
現場説明事項・施工条件明示事項 
 

 

 

 工事の実施に当たっては、｢土木工事共通仕様書｣･｢長野県土木工事施工管理基準｣･｢土木工事現場必

携｣･｢下水道土木工事共通仕様書(案) ｣(平成 17年 4 月 財団法人下水道新技術推進機構)(以下「下水道

共通仕様書」という)及びその他指定された図書の記載事項、かつ以下の事項について施工条件とする。

また、「１３注意事項」に記載した内容は、特記仕様書と同様の位置付けである。 

 

１  工事内容 
(1) 工事概要 

・工事概要は設計書表紙・内訳書のとおり。 

(2) 工事関連資料 

・本工事箇所に関連する測量･設計委託の成果資料、及び地質調査等の報告資料は閲覧が可能であ

る。また契約後は貸与も可能である。 

(3) ｺｽﾄ縮減 

・常に意識を持ってｺｽﾄ縮減に取り組み、設計に反映できるように努めること。 

 

２ 工期関係 
(1) 標準工期契約 

  ・工期は雨天･休日等を見込んでいる。なお、休日等には日曜日･祝日･夏期休暇及び年末年始休暇 

   の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。 

 

３  工事工程関係 
(1) 現場の制約・条件 

・施工期間及び施工方法等について、事前に工程の調整を行うこと。 

(2) 地元・関係機関との協議 

・着工に当たって、関係機関及び地元住民とすること。 

 なお、協議結果は施工計画書・協議記録書（様式任意）に記載し提出のこと。 

 

４  施工計画 
(1) 施工計画書 

・設計図書･「土木工事現場必携」・「土木工事共通仕様書」及び現場条件等を考慮し、現場での土

工事等の着手前に速やかに｢施工計画書｣を作成し提出すること。 

・工事内容に変更があった場合（変更内容指示時点または変更契約時点）は､｢変更施工計画書｣（当

初施工計画書に修正）を事前に作成し提出すること。 

(2) 添付書類 

・｢施工体制台帳｣、｢施工体系図｣（請負金額にかかわらず提出） 

・｢下請負人通知書｣、｢下請負人に関する事項｣、｢再下請通知書｣、すべての「下請負契約書」、「再

下請け契約書」の「写」（下請け金額にかかわらず提出）。 

・ﾘｻｲｸﾙ法第１２条第２項の規定による｢告知書｣の｢写｣（請負者に下請負がある場合）。 

・｢説明書｣に｢分別解体等の計画書｣を添付すること。 

・｢再生資源利用計画書｣、｢再生資源利用促進計画書｣。 

・収集運搬業者･中間処理業者及び最終処分業者の各｢許可証｣の｢写｣。 

・請負者と運搬･処理･処分業者との各｢契約書｣の｢写｣。 

・処理･処分業者の所在地及び計画運搬ﾙｰﾄ。 

・ 河川内作業における漁協との｢協議書｣の｢写｣。 

 

 

 



注）施工台帳の下請負人の判断 

事 例 

施工体制台帳記載の有無 

下請負人に関する事項、再下請通知書、下請契約書写、

施工体系図、下請負人通知書含む 

主任(監理)技術者の配置

の 

有無 

交通誘導員、ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ 台帳記載及び契約書写しを添付 
技術者の配置不要。ただし

