
 

編-章-節-項 主な改定内容 頁 

第１編共通編 第１章総則 第 1節総則  

1-1-1-2 

用語の定義 

28．工事写真 

○「工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段と

して各工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、

出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準に基

づき撮影したものをいう。 

なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジ

タル工事写真の小黒板情報電子化について」（平成 29 年 1 月 30 日付

け国技建管第 10 号）に基づき実施しなければならない。」 
 太字部追記 

4 

1-1-1-7 

コリンズ

(CORINS)へ

の登録 

1.一般事項 

○「受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円

以上の工事について、工事実績情報サービスシステム（コリンズ）に

基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登

録のための確認のお願い」を作成しコリンズから監督員にメール送信

し、監督員等の確認を受けたうえ、受注時は契約後に、契約日を除き

10日以内（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に、登録内容の変更時は

変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成

時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時

は適宜登録機関に登録をしなければならない。 

登録対象は、工事請負代金額500万円以上（単価契約の場合は契約

総額）の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録

するものとする。 

なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うもの

とし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としな

い。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監

督員にメール送信される。が受注者に届いた際には、速やかに監督員

等に提示しなければならない。 

なお、変更時と工事完成時の間が10日間（土曜日、日曜日、祝日等

を除く）に満たない場合は、変更時の提示登録申請を省略できる。 

また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても

同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認

を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。」 

  太字部追記 

 

8 

1-1-1-23 

建設副産物 

7.建設副産物情報交換システム（COBRIS） 

○「受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設

発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を搬入または搬出する場合

には、施工計画作成時、工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交

換システム（COBRIS）に入力するものとする。なお、出力した調査票

は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」の提出に

代わるものとし、これにより難い場合には、監督職員と協議しなけれ

ばならない。」を追記 

 

15 



 

編-章-節-項 主な改定内容 頁 

1-1-1-33 

施工管理 

3.標示板の設置 

○「受注者は、施工に先立ち工事現場又はその周辺の一般通行人等が見

易い場所に、工事名、工期、発注者名及び、受注者名及び工事内容等

を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しな

ければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員等の

承諾を得て省略することができる。  

なお、標示板の記載にあたっては、工事に関する情報をわかりやす

く記載するものとし、図1-1-1を参考とする。 

また、記載内容については、工事内容に応じて、道路工事現場にお

ける標示施設等の設置基準について（昭和 37 年 8月 30 日付け 道発

372 号 道路局長通達、最新改正平成 18 年 3 月 31 日付け 国道利 37

号・国道国防第 205 号）、道路工事現場における工事情報板及び工事

説明看板の設置について（平成 18 年 3 月 31 日付け 国道利 38 号・

国道国防第 206 号 道路局路政課長、国道・防災課長通達）、河川工

事等の工事看板の取扱いについて（令和元年 5月 28 日付け 国水環

第 10 号・国水治第 22 号・国水保第 5号・国水海第 3号 水管理・国

土保全局河川環境課長、治水課長、保全課長、海岸室長通達）による

ものとする。」 

太字部追記 

 

 

 図 1-1-1 標示板の例 
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1-1-1-45 

諸法令の遵守 

1.諸法令の遵守 

○諸基準類の改定に伴う修正 

33～
35 



 

編-章-節-項 主な改定内容 頁 

第１編共通編 第２章一般施工 第３節 共通的工種  
1-2-3-2 

材料 

4.路側防護柵工の材料 
○「(7) 鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合（支柱を土中に

埋め込む場合であって地表面をコンクリートで覆う場合も含む）にお

いて、支柱地際部の比較的早期の劣化が想定される以下のような場所

には、一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部

の防錆・防食強化を図らなければならない。 

①海岸に近接し、潮風が強く当たる場所 

②雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性があ

る場所 

  ③路面上の水を路側に排水する際、その途上に支柱がある場合。」 

   を追記 

42 

1-2-3-12 

プレテンシ

ョン桁製作

工（購入工） 

2.適用規定 
○(3)②「蒸気養生を行う場合は、コンクリートの打込み後２時間以上

経過してから加熱を始めて製作されたもの。また、養生室の温

度上昇は１時間あたり15度以下とし、養生中の温度は65度以下

として製作されたものとする。また、養生終了後は急激に温度

を降下させてはならない。」 
太字部追記 

53 

1-2-3-13 

ポストテン

ション桁製

作工 

1.コンクリートの施工 
○「(5)受注者は、コンクリートの打ち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。」を追記 

