナトリウムによる

骨材の安定性試験

JIS A 1122 ２０％以下 

 管理-77 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

上
層
路
盤

材
料

必
須

修正ＣＢＲ試験 舗装調査・試験方法

便覧E001 

[4]-5 

修正ＣＢＲ８０％以上 

アスファルトコンクリート再生骨

材を含む場合９０％以上 

４０℃行った場合８０％以上 

鉄鋼スラグの修正CBR
試験

舗装調査・試験方法

便覧E001 

[4]-5 

修正ＣＢＲ８０％以上 

骨材のふるい分け試験 JIS A 11O2 JIS A 5001 表２参照 

土の液性限界・塑性限

界試験 

JIS A 1205 塑性指数ＰＩ：４以下 

鉄鋼スラグの水浸膨張

性試験

舗装調査・試験方法

便覧E004 

[4]-10 

１.５％以下 

鉄鋼スラグの呈色判定

試験

JIS A 5015 

舗装調査・試験方法

便覧E002 

[4]-16 

呈色なし 

鉄鋼スラグの一軸圧縮

試験

舗装調査・試験方法

便覧E003 

[4]-12 

１.２Ｍｐａ以上（１４日） 

鉄鋼スラグの単位容積

質量試験

舗装調査・試験方法

便覧A023 

[2]-106 

１.５kg／Ｌ以上 

そ
の
他

粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121 ５０％以下 

硫酸ナトリウムによる

骨材の安定性試験

JIS A 1122 ２０％以下 



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-78（省略）  管理-78（省略）

 管理-79  管理-79 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

上
層
路
盤

施
工

必
須

現場密度の測定 舗装調査・試験方法

便覧G021 

[4]-135256

砂置換法(JIS A 

1214) 

砂置換法は、最大粒

径が53mm以下の場合

のみ適用できる。 

最大乾燥密度の９３％以上 

Ｘ３  ９６.５％以上 

Ｘ６  ９５.５％以上 

Ｘ１０ ９５.０％以上 

粒度（２.３６㎜フル

イ）

舗装調査・試験方法

便覧A003 

[2]-1416

2.36mmふるい：±15%以内 

粒度（７５μm フル

イ）

舗装調査・試験方法

便覧A003 

[2]-1416

75μmふるい：±6%以内 

含水比試験 舗装調査・試験方法

便覧F003 

[4]-93 

【迅速試験方法によ

ることができる】 

－（最適含水比と比較） 

そ
の
他

平板載荷試験 JIS A l215 

土の液性限界・塑性限

界試験 

JIS A 1205 塑性指数ＰＩ：４以下 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
安
定

処
理
路
盤

施
工

そ
の
他

アスファルト舗装に準

じる

セ
メ
ン
ト
安
定
処
理
路
盤

材
料

必
須

一軸圧縮試験 舗装調査・試験方法

便覧E013 

[4]-38102

下層路盤：一軸圧縮試験強さ［７

日間］ 

０.９８Ｍｐａ 

上層路盤：一軸圧縮試験強さ［７

日間］ 

２.９Ｍｐａ（アスファルト舗

装）、 

２.０Ｍｐａ（セメントコンクリ

ート舗装）。 

骨材の修正ＣＢＲ試験 舗装調査・試験方法

便覧E001 

[4]-68 

下層路盤：１０％以上 

上層路盤：２０％以上 

土の液性限界・塑性限

界試験

JIS A 1205 

舗装調査・試験法便

覧F005 

[4]-167 

下層路盤 塑性指数ＰＩ：９以下

上層路盤 塑性指数ＰＩ：９以下

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

上
層
路
盤

施
工

必
須

現場密度の測定 舗装調査・試験方法

便覧G021 

[4]-135 

砂置換法(JIS A 

1214) 

