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Ⅱ 管布設工事編 
 

１ 管布設工事 

 

１．１ 施工一般  本章は、導水管、送水管及び配水管の布設工事に適用する。 

 

１．１．１ 一般事項 

１．管布設に当たっては、あらかじめ設計図又は施工標準図に基づき、平面位置、土

被り、構造物等を正確に把握しておく。また、施工順序、施工方法、使用機器等に

ついて、監督員と十分打合せを行った後、工事に着手する。 

２．路線中心測量の際、基準点については引照点を設け、水準点については移動、沈

下のおそれのない箇所を選定する。また、基準点、水準点に木杭、コンクリート杭

等を用いる場合は十分堅固に設置する。 

３．設計図又は施工標準図により難い場合は、監督員と協議する。 

４．新設管と既設埋設物との離れは､３０ｃｍ以上とする。ただし､所定の間隔が保持

できないときは、監督員と協議する。 

 

１．１．２ 試掘調査 

１．工事の施工に先立ち試掘を行い、地下埋設物の位置等を確認する。また、その結

果を記録写真、調査表等にまとめて、監督員に報告する。 

２．試掘箇所は、監督員と協議のうえ選定する。 

３．試掘は人力掘削を標準とし、掘削中は地下埋設物に十分注意し、損傷を与えない

ようにする。 

４．試掘調査に当たっては、土質の性状、地下水の状態等を観察し、事後の掘削工、

土留工等の参考にする。 

５．既設埋設物の形状、位置等の測定は、正確を期すとともに、埋戻し後もその位置

が確認できるよう適切な措置を講じる。 

６．試掘箇所は即日埋戻しを行い、仮復旧を行う。なお、仮復旧箇所は巡回点検し、

保守管理する。 

７．試掘調査の結果、近接する地下埋設物については、当該施設管理者の立会いを求

め、その指示を受け、適切な措置を講じる。 

 

１．１．３ 掘 削 工 

１．掘削に当たっては、あらかじめ保安設備、土留、排水、覆工、残土処理その他に

つき必要な準備を整えたうえ、着手する。 

２．アスファルトコンクリート舗装、コンクリート舗装の切断は、舗装切断機等を使

用して切口を直線に施工する。また、取り壊しに当たっては、在来舗装部分が粗雑

にならないように行う。 

３．舗装切断を施工する場合は、保安設備、保安要員等を適切に配置し、交通上の安
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全を確保するとともに、冷却水処理にも留意する。 

４．掘削は開削期間を極力短縮するため、その方法、位置を十分検討して行う。 

５．同時に掘削する区域及び一開口部の延長を、あらかじめ監督員に報告する。 

６．機械掘削を行う場合は、施工区域全般にわたり地上及び地下の施設に十分注意す

る。 

７．床付け及び接合部の掘削は、配管及び接合作業が完全にできるよう所定の形状に

仕上げる。なお、えぐり掘り等はしない。 

８．床付面に岩石、コンクリート塊等の支障物が出た場合は、床付面より１０ｃｍ以

上取り除き、砂等に置き換える。 

９．湧水のある箇所の掘削については、土留、排水等を適切に行う。 

10．その他の掘削については、「Ⅰ．３．２．１ 掘削工及び切取工」に準ずる。 

 

１．１．４ 土 留 工 

１．土留工は「Ⅰ．３．１．４ 仮設工の５」に準ずる。 

２．腹起こしは長尺物を使用し、常に杭又は矢板に密着させ、もし、すき間を生じた

場合は、くさびを打ち込み締め付ける。 

３．切梁の取付けは、各段ごとに掘削が完了しだい速やかに行い、切梁の取付け終了

後、次の掘削を行う。 

４．切梁位置の水平間隔は、２ｍ以内を標準とする。また、曲線部では中心線に対し

て直角方向に切梁を設け、腹起こし継手部には必ず切梁を設ける。 

 

１．１．５ 覆 工 

１．覆工には、原則としてずれ止めのついた鋼製覆工板又はコンクリート製覆工板等

を使用する。 

２．覆工板に鋼製のものを使用する場合は、滑り止めのついたものを使用する。また、

滑り止めのついた鋼製覆工板は、在来路面と同程度の滑り抵抗を有することを確認

して使用する。 

３．覆工部の出入口を、道路敷地内に設けなければならない場合は、周囲をさく等で

囲った作業場内に設ける。やむを得ず作業場外に出入口を設ける場合には、車道部

を避け、歩行者や沿道家屋の出入口に支障とならない歩道部等に設ける。 

 

１．１．６ 残土処理 

１．残土処理は、「Ⅰ．３．２．３ 残土処理」に準ずる。 

２．コンクリートの廃材、アスコン廃材等建設廃材の処分は、「Ⅰ．１．４．８ 建

設副産物の処理」に準ずる。 

 

１．１．７ 水 替 工 

水替工は、「Ⅰ．３．１．４の２ 水替工」に準ずる。 
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１．１．８ 管弁類の取扱い及び運搬 

１．ダクタイル鋳鉄管 

ダクタイル鋳鉄管の取扱いについては、次の事項を厳守する。 

（１）管を積み下しする場合はクレーンで２点つりにより行い、ナイロンスリング又

はゴムチューブなどで被覆したワイヤロープ等安全なつり具を使用する。 

（２）管を運搬する場合は、クッション材を使用し、衝撃等によって管を損傷させな

いよう十分注意する。 

（３）保管に当たっては、歯止めを行うなど、保安に十分注意する。 

（４）ゴム輪は、屋内（乾燥した冷暗所が望ましい）に保管する。 

２．鋼管及びステンレス管 

鋼管及びステンレス管の取扱いについては、次の事項を厳守し、塗覆装面及び開

先には絶対に損傷を与えない。 

（１）管をつる場合は、ナイロンスリング又はゴムで被覆したワイヤロープ等安全な

つり具を使用し、塗覆装部を保護するため、両端の非塗覆装部に台付けをとる２

点つりにより行う。 

（２）管の支保材、スノコ等は、据付け直前まで取り外さない。 

（３）置場から配管現場への運搬に当たっては、管端の非塗装部に当て材を介して支

持し、つり具を掛ける場合は、塗装面を傷めないよう適切な防護を行う。 

（４）小運搬の場合は､管を引きずらない。また､転がす場合には管端の非塗装部分の

みを利用し、方向を変える場合はつり上げて行う。 

（５）管の内外面の塗装上を直接歩かない。 

３．水道用硬質塩化ビニル管 

水道用硬質塩化ビニル管（以下「塩化ビニル管」という｡）の取扱いについては、

次の事項を厳守する。 

（１）塩化ビニル管の積み降ろしや運搬のときは、慎重に取扱い、放り投げたりしな

い。 

（２）塩化ビニル管のトラック運搬は､一般に長尺荷台のトラックを用い､横積みにし

て固定する。 

（３）塩化ビニル管を横積みで保管する場合は、平地に積み上げ、高さを１．５ｍ以

下とし、崩れないように注意する。 

（４）保管場所は、なるべく風通しのよい直射日光の当たらない場所を選ぶ。 

（５）高熱により変形するおそれがあるので、火気等に注意し温度変化の少ない場所

に保管する。 

（６）継手類は、種類、管径別に数量を確認したうえ屋内に保管する。 

（７）塩化ビニル管とその継手は、揮発性薬品（アセトン、ベンゾール、四塩化炭素、

クロロホルム、酢酸エチル）及びクレオソート類に浸食されやすいので注意する。 

４．水道配水用ポリエチレン管 

水道配水用ポリエチレン管（以下［ポリエチレン管］という｡）の取扱いについ

ては、次の事項を厳守する。 

（１）管の取扱いにおいては、特にきずがつかないように注意し、また紫外線、火気
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からの保護対策を行う。 

（２）トラックからの積み降ろしのときは、管や継手を放り投げたりして衝撃を与え

ない。 

（３）トラックで運搬するときは、管がつり具や荷台の角に直接当たらないようにク

ッション材で保護する。 

（４）小運搬を行うときは、必ず管全体を持ち上げて運び、引きずったり滑らせたり

しない。 

（５）管の保管は屋内保管を標準とし、メーカー出荷時の荷姿のままとする。現場で

屋外保管をする場合はシートなどで直射日光を避け、熱気がこもらないよう風通

しに配慮する。 

（６）管の保管は平たんな場所を選び、まくら木を約１ｍ間隔で敷き、不陸が生じな

いようにして横積みする。また、井げた積みにはしない。 

（７）管の融着面の清掃時に使用するエタノール・アセトンは、保管量により消防法

の危険物に該当するため、保管に当たっては、法令及び地方自治体の条例を遵守

する。 

（８）多量に灯油、ガソリン等の有機溶剤を扱う場所での管の布設は、水質に悪影響

を及ぼす場合があるので、必要に応じてさや管を利用するなどの対策を行う。 

５．弁類 

（１）弁類の取扱いは、台棒、角材等を敷いて、水平に置き、直接地面に接しないよ

うにする。 

   また、つり上げの場合は弁類に損傷を与えない位置に、台付けを確実にする。 

（２）弁類は、直射日光やほこり等をさけるため屋内に保管する。やむを得ず屋外に

保管する場合は、必ずシート類で覆い保護する。 

 

１．１．９ 配管技能者 

１．受注者は、工事着手に先立ち配管技能者の配管技能講習会等受講終了証の写しを

提出する。 

２．配管技能者は、主に管の芯出し、据付け接合等を行うものとし、発注者が認めた

配管技能者、日本水道協会の配水管技能登録者（一般登録・耐震登録・大口径）又

は、それと同等以上の技能を有する者とする。 

３．日本水道協会の一般登録の配水管技能者は、Ｔ、Ｋ形管等の一般継手配水管の技

能を有する者をいい、耐震継手配水管技能登録者は、ＮＳ、ＳⅡ形管等の耐震継手

配水管の技能を有する者をいう。大口径技能登録者は、一般継手配水管と耐震継手

配水管及びＳ、ＫＦ形管等の大口径管までの技能を有する者をいう。 

４．配管作業中は、常に配水管技能者登録証等を携帯し、配水管技能者であることが

識別できるようにする。 

 

