平成２２年度

共通仕様書（土木工事編）の改正について
〈平成２２年７月１日改正〉
平成２２年７月
技術管理担当者資料

１．土木工事編［Ⅰ］
●第１編
第１章

共通編
総則

1‑1‑8 CORINSへの登録（P8)
コリンズ登録システムの変更による。
1‑1‑37 環境対策（P34)
一部の工事用建設機械の排ガス対策型建設機械を義務づけ。
1‑1‑39 交通安全管理（P38)
国からの通知に伴い工事現場における工事情報板及び工事説明看板の記載について修正した。
1‑1‑40 諸法令の遵守（P40)
基準書の改定により、一部変更した。
1‑1‑44

提出書類（P45)

近年、電子媒体によるウイルス感染の報告があることから、ウイルスチェックの実施を明記した。
1‑1‑48 建設機械（P48)
一部の工事用建設機械の排ガス対策型建設機械を義務づけ。
それに伴い工事書類簡素化のため、排ガス対策型建設機械の写真を監督員へ提出を不要とした。
1‑1‑53 道路構造物の記録保存（P49)
監督員と協議することを追加した。
第２章

土工

第２節 適用すべき諸基準（P52)
基準書の改定により、一部変更した。
第３節 河川土工、海岸土工、砂防土工
2‑3‑3 盛土工（P58)
基準書の改定により、一部名称変更した。（舗装試験法便覧→舗装調査・試験法便覧）
第４節 道路土工
2‑4‑3 路体盛土工（P65)
基準書の改定により、一部名称変更した。（舗装試験法便覧→舗装調査・試験法便覧）
2‑4‑4 路床盛土工（P68)
基準書の改定により、一部名称変更した。（舗装試験法便覧→舗装調査・試験法便覧）

第３章

無筋、鉄筋コンクリート

第２節 適用すべき諸基準（P70)
基準書の改定により、一部変更した。
第７節 鉄筋工
3‑7‑5 継手（P84)
基準書の改定により、一部変更した。
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●第２編
第２章

材料編
土木工事材料

第３節 骨材
2‑3‑3 アスファルト舗装用骨材（P113)
基準書の改定により、一部名称変更した。（舗装試験法便覧→舗装調査・試験法便覧）
第３節 瀝青材料
2‑8‑3 再生用添加剤（P135)
基準書の改定により、一部名称変更した。（舗装試験法便覧→舗装調査・試験法便覧）
第１３節 その他
2‑13‑4 河川護岸用吸い出し防止シート（P143)
引張強さの規格の記載もれを表記した。
2‑13‑6 トンネル防水工（P144)
基準書の改定により、一部試験法名称を変更した。（JIS K 6301→JIS K 6252）
●第３編
第１章

土木工事共通編
一般施工

第２節 適用すべき諸基準（P149)
基準書の改定により、一部変更した。
第３節 共通的工種
1‑3‑14 桁製作工（P167)
国の仕様書に準じ、一部記述を変更した。
1‑3‑21 足場工（P187)
労働安全衛生規則の改正（平成21年6月）に伴い、記述を変更した。
第６節 一般舗装工
1‑6‑2 アスファルト舗装の材料（P209)
基準書の改定により、一部名称変更した。（舗装試験法便覧→舗装調査・試験法便覧）
1‑6‑5 アスファルト舗装工（P218)
基準書の改定により、一部名称変更した。（舗装試験法便覧→舗装調査・試験法便覧）
1‑6‑6 コンクリート舗装工（P226)
基準書の改定により、一部名称変更した。（舗装試験法便覧→舗装調査・試験法便覧）
第９節 構造物撤去工
1‑9‑3 構造物取壊し工（P246)
国の仕様書に準じ、一部記述を変更した。
●第４編
第２章

道路編
舗装

第２節 適用すべき諸基準（P280)
基準書の改定により、一部変更した。
第３節 舗装工
2‑3‑9 グースアスファルト舗装工（P288)
「道路橋床版防水便覧」の改定により、記述を一部変更した。
第８章

コンクリートシェッド

第２節 適用すべき諸基準（P396)
基準書の改定により、一部変更した。
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●第５編
第３章

河川編
樋門・樋管

第２節 適用すべき諸基準（P540)
基準書の改定により、一部変更した。
第４章

水門

第２節 適用すべき諸基準（P549)
基準書の改定により、一部変更した。
第１６節 舗装工
4‑16‑9 グースアスファルト舗装工（P592)
「道路橋床版防水便覧」の改定により、記述を一部変更した。
●第７編
第１章