、指定路線は資格者必要 

産業廃棄物処理業者 台帳記載及び契約書写しを添付 技術者の配置不要 

ﾀﾞﾝﾌﾟ運転（１人親方のﾀﾞﾝﾌﾟ運

転手） 

①個人事業主として建設会社と契約した場合、台帳記載 

技術者の配置不要 ②建設会社に車持ちで勤務し、建設会社と雇用関係にあ

る場合は台帳記載不要 

１日で完了する請負契約、少額

な作業・雑工・労務のみ単価契約

および請負契約 

業者間の契約が建設工事である場合は請負契約のため台

帳記載 

 
ｸﾚｰﾝ等の重機ｵﾍﾟﾚｰﾀを機械と一

緒にﾘｰｽ会社から借り上げる場

合 

台帳に記載する 

他の建設会社から応援者を借り

上げる場合 

①応援者を提供した会社と応援者を借上げた会社が請負

契約を締結した場合は台帳記載 

②応援者を借上げた会社が臨時雇用するなどして、その

応援者と雇用関係にある場合は、台帳記載不要 
技術者の配置不要 

(3) 関係機関への届出・協議 

・工事市町村への｢工事届｣ 

・労働基準監督署への「建設工事計画届」、「機械等設置変更届」 

・公安委員会への「道路使用許可申請」 

・建設事務所への「道路通行制限願」 

・河川内作業における漁協との協議 

 

５  用地・補償・支障物関係 
 (1) 工事支障物の処置（地下埋設物・地上物件等） 

・必要な借地及びこれに伴う諸手続は、請負者側で対応する。特に、｢農地の一時転用｣については、

事前に地方事務所農政課･市町村･農業委員会等と調整をすること。 

・借地等は原形復旧を原則とし、所有者及び管理者等と立会のうえ、借地期間内に返還まで完了す

ること。 

・借地等の復旧箇所は、着手前の状況を写真や測量成果等で記録すると共に、境界杭や構造物の移

転は引照点等を設けるなど適切な管理を行い、地権者等の立会で了解を得たうえで着工すること。 

 

６ 周辺環境保全関係 
(1) 大気への配慮 

・建設機械･設備等は、排出ｶﾞｽ対策型建設機械の使用を原則とする。（別紙－１） 

(2) 公道への配慮 

・現場から発生土等の搬出時には、運搬車両等の付着土砂を確実に除去してから一般道を通行する

こと。また、一般道が当工事による原因で破損及び汚れた場合は、請負者の責任において処理する

こと。 

(3) 過積載の防止 

・県が定める過積載防止対策に沿って必ず対策を行うこと。 

・取引ﾒｰｶｰから購入する各種材料(生ｺﾝ･Ａs･骨材等)や下請業者についても、過積載防止対策の範囲

とする。 

・対策について、｢施工計画書｣の施工方法に具体的に記載すること。 

・工事現場において過積載車両が確認された時は、速やかに改善を行うと共に発注者にその内容を

報告すること。 

・実施した過積載防止対策については、点検記録・写真等を整理の上、竣工時に提出すること。 

(4) 排水への対応 



・本工事施工に伴う排水は、沈殿処理･Ｐh管理等の各法令を守り、自然環境等へ悪影響を及ぼす事

のないよう適正に処理し、指示のある場合を除き近傍の公共用水域又は排水路等に排水する。ま

た、排水路等は、常に適切な維持管理を行い、従前の機能を損なわないようにすること。 

 

７  安全対策関係 
(1) 安全教育・研修・訓練 

・工事現場では、共通仕様書 1-1-37に基づき労働災害及び公衆災害防止に努めると共に、全作業員

を対象に定期的に安全教育･研修及び訓練を行うこと。 

・安全教育等は工事期間中月 1 回(半日)以上を実施し、この結果を工事日誌へ記録するほか工事写

真に整理して提出すること。  

(2) 交通管理 

① 交通誘導員 

・道路管理者･警察署等からの要請又は現場条件に著しい変更が生じた場合、当初設計で予定してい

る施工方法に対しく違う方法となった場合を除き、原則として設計変更の対象としない。 

② 交通安全施設 

・仮設ﾔｰﾄﾞ回りは、ﾊﾟﾈﾙﾌｪﾝｽ等を単管等で固定し、公衆の安全対策を講じること。 

・車道部分に接し車両等が飛び込みの恐れのある場合は、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ･視線誘導板･回転燈等を設置す

