
第３章 一 般 施 工 

 

第１節 土 工 

３－１－１ 掘 削 

１．掘削は掘削方法、処分方法についてあらかじめ監督職員の承諾を得たうえ、保安設備、

土留、排水、覆工、その他必要な仮設の準備をととのえた後でなければ着手してはなら

ない。 

２．機械施工による切取りでは法面に特に注意し、切りすぎないように仕上り面に近い面

を作らなければならない。 

３．一時に掘削する区間延長は交通状況、管埋設状況等を勘案し決定しなければならない。

細部についてはその都度監督職員と協議し、掘削周囲に必ず保安設備を設け事故防止に

努めなければならない。 

４．掘削に当り施設下水又は、既設取付管を遮断し締切工を設置した場合は地元住民に迷

惑を与えないように工事期間中の排水を考慮し適切な排水の施設とこれらの管理を怠

らないようにし工事完了後は完全に原形に復旧しなければならない。 

５．舗装道路は道路管理者及び監督職員の指示に従い、アスファルトカッターで直線に切

断しなければならない。又、この工事施工の粗雑による理由で監督職員の承認した面積

以上に掘削又は舗装を損傷した場合の路面復旧費は請負者の負担とする。 

 

３－１－２ 埋戻し 

１．一区間の管接合後、監督職員の指示に従い埋戻しをしなければならない。 

２．埋戻しは必ず排水したのちに実施し、管渠等に衝撃を与えないよう注意し、一度に又

は片側のみ埋戻すことなく、両側同時に、かつ、均等に埋戻し特に、管底部及び地下埋

設物と接近する付近の埋戻し及び締め固めは入念に行い、沈下及び移動の生じないよう

にしなければならない。 

３．埋戻し指定されたものを使用して、一層の厚さ20㎝以下とし各層ごとにタンパー、木

だこ類で十分突き固めるとともに、特に、突き固め不可能な箇所は水締め等によって締

固めなければならない。 

４．締固め作業は、土質及び使用機械に応じて適当な含水量の状態で施工するものとし、

雨天等悪条件のときは、監督職員の承諾を得なければならない。 

５．掘削構内に埋設物がある場合には、埋設物管理者との協議にもとずく防護を施し、埋

設物付近の埋戻が沈下しないようにしなければならない。 

６．埋戻し路床の仕上面は、均一な支持力が得られるよう施工し、道路占用許可条件に従

わなければならない。 

７．埋戻し後、舗装復旧までの期間は常に埋戻し路面の点検を行い、維持修繕を行わなけ

ればならない。 
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３－１－３ 残土処理 

１．残土は特に指定するもののほかはすべて自由処分とする。ただし、処分先等について

は利害関係人及び第三者とトラブルが無い様、全て請負人の責任において行うものとす

る。なお、残土の捨場は監督職員に報告しなければならない。 

２．運搬にあたっては荷台にシートをかぶせ残土をまき散らさないよう注意しなければな

らない。 

３．残土の処理は、文化財保護法を遵守すること。 

４．残土捨場は事前の写真及び土捨完了後の写真を必ず撮影すること。 

５．産業廃棄物が発生した場合はすべて産業廃棄物処理業者による処分とする。 

 

３－１－４ 盛 土 

１．盛土は良質土を使用して十分締固め、所定の高さに仕上げなければならない。 

２．土羽土は指定された土、又は監督職員が承認した良質土でなければならない。 

 

第２節 基礎工 

３－２－１ 割栗石基礎 

１．基礎用割栗石はあらかじめ整地した基礎面に大面を底として張り立て、小片で楔打を

行い、目つぶし用切込砂利又は切込砕石を充填し、所定の寸法に仕上げなければならな

い。 

２．施工基面の地質が不良な時は、監督職員に報告し、指示に従い処置しなければならな

い。 

 

３－２－２ 砂利及び砕石並びに砂基礎 

１．砂利又は採石並びに砂を基礎面に用いるときは所定の厚さにむらのないよう敷きなら

い、十分締め固めなければならない。 

２．施工基面の地質が不良な時は、監督職員に報告し指示に従い処置しなければならない。 

 

３－２－３ コンクリート基礎 

１．設計図書に定める強度のものを用い十分に締固めを行い（特に管底部）所定の寸法に

仕上げなければならない。 

 

３－２－４ 杭打一般 

１．杭打ち試験は工事に先立って行い、監督職員の立会いのもとに施工しなければならな

い。 

２．杭打ちには適当なキャップを使用し、くい頭の防護に努めなければならない。 

３．試験杭の打止め、沈下量、打止め記録および支持力の解析の結果を報告しなければな

らない。 

４．杭打ちは、途中で長時間休止することなく連続して打込まなければならない。 

５．打ち込み中は杭の旋回、傾斜によく注意し、まっすぐ貫入させ、杭が傾き、偏心、破

損等が生じたときは監督職員の指示を受けなければならない。 

3－2



６．設計深度に到達する以前に打込み不能となった場合は、直ちに監督職員に報告し、そ

の指示を受けなければならない。 

７．打込み終了後は、杭の上端を所定の高さまで切揃えなければならない。 

８．ヤットコを用いる場合はあらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。 

 

３－２－５ 木杭工 

１．杭木は打込み前に、杭先端を削り、皮はぎ、及びくい頭仕上げを行った上で、監督職

員の検査を受けなければならない。 

２．杭頭には、保護用の鉄製リングを必ず使用しなければならない。 

 

３－２－６ 鋼杭工 

１．杭の運搬、保管にあたっては、塗装面、Ｈ鋼ぐいのフランジ縁端部、鋼管杭の継手、

開先部分などに損傷を与えないよう、またその断面特性を考えて大きなたわみ、変形を

生じないよう、取扱に注意しなけけばならない。 

２．継手の溶接は杭打ち前に杭を地上に横にして行われなければならない。この場合くい

を水平とし、杭軸線を一直線に保持し回転器具などを用いて下向溶接で行わなければな

らない。杭打込み前の溶接が不可能なときは、下杭打込み後上杭が移動しないよう固定

して溶接を行うこと。 

下杭頭の打止め高さは、溶接姿勢、火抹の影響溶接足場などを考慮し、溶接が確実に

行い得る位置としなければならない。 

３．継手は特に指定しないかぎりアーク溶接とする。その他の溶接を用いるときは監督職

員の承認を得なければならない。 

４．降雨若しくは降雪で母材がぬれているとき、気温が０℃以下のとき、または風速10ｍ

／秒以上の風が吹いているときは溶接を行ってはならない。ただし、溶接部及び溶接工

を十分に保護する設備を設けて監督職員の承諾を得た場合は溶接を行うことができる。 

５．溶接工はＪＩＳ Ｚ3801「溶接技術検定における試験方法ならびにその判定基準」に

定められた技術検定試験（資格は現場に適応する溶接姿勢、施工方法による者に限る）

に合格したものであること。 

半自動溶接を行う場合はその施工について十分経験と知識を有する溶接工を使用し

なければならない。裏波溶接を行う場合、溶接工は上記資格を有すると共に裏波溶接に

ついても経験のある者でなければならない。 

６．杭相互の接合に当っては、必ずスペーサー、ストッパーなどを用い正しいルート間隔

を保たなければならない。なお、スペーサーは仮付後に除去しなければならない。 

７．溶接前、初層溶接後及び溶接終了後は監督職員の承認を受けなければならない。 

溶接部の有害な欠陥は補正し、われの生じた部分は完全にけずりとり再溶接しなけれ

ばならない。 
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３－２－７ プレキャストコンクリート杭工 