砂置換法は、最大粒

径が53mm以下の場合

のみ適用できる。 

最大乾燥密度の９３％以上 

Ｘ３  ９６.５％以上 

Ｘ６  ９５.５％以上 

Ｘ１０ ９５.０％以上 

粒度（２.３６㎜フル

イ）

舗装調査・試験方法

便覧A003 

[2]-14 

2.36mmふるい：±15%以内 

粒度（７５μmフル

イ）

舗装調査・試験方法

便覧A003 

[2]-14 

75μmふるい：±6%以内 

含水比試験 舗装調査・試験方法

便覧F003 

[4]-93 

【迅速試験方法によ

ることができる】 

－（最適含水比と比較） 

そ
の
他

平板載荷試験 JIS A l215 

土の液性限界・塑性限

界試験 

JIS A 1205 塑性指数ＰＩ：４以下 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
安
定

処
理
路
盤

施
工

そ
の
他

アスファルト舗装に準

じる

セ
メ
ン
ト
安
定
処
理
路
盤

材
料

必
須

一軸圧縮試験 舗装調査・試験方法

便覧E013 

[4]-38 

下層路盤：一軸圧縮試験強さ［７

日間］ 

０.９８Ｍｐａ 

上層路盤：一軸圧縮試験強さ［７

日間］ 

２.９Ｍｐａ（アスファルト舗

装）、 

２.０Ｍｐａ（セメントコンクリ

ート舗装）。 

骨材の修正ＣＢＲ試験 舗装調査・試験方法

便覧E001 

下層路盤：１０％以上 

上層路盤：２０％以上 

土の液性限界・塑性限

界試験

JIS A 1205 下層路盤 塑性指数ＰＩ：９以下

上層路盤 塑性指数ＰＩ：９以下



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-80  管理-80 

試験基準 摘要 試験成績表等による確認

・締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93％以上（歩道路盤及び路

肩路盤を除く）を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足する

ものとする。 

・1,000㎡につき１回（３個） 

・1,000㎡未満の工事は、1工事につき１回（３個）以上。 

・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足するものとす

る。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X3が規

格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3個

のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 

・中規模以上の工事とは、

舗装施工面積が２,000㎡

あるいは使用する基層およ

び表層用混合物の総使用量

が500t以上の場合が該当

する。※ 

・小規模工事とは、舗装施

工面積が２,000㎡あるい

は使用する基層および表層

用混合物の総使用量が

500t未満の場合が該当す

る。※ 

※路盤工における規模の判

定は、混合物の総使用量は

適用せず、舗装施工面積で

判断する。 

・中規模以上の工事：定期的又は随時（1回～2回／

日） 

・中規模以上の工事：異常が認められたとき。 

・中規模以上の工事：定期的又は随時（1回～2回／

日） 

1,000m2につき 2回の割で行う。 セメントコンクリート

の路盤に適用 

観察により異常が認められたとき。  

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

・安定処理材に適用する。 

・中規模以上の工事とは、舗

装施工面積が2,000㎡あるい

は使用する基層および表層用

混合物の総使用量が500t以上

の場合が該当する。※ 

・小規模工事とは、舗装施工

面積が2,000㎡あるいは使用

する基層および表層用混合物

の総使用量が500t未満の場合

が該当する。※ 

※路盤工における規模の判定

は、混合物の総使用量は適用

せず、舗装施工面積で判断す

る。 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

試験基準 摘要 試験成績表等による確認

・締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93％以上（歩道路盤及び路

肩路盤を除く）を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足するも

のとする。 

・1,000㎡につき１回（３個孔） 

・1,000㎡未満の工事は、1工事につき１回（３個孔）以上。 

・締固め度は、10個孔の測定値の平均値X10が規格値を満足するものとす

る。また、10個孔の測定値が得がたい場合は3個孔の測定値の平均値X3が

規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3

個孔のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 

・中規模以上の工事とは、

舗装施工面積が２,000㎡

あるいは使用する基層およ

び表層用混合物の総使用量

が500t以上の場合が該当

する。※ 

・小規模工事とは、舗装施

工面積が２,000㎡あるい

は使用する基層および表層

用混合物の総使用量が

500t未満の場合が該当す

る。※ 

※路盤工における規模の判

定は、混合物の総使用量は

適用せず、舗装施工面積で

判断する。 

・中規模以上の工事：定期的又は随時（1回～2回／日） 

・中規模以上の工事：異常が認められたとき。 

・中規模以上の工事：定期的又は随時（1回～2回／日） 

1,000m2につき2回の割で行う。 セメントコンクリート

の路盤に適用 

観察により異常が認められたとき。  

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

・安定処理材に適用する。 

・中規模以上の工事とは、舗

装施工面積が2,000㎡あるい

は使用する基層および表層用

混合物の総使用量が500t以上

の場合が該当する。※ 

・小規模工事とは、舗装施工

面積が2,000㎡あるいは使用

する基層および表層用混合物

の総使用量が500t未満の場合

が該当する。※ 

※路盤工における規模の判定

は、混合物の総使用量は適用

せず、舗装施工面積で判断す

る。 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

管理-81 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

セ
メ
ン
ト
安
定
処
理
路
盤

施
工

必
須

粒度（２．３６㎜フルイ） JIS A 1102 2.36mmふるい：±１５％以

内 

粒度（７５μmフルイ） JIS A 1102 75μmふるい：±６％以内

現場密度の測定 舗装調査・試験方

法便覧G021 

[4]-185256

砂置換法(JIS 

A1214)砂置換法

は、最大粒径が

53mm以下の場合の

み適用できる。 

最大乾燥密度の９３％以上

Ｘ３  ９６．５％以内 

Ｘ６  ９５．５％以上 

Ｘ１０ ９５．０％以上 

そ
の
他

含水比試験 舗装調査・試験方

法便覧F003 

[4]-93 

【迅速試験方法に

よることができ

る】 

－（最適含水比と比較） 

セメント量試験 舗装調査・試験方

法便覧G024、G025

[4]-213293,[4]-

218297

±１．２％以内 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

材
料

必
須

骨材のふるい分け試験 JIS A 1102 JIS A 5001表２参照 

骨材の密度及び吸水率試験 JIS A 1109 

JIS A 1110 

表乾密度：2.45g/ 以上

吸水率：3.0%以下 

骨材中の粘土塊量の試験 JIS A 1137 粘土、粘土塊量：０．２

５％以下 

粗骨材の形状試験 舗装調査・試験方

法便覧A008 

[2]-51

細長、あるいは扁平な石

片：１０％以下 

フィラーの粒度試験 JIS A 5008 便覧 表３.３.１７による

フィラーの水分試験 JIS A 5008 １％以下 

 管理-81 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

セ
メ
ン
ト
安
定
処
理
路
盤

施
工

必
須

粒度（２．３６㎜フルイ） JIS A 1102 2.36mmふるい：±１５％以

内 

粒度（７５μmフルイ） JIS A 1102 75μmふるい：±６％以内

現場密度の測定 舗装調査・試験方

法便覧G021 

[4]-185 

砂置換法(JIS 

A1214)砂置換法

は、最大粒径が

53mm以下の場合の

み適用できる。 

最大乾燥密度の９３％以上

Ｘ３  ９６．５％以内 

Ｘ６  ９５．５％以上 

Ｘ１０ ９５．０％以上 

そ
の