ると共に、特に夜間の安全対策に配慮すること。 

③  交通規制 

・規制箇所は袋小路にならないように計画し、規制期間を極力短くすること。 

また、行事等の時期を把握して地元の希望に沿う規制方法をとすること。 

(3) 掘削法面 

・斜面下部を切土する場合は、切土施工単位 10～20ｍを原則とするが、現場の状況で、これにより

がたい場合は必要な安全対策を講じるとともに、切土面を長時間放置することがないようにする

こと。 

・掘削法面上部は定期的に点検し、クラックの発生等地山の状態を常に把握しておくとともに、何

時崩壊があっても退避できる体制を取っておくこと。特に掘削高さ 10ｍ以上の法面下の工事、地

すべり崩壊地滑落崖下の工事では十分注意すること。 

〔参 考〕 

１）建設現場における警戒避難雨量の設定 

・河川内工事、またそれ以外の工事においても出水や土石流による被災が予想される箇所について

は、雨量計及び長野県砂防情報ｽﾃｰｼｮﾝ 

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://133.105.11.45/index.html）等による気象情報を入手するとともに、警

戒避難雨量を設定し、現場内の安全に万全を期すこととすること。 

【警戒避難雨量：連続雨量 75mm、24時間雨量 60mm、1時間雨量 15mm】 

※上記雨量は標準的な基準値であり、各現場条件を勘案し、必要な場合は別途基準雨量を設定して

対応すること。 

・連続雨量とは降雨中断が２４時間以内の総雨量をいう。 

・上記の各雨量に該当したら工事を中断し避難をすること。 

・降雨等により、地すべりや土石流の発生が予想され避難するときは、下流住民にもその旨を周知

徹底すること。 

 

８  仮設工関係 
  (1) 任意仮設 

・任意仮設は、明示された条件に基づき、自主的に工法を選定し、構造設計等必要な検討を行い 

施工するものとする。また、施工方法については請負者の創意によるが、施工計画書提出時に 

その方法について協議のこと。なお、明示した条件の変更がない限り変更の対象としないもの 

とする。 

  ・任意仮設についての図面は設計図書ではなく参考図であり、協議の妨げにはならない。 

  ・請負者に起因する工期延長に伴う、仮設材の損料または賃料機関の設計変更は原則として行わ 

ない。 



 (2) 指定仮設 

   指定仮設は、構造物と同等の管理対象である。 

 (3) 工事用道路について 

  ・公道及び私道を工事用道路として使用する場合は、交通整理及び安全管理を十分に行い、事故 

   や苦情の原因とならないようにすること。また、使用中に道路及び付属施設を破損した時は、 

   請負者の責任において速やかに原型復旧すること。 

  ・背後地を借用により工事用仮設道路として使用する場合は指定仮設扱いとする。借地以外の背 

   後地への影響を最小限とするに配慮すること。工事終了時には借地を原形復旧すること。 

 (4) 簡易土留工について 

   簡易土留工はその運用について任意仮設とする。 

 

９ 使用材料関係 
(1) 生コンクリート 

・使用材料の品質管理のため、配合報告書内容を確認し監督員に提出することとする。 

・水セメント比について明記のない場合は、下記のとおりとする。 

＜鉄筋コンクリート＞ W/C=55%以下 

＜無筋コンクリート＞ W/C=60%以下 

＜無筋コンクリート＞（耐久性を要しないもの）W/C=65%以下 

(2) アスファルトコンクリート 

・基準密度等の品質管理のために、必ず配合報告書を提出することとする。 

・材料について明記のない場合は、再生材を使用するものとする。 

(3) クラッシャーラン 

・材料について明記のない場合は、再生材を使用するものとするが、事前に使用材料の承認を得な

ければならない。 

 