１．１．１０ 管の据付け 

１．管の据付けに先立ち、十分管体検査を行い、亀裂その他の欠陥がないことを確認

する。 
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２．管のつり下ろしに当たって、土留用切梁を一時取り外す必要がある場合は、必ず

適切な補強を施し、安全を確認のうえ、施工する。 

３．管を掘削溝内につり下ろす場合は、溝内のつり下ろし場所に作業員を立ち入らせ

ない。 

４．管の布設は、原則として低所から高所に向けて行い、また受口のある管は受口を

高所に向けて配管する。 

５．管の据付けに当たっては、管内部を十分清掃し、水平器、型板、水糸等を使用し、

中心線及び高低を確定して、正確に据付ける。また、管体の表示記号を確認すると

ともに、ダクタイル鋳鉄管の場合は､受口部分に鋳出してある表示記号のうち､管径､

年号の記号を上に向けて据付ける。 

６．ダクタイル鋳鉄管の直管を使用して曲げ配管を行なわなければならない場合は、

監督員の承諾を得てから継手の持つ許容曲げ角度以内で行う。 

７．一日の布設作業完了後は、管内に土砂、汚水等が流入しないよう木蓋等で管端部

をふさぐ。 

  また、管内には綿布、工具類等を置き忘れないよう注意する。 

８．鋼管の据付けは、管体保護のため基礎に良質の砂を敷きならす。 

 

１．１．１１ 管の接合 

１．ダクタイル鋳鉄管の接合（Ｋ形、ＧＸ形、ＮＳ形、フランジ形） 

  ダクタイル鋳鉄管の接合については、「Ⅱ．１．２ ダクタイル鋳鉄管の接合」

に準ずる。 

２．鋼管溶接塗覆装鋼管溶接接合及び塗覆装は、「Ⅱ．１．３ 鋼管溶接塗覆装現地

工事」に準ずる。 

３．塩化ビニル管の接合は「Ⅱ．１．４ 水道用硬質塩化ビニル管の接合」に準ずる。 

４．ポリエチレン管の接合は「Ⅱ．１．５ポリエチレン管の接合」に準ずる。 

 

１．１．１２ 管の切断 

１．管の切断に当たっては、所要の切管長及び切断箇所を正確に定め、切断線の標線

を管の全周にわたって入れる。 

２．管の切断は、管軸に対して直角に行う。 

３．切管が必要な場合には残材を照合調査し、極力残材を使用する。 

４．管の切断場所付近に可燃性物質がある場合は、保安上必要な措置を行ったうえ、

十分注意して施工する。 

５．鋳鉄管の切断は、切断機で行うことを標準とする。また、異形管は、切断しない。 

６．動力源にエンジンを用いた切断機の使用に当たっては、騒音に対して十分な配慮

をする。 

７．Ｔ形継手管の切断を行った場合は、挿し口端面をグラインダ等で規定の面取りを

施し、挿入寸法を白線で表示する。 

８．鋳鉄管の切断面は、ダクタイル鉄管切管鉄部用塗料で塗装し防食する。 

９．鋼管の切断は、切断線を中心に、幅３０ｃｍの範囲の塗覆装をはく離し、切断線
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を表示して行う。 

  なお、切断中は、管内外面の塗覆装の引火に注意し、適切な防護を行う。 

10．鋼管は切断完了後、新管の開先形状に準じて、丁寧に開先仕上げを行う。また、

切断部分の塗装は、原則として新管と同様の寸法で仕上げる。 

11．石綿セメント管を切断する場合には､「水道用石綿セメント管の撤去作業等にお

ける石綿対策の手引き」等の関係法令を遵守して実施する。 

12．塩化ビニル管の切断は、次の要領で行う。 

（１）管を切断する場合は、切断箇所が管軸に直角になるように、油性ペン等で全周

にわたって標線を入れる。 

（２）切断面は、ヤスリ等で平らに仕上げるとともに、内外周を糸面取りする。 

13．ポリエチレン管の切断は、次の要領で行う。 

（１）水道配水用ポリエチレン管の場合は、ポリエチレン管用のパイプカッタを用い

て、管軸に対して管端が直角になるように切断する。 

（２）水道用ポリエチレン二層管の場合は、白色油性ペン等で標線を入れ、ポリエチ

レン管用のパイプカッタを用いて、管軸に対して管端が直角になるように切断す

る。 

 

１．１．１３ 既設管との連絡 

１．連絡工事は、断水時間が制約されるので、十分な事前調査、準備を行うとともに、

円滑な施工ができるよう経験豊富な技術者と作業者を配置し、迅速、確実な施工に

当たる。 

２．連絡工事箇所は、試掘調査を行い、連絡する既設管（位置、管種、管径等）及び

他の埋設物の確認を行う。 

３．連絡工事に当たっては、事前に施工日、施工時間及び連絡工事工程表等について、

監督員と十分協議する。 

４．連絡工事に際しては、工事箇所周辺の調査を行い、機材の配置、交通対策、管内

水の排水先等を確認し、必要な措置を講じる。 

５．連絡工事に必要な資機材は、現場状況に適したものを準備する。なお、排水ポン

プ、切断機等については、あらかじめ試運転を行っておく。 

６．連絡箇所に鋼材防護を必要とするときは、次による。 

（１）鋼材の工作は正確に行い、加工、取付け、接合を終了した鋼材は、ねじれ、曲

り、遊び等の欠陥がないこと。 

（２）鋼材の切断端面は、平滑に仕上げる。 

（３）鋼材の切断端面は清掃し、ボルト穴を正しく合わせ、十分締め付ける。また、

ボルト穴は裂け目や変形を生じないように、ドリルで穴あけする。 

（４）鋼材の溶接は、ＪＩＳその他に定める有資格者に行わせ、欠陥のないように溶

接する。 

（５）鋼材はちり、油類その他の異物を除去し、コンクリートに埋め込まれるものは

除いて、防食塗装を行う。 

７．防護コンクリートの打設に当たっては、仮防護等を緩めないように、十分留意し
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て施工する。 

８．弁止まりや栓止めとなっている既設管の連絡工事は、内圧により抜け出す危険性

があるので、一つ手前の仕切弁で止水するか、離説防止対策を施すなど必要な措置

を講じる。 

 

１．１．１４ 栓・帽の取り外し 

１．栓の取り外しに当たっては、事前に水の有無、施工日、施工時間等について監督

員と十分協議する。 

２．栓止めした管を掘削する前に、手前の仕切弁が全閉か確認する。 

３．既設管には、水の有無にかかわらず内圧がかかっている場合があるので、栓の正

面には絶対立たない。 

４．ボルト･ナットが腐食している可能性もあるので､必要に応じて栓の抜け出し防護

対策を行う。 

５．栓の取り外し及び防護の取り壊しには、空気抜用ボルト（プラグ）を慎重に外し

て空気及び水を抜き、内圧がないことを確認した後、注意して取り外す。 

 

１．１．１５ 既設管の撤去 

１．既設管の撤去に当たっては、埋設位置、管種、管径等を確認する。 

  また、管を撤去し再使用する場合は、継手の取り外しを行い、管に損傷を与えな

いよう慎重に撤去する。 

２．異形管防護等のコンクリートは、壊し残しのないようにし、完全に撤去する。 

３．鋳鉄管、鋼管の処分は、監督員の指示による。 

４．石綿セメント管の撤去については、「Ⅰ．１．２．１０ 石綿セメント管（アス

ベスト）撤去に伴う注意事項」に記載してある関係法令を遵守する。また、主な作

業内容は次による。 

（１）受注者は、石綿セメント管の撤去に係る作業計画を定め、監督員に提出する。 

（２）受注者は、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者

を選任する。 

（３）受注者は、石綿セメント管の切断等の作業を行うときは、作業員等に呼吸用保

護具や専用の作業衣を使用させる。 

（４）石綿セメント管の撤去に当たっては、粉じんを伴う切断等は避け、継手部で取

り外すようにし、やむを得ず切断等を行う場合は、管に水をかけて湿潤な状態に

して、さらに手動で切断する等石綿粉じんの発散を防止する。 

   また、撤去管は十分強度を有するプラスチック袋等でこん包するなど、石綿粉

じんの発散防止を行うとともに、アスベスト廃棄物である旨を表示し、処分につ

いては、「Ⅰ．１．４．８ 建設副産物」の処理による。 

 

１．１．１６ 不断水式工法 

１．一般事項 
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（１）既設管の断水を行わずに分岐管を取り出したり既設管に制水弁を設置する工法