１．杭の輸送、杭打ち施工等に当ってはＪＩＳ Ａ7201「遠心力コンクリート杭の施工基

準」の諸規定を守らなければならない。 

２．杭の継手は溶接にかかるものは前条を準用し、施工しなければならない。 

３．継手溶接部ののど厚は杭径300㎜～450㎜については７㎜以上、500㎜～800㎜について

は９㎜以上、1,100㎜については11㎜以下とする。 

４．杭を切断する場合は杭本体に損傷を与えないよう十分に注意しなければならない。特

にＰＣ杭の切断に際してはプレストレスの減少を 小値におさえるようにリング金物

などを用いて、丁寧に行わなければならない。 

 

３－２－８ セメントミルク注入併用工 

１．使用するオーガーの形状は連続オーガーとし、オーガーのシャフトは注入液を送水で

きるものでなければならない。また材質、強度ともに作業に十分耐え得るもので、かつ

曲がり、欠損があってはならない。なお、寸法は下記によらなければならない。 

イ）本体杭径以上 

ロ）オーガーシャフト長は杭長（延）＋３ｍ以上 

２．注入液の配合計量は、杭の耐力に大きな影響を与えるため、次の配合設備計量設備を

し、配合方法を守らなければならない。 

イ）混合用タンク容量は、600ℓ 以上のものを３～４個設置すること。 

ロ）計量装置は混合用タンクの見易い位置に透明ビニール管を固定し、タンク容量

を使用開始前、監督職員立会いのもとに測定しビニール管水量計に50～100ℓ 毎

に目盛りを付け、さらに所定の掘削用、根固用の水の位置は前者は黒、後者は赤

テープ等で標示しなければならない。 

ハ）ベントナイト及びセメントの計量は袋単位あるいは、半袋単位によって計量す

る。 

ニ）配合順序はまず水を所定量入れ、つぎに攪拌機を回しながらベントナイト及び

セメントを所定量投入し、十分攪拌しなければならない。 

３．オーガー掘削深度は、砂、または砂礫層の支持層に1.5ｍの深さで掘削しなければな

らない。 

４．所定の杭芯にオーガーの中心を正確に合致させ、オーガーの垂直性を保ちつつ所定の

深度まで掘削する。掘削機は正しく水平に据えつけ、作業中に移動傾斜などがないよう

にしなければならない。 

５．掘削中は、掘削用注入液をオーガー先端より注入する。 

６．掘削が、所定深度に達したら、掘削孔の保護と掘削用注入液の濃度を高めるためオー

ガーを２～３回、２～４ｍの上下運動を行い、注入状況を考慮して根固用注入液に切換

え注入しなければならない。 

７．６の作業が終了すれば、根固め用注入液を注入しながらオーガー引抜き、根固め用注

入液の予定量を注入し終わると再び掘削用注入液に切換えオーガーを続いて引抜く。こ

の場合水圧のバランスがくずれ、サクション効果によって掘削孔の崩壊をまねくことが

あるので注意しなければならない。 
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８．オーガーによって排除された土が掘削孔中に落ち込まないようにしなければならな

い。杭挿入時には特に注意しなければならない。 

９．継杭については、下杭が落ち込まないよう適切な保護装置を設けなければならない。 

10．杭の自重により挿入が終ると、圧入方法による場合通常20～30ｔ程度の力で圧入しな

ければならない。 

 

３－２－９ 場所打杭工 

１．掘削作業は地質を確認しながら行い、特に支持層の地質については、原則として監督

職員立会の上、施工しなければならない。 

２．掘削作業中の掘削壁面の保持についてはそれぞれの工法、地質に も適した方法によ

り施工しなければならない。 

３．掘削作業を終了した場合は孔底沈殿土の有無を確認し、監督職員に報告しなければな

らない。 

４．掘削深度の検尺は１本ごとに原則として監督職員の立会を受けなければならない。 

５．鉄筋建込み及びコンクリート打設は掘削終了後直ちに行うこと。 

コンクリート打設中の鉄筋の浮上りについては十分に注意し、これを防止しなければ

ならない。 

６．鉄筋は、杭中心に対して正確に配筋し、鉄筋建込み後、必要なかぶりを保つように注

意しなければならない。 

７．トレミー管を設置する際はトレミー管下端と掘削底面との距離は15㎝以内とする。 

８．コンクリート打設中トレミー管先端は常に２ｍ以上コンクリート中に入れておかねば

ならない。 

９．杭頭の取りこわしは、かならずフーチング用基礎栗石及び捨コンクリート打設後に行

わなければならない。取りこわし残塊は場外に搬出処分しなければならない。 

10．構造物の接合にあたっては指定の構造物に従い入念に施工しなければならない。 

 

第３節 土留工 

３－３－１ 土留工に関する事前調査 

１．土留工に関する事前調査は監督職員の特に指示する場合を除き、下記事項について、

行わなければならない。 

イ）表層から掘削底及びそれ以下にいたる地質 

ロ）地下水位および湧水量 

ハ）排水計画に必要な調査 

ニ）地下埋設物の種類、位置、構造、老朽度 

ホ）周辺構造物の種類、位置、構造、老朽度 

ヘ）道路の交通事情（沿道の車の出入、通過交通量とその種類） 

ト）土留材の保安点検 

チ）騒音、振動の環境調査、その他 
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３－３－２ 土留工に関する施工管理 

１．土留工の施工管理は施工中下記事項について調査点検しなければならない。 

イ）土圧及び水圧 

ロ）杭、矢板、支持材利用等の変形 

ハ）周辺地盤の変形 

ニ）地下埋設物、周辺構造物の変形 

ホ）横矢板工の背面の地盤 

ヘ）掘削底における土の状況 

ト）湧水あるいは矢板継手等からの漏水 

チ）土留材の保安点検、その他 

 

３－３－３ 土留支保工 

１．土留支保工は監督職員の承認を得た施工計画図にしたがって施工しなければならな

い。 

２．支保材として使用する木材、または鋼材の許容力度は、建築基準法施行令第89～90条

の規定による。ただし、材料の品質、新旧の程度あるいはボルト孔の欠損率等を勘案し

て適宜割引をしなければならない。 

３．切梁には必要に応じジャッキを使用して、土留背面の土砂の移動を防止し、あわせて

地下埋設物及び周辺構築物に影響を与えることのないようにしなければならない。 

４．土留矢板の場合は必要に応じ、切梁設置前には油圧ジャッキを使用して、設計土圧と

同程度プレロードをかけなければならない。 

５．杭、矢板と腹起との間隙には、次の掘削にかかる前に、間隙の全面にわたって、くさ

び又はコンクリートを充填し、その他の土留工の場合でも適宜同様の措置を行って、矢

板の移動を防止しなければならない。 

 

３－３－４ 支保工の撤去 

１．切梁の撤去は、切梁面以下の埋戻土が十分つき固められた段階で行われなければなら

ない。なお、暗渠工事等でもり替梁を必要とする場合でも適宜同様の措置を行って、矢

板の移動を防止しなければならない。 

２．上段切梁は、埋戻土が外側の土圧に十分耐えられるまで撤去してはならない。 

 