１０ 発生土・廃棄物関係 
・建設リサイクル法対象工事の落札候補者は契約締結前に法第１２条第１項の規定に基づいて、発

注者に対し事前説明を行うこと（参考様式２）。 

・本工事において生じる建設発生土及び産業廃棄物等の処分は、下記の条件を想定して処分費･運

搬費を計上している。 

・建設副産物処理費は、施設毎の処理費と運搬費の合計が最も経済的な処理施設を選定している。

また、受注者においても、建設リサイクル法第５条の主旨に準じ建設副産物の再資源化等に要す

る費用を低減するよう努めること。 

・建設資材廃棄物は、建設リサイクル法９条に則りその種類ごとに分別すること。  

・発生物のうち建設発生土については、処分地の地形及び発生材料等を勘案し、総発生量の 1/2 を

処分地の整地費として計上する。ただし、処分は適正に行うとともに、処理量の管理、資料整備を

行うこと。 

(1) 建設発生土 

処分地を変更する場合は、発注者と協議を行うこと。なお、請負者の都合により処分先を変更し

た場合は、原則として設計変更しない。 

(2) 特定建設資材（建設リサイクル法） 

・請負者は、発注者から｢通知書｣の｢写｣を受け取ること。 

・請負者は、下請負がある場合は下請負業者に対し｢通知書｣の｢写｣を添付して｢告知書｣  にて告

知すること。 

・再資源化等が完了した時は、発注者に｢再資源化等報告書｣にて竣工時に報告すること。 

 ※排出する対象物が設計寸法と異なる場合は、発注者と協議すること。この際、寸法等を確認で

きる資料を提出すること。 

(3) 産業廃棄物（建設廃棄物処理指針） 

 建設工事に伴い発生する伐採木について、有効利用と経費節減の観点から（別紙―３）『建設工事

に伴い発生する伐採木の提供に関する特記仕様書』に基づき、伐採木の処理費の節減及び資源の有効

活用に努めること。なお引き渡し後に残った伐採木については、産業廃棄物として適正に処理を行う



こと。 

※積算に用いる木くず処理量の体積―重量換算は、実施設計単価表に記載される換算係数を用い

る。 

なお、体積(ｍ3)での確認となる場合は、体積を確認できるよう１台毎写真管理すること。 

(4) 建設副産物の運搬・処理 

・建設副産物を運搬･処理･処分業者に委託する場合は、必ず書面による委託契約を締結すること。 

・廃棄物の運搬･処理･処分を業とする｢許可証｣を確認し、その｢写｣を工事資料に添付すること。 

・下請負業者が建設副産物の運搬･処理･処分を行う場合でも、下請負契約とは別に委託契約を締結

すること。 

・｢ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ（産業廃棄物管理票）｣により適切に運搬･処理･処分されているか確認を行うと共に、｢ﾏ

ﾆｭﾌｪｽﾄ(A･B2･D･E 表)｣の｢写｣と再資源化施設･最終処分場との関係を示す写真を、竣工書類に添付

すること。 

・請負者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項は、処理方法、処分先（業者）、運搬委託先

（委託の場合）、再資源化の方法とする。 

（添付書類） 

・処理先の許可書の写し及び収集運搬業者の許可書の写し（収集運搬を委託する場合） 

・請負者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

・処理業者の所在地及び計画運搬ルート 

・下請けがある場合は、告知書の写し 

・「公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（土）」の説明

書及び分別解体等の計画等 

(5) 再生資源利用等実施書の提出 

・施工計画書提出時に、｢再生資源利用計画書｣･｢再生資源利用促進計画書｣を作成し提出すること。 

・しゅん工時に、｢再生資源利用実施書｣･｢再生資源利用促進実施書｣を作成し提出すること。 

・作成は指定されたｼｽﾃﾑにより行い、実施書はﾃﾞｰﾀの入力されたＦＤを添付すること。 

・対象は量の多少にかかわらず、建設副産物が発生する工事の全てとすること。 

(6) 処分量の確認 

・取りこわしにあたっては延長、幅、厚さ等が確認できる写真及び図面を作成の上、監督員と協議

のこと。また、処分量についてはマニフェスト伝票により監督員の確認を受けること。 

 