53 

1-2-3-14 

プレキャス

トセグメン

ト主桁組立

工 

2.ブロック組立て施工 

○「ブロック組立ての施工については、以下の規定によるものとする。 

（1）プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材

質がエポキシ樹脂系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロック同

等以上のものを使用するものとする。エポキシ樹脂系接着剤を使用

する場合は、室内で密封して保管し、原則として製造後6ヵ月以上

経過したものは使用してはならない。また、水分を含むと品質が劣

化するので、雨天の時の作業は中止しなければならない。これ以外

の場合は、設計図書によるものとする。 

未硬化の接着剤の外観、粘土、加使時間、だれ最小厚さ、硬化し

た接着剤の比重、引張強さ、圧縮強さ、引張せん断接着強さ、接着

強さ、硬さ、特殊な条件下で使用する場合は、高温時の引張強さ、

水中硬化時の引張強さ、衝撃強さ、圧縮ヤング係数、熱膨張係数、

硬化収縮率、吸水率等について、必要に応じて試験を行い性能を確

認しなければならない。 

なお、接着剤の試験方法は 「コンクリート標準示方書（規準編）」

（土木学会、平成30年10月）における、JSCE-H101-2013プレキャス

トコンクリート用樹脂系接着剤（橋げた用）品質規格（案）による。

これにより難い場合は、監督員等の承諾を得なければならない。」 

 太字部追記 

表1-2-3削除 

56 
 



 

編-章-節-項 主な改定内容 頁 

第１編共通編 第２章一般施工 第７節 地盤改良工  

1-2-7-9 

固結工 

6.中層混合処理  

○「(1)改良材は、セメントまたはセメント系固化剤とする。 

  なお、土質等により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。 

 (2)施工機械は、鉛直方向に攪拌混合が可能な攪拌混合機を用い

ることとする。攪拌混合機とは、アーム部に攪拌翼を有し、プ

ラントからの改良材を攪拌翼を用いて原地盤と攪拌混合する

ことで地盤改良を行う機能を有する機械である。 

(3)受注者は、設計図書に示す改良天端並びに範囲を攪拌混合しな

ければならない。 

 なお、現地状況により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。 

 施工後の改良天端高については、攪拌及び注入される改良材に

よる盛上りが想定される場合、工事着手前に盛上り土の処理（利

用）方法について、監督員と協議しなければならない。」 

  を追記 

 

145 

第１編共通編 第２章一般施工 第１２節 工場製作工（共通）  

1-2-12-3 

桁製作工 

1.桁製作工 

○「表 1-2-52」を追加 
172 

第１編共通編 第４章無筋・鉄筋コンクリート 第２節 適用すべき諸基準  

1.適用規定 

1.適用規定 

○下記ガイドラインを追記 

・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の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検討委員会 現場打ち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 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員会 

コンクリート構造物における埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガイ

ドライン （平成 30 年 6 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員会 

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鉄筋継手

工法ガイドライン（平成 31 年１月） 

 

220 
・ 

221 

第１編共通編 第４章 無筋・鉄筋コンクリート 第５節 運搬・打設  

1-4-5-4 

打設 

16.不要となったスペーサの除去 

○削除 
228 



 