に適用するものとする。 

（２）工事の施工に当たっては、現場調査等を十分行わなければならない。なお、設

計図書によりがたい場合は、監督員と協議しなければならない。 

２．割Ｔ字管、不断水式簡易仕切弁 

（１）割Ｔ字管の取り付けは、設計図書によるものとするが、取り付け詳細及び取り

付け位置については、監督員の承諾を得て工事に着手しなければならない。 

（２）割Ｔ字管は、原則として管軸に水平に取り付けなければならない。なお、埋設

物の関係で水平に取り付けることができない場合は、監督員と協議しなければな

らない。 

（３）割Ｔ字管取り付け位置決定後、既設管の表面を清掃して取り付けなければなら

ない。 

（４）ボルト締め型の割Ｔ字管は、ボルト・ナットが片締めにならないよう注意し、

割Ｔ字管の各片の合わせ目の隙間が均等になるように、「Ⅱ．１．２．３ Ｋ形

ダクタイル鋳鉄管の接合」に規定するトルクにて締付けなければならない。なお、

溶接型の割Ｔ字管は、仮締めボルトで固定し溶接を行わなければならない。 

（５）割Ｔ字管を既設管に取り付けた後、監督員の指示に従い水圧試験を行わなけれ

ばならない。水圧試験はエアー抜きを十分に行い、水圧１．７５ＭＰａを１分間

保持できることを確認しなければならない。 

（６）穿孔機の取り付けに当たっては、支持台及び管保護等を適切に設置し、既設管

並びに割Ｔ字管等に余分な力を与えないようにしなければならない。 

（７）不断水式簡易仕切弁は、弁体挿入時の弁体が全開状態であることを確認のうえ、

施工しなければならない。また、施工完了時における弁体が、全開状態であるこ

とを併せて確認しなければならない。 

（８）穿孔時に発生する切粉は、管外に排出し、切断片は完全に除去しなければなら

ない。 

３．不断水式仕切弁 

（１） 不断水式仕切弁の設置は、設計図書によるものとするが、取り付け詳細及び

取り付け位置については、監督員の承諾を得て工事に着手しなければならない。 

（３）特殊割継輪を既設管に取り付けた後、監督員の指示に従い水圧試験を行わなけ

ればならない。水圧試験はエアー抜きを十分に行い、水圧１．７５ＭＰａを１分

間保持できることを確認しなければならない。 

（４）機材の組立てに当たっては、支持台を適切に設置し、既設管に負荷を与えない

ようにしなければならない。 

（５）切断時に発生する切粉は、管外に排出し、切断片は完全に除去しなければなら

ない。 
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（６） 不断水式仕切弁は、弁体が全開状態であることを確認の上、施工しなければ

ならない。 

４．管防護 

コンクリートによる防護は、設計図書に基づき、施工するものであるが、材料メー

カーにより材料形状が異なることがあるので、材料形状に合わせた管保護コンクリー

トの形状を検討の上、監督員の承諾を得て施工しなければならない。 

 

１．１．１７ 離脱防止金具取付工 

ダクタイル鋳鉄管に離脱防止金具を使用する場合は、各々の金具によって締付けトル

クが設定されているので、説明書等により確認し、メカニカル継手のＴ頭ボルトの締め

付け状況（Ｔ頭ボルトの締付けトルク等）を点検後、離脱防止金具の押ボルトの締付け

トルクを確認する。 

離脱防止金具の取付け箇所は、取付け完了後、防食塗料を十分に塗布する。 

 

１．１．１８ 異形管防護工 

１．異形管防護工の施工箇所、形状寸法、使用材料等については、設計図及び施工標

準図に基づいて行う。 

２．前項以外で、監督員が必要と認めた場合は、その指示により適切な防護を行う。 

３．異形管防護コンクリートの施工に当たっては、次による。 

（１）あらかじめ施工箇所の地耐力を確認する。 

（２）割ぐり石又は砕石基礎工は、管の据付け前に施工する。 

（３）防護コンクリート打設に当たっては、管の表面をよく洗浄し、型枠を設け、所

定の配筋を行い、入念にコンクリートを打設する。 

４．基礎工、コンクリート工、型枠工及び支保工、鉄筋工については、「Ⅰ．３．４

基礎工～Ⅰ．３．７ 鉄筋工」に準ずる。 

 

１．１．１９ 水圧試験 

１．配管終了後、継手の水密性を確認するため、原則として監督員立会いのうえ、管

内に充水した後、当該管路の 大静水圧や水撃圧を考慮した適切な圧力で水圧試験

を行う。 

  なお、水圧試験の方法については、監督員の指示による。 

２．管径９００ｍｍ程度以上の鋳鉄管継手では、テストバンドで継手部の水密性を検

査することにより、水圧試験の代わりとする場合がある。 

（１）テストバンドでの試験水圧は０．５ＭＰａで５分間保持し、０．４ＭＰａ以上

保持する。もし、これを下回った場合は、原則として接合をやり直し、再び水圧

試験を行う。また、５分間の水圧をグラフに記録すること。 

（２）テストバンドでの水圧試験結果については、次に掲げる項目の報告書を作成し、

監督員に提出する。継手番号、試験年月日、時分、試験水圧、５分間の水圧グラ

フ。 
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１．１．２０ 埋 戻 工 

１．埋戻しに使用する砂は、施工前に生産地、粒度分析の結果及び見本品等を監督員

に提出し、承諾を得る。 

２．埋戻しのときに、管その他の構造物に損傷を与えたり、管の移動を生じたりしな

いように注意する。また、土留の切梁、管据付けの胴締め材、キャンバー等の取り

外し時期、及び方法は周囲の状況に応じて決める。 

３．埋戻しは、片埋めにならないように注意しながら、厚さ３０ｃｍ以下に敷きなら

し、現地盤と同程度以上の密度となるように締め固めを行う。 

４．掘削発生土砂が良質の場合は、監督員と協議のうえ、埋戻しに使用することがで

きる。 

５．埋戻し路床の検査は、貫入試験、平板載荷試験又はＣＢＲ試験等、監督員の指示

した方法によって行う。 

６．路床検査の結果は、監督員に提出し、承諾を得る。 

７．その他の埋戻工については、「Ⅰ．３．２．２ 埋戻工及び盛土工」に準ずる。 

 

１．１．２１ 盛 土 工 

 盛土工については、「Ⅰ．３．２．２ 埋戻工及び盛土工」に準ずる。 

 

１．１．２２ 基 礎 工 

 基礎工については、「Ⅰ．３．４ 基 礎 工」に準ずる。 

 

１．１．２３ コンクリート工 

 コンクリート工については、「Ⅰ．３．５ コンクリート工」に準ずる。 

 

１．１．２４ 型 枠 工 

 型枠工については、「Ⅰ．３．６ 型枠工及び支保工」に準ずる。 

 

１．１．２５ 鉄 筋 工 

 鉄筋工については、「Ⅰ．３．７ 鉄 筋 工」に準ずる。 

 

１．１．２６ 伏 越 工 

１．施工に先立ち、関係管理者と十分協議し、安全かつ確実な計画のもとに、迅速に

施工する。 

２．河川、水路等を開削で伏越す場合は、次による。 

（１）伏越しのため、水路、その他を締め切る場合は、氾濫のおそれのないよう水樋

等を架設し、流水の疎通に支障がないように施工する。 

   また、鋼矢板等で仮締切りを行う場合は、止水を十分に行い工事に支障のない

ようにする。 

（２）降雨による河川水位の増大に備えて、対策を事前に協議し、予備資材等を準備

しておく。 
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（３）その他締切工については、「Ⅰ．３．１．４の３ 締切工」に準ずる。 

３．既設構造物を伏越しする場合は、関係管理者の立会いのうえ、指定された防護を

行い、確実な埋戻しを行う。 

 

１．１．２７ 軌道下横断工 

１．工事に先立ち、当該軌道の管理者と十分な協議を行い、安全、確実な計画もとに、

迅速に施工する。 

２．車両通過に対し、十分安全な軌道支保工を施す。 

３．コンクリート構造物は、通過車両の振動を受けないよう、支保工に特別の考慮を

払う。 

４．踏切地点及び交差点の場合は、常時完全な覆工を行う。 

５．当該軌道管理者から指示があった場合は、直ちに監督員に報告してその指示を受

ける。 

６．工事中は、監視員を配置し、車両の通過に細心の注意を払う。また、必要に応じ

沈下計、傾斜計を設置し、工事の影響を常時監視する。 

７．受注者は、監督員が指定した軌道横断箇所に埋設表示杭を設置する。 

 

１．１．２８ 水管橋架設工 

 水管橋の架設については、別に特記仕様書で定める場合を除き、次による。 

１．架設に先立ち、材料を再度点検し、塗装状況、部品、数量等を確認し、異常があ

れば監督員に報告してその指示を受ける。 

２．架設に当たっては、事前に橋台、橋脚の天端高及び支間を再測量し、支承の位置

を正確に決めアンカーボルトを埋め込むものとする。アンカーボルトは水管橋の地

震時荷重、風荷重等に十分耐えるよう、堅固に取り付ける。 

３．固定支承、可動支承部は設計図に従い、各々の機能を発揮させるよう、正確に据

付ける。 

４．伸縮継手は、正確に規定の遊げきをもたせ、しゅう動形の伸縮継手については、

ゴム輪に異物等をはさまないよう入念に取り付ける。 

５．仮設用足場は、作業及び検査に支障のないよう安全なものとする。 

６．落橋防止装置等のあと施工アンカーボルトを設置するときは、定着長は超音波探

傷器を用いて全数測定する。 

７．鋼製水管橋の架設及び外面塗装は、各々ＷＳＰ０２７ （水管橋工場仮組立及び

現場架設基準）、ＷＳＰ００９（水管橋外面防食基準）による。 

 

１．１．２９ 電食防止工 

１．電食防止の施工に当たっては、次の項目により行う。 

（１）管の塗覆装に傷をつけないように注意する。 

（２）コンクリート建造物の鉄筋と管体が接触することのないよう、電気的絶縁に留

意する。 

（３）水管橋支承部には、絶縁材を挿入して管と橋台の鉄筋が直接接しないように施
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工する。 