３－３－５ 鋼矢板工 

１．矢板の保管にあたっては、平坦な置場に木を敷きならべ永久ひずみが生じないよう十

分注意し、矢板を10枚以上重ねて保管しなければならない。 

２．屈折箇所の矢板はコーナー角に加工した矢板を使用し継手の完全をはからなければな

らない。 

３．矢板の打ち込みは、支持梁等を設置し、ふれ、ねじれを防止するように留意し、原則

として階段状に打込み、前後左右とも垂直になるようにしなければならない。 

４．打ち込み中、矢板を破損した場合または、打込み傾斜の著しいときは、監督職員と協

議のうえ施工しなければならない。 

3－6



３－３－６ 横矢板工 

１．横矢板は掘削土癖との間にすき間のないように、掘削後ただちにはめこまなければな

らない。すき間を生じた場合は、裏込めくさび等ですき間を完全に充填し横矢板を固定

しなければならない。 

２．横矢板は原則として所要厚以上とし、その両端は土留杭に十分かかっていなければな

らない。 

３．工事中は横矢板からの土砂もれをなくし、かつ漏水を 小限に押さえて、横矢板背面

における土砂のゆるみ及び移動を防がなければならない。 

４．横矢板は撤去又は埋ころしになっても、埋設物に支障を与えないよう必要な措置を講

じて、慎重に取り扱わなければならない。 

 

３－３－７ くい及び矢板の引抜 

１．杭及び矢板の引抜きは、施工条件、引抜時間あるいは引抜方法を十分検討したうえで

行わなければならない。 

２．引抜にさいしては、管渠等に影響を与えないよう、また周辺地盤をみだしたり、埋設

物または近接構造物を損傷しないよう十分注意して行わなければならない。 

３．杭、矢板の引抜き跡は、空隙を完全に充填するために、砂を入念に流し込みジェット

ウォーター併用により水締めを行うなどの措置を講じて、地盤の移動及び沈下を防止

し、あわせて埋設物あるいは構造物に対する影響を防止しなければならない。 

 

３－３－８ 建込み簡易土留工 

１．労働安全衛生規制第164条ただし書きの適用について基発第202号（Ｓ57.3.24）通達

を熟知して施工しなければならない。 

２．建込み作業中バックホウの打撃による建込み作業は行ってはならない。 

３．機材の引抜きは、トラッククレーンで施工しなけけばならない。 

４．機材の引抜きは、パネル部分の埋戻しと締固めを充分行い、確認した上で締固め厚土

毎に引抜きを行わなければならない。 

５．パネルと土圧側の間隙が生じた場合、砂詰めを行い、路面に影響が出ないよう施工し

なければならない。 

 

３－３－９ ライナープレート土留工 

１．立坑等の施工にあたっては、施工場所の土質、地下埋設物等を十分調査するとともに、

換気、照明、防護施設（落下防止）等必要な処置を講じなければならない。 

２．ライナープレートは、ＪＩＳ Ｇ3101の１種、補強材はＪＩＳ Ｇ3101の２種に適合

したものを使用すること。又、組立金具は、ＪＩＳ Ｂ1180（六角ボルト）ＪＩＳ Ｂ

1181（六角ナット）に適合したもの又は、同等程度以上のものを使用すること。 

３．初期の掘削は、土質に応じてライナープレート１～３リング組立分程度までとする。

また初期組立完了後、Ｈ鋼等で組んだ井桁等とライナープレート頂部を結束鋼線などで

堅固に固定しなければならない。 
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４．掘削は地山崩壊を防ぐため、１リングごとに組立を行うとともに、ライナープレート

一枚がつぎ足し可能な範囲の床堀が完了後、速やかにライナープレートを組立なければ

ならない。ボルトは仮締しておき、１リング組立完了後、断面寸法を確認して本締めす

ること。なお、本締を行う際には、円周方向を先に、次に軸方向のボルトの締めつけを

行うこと。又は、原則として、１リング組立完了毎に、水平度、垂直度等の確認を行う。 

５．ライナープレートと地山との空隙にエアーモルタルなどをグラウト（自然圧力）し、

ライナープレートが動かないように固定しなければならない。 

６．ライナープレートの組立は、継ぎ目が縦方向に通らないように交互（チドリ状）に設

置しなければならない。 

７．ライナープレート、補強リング組立ボルトの締付作業は、所定のトルクを確保するた

め、トルクレンチを用いること。 

８．小判型立坑では、支保材を正規の位置に取り付けるまでの間、直線部には仮梁を設置

しなければならない。 

９．推進工法等鏡切りが必要な場合は、事前にＨ鋼等で補強しなければならない。 

 

３－３－10 軽量鋼矢板工 

１．施工方法については設計図書に定めていない場合、監督職員と協議するものとするが、

バックホウの打撃による打込作業は行ってはならない。 

 

３－３－11 小型立坑 

１．試掘を必ず行う。 

２．圧入掘削時は、ケーシング刃先が常に掘削面より深い状態になるよう管理し、先堀り

しないよう注意すること。 

３．軟弱地盤や地下水以下では水中掘削を行うが、この場合にはケーシング内水位を地下

水位より高く保つ。ただし、土質によってはケーシング内水位の管理のみでは掘削底盤

の安定が保てないため、ベントナイト泥水などの安定液を使用する。 

４．底盤コンクリートは、トレミー管によりコンクリート（24－18－20～25－Ｎ）を打設

する。なお、トレミー管は、プランジャを用いること。 

５．スライムは、産業廃棄物として処理すること。 

６．円形覆工板は、舗装版に直接載せることにより支持されるものである。接地面積を十

分確保するために、舗装版切断についてはケーシングと同形状あるいは 低８角形とす

る。 

７．円形覆工板は、舗装版のみにより支持されるものであるため、均等に荷重がかかるよ

う舗装面の不陸を十分にすりつけ、設置時のがたつきをなくすこと。また、覆工板設置

時は、その厚さだけ舗装面より高くなるため車両や自転車等の通行に対して段差が無く

なるよう周囲をすりつけること。 

８．円形覆工板は、通行車両によるたわみや振動、衝撃がケーシングに伝わらないように

離隔を確保し、接触をなくす。 

９．円形覆工板は、Ｔ－25対応とする。 
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第４節 水替工 

３－４－１ 一般事項 

１．排水設備は湧水水量を十分に排水できる能力を有するとともに、不足の出水などに対

して、予備機を準備しておかなければならない。 

２．湧水及び雨水は掘削面に滞留しないよう十分な水替を行わなければならない。 

３．排水は原則とし沈砂槽等に貯溜させてから 寄の水路または側溝等へ当該管理者の許

可を得て放流しなければならない。 

４．掘削完了後適宜盲溝を設けて、掘削敷における排水を良好にしておかなければならな

い。 

５．排水に際して近くに適当な放流場所がない場合は、監督職員の承諾を得て仮管布設そ

の他安全な方法で行わなければならない。 

 

３－４－２ ウエルポイント及びディープウエル排水 

１．ウエルポイント排水の施工にあたって布設位置、段数、ピッチ、ポンプ設備排水設備

等については監督職員の承認を得なければならない。 

２．ウエルポイントの打込みに際しては、その周囲に径15～25㎝程度のサンドフィルター

を連続して形成せしめるよう必ず、カッターまたは十分なウォータージェットを使用

し、サンドフィルターの上端に適宜粘土等を充填して、気密にしておかなければならな

い。 

３．排水による効果を調査する必要がある場合は、監督職員の指示により検水井を設け、

検測記録を監督職員に報告しなければならない。 

４．排水に伴う近接構造物等への影響を防止するため、施工管理、防護措置を十分に行わ

なければならない。 

５．ディープウエル排水の施工にあたっての鋼管、ポンプ設備、排水設備等については、

監督職員の承認を得なければならない。 

６．シューの取付は、ウエル用鋼管のスリット切込後、鋼管内から金屑を取り除いてから

でなければならない。 

７．水中ポンプは自動制御方式のものを使用しなければならない。 

 