他

含水比試験 舗装調査・試験方

法便覧F003 

[4]-93 

【迅速試験方法に

よることができ

る】 

－（最適含水比と比較） 

セメント量試験 舗装調査・試験方

法便覧G024、G025

[4]-213,[4]-218 

±１．２％以内 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

材
料

必
須

骨材のふるい分け試験 JIS A 1102 JIS A 5001表２参照 

骨材の密度及び吸水率試験 JIS A 1109 

JIS A 1110 

表乾密度：2.45g/ 以上

吸水率：3.0%以下 

骨材中の粘土塊量の試験 JIS A 1137 粘土、粘土塊量：０．２

５％以下 

粗骨材の形状試験 舗装調査・試験方

法便覧A008 

細長、あるいは扁平な石

片：１０％以下 

フィラーの粒度試験 JIS A 5008 便覧 表３.３.１７による

フィラーの水分試験 JIS A 5008 １％以下 



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-82  管理-82 

試験基準 摘要 試験成績表等による確認

・中規模以上の工事：定期的又は随時（1回～2回／

日） 

・中規模以上の工事とは、

舗装施工面積が2,000㎡あ

るいは使用する基層および

表層用混合物の総使用量が

500t以上の場合が該当す

る。※ 

・小規模工事とは、舗装施

工面積が2,000㎡あるいは

使用する基層および表層用

混合物の総使用量が500t

未満の場合が該当する。※ 

※路盤工における規模の判

定は、混合物の総使用量は

適用せず、舗装施工面積で

判断する。 

・中規模以上の工事：異常が認められたとき。  

・締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93％以上（歩道路盤及び路

肩路盤を除く）を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足する

ものとする。 

・1,000㎡につき１回（３個孔） 

・1,000㎡未満の工事は、1工事につき１回（３個孔）以上。 

・締固め度は、10個孔の測定値の平均値X10が規格値を満足するものとす

る。また、10個孔の測定値が得がたい場合は3個孔の測定値の平均値X3

が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに

3個孔のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 

・中規模以上の工事：定期的又は随時（1回～2回／

日） 

・中規模以上の工事：異常が認められたとき（１～２回

／日） 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

・中規模以上の工事とは、

舗装施工面積が2,000㎡あ

るいは使用する基層および

表層用混合物の総使用量が

500t以上の場合が該当す

る。※ 

・小規模工事とは、舗装施

工面積が2,000㎡あるいは

使用する基層および表層用

混合物の総使用量が500t

未満の場合が該当する。※ 

※路盤工における規模の判

定は、混合物の総使用量は

適用せず、舗装施工面積で

判断する。 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

○ 

試験基準 摘要 試験成績表等による確認

・中規模以上の工事：定期的又は随時（1回～2回／

日） 

・中規模以上の工事とは、

舗装施工面積が2,000㎡あ

るいは使用する基層および

表層用混合物の総使用量が

500t以上の場合が該当す

る。※ 

・小規模工事とは、舗装施

工面積が2,000㎡あるいは

使用する基層および表層用

混合物の総使用量が500t

未満の場合が該当する。※ 

※路盤工における規模の判

定は、混合物の総使用量は

適用せず、舗装施工面積で

判断する。 

・中規模以上の工事：異常が認められたとき。  

・締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93％以上（歩道路盤及び路

肩路盤を除く）を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足する

ものとする。 

・1,000㎡につき１回（３個） 

・1,000㎡未満の工事は、1工事につき１回（３個）以上。 

・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足するものとす

る。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X3が規

格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3個

のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 

・中規模以上の工事：定期的又は随時（1回～2回／

日） 

・中規模以上の工事：異常が認められたとき（１～２回

／日） 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

・中規模以上の工事とは、

舗装施工面積が2,000㎡あ

るいは使用する基層および

表層用混合物の総使用量が

500t以上の場合が該当す

る。※ 

・小規模工事とは、舗装施

工面積が2,000㎡あるいは

使用する基層および表層用

混合物の総使用量が500t

未満の場合が該当する。※ 

※路盤工における規模の判

定は、混合物の総使用量は

適用せず、舗装施工面積で

判断する。 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

○ 

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

・小規模工事：施工前 

○ 



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-83 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

材
料

そ
の
他

フィラーの塑性指数試験 JIS A 1205 4以下 

フィラーのフロー試験 舗装調査・試験法便覧

A016 

[2]-6583

50％以下 

フィラーの水浸膨張試験 舗装調査・試験法便覧

A013 

[2]-5974

3％以下 

フィラーの剥離抵抗性試験 舗装調査・試験法便覧

A014 

[2]-6178

1/4以下 

製鋼スラグの水浸膨張試験 舗装調査・試験法便覧

A018

[2]-7794

水浸膨張比：2.0％以下 

製鋼スラグの密度及び吸水率試

験 

JIS A 1110 SS 

表乾密度：2.45g/cm3以上 

  吸水率：3.0％以下 

粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121 すりへり量 

 砕石：30％以下 

 CSS：50％以下 

 SS：30％以下 

硫酸ナトリウムによる骨材の安

定性試験 

JIS A 1122 損失量：12％以下 

粗骨材中の軟石量試験 JIS A 1126 軟石量：5％以下 

針入度試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3

・セミプローンアスファルト：表3.3.4

 管理-83 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

材
料

そ
の
他

フィラーの塑性指数試験 JIS A 1205 4以下 

フィラーのフロー試験 舗装調査・試験便覧 

A016 

[2]-65 

50％以下 

フィラーの水浸膨張試験 舗装調査・試験便覧 

A013 

[2]-59 

3％以下 

フィラーの剥離抵抗性試験 舗装調査・試験便覧 

A014 

[2]-61 

1/4以下 

製鋼スラグの水浸膨張試験 舗装調査・試験便覧 

A018 

[2]-77 

水浸膨張比：2.0％以下 

製鋼スラグの密度及び吸水率試

験 

JIS A 1110 SS 

表乾密度：2.45g/cm3以上 

  吸水率：3.0％以下 

粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121 すりへり量 

 砕石：30％以下 

 CSS：50％以下 

 SS：30％以下 

硫酸ナトリウムによる骨材の安

定性試験 

JIS A 1122 損失量：12％以下 

粗骨材中の軟石量試験 JIS A 1126 軟石量：5％以下 

針入度試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3

・セミプローンアスファルト：表3.3.4



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-84～管理-86（省略）  管理-84～管理-86（省略）