（４）電気防食を行う管路に使用する推進用鋼管の鋼管と外装管の間の絶縁抵抗は、

１× １０５Ω以上確保する。 

（５）陽極は、常に乾燥状態で保管する。 

（６）陽極の運搬時は、リード線を引張らないようにする。 

（７）陽極設置後の埋戻しは、石等を取り除き、細かく砕いた発生土で十分に行う。

このとき、陽極リード線及び陰極リード線は、適切な間隔にテープで固定し地上

に立ち上げ、接続箱設置位置まで配線しておく。 

（８）ターミナル取付け位置は､管溶接部を標準とする。取付けに当たっては､管の表

面をヤスリ、サンドペーパー等を使用して、十分に研磨する。 

（９）ターミナルは、管溶接部と同一の塗覆装を行う。 

（10）接続箱内に立ち上げたリード線は、束ねて防食テープで固定した後、地表面か

ら約２０ｃｍ高くし、同一長さに切断する。 

（11）測定用ターミナルリード線以外の各線は､ボルト･ナットで締め付け防食テープ

で被覆する。 

（12）鋼管の電気防食については、ＷＳＰ ０５０ （水道用塗覆装鋼管の電気防食

指針）を準拠する。 

２．流電陽極方式による電気防食装置の施工については、次による。 

（１）陽極埋設用の孔は、埋設管と平行に掘削するものとし、陽極を１箇所に２個以

上設置する場合は、陽極相互の間隔を１．０ｍ以上離す。なお、掘削時に管の塗

覆装を傷つけない。 

（２）配線材料は、次のものを使用する。 

   ａ）ケーブル：ＪＩＳ Ｃ ３６０５ ６００Ｖ ポリエチレンケーブル 

   ｂ）保護管 ：ＪＩＳ Ｃ ３６５３ 電力用ケーブルの地中埋設の施工方法 

の附属書１ 波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ） 

          ＪＩＳ  Ｃ ８４３０ 硬質ビニル電線管（ＶＥ管） 

（３）陽極は埋設管から２００ｍｍ以上の離隔を確保する。 

（４）陽極リード線の結線部（母線と子線等）は水が侵入しないよう確実にシールし、

リード線は保護管に入れて地表面に立ち上げる。 

（５）陽極リード線と埋設管からのリード線は､地上に設置したターミナルボックス

内で接続する。 

３．外部電源方式による電気防食装置の施工については、次による。 

（１）埋設管と電極は極力離す。 

（２）配線工事は「電気設備に関する技術基準を定める省令」（経産業省令第 52号）

及び「電気設備の技術基準の解釈」（社団法人目本電気協会編）による。 

（３）電線の接続は、原則として所定の接続箱の中で行い、特に（十）側配線は電線

被覆に傷がつかない様に注意する。 

（４）配線材料は、流電陽極方式と同様のものを用いるが、ケーブルは十分な容量を

持つものを用いる。 

（５）端子、接続部などは絶縁処置を施す。 
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（６）電極保護管は、次のものを使用する。 

   ＪＩＳ Ｋ ６７４１ 硬質ポリ塩化ビニル管 

   ＪＩＳ Ｇ ３４５２ 配管用炭素鋼鋼管 

（７）深理式は、電極保護管のすき間にバックフィル充填する。 

（８）電食防止装置の設置完了後は、全装置を作動させ、管路が適正な防食状態にな

るように調整を行う。 

 

１．１．３０ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ（以下、「スリーブ」 

という｡） 

１．スリーブの運搬及び保管 

（１）スリーブの運搬は、折りたたんで段ボール箱等に入れ損傷しないよう注意して

行う。 

（２）スリーブは、直射日光を避けて保管する。 

２．スリーブの被覆 

（１）スリーブの被覆は､スリーブを管の外面にきっちりと巻き付け余分なスリーブ

を折りたたみ、管頂部に重ね部分がくるようにする。 

（２）管継手部の凸凹にスリーブがなじむように、十分たるませて施工する。 

（３）管軸方向のスリーブの継ぎ部分は、確実に重ね合せる。 

（４）スリーブは、地下水が入らないよう粘着テープあるいは固定用バンドを用いて

固定する。 

（５）既設管、バルブ、分岐部等は、スリーブを切り開いて、シート状にして施工す

る。 

（６）管埋設位置に地下水が存在する場合には、固定ネットを使用する方法もある。 

 

１．１．３１ 水道管の明示 

１．一般事項 

埋設管には、掘削などによる事故防止のため、物件標識・埋設標識により管の明示

をしなければならない。明示については、道路法施行令、道路法施行規則の規定によ

るものとする。 

 ２．明示テープによる物件標識 

 （１）明示に使用するテープは次によるものを使用する。 

  ア．材質    塩化ビニールテープ（片面接着材付） 

  イ．色彩    地色 青  文字 白（変色及び退色しないもの） 

ウ．明示内容  上水道 西暦年 

  エ．形状寸法  巾 ５０ｍｍ  厚０．１５ｍｍ以上 

 （２）開削工法の場合は、明示テープを図－Ⅱ．１．１－１によって管頂部及び胴巻

き部に貼り付ける。 

  ア．管頂部は連続して貼り付ける。 
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  イ．胴巻き部は、管長が４ｍ以下では１本当たり３箇所、管長が５～６ｍでは１本

当たり４箇所貼り付ける。 

ウ．明示テープの貼り付けに当たっては、ごみ及び水分等は十分に除去するものと

する。またテープは直射日光を避けて保管するものとする。 

 

 

 

                  

 
 

図－Ⅱ．１．１－１ 明示テープの貼り付け図 

 

 

（３）呼び径７５ｍｍ以上の水道管で管防食用ポリエチレンスリーブを施す場合は、

明示テープを省略することができる。 

（４）推進工法の場合は、明示テープに代えて水色ペイントを用いることができる。 

（５）明示対象管は、新設管及び露出した既設管の内、呼び径７５ｍｍ以上（呼び径

７５ｍｍ以上の私管を含む）を対象とする。 

 

 

 

 

胴巻き部 胴巻き部 管頂部 

管頂部 
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 ３．埋設標示シートによる埋設標識 

  埋設標示シートは、設計図書により、管路を埋戻す際に図－Ⅱ．１．１－２に示す

ように埋設管上０．３０ｍに埋設する。 

 
 

 

 

図－Ⅱ．１．１－２ 埋設シート布設図 

 

 

４．ロケーティングワイヤーの施工 

埋設管を鉄管探知器等で確実に探査できるようにロケーティングワイヤーを施工

すること。施工方法については、次に示す。 
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ロケーティングワイヤー施工方法 

 
１．ロケーティングワイヤー（以下ワイヤー）の取扱いについて 

 

２．ワイヤー相互の接続

（１）

先端Ａキャップ止め

ワイヤーB

先端Bキャップ止め

ワイヤーA

ワイヤ－AとBを結びます。
キャップで先端の処理をして下さい。

(2)

先端Ｂ ねじる 先端Ａ

ワイヤーＢワイヤーＡ

結び目をねじってＡの先端をＢ側のワイヤーに、
Ｂの先端をＡ側のワイヤーに向けます。

Ａの先端をＢのワイヤーに、Ｂの先端をＡ
のワイヤーにそれぞれすきまなく１５ｃｍ
程度巻いて下さい。

巻きつけた上から自己融着テープでテーピン
グをして下さい。
※自己融着テープでテーピングした後、さら
にビニールテープを巻くとベストです。

（３） （４）

先端Ｂ

巻く 巻く
先端Ａ

テーピング

キャップ ワイヤー

１．ワイヤー先端部の処理

（必ず行ってください。）

ワイヤーの先端部は水分が入ると錆が生

じ、内部に進行しますので必ず指定のキ

ャップで先端部の処理をしてください。

 
２．ワイヤーの施工方法について

１．本管への施工

（１）本管への配線

を５～６回程度コイル状に巻いてビニ

ールテープで固定しています。固定後

、ワイヤーを本管上に若干の緩みを持

たせながら配線し、適当な間隔（2m位）

でワイヤークリッパー（またはビニー

ルテープ）で固定します。

（２）本管端末部の処理も同じです。

本管起点部
末端部

コイル状に巻　
いたワイヤー

ワイヤークリッパー（または
ビニールテープで固定します

ビニールテープ
で固定します

本管上の起点部の処理をしたワイヤー
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（３）バルブボックス・消火栓ボックス

　　　ワイヤーを切断せず、ねじって図のよ

　　　うに折返して輪をつくり、地上から手

　　　が届く位置まで立ち上げます。

　　（探知器の直接用接続コードが連結し

　　　　やすくなります。）

（４）T字型のジョイント

　　　ジョイントする側のワイヤーを本管側

　　　のワイヤーに隙間なく15cm程度巻きつ

　　　けワイヤークリッパー（またはビニール

　　　テープ）で固定します。

ワイヤー

　　ワイヤークリッパー

（またはビニールテープ）

本管側ワイヤー

ジョイントする側の

ワイヤーを巻きつけます

テーピング

ワイヤークリッパー

（または、ビニールテープで固定）  
２．分岐部分→支管への施工

（１）ロケーティングワイヤーをパイプに少

　　々緩みを持たせて配線します。このとき、

　　緩みを持たせすぎないように適当な間隔

　　（２m位）でワイヤークリッパー（または

　　　ビニールテープ）で固定してください。

（２）分岐部分はワイヤーの先端処理後、分水

　　栓金具より１ｃｍ～２ｃｍ離してワイヤ

　　ークリッパー（またはビニールテールテ

　　ープ）で固定してください。

　　（分水栓の位置が探知しやすくなります。）

ワイヤークリーパー（または、

ビニールテープ）で止める

（2ｍ間隔位）

１～２cmあける

メータボックス

１～２ cmあける  
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１．１．３２ 通水準備工及び洗浄排水工 

１．充水作業前に､原則として全延長にわたり管内を十分清掃するとともに､継手部の

異物の有無、塗装の状態等を調べ、 後に残存物がないことを確認する。 

２．充水作業に先立ち、バルブ、副弁、空気弁、消火栓、排水弁等の開閉操作を行い、

異常の有無を確認し、特に空気弁のボールの密着度合を点検する。更に、全体の鉄

蓋の開閉も確認し、ガタツキのないようにする。 

３．管の連絡工事に伴う断水作業並びに既設管内及び新設管内の洗浄排水作業は、原

則として本市が行うものとする。 

４．断水作業及び洗浄排水作業に必要な設備や材料は、水質に悪影響を与えないもの

を受注者が調達し、設置すること。また、受注者は、保安施設の設置並びに保安要

員を適宜配置するなどの体制を整え、監督員の指示に従わなければならない。 

 