第５節 路面覆工 

３－５－１ 路面覆工 

１．覆工施設に用いる材料、作用する荷重及び主要材料の許容応力度は、現場に即応した

ものでなければならない。 

２．覆工板表面は、路面交通の安全確保と騒音防止のため、すべり止めを施さなければな

らない。 

３．覆工板は荷重に十分耐え、かつ、ばたつき、はね上がり、ゆるみ等のないよう設置す

るとともに覆工板の間には、間隙を生じさせないようにしなければならない。 

４．覆工板と舗装面との接合部には、段差を生じないようにし、やむを得ず段差が生ずる

場合は、歩行者及び車両に支障を与えないよう縦及び横断方向ともにアスファルト混合

物によるすりつけ行わなければならない。 
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５．管渠工事において覆工部に地下への出入口を設ける場合は、原則として作業帯の中に

設けなければならない。 

６．地下への出入口の周囲には照明を設けるとともに、高さ1.2ｍ以上の固定した囲いを

し、出入時以外には施錠して閉じておかなければならない。 
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第４章 管 渠 施 工 

 

第１節 管布設工 

４－１－１ 一 般 

１．管の取扱いについては、人力及びクレーン等で行い、衝撃を与えないようにしなけれ

ばならない。 

２．管を集積する場合は、転び止めの措置を行い、保安柵等で一般の立入禁止の措置をし

なければならない。 

３．管の切断は、カッター等を使用し、割れ及び傷を生じないように施工し、切口は平滑

に仕上げなければならない。 

４．カラー及びソケット継手並びに段付いんろうの管布設にあたっては、所定の基礎を施

した後、上流の工法にソケットまたは、段付いんろう継手の受口を向け、他の管端を既

設管に密着させ、中心線勾配を正確に保ち、胴締めを施し、かつ漏水、不陸、偏心等の

ないよう施工しなければならない。 

５．マンホールの開口部には、転落防止策としてバリケード等で防護柵をした上必ず転落

防止の対策を施さなければならない。 

 

４－１－２ Ｂ型・Ｃ型ヒューム管の布設 

１．管接合前、受口内面をよく清掃し、スベリ材を塗布し、容易にさし込みうるようにし

たうえ、さし口は事前に清掃し、所定の位置にゴム輪をはめ、十分にさし込むこと。 

２．管の接合部は、曲げて施工してはならない。 

３．管の接合に用いるゴム輪は、使用前にキズの有無、老化の状態及び寸法の狂いなどの

有無を確認しなければならない。なお、使用可のゴム輪の保管は暗所に保存し、屋外に

野積してはならない。 

４．管の接合に用いるスベリ材は、ゴムの材質に影響を与えるものであってはならない。 

５．継手は、マンホール間の布設を終り、漏水の有無を確認しなければならない。 

 

４－１－３ 陶管の布設 

１．陶管の敷設方向は、管の受口部を上流側に向けて、管路の下流側から上流側に向かっ

て敷設する。また、管の吊り下ろしはロープ等を用いて、管およびジョイントに傷をつ

けないよう適切に行うものとする。 

２．管の接合については、受口部の集中荷重を避けるため、予め受口部の下側を掘り下げ

ワックスあるいは植物性油脂でエマルジョン系の水溶液の滑材を塗布し、管布設を行わ

なければならない。その際、管底のそろいをよくするために、管体に管頂マークが表示

されているので、丁張りにしたがって、その確認を行い管据え付け終了後は、必ず管の

内部をのぞき、管の通りおよび、接合した管が抜けていないか確認し、埋戻しを行うこ

と。 

３．取付管は原則として枝付管を使用すること。また埋戻しは、本管と同様入念に行うこ

と、特に枝付管又は、支管の接合部は、曲げ荷重を受けやすいので、接合部の周辺を充

分に付き固めること。 
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４．本仕様以外については、下水道用セラミックパイプ道路埋設指針に準拠して施工する

こと。 

 

４－１－４ 塩ビ管の布設 

１．保管は平坦な場所で屋根を設けるか、又は不透明シートをかけ直射日光を避けて、管

の曲りや変形を防止すること。 

２．管接合前に、受口及び差し口をウエス等でよく清掃し、ゴム輪が正確に溝に納まって

いるかを確認する。 

３．滑材はグリース、油等ゴム輪の材質に影響を与えるものは使用を避け、ゴム輪表面及

び差し口に均一に塗布すること。 

４．管軸を合わせ、標線位置まで挿入するが、接合は挿入機またはてこ棒を用いて行う。

その場合、たたきこみなど衝撃的な力を加えると破損の原因となるため行ってはならな

い。 

５．管周囲は空洞ができないように十分に転圧し、特に管底側部はたこつき棒等で入念に

突き固める。 

６．管底高調整、埋戻し等による移動防止のため杭または横木等を使用した時は、管径の

半分以上埋戻した時撤去する。 

 

４－１－５ マンホールの築造 

１．インバートの形状は、監督員の承諾を得ること。 

２．蓋及び縁ブロックは、路面に高さと勾配を合わせること。 

３．マンホール内に工事しゅん功年月を明記しなければならない。 

４．マンホール受枠の設置については、流動性モルタルを使用しなければならない。 

 

４－１－６ 桝の築造 

１．汚水桝の位置、深さについては、十分な調査のうえ、汚水桝設置申請書受領後に築造

しなければならない。 

２．取付管部は占用ホルソー等を用いて削孔し、支管と本管部分については、専用接着材

を充分塗布し、確実に取付けること。なお、この場合焼きなまし鉄線（#10～#12）によ

り、充分締付け圧着する。 

３．道路に設ける汚水桝の高さについては、原則として、側溝等の道路構造物に合わせる

こと。 

４．宅内用の配管は１％以上の勾配を保つこと。 

５．車輌乗入箇所について、小口径汚水桝を使用する場合、必ず保護蓋を使用すること。 

６．宅地内についても取付管部同様に十分転圧し施工する。 

７．宅地内の復旧については、原則として、原型復旧すること。 

８．保護蓋を設置する場合、内蓋との間隔を15㎝以上とること。 
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４－１－７ 既設下水管及びマンホールへの接続 

１．既設部分への接続に対しては、必ず、施工前において、既設管底及びマンホール高さ

を測量し、設計指示高さとの照査をし監督職員に報告しなければならない。 

２．接合部分において仮締切等を設けたときは、工事完了後、監督職員の確認を得なけれ

ばならない。 

３．工事中発生した残材は管内へ絶対に流入させてはならない。 

 

４－１－８ 管の閉塞 

１．本工事施工中、あるいは施工完了後において管渠を閉塞する必要のある場合は、必ず

監督職員の承認を得た上でおこなわなければならない。 

 

第２節 推進工 

４－２－１ 一般事項 

１．推進工事の施工にあたっては、あらかじめ施工場所の土質、地下水の状況、その他工

事に係わる諸条件を十分調査し、その結果にもとづき現場に適応した施工計画をたてな

ければならない。 

２．推進管は所定の強度、寸法、形状を有するものでなければならない。また、その使用

に先立って監督職員の承認を得なければならない。 

 

４－２－２ 設 備 

１．立坑は、発進設備、推進設備、資材搬入設備、ずり搬出設備、給排水設備、昇降設備

等を有するものでなければならない。 

２．推進設備は管を安全に推進し得る能力を有するものでなければならない。 

３．発進台は、がたつき等のないよう、安全性には十分注意しなければならない。 

４．支圧壁は、無筋コンクリートおよび鉄筋コンクリート造り、又は鋼製を標準とするが、

ジャッキの支圧力に対して、破壊、変形の生じない構造としなければならない。 

５．坑内作業の安全性を確保するため、照明設備、換気設備等の必要な設備を設置しなけ

ればならない。なお目地部には照明設備を吊り下げるための番線類を取付けてはならな

い。 

 