編-章-節-項 主な改定内容 頁 

1-4-5-7 

打継目 

2.打継目を設ける位置 

○「受注者は、打継目を設ける場合には、せん断力の小さい位置に設

けPC鋼材定着部背面等の常時引っ張り応力が作用する断面を避け、

打継面を部材のに圧縮力のが作用する方向と直角になるよう施工し

なければならないすることを原則とする。」  

  太字部追記 

229 

1-4-5-7 

打継目 

3.打継目を設ける場合の注意 

○「受注者は、やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場

合には、打継目に、ほぞ、または溝を造るか、鋼材を配置して、こ

れを補強しなければならないの凹凸によるせん断キーで抵抗する方

法や、差し筋等の鉄筋によって打継目を補強する方の法等の対策を

講ずることとする。また、これらの対策は、所要の性能を満足する

ことを照査した上で実施する。」 

  太字部追記 

229 

1-4-5-9 

養生 

1.一般事項 

○「受注者はコンクリートの打込み後の一定期間を、硬化に必要な温

度及び湿潤状態に保ち、有害な作用の影響を受けないように、その

部位に応じた適切な方法により養生しなければならない。」 

  太字部追記 

230 

1-4-5-9 

養生 

2.湿潤状態の保持 

○「受注者は、打ち込み後のコンクリートの表面を荒らさないで作業

できる程度に硬化した後に、露出面ををその部位に応じた適切な養

生方法により、一定期間、は養生用マット、ぬらした布等でこれを

覆うか、または散水、湛水を行い、十分な湿潤状態に保たなければ

ならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切

に湿潤養生期間を期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の

環境温度等に応じて適切に定めなければならない。ただし、通常の

コンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-4-3

を標準とする。 

なお、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等

の表1-4-3に示されていないセメントを使用する場合には、湿潤養生

期間に関して監督員と協議しなければならない。」 

  太字部追記 

231 

第１編共通編 第４章 無筋・鉄筋コンクリート 第６節 鉄筋工  

1-4-6-4 

組立て 

2.配筋・組立て 

○「受注者は、契約図面に定めた位置に、鉄筋を配置し、コンクリー

ト打設中に動かないよう十分堅固に組み立て配筋・組立においては

以下によらなければならない。 

 （１）受注者は、契約図面に定めた位置に、鉄筋を配置し、コンク

リート打設中に動かないよう十分堅固に組み立てなければな

らない。 

なお、必要に応じて契約図面に示されたもの以外の組立用鉄

233 



 

編-章-節-項 主な改定内容 頁 

筋等を使用するものとする。受注者は、鉄筋の交点の要所を、

直径 0.8mm以上のなまし鉄線、またはクリップで緊結し、鉄

筋が移動しないようにしなければならない。また、設計図書

に特別な組立用架台等が指定されている場合は、それに従う

ものとする。 

 （２）受注者は、鉄筋の交点の要所を、直径0.8mm以上の焼きなまし

鉄線、またはクリップ等で鉄筋が移動しないように緊結し、

使用した焼きなまし鉄線、クリップ等はかぶり内に残しては

ならない。また、設計図書に特別な組立用架台等が指定され

ている場合は、それに従うものとする。 

 （３）受注者は、鉄筋の配筋において、施工段階で必要となる形状

保持や施工中の安全対策等を目的として、組立て鉄筋、段取

り鉄筋等の鉄筋やアングル等の仮設物を配置するが、これら

をやむを得ず構造物本体に存置する場合、これらの仮設物に

おいて、設計の前提が成立することを事前に確認しなければ

ならない。」 

     太字部追記 

1-4-6-5 

継手 

3.継手位置 

○「受注者は、設計図書に明示した場合を除き原則、継手を同一断面

に集めてはならない。また、受注者は、継手を同一断面に集めない

ため、継手位置を軸方向に相互にずらす距離は、継手の長さに鉄筋

直径の 25 倍を加えた長さ以上としなければならない。継手が同一断

面となる場合は、継手が確実に施工でき、継手付近のコンクリート

が確実に充填され、継手としての性能が発揮されるとともに、構造

物や部材に求められる性能を満たしていることを確認しなければな

らない。」 

  太字部追記 

234 

1-4-6-6 

ガス圧接 

4.圧接面の清掃 

○「受注者は、圧接面を圧接作業前にグラインダー等でその端面が直

角で平滑となるように仕上げる圧縮しようとする鉄筋の両端部は、

(公社)日本鉄筋継手協会によって認定された鉄筋冷間直角切断機を

使用して切断しなければならない。自動ガス圧接の場合、チップソ

ーをあわせて使用するものとする。ただし、すでに直轄かつ平滑で

ある場合や鉄筋冷間直角切断機により切断した端面の汚損等を取り

除く場合は、ディスクグラインダで端面を研削するとともに、さび、

油脂、塗料、セメントペースト、その他の有害な付着物を完全に除

去しなければならない。 

  太字部追記 
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編-章-節-項 主な改定内容 頁 

第１編共通編 第４章 無筋・鉄筋コンクリート 第９節 寒中コンクリート  

表 1-4-4 

表 1-4-4 

○「寒中コンクリートの温度制御養生期間 

 

型枠の取り外し直後に構造物  
が曝される環境  
5℃以上の温度制御養生を 

行った後の次の春までに想定 

される凍結融解の頻度                     

(1) コンクリー ト表面 が水で飽和される

頻度が高い場合  
  しばしば凍結融解を受ける場合 

(2) コンクリー ト表面 が水で飽和される

頻度が低い場合  
  まれに凍結融解を受ける場合 

  