１．２ ダクタイル鋳鉄管の接合 

 

１．２．１ 一般事項 

１．接合方法、接合順序、使用材料等の詳細について着手前に監督員に報告する。 

２．継手接合に従事する配管技能者は、使用する管の材質、継手の性質、構造及び接

合要領等を熟知するとともに豊富な経験を有する者とする。 

３．接合する前に、継手の付属品及び必要な器具、工具を点検し確認する。 

４．接合に先立ち、挿し口部の外面、受口部の内面、押輪及びゴム輪等に付着してい

る油、砂、その他の異物を完全に取り除く。 

５．付属品の取扱いに当たっては、次の事項に注意する。 

（１）ゴムは、紫外線、熱などに直接さらされると劣化するので、ゴム輪は極力屋内

に保管し、梱包ケースから取り出した後は、できるだけ早く使用する。 

   また、未使用品は必ずこん包ケースに戻して保管する。このとき、折り曲げた

り、ねじったりしたままで保管しない。 

（２）開包後のボルト・ナットは、直接地上に置くことは避け、所定の容器に入れて

持ち運ぶ。 

（３）ボルト・ナットは放り投げることなく、丁寧に取扱う。 

   また、ガソリン、シンナー等を使って洗わない。 

（４）押輪は、直接地上に置かず、台木上に並べて保管する。呼び径６００ｍｍ以上

の押輪は、水平に積んで保管するのが望ましい。ただし、安全上あまり高く積ま

ないこと。 

６．管接合終了後、埋戻しに先立ち継手等の状態を再確認するとともに、接合結果の

確認と記録を行う。 

  また、接合部及び管体外面の塗装の損傷箇所には、防錆塗料を塗布する。 

 

１．２．２ 継手用滑剤 

 ダクタイル鋳鉄管の接合に当たっては、ダクタイル鋳鉄管用の滑剤を使用し、ゴム輪
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に悪い影響を与えるもの、衛生上有害な成分を含むもの並びに中性洗剤やグリース等の

油類は使用しない。 

 

１．２．３ Ｋ形ダクタイル鋳鉄管の接合 

 

 

 
            図－Ⅱ．１．２－１ Ｋ形管の接合 

 

１．挿し口外面の清掃は端部から４０ｃｍ 程度とする。 

２．押輪の方向を確認してから挿し口部に預け、次に挿し口部とゴム輪に滑剤を十分

塗布し、ゴム輪の向き及び内外面に注意して挿し口部に預ける。 

  なお、滑剤は｢Ⅱ．１．２．２ 継手用滑剤｣に適合するダクタイル鋳鉄管用のも

のを使用する。 

３．挿し口外面及び受口内面に滑剤を十分塗布するとともに､ゴム輪の表面にも滑剤

を塗布のうえ、受口に挿し口を挿入し、胴付間隔が３～５ｍｍとなるように据付け

る。 

４．受口内面と挿し口外面とのすき間を上下左右均等に保ちながら、ゴム輪を受口内

の所定の位置に押し込む。このとき、ゴム輪を先端の鋭利なものでたたいたり押し

たりして損傷させないように注意する。 

５．押輪の端面に鋳出してある管径及び年号の表示を管と同様に上側にくるようにす

る。 

６．ボルト・ナットの清掃を確認のうえ、ボルトを全部のボルト穴に差し込み、ナッ

トを軽く締めた後、全部のボルト・ナットが入っていることを確認する。 

７．ボルトの締付けは、片締めにならないよう上下のナット、次に両横のナット、次

に対角のナットの順に､それぞれ少しずつ締め､押輪と受口端との間隔が全周を通

じて同じになるようにする。 

  この操作を繰返して行い、 後にトルクレンチにより表－Ⅱ．２．１－１に示す

トルクになるまで締め付ける。 

８．接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記入しながら行う。 
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表－Ⅱ．２．１－１ Ｋ形締付けトルク 

管  径（ｍｍ） 締付けトルク（Ｎ・ｍ） ボ ル ト の 呼 び 

  ７５ ６０ Ｍ１６ 

１００～６００ １００ Ｍ２０ 

７００～８００ １４０ Ｍ２４ 

９００～２６００ ２００ Ｍ３０ 

 

１．２．４ ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管の接合 

 

ＧＸ形継手は、ＮＳ形継手と同様に免震的な考え方に基づいた継手であり、大きな伸縮

余裕と曲げ余裕をとっているため、管体に無理がかからず、継手の動きで地盤の変動に

順応できる。 

 １．ＧＸ形直管の接合 

 
図－Ⅱ．１．２－２ ＧＸ形管の接合（直管） 

 

 直管の場合には、専用の接合器具を使用する。 

（１）管の受口溝とゴム輪の当たり面、および挿し口外面の異物除去と清掃を行う。 

（２）ロックリングとロックリングホルダの確認を行う。 

（３）ゴム輪を清掃し、受口内面の所定の位置に装着する。 

（４）ゴム輪の内面と挿し口外面のテーパ部から白線までダクタイル鉄管継手用滑剤

を塗布する。 

（５）管をクレーンなどで吊った状態にして挿し口を受口に預ける。この時、２本の

管の角度は２°以内となるようにする。 
（６）下図のように接合器具をセットし、レバーホイストを操作して挿し口を受口に

挿入し、白線Aが受口端面にくるようにあわせる。 

（７）ＧＸ形用チェックゲージ等でゴム輪が所定の位置にあることを確認し、チェッ

クシートに記入して施工完了。 
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２．ＧＸ形異形管の接合 

 
図－Ⅱ．１．２－３ ＧＸ形管の接合（異形管） 

 

 

（１）管の受口内面と挿し口外面の異物除去と清掃を行う。 

（２）接合部品（押輪及びゴム輪）を挿し口へ預け入れる。 

（３）受口内面、挿し口外面、ゴム輪外面に滑剤を塗布する。 

（４）挿し口を受口に挿入する。 

（５）ストッパを取り外す。 

（６）挿し口突部がロックリングを通過しているか確認する。 

（７）ゴム輪、押輪をT頭ボルト・ナットで締め付ける。T頭ボルト・ナットの締め付

けにはインパクトレンチを使用する。 

（８）押輪の施工管理用突部と受口端面がメタルタッチになっていることを確認する。 

    
１．２．５ ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管の接合 

 ＮＳ形継手は、免震的な考え方に基づいた継手であり、大きな伸縮余裕と曲げ余裕を

とっているため、管体に無理がかからず、継手の動きで地盤の変動に順応できる。 

１．ＮＳ形直管の接合（呼び径７５～４５０） 

 

 

 
図－Ⅱ．１．２－３ ＮＳ形直管（呼び径７５～４５０） 

 

（１）挿し口外面の端から約３０ｃｍの清掃と受口内面の清掃。 

（２）ロックリングとロックリング芯出し用ゴムがセットされているか確認する。 

（３）清掃したゴム輪を受口内面の所定の位置にセットする。 



Ⅱ－ 22 
 

（４）ゴム輪の内面と挿し口外面のテーパ部から白線までの間、滑剤を塗布する。 

   なお、滑剤は「Ⅱ．１．２．２ 継手用滑剤」に適合するダクタイル鋳鉄管用

のものを使用し、グリース等の油類は絶対使用しない。 

（５）管を吊った状態で管芯を合わせて、レバーブロックを操作して接合する。 

（６）受口と挿し口のすき間にゲージを差し入れ、ゴム輪の位置を確認する。 

（７）接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記人しながら行う。 

２．ＮＳ形異形管の接合（呼び径７５～２５０） 

 

 
図－Ⅱ．１．２－４ ＮＳ形異形管（呼び径７５～２５０） 

 

（１）挿し口外面の清掃と受口内面の清掃。 

（２）ロックリングとロックリング芯出し用ゴムがセットされているか確認する。 

（３）屈曲防止リングが受口内面に飛び出していないことを確認する。 

（４）挿し口を受口に挿入する前に、異形管受口端面から受口奥部までの、のみこみ

量の実測値を挿し口外面（全周又は円周４箇所）に明示する。 

（５）清掃したゴム輪を受口内面の所定の位置にセットする。 

（６）ゴム輪の内面と挿し口外面に滑剤を塗布する。 

（７）管をつった状態で管芯を合わせて、レバーブロックを操作して接合する。接合

後は接合器具を取り外す前に挿し口明示した白線が、受口端面の位置まで全周に

わたって押入されていることを確認する。 

（８）受口と挿し口のすき間にゲージを差し入れ、ゴム輪の位置を確認する。 

（９）六角スパナを使用し、セットボルトを屈曲防止リングが全周にわたって挿し口

外面に当たるまで締め付ける。 

（10）接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記入しながら行う。 

３．ＮＳ形異形管の接合（呼び径３００～４５０） 

 

      
図－Ⅱ．１．２－５ ＮＳ形異形管（呼び径３００～４５０） 
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（１）挿し口外面の清掃と受口内面の清掃。 