１１ 品質・技術管理関係 
(1) 建設資材の品質記録 

・土木構造物については建設資材の品質記録を作成し、工事完了時に提出すること。 

(2) 工事ｶﾙﾃ作成･登録 

・請負者は、工事請負代金額 500 万円以上の工事について、工事実績情報ｻｰﾋﾞｽ（CORINS･(財)日本

建設情報総合ｾﾝﾀｰ）の入力ｼｽﾃﾑに基づき｢工事ｶﾙﾃ｣を作成し、監督員の確認を受けた後、直ちに登

録を行い発行された｢工事ｶﾙﾃ受領書｣の｢写｣を監督員に下記により提出すること。 

・受注時登録の提出期限は、契約締結後 10日以内とする。 

・完了時登録の提出期限は、しゅん工検査日までとする。 

・施工中に受注時登録ﾃﾞｰﾀの内容に変更があった場合は、変更があった日から 10日以内とする。 

(3) 建設資材の試験 

・ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮試験及び鉄筋引張試験等は、原則として(財)長野県建設技術ｾﾝﾀｰ試験所にて行うこと。 

また、ｺﾝｸﾘｰﾄの供試体には、請負者の主任技術者又はｺﾝｸﾘｰﾄ担当技術者がサインしたＱＣ版を入れ

ること。 

(4) コンクリートの品質管理 

①コンクリート担当技術者の配置 

・５０ｍ3以上のｺﾝｸﾘｰﾄ工事においては、ｺﾝｸﾘｰﾄ担当技術者を配置し施工計画書に明示すること。 

・同技術者は、主任技術者及び監理技術者との兼務は可能である。また、現場代理人が主任技術者

の資格を有する場合は兼務が可能である。 

 

②責任分界点からの品質管理 



・請負者は、責任分界点から先の全ての品質管理に責任を負うものであり、品質管理のための試験

等を生ｺﾝ会社に委託する場合は、その全てに立会うこと。 

③コンクリート品質管理基準 

・コンクリートの品質管理は「長野県土木工事施工管理基準」によるものとする 

④生ｺﾝ納品書(伝票) 

・生ｺﾝ納品書は、しゅん工成果品として提出すること。 

・納品書には、工場発時間･現場着時間及び打設完了時間を記入すること。 

⑤コンクリートの養生 

・水セメント比の改訂に伴い、発熱によるクラック防止のため散水・むしろ養生を十分におこなう

こと。 

(5) 材料の承認 

・工事で使用する材料は、｢材料承認願｣で承認を得ること 

(6) 管理図または度数表・ヒストグラム 

・出来形及び品質管理について、管理図または度数表・ヒストグラムを作成し、竣工書類に添付す

ること。 

 

１２ その他 
(1) 各種調査・試験への協力 

｢土木工事共通仕様書｣1-1-17に基づき、発注者が自ら又は発注者が指定する第３者が行う下記の調

査･試験等に対して、請負者は協力すること。 

①公共事業労務費調査 

請負者は正確な調査が行えるように、労働基準法に従い就業規則を作成すると共に、賃金台帳を調

整･保存する等、雇用している現場労働者の賃金･時間管理を適切に行うこと。また、工事の一部を

下請負契約する場合、当該下請負工事の受注者も同様の義務を負う旨を定めること。 

②諸経費動向調査 

③施工合理化調査（歩掛実態調査） 

④施工形態動向調査 

調査対象になった工種には、発注者から通知すると共に、技術管理費に当該調査に関わる調査費用

を計上する。 

(2) 構造改善 

建設現場における福祉の改善や労働時間の短縮、又は建設産業への理解を深める事業の実施など

の構造改善対策にも配慮すること。 

(3) 暴力団 

暴力団関係者等から工事妨害などの被害を受けた時は、速やかに警察署に被害届を提出するこ

と。 

(4) 遵守事項 

長野県指導事項（別紙－２）を遵守すること。 

(5)不正軽油撲滅対策 

・軽油を燃料とする車両及び建設機械等には、ガソリンスタンド等で販売されている適性な軽油を

使用すること。 

・県庁税務課及び各地方事務所税務課がおこなう燃料の抜き取り調査等に協力すること。 

 