砂防編
砂防堰堤

第２節 適用すべき諸基準（P685)
基準書の改定により、一部変更した。
●第１０編

参考資料

第１節 工事名標示板の記入例 (P763)
国からの通知及び仕様書に準じ、工事名標示板を変更した。
第２節 工事名標示板における県産木材使用の確認方法について (P771)
経年変化に伴い、県産材証明機関の一覧表について修正した。
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２．土木工事編［Ⅱ］
●土木工事施工管理基準及び規格値
第３編 土木共通編
1‑3‑6 吹付工（P41)
国の仕様書に準じ、測定基準を一部追加修正した。
1‑3‑14 桁製作工（P49)
国の仕様書に準じ、測定基準を一部追加修正した。
1‑4‑4 既製杭工（P58)
杭基礎施工便覧（H19.1)の改定に伴い国の仕様書に準じ、測定項目・規格を一部追加修正した。
1‑4‑4‑2 既製杭工（鋼管ソイルセメント杭）（P58)
国の仕様書に準じ、管理基準を新たに追加した。
1‑4‑5 場所打杭工（P58)
杭基礎施工便覧（H19.1)の改定に伴い国の仕様書に準じ、測定項目・規格を一部追加修正した。
1‑4‑6 深礎工（P58)
杭基礎施工便覧（H19.1)の改定に伴い国の仕様書に準じ、測定項目・規格を一部追加修正した。
1‑10‑22 法面吹付工（P100)
国の仕様書に準じ、測定基準を一部追加修正した。
2‑1‑6 側溝工（P100)
国の仕様書に準じ、規格値を一部修正した。
2‑4‑20 ポストテンション桁製作工（P132)
国の仕様書に準じ、測定基準を一部追加修正した。
2‑4‑23 PCホロースラブ製作工（P134)
国の仕様書に準じ、測定基準を一部追加修正した。
2‑4‑24 PC箱桁製作工（P136)
国の仕様書に準じ、測定基準を一部追加修正した。
2‑4‑25 PC押出し箱桁製作工（P136)
国の仕様書に準じ、測定基準を一部追加修正した。
第４編 道路編
1‑10‑5 遮音壁本体工（P152)
国の仕様書に準じ、測定基準を一部追加修正した。
2‑11‑5‑1 ケーブル配管工（P160)
国の仕様書に準じ、規格値を一部修正した。
3‑4‑8 橋台躯体工（P164)
国の仕様書に準じ、測定基準を一部追加修正した。
3‑5‑9 橋脚躯体工（張出式）（P166)
国の仕様書に準じ、測定基準を一部追加修正した。
3‑5‑9 橋脚躯体工（ラーメン式）（P168)
国の仕様書に準じ、測定基準を一部追加修正した。
●品質管理基準及び規格値
１．コンクリート標準示方書が平成20年に改定されたことを踏まえての見直し（国に準拠）
・骨材 ： 「電炉酸化スラグ細骨材（JIS A 5011‑4）」及び「コンクリート用再生骨材H（JIS A
5021）」を追加
・砂の有機不純物試験 ： 濃い場合のモルタル圧縮試験方法を改定
・骨材中の比重1.95の液体に浮く粒子の試験 ： 削除
２．基準書の改定により、一部名称の変更 （舗装試験法便覧→舗装調査・試験法便覧）（国に準拠）
●写真管理基準
１．切削オーバーレイ工（提出頻度）：代表箇所 各１枚 （国に準拠）(P394)
２．道路除草工（撮影頻度）：5kmに1回 （国に準拠）(P406)
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３．土木工事編［Ⅲ］
１．福島県工事請負契約約款
○福島県工事請負契約約款について(P4〜)
平成22年3月19日最終改正による変更
２．様式
○P240

電子納品に伴う電子媒体納品書を追加

４．保安施設設備基準（道路）
（１）福島県土木部保安施設設置基準（道路）
P248 保安施設の種類及び設置目的に体感マットを追加。
（保安施設標準様式図）
P251 保安施設標準様式図の工事名標示板を国の通知及び仕様書に準じ改正。
P254 保安施設標準様式図のまわり道案内標示板を国の通知及び仕様書に準じ改正。
P258 保安施設標準様式図（必要がある場合）の体感マットの参考図を追加。
（２）道路工事現場における標示施設等の設置基準（P272〜)
（道路工事の標示）
１．工事内容、工事期間、工事種別、施工主体、施工業者について国の通知及び仕様書に準じ明記。
２．工事名標示板の記載例を国の通知及び仕様書に準じ改正。
３．参考 工事情報看板等について、国の通知及び仕様書に準じ追加明記。
１０．土木工事安全施工技術指針

（P379〜）

○平成２１年３月３１日国の改正に伴い内容、表記の一部修正。
１８．福島県元請・下請関係適正化指導要綱及び工事現場における施工体制点検マニュアルについて
（P645)
○平成２１年６月９日改正に伴う修正。
１９．産業廃棄物管理票交付等状況報告制度について（P679)
１．関連ホームページアドレス変更に伴う修正
２．報告書提出先の追加修正（いわき市、郡山市）
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