（２）ロックリングとロックリング芯出し用ゴムがセットされているか確認する。 

（３）挿し口を受口に挿入する前に、異形管受口端面から受口奥部までの、のみこみ

量の実測値を挿し口外面（全周または円周４箇所）に明示する。 

（４）ゴム輪の向きやバックアップリングの向きに注意して挿し口に預け入れる。 

（５）ロックリングの分割部に拡大器具をセットし、ストッパーが挿入できる幅にな

るまでロックリングを拡大する。 

（６）管をクレーンなどでつった状態にして、挿し口を受口に預ける。この時２本の

管が一直線になるようにする。挿し口が受口奥部に当たるまでゆっくりと挿入し、

現地で挿し口に明示した白線が、受口端面の位置まで全周にわたって挿入されて

いることを確認したら、ストッパーを引き抜く。これによりロックリングは挿し

口外面に抱き付く。 

（７）挿し口若しくは受口をできるだけ大きく上下左右前後に振り、継手が抜け出さ

ないか確認する。 

（８）バックアップリングを受ロと挿し口のすき開に挿入する。なお、切断部は受ロ、

ロックリング溝の切り欠き部をさけるようにする。 

（９）ゴム輪、押輪、ボルトを所定の位置にセットする。 

（10）ボルトの締付けは、片締めにならないよう上下のナット、次に両横のナット、

次に対角のナットの順に、それぞれ少しずつ締め、押輪と受口端との間隔が全周

を通じて同じになるようにする。この操作を繰返して行い、 後にトルクレンチ

により標準トルク（１００Ｎ・ｍ）で１周締め付ける。 

（11）接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記入しながら行う。 

 

１．２．６ フランジ形ダクタイル鋳鉄管の接合 

１．大平面座形フランジの接合（ＲＦ形－ＲＦ形） 

（１）フランジ面、ボルト・ナット及びガスケットをきれいに清掃し、異物がかみ込

まれないようにする。 

（２）ガスケットは管心をよく合わせ、ずれが生じないようにシアノアクリレート系

接着剤などで仮留めする。ただし、酢酸ビニル系接着剤、合成ゴム系接着剤等は、

ガスケットに悪影響をおよぼすので使用してはならない。 

（３）ガスケットの位置及びボルト穴に注意しながら締め付ける。 

（４）ガスケットが均等に圧縮されるよう全周を数回にわたり締め付け、表－Ⅱ．１．

２－２に示す規定のトルクに達したところで締め付けを完了する。 
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表－Ⅱ．１．２－２ 大平面座形フランジの標準締付けトルク 

呼び径 標準締付けトルク（Ｎ・ｍ） ボルトの呼び 

７５～２００ ６０ Ｍ１６ 

２５０ ・ ３００ ９０ Ｍ２０ 

３００ ・ ４００ １２０ Ｍ２２ 

４５０～６００ ２６０ Ｍ２４ 

 

（５）フランジ面が平行にかたよりなく接合されていること、及びガスケットのずれ

がないことを目視で確認する。 

（６）接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記入しながら行う。 

２．溝形フランジ（メタルタッチ）の接合（ＲＦ形－ＧＦ形） 

（１）フランジ面、ボルト・ナット及びガスケットをきれいに清掃し、異物や塗料の

塗りだまりを除去する。 

（２）ガスケット溝にＧＦ形ガスケット１号を装着する。この時、溝からはずれやす

い場合はシアノアクリレート系接着剤を呼び径によって４～６等分点に点付け

する。ただし、酢酸ビニル系接着剤、合成ゴム系接着剤等は、ガスケットに悪影

響をおよぼすので使用してはならない。 

（３）全周均一にボルトを取り付け、ＧＦ形フランジとＲＦ形フランジを合わせる。

この時、ガスケットがよじれないようにまっすぐに合わせる。 

（４）ガスケットの位置およびボルト穴に注意しながら締め付ける。 

（５）両方のフランジ面が接触する付近まで達したら、１本おきに往復しながら数回

にわたり締め付け、両方のフランジ面が全周にわたり確実に接触するまで締め付

ける。 

（６）すきまゲージを差し込んでフランジ面間のすき間を確認する。この時フランジ

面に 1 ｍｍ厚のすきまゲージが入ってはならない。さらに、すべてのボルトが

６０Ｎ・ｍ以上のトルクがあることを確認する。 

（７）接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記入しながら行う。 

３．溝形フランジ（メタルタッチでない）の接合（ＲＦ形－ＧＦ形） 

（１）フランジ面、ボルト・ナット及びガスケットをきれいに清掃し、異物や塗料の

塗りだまりを除去する。 

（２）ガスケット溝にＧＦ形ガスケット２号を装着する。この時、溝からはずれやす

い場合はシアノクリレート系接着剤を呼び径によって４～６等分点に点付けす

る。ただし、酢酸ビニル系接着剤、合成ゴム系接着剤等は、ガスケットに悪影響

をおよぼすので使用してはならない。 

（３）全周均一にボルトを取り付け、ＧＦ形フランジとＲＦ形フランジを合わせる。

この時、ガスケットがよじれないようにまっすぐに合わせる。 

（４）ガスケットの位置及びボルト穴に注意しながら締め付ける。 

（５）フランジ面間の距離が標準間隔に近づいたら、１本おきに往復しながら順次全

周を数回にわたり締め付けていき、全周にわたって表－Ⅱ．１．２－８の範囲に
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収まるまで締め付けを行う。 

 

表－Ⅱ．１．２－３ メタルタッチでない溝形フランジの標準間隔 

呼び径 
標準間隔(ｍｍ) 

下限 上限 

７５～９００ ３．５ ４．５ 

１０００～１５００ ４．５ ６．０ 

１６００～２４００ ６．０ ８．０ 

２６００ ７．５ ９．５ 

 

（６）フランジ面間の間隔をすき間ゲージにて円周４箇所測定し、その値が標準間隔

の範囲内にあることを確認する。さらに、すべてのボルトが容易にゆるまないこ

とを確認する。 

（７）接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記入しながら行う。 

 

１．２．７ 水圧試験に伴うモルタルライニング面への浸透防止 

 鋳鉄管の現場切管部に対しては、テストバンドによる水圧試験時の圧力水がモルタル

ライニング部に、浸透するのを防止するため配管前に、地上において次の要領で塗装す

る。 

１．この塗装に用いる塗料は、アクリル系重合物でＪＷＷＡ Ａ １１３（水道用ダ

クタイル鋳鉄管モルタルライニング）を使用する。 

２．シールに先立ち、モルタルライニング面が乾燥していることを確認したうえで、

ワイヤブラシ等により清掃し粉塵等も除去する。なお、乾燥が不十分なときは綿布

等で拭う。 

３．塗装は、切断端面から約１５０ｍｍ塗布するもので下塗り、上塗りの２回に分け

て行う。 

  なお、配管は塗装後少なくとも２４時間以上乾燥時間をおいてから行う。 

４．塗装方法は、原液と希釈剤を１：２の割合で混合したものを下塗り用とし、平均

１５０ｇ/ｍ２を刷毛でモルタルライニング面にすり込むように塗る。更に、下塗り

の表面が乾燥したことを確認した後、原液を平均３００ｇ/ｍ２に塗布する。 

  なお、この塗装は比較的湿度の低いときに行い、切断端面を巻き込むようにする。 

 

１．３ 鋼管溶接塗覆装現地工事 

 

１．３．１ 一般事項 

１．受注者は工事着手前に、接続方法、溶接順序、溶接機、溶接棒、塗覆装方法等の

詳細を施工計画書に記載して監督員に提出する。 

２．溶接作業に先立ち、これに従事する溶接士の経歴書、写真及び資格証明書を提出

する。 
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３．溶接作業に当たっては、火災、漏電等について十分な安全対策を行う。 

４．溶接開始から塗覆装完了まで、接合部分が浸水しないようにする。 

５．溶接作業中は、管内塗装面を傷めないよう十分防護対策を施し、作業者歩行につ

いても十分注意させる。 

６．溶接作業中の溶接ヒュームは、適切な換気設備により十分な除去を行う。 

７．受注者は、施工計画書のとおり施工しているか段階的に確認を行い、監督員に報

告する。 

また、監督員は必要に応じ、立会いを行う。 

８．塗覆装施工に先立ち、これに従事する塗装工の経歴書を提出する。 

  なお、塗装工は、この種の工事に豊富な実務経験を有する技能優秀な者とする。 

９．塗覆装作業に当たっては、周囲の環境汚染防止に留意するとともに「有機溶剤中

毒予防規則」（昭和４７年９月労働省令第３６号）及び「特定化学物質障害予防規

則」（昭和４７年９月労働省令第３９号）に基づき十分な安全対策を行う。 

10．溶接及び塗装作業のため、踏み台又は渡し板を使用する場合は、塗装を傷めない

よう適切な当てものをする。 

11．塗装面上を歩くときは、ゴムマットを敷くか、又はきれいなゴム底の靴、スリッ

パ等を使用する。 

12．鋼管に使用する現地塗覆装は、表－Ⅱ．１．３－１による。 

13．鋼管の電食防止対策については、「Ⅰ．１．１．２９ 電食防止工」に準じ鉄骨

や鉄筋など他の異種金属と接触することのないよう留意する。 

 

表－Ⅱ．１．３－１ 鋼管に使用する現地塗覆装 

内外面区分 使用する塗覆装 規格等 

鋼管内面 水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法 
ＪＷＷＡ Ｋ １５７

ＷＳＰ ０７２ 

鋼管外面 
水道用タ－ルエポキシ樹脂塗料塗装方法 

水道用ジョイントコート 

ＪＷＷＡ Ｋ １１５

ＪＷＷＡ Ｋ １５３

 注：受渡当事者間の協議により、鋼管内面に水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法

を適用できる。鋼管外面の水道用タールエポキシ樹脂塗料は、露出配管、コンク

リート内配管等に使用する。 

備考:ＷＳＰ ０７２「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法（現場溶接部の動

力工具による下地処理と手塗り塗装）」 

 