１３ 注意事項 

(1)監督員・副監督員 

 ・本工事は、監督員を松川村職員、副監督員を北アルプス広域連合職員が実施する。副監督員が監 

  督員に代わって施工上必要な指示、承諾及び協議並びに審査、立ち会い、検測、観察等を行う際 

  には、その事務に関する限りにおいて監督員と同様に取り扱うこと。 

 ・監督員から請負者に対して指示又は通知を行う場合は、副監督員を通じて行うことがある。この 

場合、監督員から直接指示又は通知があったものと同様に取り扱うこと。 

 ・監督員から請負者に対して直接指示があった場合には、速やかに副監督員に報告すること。 



 ・請負者が監督員に対して行う報告又は通知等は、副監督員を通じて行うことができるものとする。 

 ・この工事を担当する監督員、副監督員の氏名は、別に通知する。 

 (2)施工協議について 

 ・請負者は、工事施工に先立ち予想出来形図及び起工測量の作成を行い監督員と協議のこと。 

  出来型展開図とは、工事の全容（規模と位置）を表すものである。 

 ・起工測量は、変更の有無にかかわらず提出すること。 

  打ち合わせ結果により、施工方法等工法の変更もあり得る。 

 (3)工程管理について 

・工事を進めるにあたり工事工程のフォローアップを行うとともに、月末もしくは月初めに協議書に

より計画工程・実施工程の状況を必ず報告すること。 

・毎週必ず週間工程表を提出し、監督員の確認を受けること。 

(4)立会検査について 

 ・各工種の施工段階において検査記録表を作成し、その都度監督員の検査を受けること。 

 ・検査記録表には規格値を記入し、立会検査前に社内検査を行うこと。なお、測定値の記入は、原則

として手書きとすること。 

 (5)変更について 

 ・工事費内訳書記載の工種は、条件変更以外には、変更対象にならない。 

 ・工種及び数量の変更が生じた場合は、事前に書面をもって協議を行うこと。なお、事前協議のない

数量については、変更の対象とならない。 

 ・各種数量の算出に際しては、土木工事数量算出要領（案）及び設計図書に従うこと。 

 ・構造物の取壊し数量については、現地計測の上、展開図を作成すること。また、写真に寸法 

  値の記録を残すこと。 

(6)設計変更協議（国土交通省協議）について 

 ・設計変更協議が必要な場合は、測量、写真、図面等の資料作成を請負者において実施する。 

  設計変更協議が完了するまでの間、工程を調整して対応する。 

 (7)図面について 

 ・80％出来型展開図及び数量計算書は、変更の有無にかかわらず提出すること。 

  80％出来型展開図とは、最終設計値で表した出来型展開図である。 

 ・80％出来型縦・横断図は、監督員の指示があるときに提出すること。 

 ・100％出来型展開図は変更の有無にかかわらず提出すること。 

  100％出来型展開図とは、80％出来型展開図に実測値を併記した図面である。 

 ・100％出来型展開図は変更の有無にかかわらず提出すること。 

 ・展開図による面積等の算出において、管理横断線を無視しない。 

 (8)電子データについて 

・契約後、図面および数量計算の電子データは、貸与するため記録媒体を持参のこと。 

  ・80％出来形図及び数量については、電子データを併せて提出すること。 

  ・提出する図面のファイル形式は「.P21」、変更数量は当初貸与データに入力のこと。 

  (9)変更請負額について 

 ・設計変更に伴い算出する請負工事価格は、次式による請負比率により算出する。 

変更請負工事価格 ＝（ 変更設計工事価格×請負工事費／設計工事費 ）1万円以下切り捨て 

 変更請負工事価格、変更設計工事価格は税抜き価格である。 

  (10)プレキャストボックスカルバートについて 

 ・製品規格は公益社団法人日本下水道協会発行「下水道用鉄筋コンクリート製ボックスカルバート 

  JSWAS A-12」または「下水道用プレストレストコンクリート製ボックスカルバート JSWAS A-13」 

