
林務関係森林整備工事標準仕様書新旧対照表

改正後 現行 備考 

第１章 総則 

 第１０１条 適用 

１（省略） 

２ 請負者は、森林整備仕様書の適用にあたって、農林水産関係工事等監督要領（以下「監督要領」とい

う。)及び農林水産関係等事業等検査要領（以下「検査要領」という。）に従った監督・検査体制のもと

で施工管理を行うものとする。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１

６７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、森林整備仕様書の適用にあたって、農林水産関係工事等監督要領（以下「監督要領」とい

う。)及び農林水産関係等事業検査要領（以下「検査要領」という。）に従った監督・検査体制のもとで

施工管理を行うものとする。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１６

７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 この森林整備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。 

４～９（省略） 

１０ 特記仕様書とは、森林整備仕様書を補足し、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。

１１～２０（省略） 

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 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。 

２３（省略） 

２４ 書面とは、手書き、印刷物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。

２５～２７（省略） 

２８ 工事検査とは、検査員が契約書第３２条、第３３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。 

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。 

４～９（省略） 

１０ 特記仕様書とは、森林整備仕様書を補足し、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。 

１１～２０（省略） 

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 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。 

２３（省略） 

２４ 書面とは、手書き、印刷物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。 

２５～２７（省略） 

２８ 工事検査とは、検査員が契約書第３２条、第３３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。 
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２９ 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。

２９３０ 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。 

３０１（省略） 

３１２（省略） 

３３ 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。 

３２４ 工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の建設設置また

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

う。 

３５ 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。

３３６（省略） 

３４７（省略） 

３５８（省略） 

３６９（省略） 

３７４０（省略） 

３８４１（省略） 

３９４２（省略） 

４０３ ＪＩＳ規格とは、日本工産業規格をいう。 

２９ 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。 

３０（省略） 

３１（省略） 

３２ 工事着手日とは、実際の工事のための準備工事（現場事務所等の建設または測量を開始することを

いい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む）の初日をいう。 

３３（省略） 

３４（省略） 

３５（省略） 

３６（省略） 

３７（省略） 

３８（省略） 

３９（省略） 

４０ ＪＩＳ規格とは、日本工業規格をいう。 

 第１０３条（省略）  第１０３条～第１４８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(林務関係工

事標準仕様書参考資料（以下「参考資料」）という。)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（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(林務関係工

事標準仕様書参考資料（以下「参考資料」）という。)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（省略） 

 第１０５条（省略）  第１０５条（省略）

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

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
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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） 

督員に提出しなければならない。 

２～５（省略） 

 第１０７条～第１０８条（省略）  第１０７条～第１０８条（省略）

第１０９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１０９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１１０条 工事の下請負 

１（省略） 

２ 請負者は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を（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１１０条 工事の下請負 

１（省略） 

２ 請負者は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を（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。 

第１１１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、施工体制台帳（林務関係工事標準

仕様書参考資料（以下「参考資料」）という。）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、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図（参考資料）を作成し、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 第１項の請負者は、施工体制台帳又は施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に

提出しなければならない。

（新設）  

 第１１１２条～第１２３４条（省略）  第１１１条～第１２３条（省略）

第１２４５条 施工管理 

１～４（省略） 

５ 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。 

６～７（省略） 

第１２４条 施工管理 

１～４（省略） 

５ 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。 

６～７（省略） 

 第１２５６条～第１２６７条（省略）  第１２５条～第１２６条（省略）

第１２７８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

第１２７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
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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）

及び「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）を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の

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

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。 

１２～１８（省略） 

１９ 監督員が、労働安全衛生法（平成１８年６月２日改定昭和４７年法律第５０７号）第３０条第１項

に規定する措置を講じる者として、同条第２項の規定に基づき、請負者を指名した場合には、請負者は

これに従うものとする。 

２０～２５（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、標準仕様書第３６２条手すり先行型足場工の規定に

よるものとする。 

２７～３０（省略） 

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）及び

「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）を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止

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

１２～１８（省略） 

１９ 監督員が、労働安全衛生法（平成１８年６月２日改定法律第５０号）第３０条第１項に規定する措

置を講じる者として、同条第２項の規定に基づき、請負者を指名した場合には、請負者はこれに従うも

のとする。 

２０～２５（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、標準仕様書第３６２条手すり先行型足場の規定によ

るものとする。 

２７～３０（省略） 

 第１２８９条～第１３２３条（省略）  第１２８条～第１３２条（省略）

第１３３４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」（昭和

３５年１２月１７日内閣府・国土交通省令第２５号、平成３０年１２月改正）、「道路工事現場におけ

第１３３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」（昭和

３５年１２月１７日内閣府・国土交通省令第２号）、「道路工事現場における標示施設等の設置基準」
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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(案)」（平成１９年４月愛知県建設部、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。 

５～１０（省略） 

１１（１）①～④（省略） 

⑤道路工事保安施設設置基準（案）に定める標識及び案内板の拡大率（施工場所による判断基準）は、

表１－４による。 

１１（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、監

督員の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。 

１２～１３（省略） 

１４ 請負者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条に

おける一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４７条

の２に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令（昭和２７

年政令第４７９号）第２２条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路

交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５７条に基づく許可を得ていることを確認しなければならな

い。 

１５（省略） 

（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(案)」（平成１９年４月愛知県建設部）に基づき安全対策を講じなければならない。 

５～１０（省略） 

１１（１）①～④（省略） 

⑤道路工事保安施設設置基準（案）に定める標識及び案内板の拡大率（施工場所による判断基準）は、

表１－４による。 

１１（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、監督員の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、監督員に提出するものとする。 

１２～１３（省略） 

１４ 請負者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条に

おける一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４７条

の２に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。 

１５（省略） 

第１３４５条～第１４３４条（省略） 第１３４条～第１４３条（省略）

第１４４５条 現場代理人及び主任技術者 

１ 請負者は、契約書第１１条に規定する現場代理人、主任技術者を定め、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。

（以下略） 

２～６（省略） 

第１４４条 現場代理人及び主任技術者 

１ 請負者は、契約書第１１条に規定する現場代理人、主任技術者を定め、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。

（以下略） 

２～６（省略） 
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 第１４５６条～第１４８９条（省略）  第１４５条～第１４８条（省略）

第２章～第７章（省略） 第２章～第７章（省略）  