１．３．２ アーク溶接 

１．溶接士の資格 

  従事する溶接士は、ＪＩＳ Ｚ ３８０１（手溶接技術検定における試験方法及

び判定基準）、ＪＩＳ Ｚ ３８２１（ステンレス鋼溶接技術検定における試験方

法及び判定基準）又は、これと同等以上の有資格者であること。 

２．溶接棒 
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（１）溶接棒は､ＪＩＳ Ｚ ３２１１（軟鋼､高張力鋼及び低温鋼用被覆アーク溶接

棒）に適合するもので、次のいずれかを使用する。 

   Ｅ４３１９（イルミナイト系）、Ｅ４３０３（ライムチタニア系）、Ｅ４３１６

（低水素系） 

（２）ステンレス鋼（管端ステンレス鋼付塗覆装鋼管を含む）およびステンレスクラ

ッド鋼の場合は、ＪＩＳ Ｚ ３２２１ （ステンレス鋼被覆アーク溶接棒）Ｊ

ＩＳ Ｚ ３３２１ （溶接用ステンレス鋼溶加棒及びソリッドワイヤ）に適合

するもので、母材に合わせて次のいずれかを使用する。 

   これ以外の溶接棒を使用する場合は、監督員に協議する。 

  ＥＳ３０８、ＥＳ３０８Ｌ、ＥＳ３１６、ＥＳ３１６Ｌ、Ｙ３０８、Ｙ３０８Ｌ、

Ｙ３１６、Ｙ３１６Ｌ 

（３）溶接棒は、常時乾燥状態に保つよう適正な管理を行い、湿度の高い掘削溝中に

裸のままで持ち込まない。溶接棒の標準乾燥条件は、低水素系（Ｅ４３１６）の

溶接棒は３００℃～３５０℃で３０分～６０分間、イルミナイト系（Ｅ４３１９）

及びライムチクニア系（Ｅ４３０３）の溶接棒は７０℃～１００℃で３０分～６

０分間とし、恒温乾燥器中に保持した後、適切な防湿容器に入れて作業現場に持

ち込み、これより１本ずつ取り出して使用する。 

３．溶接 

（１）溶接部は十分乾燥させ、錆その他有害なものは、ワイヤブラシその他で完全に

除去し、清掃してから溶接を行う。 

（２）溶接のときは、管の変形を矯正し、管端に過度の拘束を与えない程度で正確に

据付けて、仮付け溶接を 小限度に行う。仮付け溶接も本溶接の一部であるから、

ブローホール、割れなどが認められる時は、その部分を完全に除去しなければな

らない。なお、溶接に伴いスパックが塗装面を傷つけないよう適切な防護を行う。 

（３）ビードの余盛りは、なるべく低くするように溶接し、 大４ｍｍを標準とする。 

（４）本溶接は、溶接部での収縮応力や溶接ひずみを少なくするために、溶接熱の分

布が均等になるような溶接順序に留意する。 

（５）溶接を開始後、その一層が完了するまで連続して行う。 

（６）溶接は、各層ごとにスラグ、スパッタ等を完全に除去、清掃した後に行う。 

（７）両面溶接の場合は、片側の溶接を完了後、反対側をガウジングにより健全な溶

接層まではつり取った後に溶接を行う。 

（８）ステンレス鋼管（管端ステンレス鋼付塗覆装鋼管を含む）の初層及び２層目溶

接はＴＩＧ溶接とし、３層目からの積層溶接は、ＴＩＧ溶接又は被覆アーク溶接

とする。 

（９）ステンレス鋼管（管端ステンレス鋼付塗覆装鋼管を含む）の溶接に当たっては、

管内面側を不活性ガス（アルゴンガス又は同等の性能を有する不活性ガス）にて

バックシールドする。 

（10）屈曲箇所における溶接は、その角度に応じて管端を切断した後、開先を規定寸

法に仕上げてから行う。中間で切管を使用する場合もこれに準じて行う。 

（11）雨天、風雪時又は厳寒時は、溶接をしない。ただし、適切な防護設備を設けた
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場合又は溶接前にあらかじめガスバーナー等で適切な予熱を行う場合は、監督員

と打合せのうえ、溶接をすることができる。 

（12）溶接作業は、部材の溶込みが十分に得られるよう、適切な溶接棒、溶接電流及

び溶接速度を選定し欠陥のないように行う。 

（13）溶接部には、検査において不合格となる次のような欠陥がないこと。 

  ア．割れ 

  イ．溶込み不足 

  ウ．ブローホール 

  エ．スラグ巻込み 

  オ．融合不良 

  カ．アンダーカット 

  キ．オーバーラップ 

  ク．極端な溶接ビードの不揃い 

（14）現場溶接は、通常一方向から逐次行う。 

（15）仮付け溶接後は、直ちに本溶接することを標準とし、仮付け溶接のみが先行す

る場合は、連続３本以内にとどめる。 

（16）既設管との連絡又は中間部における連絡接合は、通常伸縮管又は鋼継輪で行う。 

 

１．３．３ 炭酸ガス・アーク半自動溶接 

１．溶接士の資格 

  溶接作業に従事する溶接士は、ＪＩＳ Ｚ ３８４１（半白動溶接技術検定にお

ける試験方法及び判定基準）または、これと同等以上の有資格者であること。 

２．軟鋼溶接用ワイヤ及び使用ガス 

  炭酸ガス・アーク溶接に使用するワイヤについては、ＪＩＳ Ｚ ３３１２（軟

鋼及び高張力鋼及び低温用鋼用マグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ）に準拠する。 

（１）ワイヤは、ＪＩＳ Ｚ ３３１２に適合するもので、母材に合わせたものを使

用する。 

（２）フラックス入りワイヤ及びノーガス用ワイヤはＪＩＳ Ｚ ３３１３ （軟鋼、

高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ）に適合するもので母

材に合わせたものを使用する。 

（３）ワイヤは、常時乾燥状態に保ち、水滴、錆、油脂、ごみ、その他有害物が付着

しないよう管理する。 

（４）溶接に使用する炭酸ガスは、ＪＩＳ Ｋ １１０６ （液化炭酸ガス）の第２

種又は第３種とする。アルゴン又は酸素を併用する場合は、ＪＩＳ Ｋ １１０

５ （アルゴン）又はＪＩＳ Ｋ １１０１ （酸素）を使用する。なお、その他

のガスを使用する場合は、あらかじめ監督員に報告する。 

３．溶接 

溶接は、原則として、「Ⅱ．１．３．２ アーク溶接の３」に準ずるとともに次

による。 

（１）炭酸ガス、アルゴン等のボンベは、作業上支障とならない場所に垂直に置き、
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かつ、衝撃、火気等に十分注意して管理する。 

（２）溶接機の設置又は移動のときは、鋼管内面塗装を損傷しないよう十分注意する。 

（３）溶接電流、アーク電圧、ガス流量等は、この種の条件に 適なものを使用する。 

（４）溶接作業中は、溶接ヒュームの発生量が、アーク溶接より多いので、作業継続

時間と換気には十分注意する。 

 

１．３．４ 無溶剤形エポキシ樹脂塗装 

１．一般事項 

無溶剤形エポキシ樹脂塗料及び塗装方法は、ＪＷＷＡ Ｋ １５７ （水道用無

溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法）、ＷＳＰ ０７２ （水道用無溶剤形エポキシ樹

脂塗料塗装方法一現場溶接部の動力工具による下地処理と手塗り塗装）に準拠する。 

２．塗装 

（１）下地処理 

ア．溶接によって生じたヒュームは、溶接後速やかに乾いた布でふき取る。 

 イ．スラグ除去、及びビードの著しい凹凸の整形をグラインダによって行う。同時

に、スパッタ､仮付けピース跡などの塗膜に有害な突起もグラインダによって除

去し､平滑に仕上げる。 

 ウ．ほこり、泥が付着しているときは、布でふき取る。水分が付着しているときは、

乾いた布でふき取った後、乾燥させる。油分が付着しているときは、溶剤を含ま

せた布で除去する。 

 エ．工場無塗装部は、ロータリー式下地処理工具によって、ＳＳＰＣ－ＳＰ１１の

等級に仕上げる。 

 オ．工場プライマー部において、現場溶接の溶接熱などによって焼損した部分､発

錆した部分、鋼面が露出した部分は、ロータリー式下地処理工具によって、プラ

イマーを除去し、ＳＳＰＣ－ＳＰ１１の等級に仕上げる。 

 カ．工場塗装部及び工場プライマー部（健全部）は、ディスクサンダー処理によっ

て表層のみ面粗しを行う。 

 キ．工場塗装部の面粗し範囲は幅約２５ｍｍ とし、端部はテーパをつける。 

   注）ＳＳＰＣ－ＳＰ１１：動力工具で粗さを残すまたは粗さをつけながら鋼面ま

で除錆する処理であり、ＩＳ０ ８５０１－１ の Ｓａ２相当（ブラスト処理）

に位置付けられている。 

（２）塗料の選定 

 ア．塗料は、ＪＷＷＡ Ｋ １５７の箇条４に適合したものを使用する。 

 イ．現場プライマーは、ＪＷＷＡ Ｋ １３５の附属書Ａによる。 

（３） 塗料の配合調整 

 ア．塗料は配合調整に先立ち、塗料製造業者の指定する有効期限内にあることを確

かめた後、清潔な容器を用い、塗料製造業者の指定する混合比に従って主剤と硬

化剤を丈夫なへら、攪拌機などにより異物の混入防止に十分注意して完全に攪拌

する。 

 イ．調整した塗料は、塗料製造業者の指定する可使時間内に使用しなければならな
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い。 