  (以下「日本下水道協会規格」という。)の規定に適合しなければならない。 

 ・異型製品（点検用、取付管・会合部用、斜角用、調整用）の形状寸法は、日本下水道協会規格の 

  規定を参考にすること。 

 (11)マンホール蓋について 

 ・下水道用マンホール蓋は、JSWAS G-4によらなければならない。 

 ・マンホール蓋はロック機能、転落防止用梯子付で浸水防止構造としなければならない。 

  マンホール蓋は、通行及び除雪作業等の事故防止や、人孔内への浸水防止に対して支障とらない 



  よう、路面勾配に従って、正確に施工しなければならない。 

 ・受枠の高さ調整は調整リング又は斜壁に伝えられる荷重を均等にするため、夢収縮モルタル及び 

  樹脂製調整材により施工しなければならない。 

 (12)材料検査 

 ・上記(10)及び(11)の材料については。使用にあたり承認を得るとともに、工場において所定の検 

  査を実施するものとする。ただし(社)日本下水道協会の認定工場制度による工場製品の場合は、 

  検査証明書等（自主検査・検査証明書及び検査成績書）の提出により立ち会い検査に替えること 

  ができる。この場合、事前に監督員の承諾を得るとともに現場に搬入された材料の認定標章及び 

  製造年月を確認するものとする。 

 (13)掘削について 

 ・掘削は諸材料その他の準備が整った後でなければ着手してはならない。 

 ・掘削は基底面に準じて凹凸のないよう注意して施工し、山崩れ等の恐れのないよう十分堅固な山 

  留を設け、建物、その他に接近した場所は特に完全な防護工事を施した後に工事を開始すること。 

 ・掘削に際し、湧水の排除法は排水基準を遵守し関係機関に事前に協議し、監督員の承諾を得なけ 

  ればならない。 

 ・常に地山の土質変化に対応できるよう万全の対策を考慮しておかなければならない。 

 (14)埋戻しについて 

 ・埋戻しに先立ち杭・矢板等は抜き去ることを原則とし、掘削箇所内に工事材料が残置しないよう 

  に十分点検しなければならない。 

 ・杭・矢板等を抜き去ることができないため切断する場合は、事前に切断位置について監督員の承 

  諾を得なければならない。また、切断位置は、原則として車道部にあっては路面からの深さ 2.5m 

  以上、歩道部にあっては路面からの深さ 1.5m以上とする。 

 ・埋戻しの材料は、原則として再生クラッシャーラン 40mm以下を使用しなければならない。ただし、 

  路床部以外の部分にあっては、良質土（修正 CBR２０以上）に限り使用することができる。 

 ・良質土にあっては、事前に JIS－A－1211に規定する「CBR試験」により試験を実施し、使用の良 

  否については監督員の承諾を得なければならない。 

 ・埋戻しにあっては、管の下部に空隙が生じないように、また構造物等に偏圧が作用しないように、 

  左右均等に十分締め固めなければならない。また、締固めに際しては各層、路床部 20cm以内、路 

  床部以外 30cm以内を標準として不陸のないように敷均し、十分締固めなければならない。 

 ・締固め方法は、施工当初において試験施工を実施し、作業標準の妥当性を確認し、監督員の承諾 

  を得なければならない。 

 ・埋戻工の品質管理は、下表により行うことを標準とする。 

 

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 

現場密度の測定 舗装試験法便覧 最大乾燥密度の９０％以上 
500m3につき 1回 

但し 1工区につき３回 

                         (注)1回につき供試体３個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙－１） 

排出ガス対策型建設機械について 

 

 本工事においては、（表－１）に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械の

使用を原則とする。 

 