 管理-87  管理-87 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

材
料

そ
の
他

引火点試験 JIS K 2265-1 

JIS K 2265-2 

JIS K 2265-3 

JIS K 2265-4 

舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表

3.3.1 

・改質アスファルト：表3.3.3 

・セミブローンアスファルト：表

3.3.4 

薄膜加熱試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表

3.3.1 

・改質アスファルト：表3.3.3 

・セミブローンアスファルト：表

3.3.4 

蒸発後の針入度比試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表

3.3.1 

密度試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表

3.3.1 

・改質アスファルト：表3.3.3 

・セミブローンアスファルト：表

3.3.4 

高温動粘度試験 舗装調査・試験方法

便覧A050 

[2]-212

舗装施工便覧参照 

・セミブローンアスファルト：表

3.3.4 

60℃粘度試験 舗装調査・試験方法

便覧A051 

[2]-224

舗装施工便覧参照 

・改質アスファルト：表3.3.3 

・セミブローンアスファルト：表

3.3.4 

タフネス・テナシティ

試験

舗装調査・試験方法

便覧A057 

[2]-289

舗装施工便覧参照 

・改質アスファルト：表3.3.3 

プ
ラ
ン
ト

必
須

粒度（２．３６㎜フル

イ）

舗装調査・試験方法

便覧A003 

[2]-16

2.36mmふるい：±１２％以内基

準粒度 

粒度（７５μm フル

イ）

舗装調査・試験方法

便覧A003 

[2]-16

75μmふるい：±５％以内基準粒

度 

アスファルト量抽出粒

度分析試験

舗装調査・試験方法

便覧G028 

[4]-318

アスファルト量は±０．９％以

内。 

温度測定（アスファル

ト・骨材・混合物）

JIS Z 8710 配合設計で決定した混合温度 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

材
料

そ
の
他

引火点試験 JIS K 2265-1 

JIS K 2265-2 

JIS K 2265-3 

JIS K 2265-4 

舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表

3.3.1 

・改質アスファルト：表3.3.3 

・セミブローンアスファルト：表

3.3.4 

薄膜加熱試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表

3.3.1 

・改質アスファルト：表3.3.3 

・セミブローンアスファルト：表

3.3.4 

蒸発後の針入度比試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表

3.3.1 

密度試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表

3.3.1 

・改質アスファルト：表3.3.3 

・セミブローンアスファルト：表

3.3.4 

高温動粘度試験 舗装調査・試験方法

便覧 A050 

舗装施工便覧参照 

・セミブローンアスファルト：表

3.3.4 

60℃粘度試験 舗装調査・試験方法

便覧 A051 

舗装施工便覧参照 

・改質アスファルト：表3.3.3 

・セミブローンアスファルト：表

3.3.4 

タフネス・テナシティ

試験

舗装調査・試験方法

便覧 A057 

舗装施工便覧参照 

・改質アスファルト：表3.3.3 

プ
ラ
ン
ト

必
須

粒度（２．３６㎜フル

イ）

舗装調査・試験方法

便覧 A003 

2.36mmふるい：±１２％以内基

準粒度 

粒度（７５μm フル

イ）

舗装調査・試験方法

便覧 A003 

75μmふるい：±５％以内基準粒

度 

アスファルト量抽出粒

度分析試験

舗装調査・試験方法

便覧 G028 

アスファルト量は±０．９％以

内。 

温度測定（アスファル

ト・骨材・混合物）

JIS Z 8710 配合設計で決定した混合温度 



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-88（省略）  管理-88（省略）

 管理-89  管理-89 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

プ
ラ
ン
ト

そ
の
他

水浸ホイールトラッキ

ング試験

舗装調査・試験方法

便覧[3]-5765

設計図書による。 

ホイールトラッキング

試験

舗装調査・試験方法

便覧[3]-3944

ラベリング試験 舗装調査・試験方法

便覧[3]-3918

舗
設
現
場

必
須

現場密度の測定 舗装調査・試験方法

便覧B008 

[3]-91218

基準密度の９４％以上。 

Ｘ３  ９６．５％以上 

Ｘ６  ９６％以上 

Ｘ１０ ９６％以上 

アスファルト安定処理路盤 

基準密度の９３％以上 

Ｘ３  ９６．５％以上 

Ｘ６  ９５．５％以上 

Ｘ１０ ９５％以上

温度測定（初転圧前） JIS Z 8710 110℃

外観検査(混合物） 目視 

そ
の
他

すべり抵抗試験 舗装調査・試験方法

便覧S021 

[1]-101

設計図書による。 

ア
ン
カ
ー
工

施
工

必
須

モルタルの圧縮強度試

験

JIS A 1108 設計図書による。 

モルタルのフロー値試

験

JIS R 5201 設計図書による。 

適性試験（多サイクル

確認試験）

グランドアンカー 

設計・施工基準、 

同解説 

(JGS4101-2012) 

設計アンカー力に対して十分に安

全であること。

適性確認試験（1 サイ

クル確認試験）

設計アンカー力に対して十分に安

全であること。

その他の確認試験 所定の緊張力が導入されているこ

と。

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

プ
ラ
ン
ト

そ
の
他

水浸ホイールトラッキ

ング試験

舗装調査・試験方法

便覧[3]-57 

設計図書による。 

ホイールトラッキング

試験

舗装調査・試験方法

便覧[3]-39 

ラベリング試験 舗装調査・試験方法

便覧[3]-39 

舗
設
現
場

必
須

現場密度の測定 舗装調査・試験方法

便覧B008 

[3]-91 

基準密度の９４％以上。 

Ｘ３  ９６．５％以上 

Ｘ６  ９６％以上 

Ｘ１０ ９６％以上 

アスファルト安定処理路盤 

基準密度の９３％以上 

Ｘ３  ９６．５％以上 

Ｘ６  ９５．５％以上 

Ｘ１０ ９５％以上       

温度測定（初転圧前） JIS Z 8710 110℃

外観検査(混合物） 目視 

そ
の
他

すべり抵抗試験 舗装調査・試験方法

便覧S021 

設計図書による。 

ア
ン
カ
ー
工

施
工

必
須

モルタルの圧縮強度試

験

JIS A 1108 設計図書による。 

モルタルのフロー値試

験

JIS R 5201 設計図書による。 

適性試験（多サイクル

確認試験）

グランドアンカー 

設計・施工基準、 

同解説 

(JGS4101-2012) 