 

240 

第１編共通編 第４章 無筋・鉄筋コンクリート 第 10 節 マスコンクリート  

1-4-10-2 

施工 

5.型枠による対策 

○「受注者は、温度ひび割れに制御が適切に行えるよう、実際の施工

条件に基づく温度ひび割れの照査時に想定した型枠の材料及び構造

を選定するとともに、型枠を適切な期間存置しなければならない。」 

   太字部追記 

240 

第１編共通編 第４章 無筋・鉄筋コンクリート 第 12 節 水中不分離性コンクリー

ト 
 

1-4-12-4 

運搬打設 

3.打設 

○「（6）受注者は、コンクリートを静水中で水中落下高さ50cm以下で

打ち込まなければならない。やむを得ず、流水中や水中落下高さが

50cmを超える状態での打ち込みを行う場合には、所用の品質を満足

するコンクリートが得られることを確認するとともに、設計図書に

関して監督員と協議しなければならない。」 

  太字部追記 

244 

第 2 編 材料編 第 2章 土木工事材料 第 6節 セメント及び混和材料  

2-2-6-1 

一般事項 

4.異常なセメント使用時の注意 

○「受注者は、貯蔵中に塊状になったセメントを、用いてはならない。

また、湿気をうけた疑いのあるセメント、その他異常を認めたセメン

トの使用にあたっては、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変
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編-章-節-項 主な改定内容 頁 

動する可能性があるので、長期間貯蔵したセメントは使用してはなら

ない。」 

  太字部追記 

2-2-6-1 

一般事項 

7.異常な混和剤使用時の注意 

○「受注者は、貯蔵中に前項に示す分離・変質等が生じた混和剤やその

他異常を認めた混和剤について、これらを用いる前に試験を行い、性

能が低下していないこと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変動する可能性があるので、長期間貯蔵し

たセメントは使用してはならない。」 

  太字部追記 

271 

2-2-6-1 

一般事項 

9.異常な混和材使用時の注意 

○「受注者は、貯蔵中に吸湿により固結した混和材、その他異常を認め

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

が変動する可能性があるので、長期間貯蔵したセメントは使用しては

ならない。」 

  太字部追記 

271 

第 2 編 材料編 第 2章 土木工事材料 第 12 節 道路標識及び区画線  

2-2-12-1 

道路標識 
○「標識版 → 標示板」に修正 

281 
ほか 

第６編 道路編 第 3章 橋梁下部 第 6節 橋台工  

6-3-6-8 

橋台躯体工 

3.防錆処置 

○「受注者は、鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には、防錆の

ため鉄筋にモルタルペーストを塗布しなければならない。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等の承諾を得なけれ

ば、防食、損傷等を受けないようにこれらを保護しなければならない。 

なお、施行方法に関しては監督員の承諾を得なければならない。」 
  太字部追記 

441 

第６編 道路編 第４章 鋼橋上部 第８節 橋梁付属物工  

6-4-8-6 

橋梁用防護

柵工 

○「(2)鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合（主柱を土中に

埋め込む場合であって地表面をコンクリートで覆う場合を含む）にお

いて、支柱地際部の比較的早期に劣化が想定される以下のような場所

には、一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部

の防錆・防食強化を図らなければならない。 

①海岸に近接し、潮風が強く当たる場所 

②雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性があ

る場所 

③路面上の水を路側に配水する際、その途上に支柱がある場合」 
を追記 

 

453 

第６編 道路編 第６章 トンネル（NATM）第２節 適用すべき諸基準  

 
○「厚生労働省山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に

係るガイドライン（平成 30 年 1 月）」を追記 
472 



 

編-章-節-項 主な改定内容 頁 

第６編 道路編 第６章 トンネル（NATM）第３節 トンネル掘削工 
 

6-6-3-2 

掘削工 

○「8.切羽監視責任者の配置 

   切羽監視責任者は、原則専任で配置するものとする。ただし、現

場の状況によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督員と

協議し配置不要とすることができる。」を追記 
 

473 

第６編 道路編 第 14 章 道路維持 第２節 適用すべき諸基準  
 ○「日本道路協会 道路トンネル維持管理便覧（付属施設編）（平成 28

年 11 月）」を追記 
 

509 

 