４－２－３ 掘 進 

１．管の押し込みにあたっては、設計図のとおり、常に中心線および勾配に注意し、誤差

を生じないように推進管１本毎に、中心測量、水準測量をしなければならない。 

２．管の押し込み中は、いかなる場合であっても、先堀りによる地盤のゆるみ、沈下、あ

るいは陥没を起こしてはならない。 

３．掘進に伴い異常を認めた場合は直ちに原因を究明し、その対策を検討し監督職員と協

議しなければならない。 
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４－２－４ 滑材および裏込注入 

１．注入にあたっては、注入目的を達成するため十分調査検討しなければならない。 

２．裏込材は、その配合を監督職員に報告し、承諾を得なければならない。 

３．注入用機械は、注入量および注入圧に対し、十分余裕あるものを使用しなければなら

ない。 

４．注入時は、注入材が十分管の背景にゆきわたる範囲において、でき得る限り低圧とし

なければならない。 

５．注入中は、注入液が地表面に噴出しないようにしなければならない。 

６．注入作業の実施時期は、監督職員と打合せのうえ、その指示に従って開始しなければ

ならない。 

７．注入中は、その状態を常に監視し、注入効果を最大限に発揮するよう努めなければな

らない。また、地下埋設物および地表への影響がないように努めなければならない。 

８．裏込注入工は、推進完了後直ちに行わなければならない。 

 

４－２－５ 調査および測定 

１．推進に伴い、下記事項の調査、測定および観測を行わなければならない。 

（１）土地、地下水位の調査 

（２）推進管の方向測量 

（３）路面および近隣構造物の沈下測量 

（４）ジャッキ圧の測定 

（５）支圧壁の状況 

（６）推進管の状況 

（７）立坑土留壁の変形 

（８）その他監督職員の指示する事項 

２．土質、土被り、上載荷重などの条件に適応した処置を講ずるとともに、常に切り羽及

び地表面の状態を観察し、異変に対しては十分措置をとれるようにしておかなければな

らない。 

 

第３節 シールド工 

４－３－１ 一 般 

１．シールド機の設計製作にあたっては、土質、外圧、掘削能力を十分検討し、安全確実

かつ能率的な構造および設備とし、その製作図、諸能力、構造計算等を提出して、承諾

を得なければならない。また、工場において、監督職員の検査を受け検査完了後、現場

に搬入しなければならない。 

２．セグメントの製作に先立ち、構造図、および構造計算書を提出し、承諾を得なければ

ならない。また、工場において、監督職員の検査を受け、検査完了後、現場に搬入しな

ければならない。 

３．工事中は、シールド坑内と地上の連絡を緊密にし、連絡信号は、工事関係者に熟知せ

しめ、常に信号に注意し、事故防止に努めなければならない。 
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４－３－２ 掘 進 

１．シールド機を所定の位置に正確に据付け、監督職員の承認を得た後、掘削作業に着手

しなければならない。 

２．シールド掘削は、地質に応じてその方法、順序等を十分検討し、安全を確認したうえ

で施工しなければならない。 

３．掘進中は、常に坑内の排水、換気、漏電および照明等に注意し、これらに必要な設備

を施さなければならない。 

４．掘削に際しては、常に余堀り、肌落ち等のないよう注意し、特に切羽からの湧水に対

しては肌落ちを誘発しないよう適切な処置を施すと共に、シールド底部の地盤をゆるめ

ないよう十分注意しなければならない。 

５．曲線部は定められた曲率を守りながら、掘進しなければならない。 

 

４－３－３ 調査及び測定 

１．工事により、地上、地下構造物に損傷を与えぬよう、常に細心の注意をしなければな

らない。 

２．シールド掘進中は、各種ジャッキ、山留等に監視人をつけ、シールド掘進長、推力等

を記録しなければならない。 

３．シールド掘進に先立ち、地上に測点を設け、シールド掘進中および、シールド掘進前

後の一定期間定期的に沈下量を測定しなければならない。 

４．シールド掘進中は、シールドの蛇行および回転の傾向をなるべく早期に把握するため、

少なくとも１日２回は必ず坑内精密測量を行わなければならない。 

５．監督職員が必要と認めた場合は、坑内測量の他に、シールド基線に地表から計測管を

降して、中心線の偏位チェックを行わなければならない。 

６．路線付近の井戸調査および、家屋調査は、その範囲、調査方法等について計画書を提

出し、監督職員の承諾を得なければならない。 

 

４－３－４ 圧 気 

１．請負者は労働安全衛生法等の諸法令及び高気圧作業安全衛生規則、酸素欠乏防止規則

等の諸法令を遵守し、酸素濃度の測定、換気設備、安全設備、警報設備等、作業方法の

確立、作業環境の設備、救急蘇生の方法その他必要な設置を講じなければならない。 

２．請負者は施工に先立ち、所轄労働基準監督署に対し、圧気工法作業開始届を提出し、

その写しを監督職員に提出しなければならない。 

３．圧気設備は必要かつ十分な容量の清浄な空気を送気できる装置を施し、近隣から苦情

のないようにしなければならない。 

４．地上への漏気噴出を防止するため、あらかじめ路線付近の井戸、地下構造物、地質調

査、ボーリング孔等の調査を詳細に行わなければならない。 

５．圧気内での火気に十分注意し、可燃物の圧気下における危険性について作業員に周知

徹底させなければならない。 

６．送気中は坑内監視人をおき、送気異常の有無を確認しなければならない。なお、停電

による送気中断の対策を常に講じておかなければならない。 

4－5



７．圧気は、土質及び湧水の状況に応じて調整するとともに漏気の有無については常時監

視し、噴発を起こさせないようにしなければならない。 

８．請負者は酸素欠乏の事態が発生した場合にはただちに応急措置を講ずると共に、関係

機関に緊急連絡を行い指示に従わなければならない。 

 

４－３－５ 一次覆工 

１．セグメント組立は、１ストロークのシールド掘進完了後、直ちに着手しなければなら

ない。セグメントは正しく円形に組立るものとし、シールドの掘進により狂いが生じな

いよう常にその保持に留意しなければならない。 

２．セグメントは組立前に十分清掃するとともに、組立に際しては、特にセグメント継手

面に密着するシール材を施し止水をしなければならない。 

３．セグメントの取扱いは変形および、破損しないようにし、運搬中あるいは組立中に変

形および破損が認められた場合は使用してはならない。 

４．ボルト孔は目違いのないよう調整し、ボルト全数を十分に締め付けなければならない。

シールド掘進により生ずるゆがみは、必ず締め直さなければならない。 

５．セグメントの推進方向における継手位置は、必ず交互に組立てなければならない。 

６．掘進後、漏水箇所に充填するコーキング材は、防水性に富み、かつ、シールド推進反

力による振動に十分耐える弾性力および、復元力を有する材料を使用しなければならな

い。 

 

４－３－６ 裏込注入 

１．シールド掘削によりセグメントと地山の間に出来た間隙には、速やかに裏込注入を施

工しなければならない。裏込注入材については、監督職員の承諾を得ること。 

２．裏込注入は偏圧が生じないようにしなければならないとともに、注入は低圧で行い、

できるだけ高圧による注入は避けなければならない。 

３．シールド機械には、裏込材流出防止装置（テールシール）を必ず装着するとともに、

この機能の保持に努めなれればならない。 

 