設計アンカー力に対して十分に安

全であること。

適性試験（1 サイクル

確認試験）

設計アンカー力に対して十分に安

全であること。

その他の確認試験 所定の緊張力が導入されているこ

と。



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-90  管理-90 

試験基準 摘要 試験成績表等による確認

設計基準による アスファルト混合物の耐

剥離性の確認 

○ 

・締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度94％以上を満足するもの

とし、かつ平均値について以下を満足するものとする。 

・1,000㎡につき１個孔（ただし１工事あたり３個孔以上） 

・1,000㎡未満の工事は、1工事につき３個孔以上。施工箇所が点在す

る維持的工事は除く。 

・但し、橋面舗装はコア採取しないでAs合材量（プラント出荷数量）

と舗設面積及び厚さでの密度管理、または転圧回数による管理を行う。 

・締固め度は、10個孔の測定値の平均値X10が規格値を満足するもの

とする。また、10個孔の測定値が得がたい場合は3個孔の測定値の平

均値X3が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合

は、さらに3個孔のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していれ

ばよい。

・中規模以上の工事とは、舗装施

工面積が2,000㎡あるいは使用す

る基層および表層用混合物の総使

用量が500t以上の場合が該当す

る。 

・小規模工事とは、舗装施工面積

が2,000㎡あるいは使用する 基

層および表層用混合物の総使用量

が500t未満の場合が該当する。

随時 ・測定値の記録は、1日4回（午

前・午後各2回）。 

・同一配合の合材が100t未満の

ものは、1日2回（午前・午

後）。

随時 

舗設車線毎２００ｍ毎に１回  

２回（午前・午後）／日  

練りまぜ開始前に試験は２回行い、その平均値をフロ

ー値とする。 

・施工数量の５％かつ３本以上。 

・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、引き抜き

試験に準じた方法で載荷と除荷を繰り返す。 

但し、モルタルの必要強

度の確認後に実施するこ

と。 

・多サイクル確認試験に用いたアンカーを除く全てのアンカー。 

・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、計画最大荷重まで載荷した

後、初期荷重まで除荷する、1サイクル方式とする。

但し、モルタルの必要強

度の確認後に実施するこ

と。 

・定着緊張力確認試験 

・残存引張力確認試験 

・リフトオフ試験等があり、多サ

イクル確認試験、１サイクル確認

試験の試験結果をもとに監督員と

協議し行う必要性の有無を判断す

る。

試験基準 摘要 試験成績表等による確認

設計基準による アスファルト混合物の耐

剥離性の確認 

○ 

・締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度94％以上を満足するもの

とし、かつ平均値について以下を満足するものとする。 

・1,000㎡につき１個（ただし１工事あたり３個以上） 

・1,000㎡未満の工事は、1工事につき３個以上。施工箇所が点在する

維持的工事は除く。 

・但し、橋面舗装はコア採取しないでAs合材量（プラント出荷数量）

と舗設面積及び厚さでの密度管理、または転圧回数による管理を行う。 

・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格値を満足するものと

する。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X3

が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さ

らに3個のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。

・中規模以上の工事とは、舗装施

工面積が2,000㎡あるいは使用す

る基層および表層用混合物の総使

用量が500t以上の場合が該当す

る。 

・小規模工事とは、舗装施工面積

が2,000㎡あるいは使用する 基

層および表層用混合物の総使用量

が500t未満の場合が該当する。

随時 ・測定値の記録は、1日 4回（午

前・午後各2回）。 

・同一配合の合材が100t未満の

ものは、1日2回（午前・午

後）。

随時 

舗設車線毎２００ｍ毎に１回  

２回（午前・午後）／日  

練りまぜ開始前に試験は２回行い、その平均値をフロ

ー値とする。 

・施工数量の５％かつ３本以上。 

・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、引き抜き

試験に準じた方法で載荷と除荷を繰り返す。 

但し、モルタルの必要強

度の確認後に実施するこ

と。 

・多サイクル確認試験に用いたアンカーを除く全てのアンカー。 

・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、計画最大荷重まで載荷した

後、初期荷重まで除荷する、1サイクル方式とする。

但し、モルタルの必要強

度の確認後に実施するこ

と。 

・定着緊張力確認試験 

・残存引張力確認試験 

・リフトオフ試験等があり、多サ

イクル確認試験の試験結果をもと

に監督員と協議し行う必要性の有

無を判断する。



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-91  管理-91 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