 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平

成３年１０月８日付建設省経機発第２４９号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を

使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用出来ない場合は、平成７年度建設技術評価

制度募集課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された

民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術

審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と

同等とみなす。 

 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場

代理人は施工現場において、使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出するものとする。 

 

（表－１）排出ガス対策型建設機械を原則使用とする機種 

機   種 備   考 

 一般工事用建設機械 

 ・バックホウ 

 ・トラクタショベル（車輪式） 

 ・ブルドーザ 

 ・発動発電機（可搬式） 

 ・空気圧縮機（可搬式） 

 ・油圧ユニット 

 （以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、

独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載してい

るもの； 

油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機

、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、 

オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションド

リル、アースドリル、地下連続壁施工機、前回転型オール

ケーシング掘削機） 

 ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 

 ・ホイールクレーン 

 

 ディーゼルエンジン（エンジン出

力7.5kw以上260kw以下）を搭載した

建設機械に限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙－２） 

長野県指導事項 

 

（１）建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について 

  工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」に

おいて明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な

契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。 

 

（２）建設工事の適正な施工の確保について 

 一 建設業法（昭和２４年５月２４日法律第１００号）及び公共工事の入札契約の促進に関する法

律（平成１２年１１月２７日法律第１２７号）に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請

契約を締結しないこと。 

二 建設業法第２６条の規定により、請負者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任

技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者（工事現場に常駐し

て、専らその職務に従事する者で、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。）

を配置すること。 

請負代金の額が２千５百万円（建築一式工事である場合にあっては５千万円以上）以上の一定

の建設工事における主任技術者または監理技術者の専任を要しない期間の留意事項は以下のと

おりとする。 

・ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は

仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ

の専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と

の打合せにおいて決める。 

・ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、

後片付けのみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任

を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、請負者に通知し

た日（例：「完成検査確認通知書」等における日付）とする。 

  三 請負者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者のうち、当該建設工事に係

る建設業が指定建設業である場合の監理技術者は、建設業法第１５条第２号イに該当する者又は

同号ハの規定により建設大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

で、監理技術者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、監理技術者の写し

を契約時に提出する。また発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。 

  四 一、二及び三のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。 

 

（３）労働福祉の改善等について 

   建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種

保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。 

 

（４）建設業退職金共済制度について 

 一 建設業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共

済手帳に共済証紙を貼付すること。 

  二 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下請業者

が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により交付するこ

と、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度へ

の加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。 

 三 請負代金の額が８００万円以上の建設工事の請負契約を締結したときは、建設業者は、建退共

制度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事締結後１ヶ月以内に事務所長に提

出すること。なお、工事契約締結当初は工場制作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇

用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合に

おいては、あらかじめその理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により申し出ること。 



  四 建設業者は、三の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合等において、共済

証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。なお、

三の申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合において、共済証紙を追加購入

しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。 

 五 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払い簿その他関

係資料の提出を求めることがあること。 

  六 建退共制度に加入せず、又は共済証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、指

名等において考慮することがあること。 

  七 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者

に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあ

るので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。 

 

（５）ダンプトラック等による過積載、不正改造等の防止について 

 一 積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。 

 二 過積載、不正改造等を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 

  三 資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材等の購入等に当たっては、下請事

業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 

 四 さし枠装着車、物品積載装置、リヤバンパー等を不正改造したダンプカー及び不表示車等に土

砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。並びに工事現場に出入りすることのないようにす

ること。 

  五 過積載車両、さし枠装着車、リヤバンパーの切断・取り外し改造車、不表示車等から土砂等の

引き渡しを受ける等、過積載、不正改造等を助長することのないようにすること。 

  六 取引関係のあるダンプカ－事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、リヤバンパーの切断・

取り外し改造車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措

置を講ずること。 

  七 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」第１２条に規定

する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 

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

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

こと。 

  九 以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 

 十 上記の対策について、施工計画書に具体的に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