４－３－７ 二次覆工 

１．覆工コンクリートに使用する型枠、支保工については、図面を監督職員に提出し、承

諾を得なければならない。また、工場において、監督職員の検査を受け検査完了後、現

場に搬入しなければならない。 

２．覆工コンクリートの打設に先立って、セグメントのボルトの閉め直しを完全に行い、

さらに丁寧に清掃をし、監督職員の検査を受けなければならない。 

３．覆工コンクリートの打設にあたっては、セグメントの内面の隅々までコンクリートが

ゆきわたるようにしなければならない。なお、骨材の分離を起こさないよう、振動機を

使用し、入念に締め固めなければならない。 

４．覆工コンクリートとは、原則として無圧気状態で打設しなければならない。 

4－6



第５章 薬 液 注 入 工 

 

第１節 薬液注入 

５－１－１ 一 般 

１．薬液注入の施工にあたっては、薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針

（建設省官技発 160号昭和49年７月10日）・薬液注入工法の管理について（建設省官

長技発 157号昭和52年４月21日）・薬液注入講じに係る施工管理等について（建設省

技調発第188号１平成２年９月18日）により施工しなければならない。 

２．薬液注入工事は、注入工事に関する優れた技術と経験を有する責任技術者を現場に常

駐させ、十分な施工管理を行わなければならない。 

３．注入場所と、井戸、河川、貯水池または養魚池等（以下井戸等という）が近接する場

合（おおむね10ｍ以内）は井戸等の水質を汚染するおそれがある薬液で注入工事を行っ

てはならない。ただし信頼できる不透水層、またはこれに代るものが狭在する場合はこ

の限りではない。 

４．注入に使用する薬液は、水ガラス系（主剤がケイ酸ナトリウムである薬液をいう）で

劇物又は弗素化合物を含まないものでなければならない。 

 

５－１－２ 事前調査 

１．薬液注入の施工においては事前に下記項目について調査し、書類にして速やかに監督

職員に報告しなければならない。 

（１）土質調査 

（２）地下埋設物（種類、位置、形状、構造等） 

（３）地下水（水位、水質、流れの方向） 

（４）井戸等の有無（注入現場から約100ｍ以内） 

（５）井戸等の水質、位置、深さ、形状、利用目的及び利用状況、なお上記のうち水

質調査は水素イオン濃度、ＣＯＤ、及び主な含有物等について、公的機関の試

験結果を報告しなければならない。 

 

５－１－３ 施工計画 

１．施工にあたっては、事前に施工計画書に提出し、監督職員の承諾を得なければならな

い。なお、施工計画にあたっては下記事項を明記しなければならない。 

（１）責任技術者の氏名（履歴書を添付） 

（２）飲用水源の対策及び監視計画（採水ヶ所の明示） 

（３）使用薬液の種類と成分 

（４）注入範囲と注入間隔 

（５）注入量 

（６）注入方法の詳細（現場配合、使用機械、単位吐出量ゲルタイム、注入順序） 

（７）施工管理方法の説明（品質、数量、ゲルタイム、配合試験、Ｐ－Ｑ管理図、残

土及び排水処理等） 

（８）工程表 
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（９）薬液の保管管理方法 

（10）空容器の返品方法 

（11）残薬液の処分方法 

 

５－１－４ 施工及び管理 

１．使用材料の搬入時においては監督職員の立会検査を受けなければならない。又、終了

時においては空袋検査を受けなければならない。 

２．請負者は、注入ヶ所で現場注入試験を監督職員立会いのうえで施工し、下記事項につ

いて結果を報告しなければならない。 

（１）ゲルタイム 

（２）注入圧、注入時間、単位吐出量 

（３）注入有効範囲（ボーリング、掘削による観察） 

（４）ゲル化の状態 

（５）Ｐ－Ｑ管理図 

３．注入作業中は附近の井戸等及び地下埋設物、構造物に注入液が流入しないよう、また

は注入圧力によって附近の地盤、地下埋設物及び構築物に変動をきたさないよう常時監

視しなければならない。 

４．配合後の薬液は注入に先立ち注入管より採取し、ゲル化の状況をチェックしなければ

ならない。なお採取回数は１日１回以上及び配合の変わるごとに行わなければならな

い。 

５．薬液注入箇所に近接して井戸等の施設があった場合、その注入並びに水質監視につい

て特に注意しなければならない。 

６．工事現場には薬液の品質管理に必要な器具等を備えなければならない。 

７．注入中は、圧力計、流量計を常に監視しなければならない。又、試験注入時に作成し

たＰ－Ｑ管理図と比較して注入圧力と吐出量との関係に異常を生じた場合は注入を中

止し、その原因を調査しなければならない。 

８．請負者は、作業日報を提出しなければならない。 

 

５－１－５ 地下水の監視 

１．請負者は公共用水域等の水質汚濁を防止するため、薬液注入箇所周辺の地下水及び公

共用水域等の水質汚濁の状況を監視しなければならない。 

２．採水地点は、次の各号に掲げるところにより選定するものとする。 

（１）地下水については、薬液注入箇所及び周辺の地域の地形および地盤の状況、地

下水の流向等に応じ、注入箇所からおおむね10ｍ以内において、少なくとも数箇

所の採水地点を設けなければならない。なお、採水は観測井を設けて行うものと

し、状況に応じて既存の井戸を利用しても差し支えない。 

（２）公共用水域等については、（１）規定を準用するとともに、当該水域の状況に

応じ、監視の目的を達成する必要な箇所について選定しなければならない。 

３．水質の監視は、２項の採水地点で採水した試料を建技160号による水質基準に適合し

ているか否かを判定しなければならない。 
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４．３項の検査は公的機関又はこれと同等能力及び信頼を有する機関において行わなけれ

ばならない。 

５．採水回数は、下記事項によらなければならない。 

（１）薬液注入工事着手前  １回 

（２）薬液注入工事中        毎日１回以上 

（３）薬液注入終了後 

イ ２週間を経過するまで毎日１回以上（当該地域における地下水の状況に著し

い変化がないと認められる場合で調査回数を減じても監視の目的が十分達成

されると判断されるときは週１回以上） 

ロ ２週間経過後半年を経過するまでの間にあっては月２回以上。 

６．監視の結果、水質の測定値が前条第３項の水質基準に適合していない場合又は、その

おそれのある場合には、直ちに工事を中止し、必要な措置をとらなければならない。 
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第６章 付 帯 工 

 

第１節 施設附帯工 

６－１－１ モルタル仕上 

１．本工事に含まれる機械基礎等の仕上げは、原則としてモルタル左官仕上げとする。 

２．床の仕上げ等の図面に示す場所は、特記仕様書に示さぬかぎり、無筋コンクリート設

計基準強度18Ｎ／㎜2以上とし、仕上げは木ごて１回、金ごて２回とする。 

なお、床に排水溝、排水管等を設ける場合は、床の排水勾配を十分に考慮し施工する。 

３．モルタル左官仕上げは、床、機械基礎コンクリート台、排水溝内、配管、基礎コンク

リート台及び配管貫通部閉そく箇所等にも施工する。 

４．モルタル左官仕上げの厚さは、平面部及び配管貫通部は20㎜以上とする。なお、床は、

目地切りをするよう指示することがある。 

５．監督職員が指示する箇所及び技術上当然必要とする箇所は、防水を考慮すること。 

６．モルタルの標準配合は、次表によるものとする。 

 

 

配合（１ｍ3当り） 
配合比 

セメント 洗 砂 
使 用 箇 所 

１：２ 18袋 0.95ｍ3 
箱抜穴充填用（大穴埋め、強度を 

要する部分を除く） 

１：３ 13.3袋 1.05ｍ3 基礎仕上げ用 

注１ セメント１袋は40㎏入として換算 

 