補
強
土
壁
工

材
料

必
須

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。 

外観検査（ストリッ

プ、鋼製壁面材、コン

クリート製壁面材等）

補強土壁工法各設

計・施工マニュアル

による。 

補強土壁工法各設計・施工マニュ

アルによる。 

コンクリート製壁面材

のコンクリート強度試

験

補強土壁工法各設

計・施工マニュアル

による。 

補強土壁工法各設計・施工マニュ

アルによる。 

そ
の
他

土の粒度試験 補強土壁工法各設

計・施工マニュアル

による。 

補強土壁工法各設計・施工マニュ

アルによる。 

施
工

必
須

現場密度の測定

※右記試験方法（3 種

類）のいずれかを実施

する。

最大粒径≦53mm：砂

置換法 

JIS A 1214 

最大粒径＞53mm： 

舗装調査・試験方法

便覧[4]-185256突砂

法 

次の密度への締固めが可能な範囲の含水比に

おいて、最大乾燥密度の95％以上（締固め試

験（JIS A 1210）A･B法）もしくは90％以上

（締固め試験（JIS A 1210）C･D･E法）ただ

し、JIS A 1210 C･D･E法での管理は、標準の

施工仕様よりも締固めエネルギーの大きな転

圧方法（例えば、標準よりも転圧力の大きな

機械を使用する場合や１層あたりの仕上り厚

を薄くする場合）に適用する。 

または、設計図書による。

または、「ＲＩ計器

を用いた盛土の締固

め管理要領(案)」によ

る。

次の密度への締固めが可能な範囲の含水比に

おいて、１管理単位の現場乾燥密度の平均値

が最大乾燥密度の97％以上（締固め試験（JIS

A 1210）A･B法）もしくは92％以上（締固め

試験（JIS A 1210）C･D･E法）ただし、JIS A 

1210 C･D･E法での管理は、標準の施工仕様よ

りも締固めエネルギーの大きな転圧方法（例

えば、標準よりも転圧力の大きな機械を使用

する場合や１層あたりの仕上り厚を薄くする

場合）に適用する。 

または、設計図書による。

「TS・GNSS を用い

た盛土の締固め管理

要領」による。

による。

施工範囲を小分割した管理ブロッ

クの全てが規定回数だけ締め固め

られたことを確認する。ただし、

路肩から１ｍ以内と締固め機械が

近寄れない構造物周辺は除く。 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

補
強
土
壁
工

材
料

必
須

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。 

外観検査（ストリッ

プ、鋼製壁面材、コン

クリート製壁面材等）

補強土壁工法各設

計・施工マニュアル

による。 

補強土壁工法各設計・施工マニュ

アルによる。 

コンクリート製壁面材

のコンクリート強度試

験

補強土壁工法各設

計・施工マニュアル

による。 

補強土壁工法各設計・施工マニュ

アルによる。 

そ
の
他

土の粒度試験 補強土壁工法各設

計・施工マニュアル

による。 

補強土壁工法各設計・施工マニュ

アルによる。 

施
工

必
須

現場密度の測定

※右記試験方法（3 種

類）のいずれかを実施

する。

最大粒径≦53mm：砂

置換法 

JIS A 1214 

最大粒径＞53mm： 

舗装調査・試験方法

便覧[4]-185突砂法 

次の密度への締固めが可能な範囲の含水比に

おいて、最大乾燥密度の95％以上（締固め試

験（JIS A 1210）A･B法）もしくは90％以上

（締固め試験（JIS A 1210）C･D･E 

法）ただし、JIS A 1210 C･D･E法での管理は、

標準の施工仕様よりも締固めエネルギーの大

きな転圧方法（例えば、標準よりも転圧力の

大きな機械を使用する場合や１層あたりの仕

上り厚を薄くする場合）に適用する。 

または、設計図書による。

または、「ＲＩ計器

を用いた盛土の締固

め管理要領(案)」によ

る。

次の密度への締固めが可能な範囲の含水比に

おいて、１管理単位の現場乾燥密度の平均値

が最大乾燥密度の97％以上（締固め試験（JIS

A 1210）A･B法）もしくは92％以上（締固め

試験（JIS A 1210）C･D･E法）ただし、JIS A 

1210 C･D･E法での管理は、標準の施工仕様よ

りも締固めエネルギーの大きな転圧方法（例

えば、標準よりも転圧力の大きな機械を使用

する場合や１層あたりの仕上り厚を薄くする

場合）に適用する。 

または、設計図書による。

「TS・GNSS を用い

た盛土の締固め管理

要領」による。

による。

施工範囲を小分割した管理ブロッ

クの全てが規定回数だけ締め固め

られたことを確認する。ただし、

路肩から１ｍ以内と締固め機械が

近寄れない構造物周辺は除く。 



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-92～管理-94（省略）  管理-92～管理-94（省略）

 管理-95  管理-95 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

吹
付
工

材
料

そ
の
他
（
〃
）

練混ぜ水の水質試験 上水道及び水道

水以外の水の場

合：JIS A 

5308付属書3 

懸濁物質の量：2g/ 以下

溶解性蒸発残留物の量：1g/ 以下

塩化物イオン量：200ppm以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60

分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7日及び28日で90％以上 

回収水の場合：

JIS A 

5308付属書3

塩化物イオン量：200ppm以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60

分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7日及び28日で90％以上 

施
工

必
須

コンクリートの圧縮強

度試験 

JIS A 1107 

JIS A 1108 

土木学会規

準 

JSCE-F561- 

20052013

3本の強度の平均値が材令28日で設計強

度以上とする。 

そ
の
他
※

スランプ試験 

（モルタルを除く） 

JIS A 1101 ｽﾗﾝﾌﾟ 5cm以上 8cm未満:許容差±1.5cm 

ｽﾗﾝﾌﾟ 8cm以上 18cm未満:許容差±2.5cm 

塩化物総量規制 「ｺﾝｸﾘｰﾄの

耐久性向

上」 

原則0.3kg/ 以下

空気量測定 JIS A 1116 

JIS A 1118 

JIS A 1128 

±1.5%（許容差） 

コアによる強度試験 JIS A 1107 設計図書による 

製
造
※

必
須

細骨材の表面水率試験 JIS A 1111 設計図書による 

粗骨材の表面水率試験 JIS A 1125 設計図書による 

現
場
吹
付
法
枠
工

(

簡
易
法
枠
工
含
む)

材
料

必須 アルカリ骨材反応対策 吹付工に準じる 

そ
の
他
※

骨材のふるい分け試験 吹付工に準じる 

骨材の密度及び吸水率

試験 

吹付工に準じる 

セメントの物理試験 吹付工に準じる 

ポルトランドセメントの化

学分析 

吹付工に準じる 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

吹
付
工

材
料

そ
の
他
（
〃
）

練混ぜ水の水質試験 上水道及び水道

水以外の水の場

合：JIS A 

5308付属書3 

懸濁物質の量：2g/ 以下

溶解性蒸発残留物の量：1g/ 以下

塩化物イオン量：200ppm以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60

分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7日及び28日で90％以上 

回収水の場合：

JIS A 

5308付属書3

塩化物イオン量：200ppm以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60

分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7日及び28日で90％以上 

施
工

必
須

コンクリートの圧縮強

度試験 

JIS A 1108 

土木学会規

準 

JSCE-F561- 

2005 

3本の強度の平均値が材令28日で設計強

度以上とする。 

そ
の
他
※

スランプ試験 

（モルタルを除く） 

JIS A 1101 ｽﾗﾝﾌﾟ 5cm以上 8cm未満:許容差±1.5cm 

ｽﾗﾝﾌﾟ 8cm以上 18cm未満:許容差±2.5cm 

塩化物総量規制 「ｺﾝｸﾘｰﾄの

耐久性向

上」 

原則0.3kg/ 以下

空気量測定 JIS A 1116 

JIS A 1118 

JIS A 1128 

±1.5%（許容差） 

コアによる強度試験 JIS A 1107 設計図書による 

製
造
※

必
須

細骨材の表面水率試験 JIS A 1111 設計図書による 

粗骨材の表面水率試験 JIS A 1125 設計図書による 

現
場
吹
付
法
枠
工

(

簡
易
法
枠
工
含
む)

材
料

必須 アルカリ骨材反応対策 吹付工に準じる 

そ
の
他
※

骨材のふるい分け試験 吹付工に準じる 

骨材の密度及び吸水率

試験 

吹付工に準じる 

セメントの物理試験 吹付工に準じる 

ポルトランドセメントの化

学分析 

吹付工に準じる 



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-96（省略）  管理-96（省略）

 管理-97 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

現
場
吹
付
法
枠
工(

簡
易
法
枠
工
含
む) 

材
料

そ
の
他

骨材の微粒分量試験 吹付工に準じる 

砂の有機不純物試験 吹付工に準じる 

ﾓﾙﾀﾙの圧縮強度による

砂の試験 

吹付工に準じる 

骨材中の粘土塊量の試

験 

吹付工に準じる 

硝酸ナトリウムによる

骨材の安定性試験 

吹付工に準じる 

練混ぜ水の水質試験 吹付工に準じる 

施
工

必
須

コンクリートの圧縮強

度試験 

JIS A 1107 

土木学会規準 

JSCE F561-20052013

設計図書による 

そ
の
他

スランプ試験 

（モルタル除く） 

JIS A 1101 ５㎝以上８㎝未満：±1.5㎝ 

８㎝以上１８㎝未満：±2.5㎝ 

塩化物総量規制 「コンクリートの耐

久性向上（案）」に

よる 

原則0.3kg/m3以下 

空気量測定 JIS A 1116 

JIS A 1118 

JIS A 1128 

±1.5％(許容差) 

製
造
※

必
須

細骨材の表面水率試験 JIS A 1111 設計図書による 

粗骨材の表面水率試験 JIS A 1125 設計図書による 

 管理-97 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

現
場
吹
付
法
枠
工(

簡
易
法
枠
工
含
む) 