７．沈殿池等の底部仕上げコンクリートは、設計基準強度18Ｎ／ｍ2以上のコンクリート

で、原則として粗骨材は20㎜砕石、25㎜砂利のいずれかを使用したものとする。 

８．スクリーン・ゲート等据付け時の下部ハンチは、機器据付け後、交換、維持管理等に

支障のない範囲でモルタル詰め等の処置を行う。 

９．コンクリート等に耐薬品防食を施す場合は、ビニールエステル系樹脂とする。なお、

施工は「下水道コンクリート構造物の防食抑制技術及び防食技術指針〔平成14年11月日

本下水道事業団〕」、「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュ

アル〔平成14年11月 日本下水道事業団〕」による。 

 

６－１－２ 箱抜工 

１．電気、機械工事との関連で必要とされる配管用あるいは機器据付用の箱抜きまたはさ

し筋は、工事区分の如何を問わず、監督員の指示に従い施工しなければならない。 

２．箱抜工またはさし筋の施工にあたっては、関連する図面及び特記仕様書を十分検討し

たうえ、施工図を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。 
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６－１－３ 整流壁工 

１．有孔整流壁は、図面にもとづき、石綿セメント管あるいは塩化ビニール管を所定の長

さに切断し、コンクリート型枠に堅固、かつ正確に取付けコンクリート打設によって狂

いの生じないようにしなければならない。 

 

６－１－４ 流出堰 

１．流出堰は全槽にわたって。その高さが同一、かつ流水に対して鉛直方向になるように

取付けなければならない。 

２．流出堰は図面及び特記仕様書によるものとする。 

３．流出堰は原則として一枚ものの板を加工して製作しなければならない。また加工にあ

たっては、Ｖカットをした個所ノッチ効果をさけるため、径３㎜程度の穿孔をまず行い、

その後Ｖ字型に切込むものとする。 

また、切欠き底部は一直線になるように正確に加工するものとする。なおボルト用の

穿孔も上記に準じて行わなければならない。ただし機械によってこれらを加工する場合

はこの限りでない。この場合は監督員の承諾を得なければならない。 

４．流出堰の取付けは、流出トラフに埋込みボルト、またはホールインアンカーを正確に

取付け、これにパッキンと共に堰板を設置し、Ｆ・Ｂあるいはこれに類するもので押え

た後、ボルト締めし取付けなければならない。 

 

６－１－５ 鋳鉄管布設 

１．配管工事において、既設構造物の関係、または現場の事情で配管方法を多少変更する

必要が生じた場合は、監督職員の指示によらなければならない。 

２．管の運搬及びつり降しは特に慎重に行い管に衝撃を与えてはならない。また管据付け

に先だって管内の泥土、その他雑物をとり除き同時に継手個所及びさし口部分をよく清

掃しなければならない。 

３．配管は、製造所マークを上にし、布設位置を確認の上、管体に無理な外力が加わらな

いように施工しなければならない。また管の切断または曲げなどにあたっては割れ、ひ

ずみあるいは有害な傷を生じないよう注意しなければならない。 

４．直管の継手を曲げて配管する場合は、当初から曲げたまま配管せずに必ずまっすぐに

継ぎ、ボルトを仮締めしてから所定の角度まで曲げ、その後本締めを行うことにより施

工しなければならない。なお、直管の継手を曲げるにあたっては、監督職員の承諾を得

なければならない。 

５．配管の継手は、空気もれあるいは水もれのないよう入念に施工しなければならない。 

６．メカニカルジョイント型鋳鉄管の配管において、直立配管部分あるいは曲管部分など

継手が離脱するおそれのある箇所は、図面にもとづいて、すべて特殊押輪を使用しなけ

ればならない。 

７．埋設配管になる個所は、埋戻し等を行う前に監督職員の検査を受けなければならない。 

８．配管支持具は、すべて図面もしくは特記仕様書にもとづいて施工しなければならない。 
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９．下水道用ダクタイル鋳鉄管（ＪＳＷＡＳ Ｇ－１）の防錆仕様は下記による。 

（１）直管（フランジ形ダクタイル長管を含まない）ならびに切替（直管を切断した

もの）の内面は、ＪＳＷＡＳ Ｇ－１（下水道用ダクタイル鋳鉄管）の附属書３

に規定するモルタルライニングまたは附属書２に規定するエポキシ樹脂系塗料

を施す。 

（２）フランジ形ダクタイル長管及び異形管の内面は、特に規定の無い場合、ＪＳＷ

ＡＳ Ｇ－１に規定するエポキシ樹脂系塗料を施す。 

 

ダクタイル鋳鉄管の内外面塗装仕様 

                  表１ 内面エポキシ樹脂粉体塗装 

工 程 塗 料 名 
標準膜厚

（μｍ）
塗装場所 

塗装間隔 

夏(30℃)冬(5℃)

下 地 処 理      第２種ケレン以上   

全層１回塗 エポキシ樹脂粉体塗料 300 工場塗装 
規定せず 

塗料は、ＪＳＷＡＳ Ｇ－１規格 附属書２に規定するエポキシ樹脂粉体塗料

を用いる。 

 

                  表２ 内面液状エポキシ樹脂塗装 

工 程 塗 料 名 
標準膜厚

（μｍ）
塗装場所 

塗装間隔 

夏(30℃)冬(5℃)

下 地 処 理      第２種ケレン以上   

 液状エポキシ樹脂塗料 300 工場塗装 

塗装方法により異

なるため規定せず

塗料は、ＪＳＷＡＳ Ｇ－１規格 附属書２に規定する液状エポキシ樹脂塗料

を用いる。 
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                  表３ 外面〔露出用（屋内）〕配管塗装仕様 

工 程 塗  料  名 
標準膜厚 

（μｍ） 
塗装場所 

下 地 処 理      第２種ケレン以上   

第1層-下塗 亜鉛溶射又はジンクリッチペイント （20） 工場塗装 

第2層-下塗 
現地塗料のアクリルＮＡＤ系艶有塗

料に適した合成樹脂塗料 
80 工場塗装 

第3層-中塗 アクリルＮＡＤ系艶有塗料 15 現地塗装 

第4層-上塗 アクリルＮＡＤ系艶有塗料 15 現地塗装 

塗料は、JSWAS G-1規格の附属書２の４．（外面特殊塗料）に規定する亜鉛溶射

又はジンクリッチペイント、現地塗料のアクリルＮＡＤ系艶有塗料に適した合成

樹脂塗料及びアクリルＮＡＤ系艶有塗料を用いる。 

第１層の亜鉛系プライマー塗布量は、（亜鉛溶射:130g/㎡、ジンクリッチペイ

ント:150g/㎡）を基準とし、塗膜厚さ20μｍ（換算値）とする。 

注１ 塗装間隔は、塗料製造業者の指定する間隔とする。 

２ 膜厚は、計測した平均値が標準膜以上であること。また、計測した

低値は標準膜厚の75％以上あること。なお、検査方法は、JSWAS G-1規格

の附属書２の４．による。 

 