材
料

そ
の
他

骨材の微粒分量試験 吹付工に準じる 

砂の有機不純物試験 吹付工に準じる 

ﾓﾙﾀﾙの圧縮強度による

砂の試験 

吹付工に準じる 

骨材中の粘土塊量の試

験 

吹付工に準じる 

硝酸ナトリウムによる

骨材の安定性試験 

吹付工に準じる 

練混ぜ水の水質試験 吹付工に準じる 

施
工

必
須

コンクリートの圧縮強

度試験 

JIS A 1107 

土木学会規準 

JSCE F561-2005 

設計図書による 

そ
の
他

スランプ試験 

（モルタル除く） 

JIS A 1101 ５㎝以上８㎝未満：±1.5㎝ 

８㎝以上１８㎝未満：±2.5㎝ 

塩化物総量規制 「コンクリートの耐

久性向上（案）」に

よる 

原則0.3kg/m3以下 

空気量測定 JIS A 1116 

JIS A 1118 

JIS A 1128 

±1.5％(許容差) 

製
造
※

必
須

細骨材の表面水率試験 JIS A 1111 設計図書による 

粗骨材の表面水率試験 JIS A 1125 設計図書による 



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-98～管理-102（省略）  管理-98～管理-102（省略）

 管理-103  管理-103 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

道
路
土
工

施
工

必
須

現場密度の測定

※右記試験方法

（3 種類）のい

ずれかを実施す

る。

最大粒径≦53mm: 

砂置換法(JIS A 

1214) 

最大粒径＞53mm: 

舗装調査・試験方法

便覧[4]-185256 突

砂法 

(砂質土) 

・路体：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比に

おいて、最大乾燥密度の90％以上（締固め試験（JIS

A 1210）A･B法）。 

・路床及び構造物取付部：次の密度への締固めが可能

な範囲の含水比において、最大乾燥密度の 95％以上

（締固め試験（JIS A 1210）A･B法）もしくは90％以

上（C･D･E法）ただし、JIS A 1210 C･D･E法での管理

は、標準の施工仕様よりも締固めエネルギーの大きな

転圧方法（例えば、標準よりも転圧力の大きな機械を

使用する場合や１層あたりの仕上り厚を薄くする場

合）に適用する。 

（粘性土） 

・路体：自然含水比またはトラフィカビリティーが

確保できる含水比において、空気間隙率Vaが2％≦

Va≦8％。ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質

土の基準を適用することができる。 

その他、設計図書による。 

「ＲＩ計器を用いた盛

土の締固め管理要領

(案)」による。

(砂質土) 

・路体：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比に

おいて、1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾

燥密度の 92％以上（締固め試験（JIS A 1210）A･B

法）。 

・路床及び構造物取付部：次の密度への締固めが可能

な範囲の含水比において、1管理単位の平均値が最大

乾燥密度の97％以上（締固め試験（JIS A 1210）A･B

法）もしくは92％以上（C･D･E法）ただし、JIS A 1210 

C･D･E法での管理は、標準の施工仕様よりも締固めエ

ネルギーの大きな転圧方法（例えば、標準よりも転圧

力の大きな機械を使用する場合や１層あたりの仕上

り厚を薄くする場合）に適用する。 

（粘性土） 

・路体：自然含水比またはトラフィカビリティーが

確保できる含水比において、1管理単位の現場空気

間隙率が8％以下。ただし、締固め管理が可能な場

合は、砂質土の基準を適用することができる。 

または、設計図書による。

「TS・GNSSを用いた盛土の締

固め情報化施工管理要領」に

よる。 

施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回

数だけ締め固められたことを確認する。

プルーフローリ

ング

舗装調査・試験方法

便覧G024023 

[4]-288

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

道
路
土
工

施
工

必
須

現場密度の測定

※右記試験方法

（3 種類）のい

ずれかを実施す

る。

最大粒径≦53mm: 

砂置換法(JIS A 

1214) 

最大粒径＞53mm: 

舗装調査・試験方法

便覧[4]-185 突砂法 

(砂質土) 

・路体：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比に

おいて、最大乾燥密度の90％以上（締固め試験（JIS

A 1210）A･B法）。 

・路床及び構造物取付部：次の密度への締固めが可能

な範囲の含水比において、最大乾燥密度の 95％以上

（締固め試験（JIS A 1210）A･B法）もしくは90％以

上（C･D･E法）ただし、JIS A 1210 C･D･E法での管理

は、標準の施工仕様よりも締固めエネルギーの大きな

転圧方法（例えば、標準よりも転圧力の大きな機械を

使用する場合や１層あたりの仕上り厚を薄くする場

合）に適用する。 

（粘性土） 

・路体：自然含水比またはトラフィカビリティーが

確保できる含水比において、空気間隙率Vaが2％≦

Va≦8％。ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質

土の基準を適用することができる。 

その他、設計図書による。 

「ＲＩ計器を用いた盛

土の締固め管理要領

(案)」による。

(砂質土) 

・路体：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比に

おいて、1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾

燥密度の 92％以上（締固め試験（JIS A 1210）A･B

法）。 

・路床及び構造物取付部：次の密度への締固めが可能

な範囲の含水比において、1管理単位の平均値が最大

乾燥密度の97％以上（締固め試験（JIS A 1210）A･B

法）もしくは92％以上（C･D･E法）ただし、JIS A 1210 

C･D･E法での管理は、標準の施工仕様よりも締固めエ

ネルギーの大きな転圧方法（例えば、標準よりも転圧

力の大きな機械を使用する場合や１層あたりの仕上

り厚を薄くする場合）に適用する。 

（粘性土） 

・路体：自然含水比またはトラフィカビリティーが

確保できる含水比において、1管理単位の現場空気

間隙率が8％以下。ただし、締固め管理が可能な場

合は、砂質土の基準を適用することができる。 

または、設計図書による。

「TS・GNSSを用いた盛土の締

固め情報化施工管理要領」に

よる。 

施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回

数だけ締め固められたことを確認する。

プルフローリン

グ

舗装調査・試験方法

便覧G024 



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-104（省略）  管理-104（省略）

 管理-105  管理-105 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

道
路
土
工

施
工

そ
の
他

現場ＣＢＲ試験 JIS A 1222 設計図書による。

平板載荷試験 JIS A 1215 

含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 

コーン指数の測定 舗装調査・試験方

法便覧S044

[1]-273

設計図書による。 

たわみ量 舗装調査・試験方

法便覧S046 [1]-

284(ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ) 

設計図書による。

ガ
ス
切
断
工

施
工

必
須

表面粗さ 目視 主要部材の最大の表面の粗さ 

50μmRy 以下 

二次部材の最大表面粗さ 

100μmRy 以下（ただし、切削による場合は

50μmRy以下）

ノッチ深さ ・目視 

・計測 

主要部材：ノッチがあってはな

らない 

二次部材：1mm以下 

スラグ 目視 塊状のスラグが点在し、付着し

ているが、こん跡を残さず容易

にはく離するもの。 

上線の溶け 目視 わずかに丸みをおびているが、

滑らかな状態のもの。 

そ
の
他

平面度 計測器による計測 設計図書による（日本溶接協会

規格「ガス切断面の品質基準」

に基づく） 

ベベル精度 設計図書による（日本溶接協会

規格「ガス切断面の品質基準」

に基づく） 

真直度 計測器による計測 設計図書による（日本溶接協会

規格「ガス切断面の品質基準」

に基づく） 

溶
接
工

施
工

必
須

引張試験：開先溶接 JIS Z 2241 引張強さが母材の規格値以上。 

工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 

道
路
土
工

施
工

そ
の
他

現場ＣＢＲ試験 JIS A 1222 設計図書による。

平板載荷試験 JIS A 1215 

含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 

コーン指数の測定 舗装調査・試験方

法便覧S044 

設計図書による。 

たわみ量 舗装調査・試験方

法便覧S046(ﾍﾞﾝｹﾞﾙ

ﾏﾝﾋﾞｰﾑ) 

設計図書による。

ガ
ス
切
断
工

施
工

必
須

表面粗さ 目視 主要部材の最大の表面の粗さ 

50μmRy 以下 

二次部材の最大表面粗さ 

100μmRy以下（ただし、切削による場合は

50μmRy 以下）

ノッチ深さ ・目視 

・計測 

主要部材：ノッチがあってはな

らない 

二次部材：1mm以下 

スラグ 目視 塊状のスラグが点在し、付着し

ているが、こん跡を残さず容易

にはく離するもの。 

上線の溶け 目視 わずかに丸みをおびているが、

滑らかな状態のもの。 

そ
の
他

平面度 計測器による計測 設計図書による（日本溶接協会

規格「ガス切断面の品質基準」

に基づく） 

ベベル精度 設計図書による（日本溶接協会

規格「ガス切断面の品質基準」

に基づく） 

真直度 計測器による計測 設計図書による（日本溶接協会

規格「ガス切断面の品質基準」

に基づく） 

溶
接
工

施
工

必
須

引張試験：開先溶接 JIS Z 2241 引張強さが母材の規格値以上。 



林務関係工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

 管理-106～管理-112（省略）  管理-106～管理-112（省略）

 管理-113 

 写真管理基準 

１～６（省略） 

７（１）（省略） 

（２）有効画素数は小黒板の文字が判読できることを指標とする。縦横比は３：４程度とする。

（100画素程度～300万画素程度＝1200×900程度～2000×1500程度） 

  ８～１１（省略） 

 管理-113 

 写真管理基準 

１～６（省略） 

７（１）（省略） 

（２）有効画素数は小黒板の文字が判読できることを指標とする。縦横比は３：４程度とする。 

（100画素程度～300万画素程度＝1200×900程度～2000×1500程度） 

  ８～１１（省略） 

 管理-117～管理-118（省略）  管理-117～管理-118（省略）

 管理-119 

品質管理写真撮影箇所一覧表

区分 工種 種別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

品
質
管
理

（略） （略） （略） （略） （略） 

下層路盤 

現場密度の測定 

試験実施状況 試験実施中 

各種路盤毎に１回 

プルーフローリング 路盤毎に１回 

平板載荷試験 各種路盤毎に１回 

骨材のふるい分け試

験 

品質に異常が認めら

れた場合 
土の液性限界・塑性

限界試験 

含水比試験 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 管理-119 

品質管理写真撮影箇所一覧表

区分 工種 種別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

品
質
管
理

（略） （略） （略） （略） （略） 

下層路盤 

現場密度の測定 

試験実施状況 試験実施中 

各種路盤毎に１回 

プルフローリング 路盤毎に１回 

平板載荷試験 各種路盤毎に１回 

骨材のふるい分け試

験 

品質に異常が認めら

れた場合 
土の液性限界・塑性

限界試験 

含水比試験 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 管理-120 

区分 工種 種別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

品
質
管
理

（略） （略） （略） （略） （略） 

アンカー工 

モルタルのフロー値

試験 

試験実施状況 試験実施中 

適宜 

モルタルの圧縮強度

試験 

適性試験（多サイク

ル確認試験） 
全数 

 管理-120 

区分 工種 種別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

品
質
管
理

（略） （略） （略） （略） （略） 

アンカー工 

モルタルのフロー値

試験 

試験実施状況 試験実施中 

適宜 

モルタルの圧縮強度

試験 

適性試験（多サイク

ル確認試験） 
全数 
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適性確認試験（１サ

イクル確認試験） 

その他の確認試験 

（略） （略） （略） （略） （略） 

適性試験（１サイク

ル確認試験） 

その他の確認試験 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 管理-121 

区分 工種 種別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

品
質
管
理

（略） （略） （略） （略） （略） 

道路土工（施工）

現場密度の測定 

試験実施状況 試験実施中 

土質毎に１回 

プルーフローリング 工種毎に１回 

現場ＣＢＲ試験 

土質毎に１回 

平板載荷試験 

含水比試験 
降雨後又は含水比の変化が

認められた場合 

コーン指数の測定 
トラフィカビリティ

が悪い場合 

たわみ量 

プルーフローリング

の不良箇所について

実施 

 管理-121 

区分 工種 種別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

品
質
管
理

（略） （略） （略） （略） （略） 

道路土工（施工）

現場密度の測定 

試験実施状況 試験実施中 

土質毎に１回 

プルフローリング 工種毎に１回 

現場ＣＢＲ試験 

土質毎に１回 

平板載荷試験 

含水比試験 
降雨後又は含水比の変化が

認められた場合 

コーン指数の測定 
トラフィカビリティ

が悪い場合 

たわみ量 

プルーフローリング

の不良箇所について

実施 

 管理-122～管理-135（省略）  管理-122～管理-135（省略）