                  表４ 外面〔水中配管及び高湿度露出〕配管塗装仕様 

工 程 塗  料  名 
標準膜厚 

（μｍ） 
塗装場所 

下 地 処 理      第２種ケレン以上   

第1層-下塗 亜鉛溶射又はジンクリッチペイント （20） 工場塗装 

第2層-下塗 エポキシ樹脂塗料 50 工場塗装 

第3層-下塗 エポキシM.I.O.塗料 50 工場塗装 

第4層-中塗 エポキシ樹脂塗料 20 現地塗装 

第5層-上塗 エポキシ樹脂塗料 20 現地塗装 

塗料は、JSWAS G-1規格の附属書２の４．（外面特殊塗料）に規定する亜鉛溶射

又はジンクリッチペイント、エポキシ樹脂塗料、エポキシM.I.O.塗料を用いる。 

第１層の亜鉛系プライマー塗布量は、（亜鉛溶射:130g/ｍ2、ジンクリッチペイ

ント:150g/ｍ2）を標準とし、塗膜厚さ20μｍ（換算値）とする。 

注１ 塗装間隔は、塗料製造業者の指定する間隔とする。 

２ 膜厚は、計測した平均値が標準膜以上であること。また、計測した

低値は標準膜厚の75％以上あること。なお、検査方法は、JSWAS G-1規格

の附属書２の４．による。 
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                  表５ 外面〔埋設用〕配管塗装仕様 

工 程 塗  料  名 
標準膜厚 

（μｍ） 
塗装場所 

下 地 処 理      第２種ケレン以上   

 合成樹脂塗料 
直管：100 

異形管：80 
工場塗装 

塗料は、JSWAS G-1規格の附属書２の１．（外面合成樹脂塗料）に規定する一液

性エポキシ樹脂塗料、二液性エポキシ樹脂塗料及びアクリル樹脂塗料などの合成

樹脂塗料を用いる。 

注１ 塗装間隔は、塗料製造業者の指定する間隔とする。 

２ 膜厚は、特異な箇所を除いた平均値が標準膜厚以上であること。 

なお、検査方法は、JSWAS G-1規格の附属書２の１．による。 

３ 直管の場合には、亜鉛系プライマを下塗りとして用いることができる。 

 

６－１－６ 足掛金物 

１．足掛金物は監督職員の承認を受けなければならない。 

２．足掛金物の取付は、図面又は構造仕様書にならって、正確かつ堅固に取付けなければ

ならない。 

 

６－１－７ グレーチング蓋 

１．グレーチング蓋は亜鉛メッキびきのものとし、ピッチ、巾、寸法などは図面もしくは

特記仕様書に明示する。なお、グレーチングを切断して使用する場合は、その枠は同質

以上のもので加工し仕上げなければならない。 

２．グレーチングの受枠は、材質がＳＳ400の鋼板またはアングルを用いて加工したもの

でなければならない。 

３．グレーチングの形状が大きい場合、あるいは大きな荷重がグレーチングにかかるよう

な場合は、監督職員の指示に従って、所要の強度試験を行い、結果を報告しなければな

らない。 

４．グレーチングは、転落等を防止するため、なるべく速やかに取付けを行わなければな

らない。 

 

６－１－８ チェッカープレート蓋（縞鋼板蓋） 

１．縞鋼板蓋は、図面もしくは特記仕様書にもとづき製作しなければならない。なお、取

りはずしに便利なように把手を設けなければならない。 

２．蓋はコンクリート構造物上面と同一面となるように取付けなければならない。 

３．受枠及び縞鋼板等鋼材で製作するものは、サンドプラスト、またはショットプラスト

でサビ落しをした後、エポキシ塗料３回塗りで仕上げなければならない。 

４．前条３、４項はチェッカープレートについても準ずるものとする。 
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６－１－９ ＰＣ板 

１．ＰＣ板に使用するコンクリート、ＰＣ鋼線、メッシュ等はＪＩＳの規格によるものと

する。 

２．ＰＣ板については、その規格、形状毎に所定の強度試験を行い、監督職員に報告しな

ければならない。 

３．第808条４項、第808条２項はＰＣ板についても準用する。 

 

６－１－10 角落し 

１．角落しは原則として鋼製とする。ただし簡易なものについては、この限りでない。ガ

イドの部分は銅製の溝型鋼を使用するものとし、両者とも防錆塗装を施さなければなら

ない。木製の角落しの場合の材質は檜とし、防腐剤を注入したものでなければならない。 

 

６－１－11 手摺工 

１．手摺は鋼製、アルミ製、ステンレス製とし、材質はＪＩＳの規格に適合したもので、

図面にもとづいて設置しなければならない。なお、手摺の取付け位置は、原則としてコ

ンクリート構造物端部から内側100㎜の線上としなければならない。 

２．鋼製手摺の接合はすべて溶接接合で、ひずみのないように加工し、加工部はグライン

ダーで仕上げなければならない。 

３．手摺の固定方法は、手すり取付け孔を斫ったのち手摺下部に鋼板または丸鋼を熔接し、

コンクリート構造物鉄筋に脚下部を熔接するかまたは既に取付け孔を設置してある個

所にそのまま手摺脚下部を埋め込んだ後モルタルを充填し、左官仕上げをしなければな

らない。 

４．鋼製手摺の塗装は下地処理を工場で１回以上、さび止め塗装を２回以上行い現場据付

完了後、仕上げ塗装を２回施工しなければならない。また塗装はフタル酸樹脂塗料また

はこれに準ずるものとし、使用に先立って監督職員の承諾を得なければならない。 

 

６－１－12 塗装工事 

１．塗装工は、同種の工事に従事した経験を有する熟練者でなければならない。 

２．監督職員の指示があったときは、施工計画書を提出しなければならない。 

３．気温５℃以下のとき、雨天で相対湿度80％のとき、または強風で砂じんがはなはだし

い時は、作業してはならない。 

４．ドライヤを塗料に混ぜてはならない。 

５．施工前に塗装材料、工程など同一条件にして作成した見本を提出し、監督職員の承諾

を得なければならない。 

６．請負者の都合により、現場搬入前に塗装を施す必要のある場合は監督職員の承諾を得

なければならない。 

７．塗装は、あらかじめ錆、汚物等をブラシ等で清浄し、再用品使用の場合は老朽した塗

料を剥離し、構造が複雑な部分は適応する工具を使用して入念に施工しなければならな

い。 

８．塗装工事は次表を標準とする。 
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表－６ 塗装基準（Ⅱ－１） 
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表－７ 塗装基準（Ⅱ－１） 

亜鉛めっき鋼板（管）の仕上げ塗装については下記による。 
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第７章 試  験 

 

第１節 試 験 

７－１－１ 水張試験 

１．水張試験は特記仕様書又は監督職員が指定する時期に下記施設について請負者の責任

で行わなければならない。 

（１）水張試験を行う施設 

沈砂池、ポンプ井、最初沈殿池、エアレーションタンク、最終沈殿池、塩素混

和池、濃縮タンク、消化タンク、洗浄タンク、受水槽、冷却水槽、その他監督職

員が指定したもの。 

（２）水張試験に使用する水は、できるだけ清澄な水を使用するものとし、施設を汚

したり腐食等の影響を与えないよう注意しなければならない。 

なお、受水槽、冷却水槽の水張試験には、水道水を使用しなければならない。 

（３）試験内容 

水張対象施設に注水して、一定時間経過後、監督職員立会いのもとに漏水の有

無、越流堰の水平度等を詳細に調査しなければならない。漏水及び水平度等で手

直しが必要な場合は監督職員の指示に従い、必要ある場合は再試験を行わなけれ

ばならない。 

 

７－１－２ 気密試験 

１．本工事に関連する施設の気密試験等は原則として本工事で実施するものとする。ただ

し、機械設備工事と共同して行うことが適当と認められる場合には設備工事の請負者と

協力して実施することができる。 

２．気密試験は、タンク内の気圧を常用圧力及び450㎜水柱に高め、24時間の気圧変動の

測定を行わなければならない。 

 

７－１－３ 試運転調整 

１．請負者は、前２条の試験合格後、監督職員が指示する期間、関連の電気、機械設備の

総合的機能試験に協力しなければならない。 
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