（４）塗装 

 ア．塗料は、ＪＷＷＡ Ｋ １５７の４．７に示した有効期間内に使用する。 

 イ．塗料の加温は、ＪＷＷＡ Ｋ １５７ の４．７に示した温度範囲内とする。 

 ウ．下地処理後に、現場プライマーを塗装した後、塗料を塗装する。プライマーと

塗料、及び塗料相互の塗り重ね間隔を確保する。 

 エ．塗装作業は、はけ、へら、ローラなどによって行う。 

 オ．工場塗装部との塗り重ね範囲は幅約２０ｍｍとする。 

 カ．塗膜に異物の混入、塗りむら、ピンホール、塗り残しなどの欠陥が生じないよ

うに塗装する。 

 キ．塗り重ねは、ＪＷＷ Ａ Ｋ１５７の４．７に示した塗り重ね間隔で行う。 

（５）塗膜の養生 

 ア．塗膜は、指触乾燥までの間に、ほこり、水分が付着しないように保護する。 

 イ．塗膜は、自然乾燥とする。 

（６）塗膜の厚さ 

   硬化後の塗膜の厚さは、０．４ｍｍ以上（プライマーを含む）とする。 

   ただし、受渡当事者間の協議によって、塗膜の厚さを増すことができる。 

（７）通水までの塗膜の乾燥期間 

   塗装後、通水までの塗膜の乾燥期間は、塗膜性能及び通水後の水質を考慮して、

自然乾燥の場合７日間以上確保しなければならない。なお、塗膜の硬化促進のた

めに、ＪＷＷＡ Ｋ １５７の本体４．７に示した温度範囲内で加熱してもよい。 

１．３．５ タールエポキシ樹脂塗装 

 この塗装は、ＪＷＷＡ Ｋ １１５（水道用タールエポキシ樹脂塗料塗装方法）に準

拠する。 

 なお、代替としてＪＷＷＡ Ｋ １３５ （水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法）

を使用することができる。 

１．塗料 

（１）受注者は、塗料製造業者から塗料性状の明示を受け、塗装管理にあたるととも

にその性状表を監督員に提出する。 

（２）受注者は、塗料製造業者あるいは塗装業者に対し、製造ロットごとにＪＷＷＡ

Ｋ １１５に規定する試験方法により試験を行わせ、その成績表を監督員に提出

する。 

２．塗装 

（１）塗装の厚さはＪＷＷＡ Ｋ １１５の３．５に準拠する。 

（２）塗料は、混合調整に先立ち塗料製造業者の指定する有効期限内にあること及び

塗装条件に適合することを確かめ、所定の混合比になるよう主剤と硬化剤とを攪

拌機、へら等により十分攪拌する。 

（３）混合した塗料は、指定された可使時間内に使用するものとし、これを経過した

ものは使用してはならない。 

（４）塗装作業は、刷毛塗り、ハンドスプレーなどを用いて、縦・横に交差させなが
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ら行う。 

   また、ハンドスプレーで塗装を行う場合は、被塗装物に適合したノズルのチッ

プ角度を選び、鋼面の吹付け圧力が適正になるように鋼面とノズルとの距離を保

つ。 

（５）塗装は、異物の混入、塗りむら、ピンホール、塗りもれなどがなく、均一な塗

膜が得られるように行う。 

（６）塗り重ねをする場合は、塗料製造業者の指定する塗装間隔（時間）で塗装し、

層間はく離が起きないようにする。この場合、同一塗料製造業者の製品を重ね塗

りすることを標準とする。 

（７）工場塗装と現場塗装の塗り重ね幅は２０ｍｍ以上とし、工場塗装の表面は、電

動サンダー、シンナーふき等で目荒しにし、層間はく離の起きないよう十分注意

する。 

（８）塗装作業は、原則として気温５℃以下のとき、相対湿度８０％以上のとき、降

雨、強風等のときは行わない。 

（９）塗り重ね部分以外の工場塗装面に塗料が付着しないように適切な保護を行う。 

（10）塗装作業終了から通水までの塗膜の養生期間は、完全硬化乾燥時間以上とする。 

 

１．３．６ ジョイントコート 

 この作業は、日本水道協会規格 ＪＷＷＡ Ｋ １５３（水道用ジョイントコート）

に準拠する。 

１．水道用塗覆装鋼管の現場溶接継手部外面防食に用いるジョイントコートは、プラ

スチック系ジョイントコートとし、熱収縮チューブと熱収縮シートとの２種類があ

る。 

  なお、各種衝撃強さによりＩ形、Ⅱ形の２タイプがある。 

 

表－Ⅱ．１．３－２ ジョインコートのタイプと工場塗覆装の種類とタイプ 

タイプ 
工場塗覆装の種類とタイプ 

直管の場合 異形管の場合 

Ⅰ形 
ポリウレタン被覆（Ｉ形） 

ポリエチレン被覆（Ｉ形） 
ポリウレタン被覆（Ｉ形） 

Ⅱ形 
ポリウレタン被覆（Ⅱ形） 

ポリエチレン被覆（Ⅱ形） 
ポリウレタン被覆（Ⅱ形） 
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２．プラスチィク系ジョインコートの巻付け構成は、図－Ⅱ．１．３－１のとおりと

する。 

種類 
タイプ 

Ⅰ形 Ⅱ形 

プラスチック系 

ジョイントコー

ト 

(熱収縮チュー

ブ) 

  

・熱収縮チューブ厚さ 

 基 材: １．５ｍｍ以上

粘着材: １．０ｍｍ以上

   

・熱収縮チューブ厚さ 

基 材: １．５ｍｍ以上

粘着材: １．０ｍｍ以上

・ポチエチレンシートＰ厚さ 

１．０ｍｍ以上

プラスチック系

ジョイントコー

ト 

(熱収縮シート) 

・熱収縮シート厚さ 

 基 材: １．５ｍｍ以上

粘着材: １．０ｍｍ以上

 

・熱収縮シート厚さ 

 基 材: １．５ｍｍ以上

粘着材: １．０ｍｍ以上

・ポリエチレンシートＰ厚さ 

１．０ｍｍ以上

図－Ⅱ．１．３－１ ジョインコート施工後の構成及び付属品 
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３．ジョイントコートの種類、施工方法等に関して着工前に監督員に報告する。 

４．被覆面の下地処理 

 現場溶接継手部は以下の下地処理を行う。 

（１）溶接によって生じたスラグ､スパッタ、仮付けピース跡、ビード部凹凸などの

有害な突起は、ディスクグラインダなどによって除去又は滑らかに仕上げる。 

（２）スケール、さび、熱影響を受けたプライマーなどは、カップワイヤーブラシ、

ディスクサンダーなどで除去する。 

（３）ほこり、泥が付着しているときは、布などでふき取る。 

（４）水分が付着しているときは、乾いた布などでふき取った後、鋼面を十分に乾燥

させる。 

（５）油分が付着しているときは、溶剤を含ませた布などでふき取る。 

５．熟収縮チューブの施工 

（１）工場被覆の端面の角度が４５°を超える場合は､４５°以下に整形するか､図－

Ⅱ－１．３－２のように、あらかじめ管周に沿ってシーリング材を装着する。 

         

 

図－Ⅱ－１．３－２ シーリング材の施工 

 

（２）専用バーナーを用いて、溶接部中央から左右に炎をあて、管体を６０℃程度に

予熱する。 

（３）あらかじめセットしておいた熱収縮チューブを被覆位置まで戻す。熱収縮チュ

ーブと工場被覆との重ね長さは、両側とも５０ｍｍ以上とする。 

（４）はく離紙をはがし、上端部に適当な浮かしジグを挿入し、熱収縮チューブと鋼

管との間隔が同程度となるようにする。 

（５）熱収縮チューブの加熱収縮は、次による。 

   手順１：熱収縮チューブの中央部を円周方向に３６０°均一に収縮させる。こ

の時、管軸方向の加熱収縮は行わない。 

   手順２：熱収縮チューブの軸方向半幅に対し、熱収縮チューブ中央部から側端

部へ空気を追い出す要領で加熱収縮を行う。 

   手順３：軸方向半幅の加熱収縮がほぼ完了した後、他半幅の加熱収縮を行う。 
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   手順４：熱収縮チューブの収縮がほぼ完了した後、熱収縮チューブの端部から

粘着材がはみ出る程度まで全体を均一に収縮させる。 

   手順５：加熱収縮作業中及び完了後、必要に応じて、溶接ビード部、工場被覆

端部の段差をローラで整形する。 

（６）熟収縮チューブ(Ⅱ形)の場合は、前記（１）～（５）の施工後、以下を行う。 

   ポリエチレンシートＰを、管の頂点から４５°の位置から巻き始め、幅合わせ

をしながら巻き付ける。 

   巻き終わったあと、図－Ⅱ．１．３－１のようにテープ又は固定バンドでポリ

エチレンシートＰを固定する。 

６．熱収縮シートの施工 

（１）工場被覆の端面の角度が４５°を超える場合は、４５°以下に整形するか図－

Ⅱ－１．３－２のようにあらかじめ管周に沿ってシーリング材を装着する。 

（２）専用バーナーを用いて、溶接部中央から左右に炎をあて、管体を 60℃程度に

予熱する。 

（３）熱収縮シートのはり始め部の両端を、切り除く。 

（４）熱収縮シートと工場被覆部との重ね長さは、両側とも５０ｍｍ以上とする。 

   なお、熱収縮シートの円周方向の重ね長さは５０ｍｍ以上とする。 

（５）熱収縮シートのはり始めは、はく離紙をはがしながら、ローラを用いて管の表

面に圧着するようにはり付ける。 

（６）熱収縮シートのはり始めは、管の頂点から４５°の位置とし、はり始め部端部

にシーリング材を圧着する。 

（７）熱収縮シートの末端をはる時は、しわが生じないように熱収縮シートを軽く引

張り、はり始め部にラップしてはり付ける。 

（８）熱収縮シートのはり付け後、接合用シートの幅方向中央と熱収縮シート端部と

が一致するように接合用シートをはり付ける。接合用シートは、はり付ける前に

予め専用バーナーを用いて接合用シートの接着面が軟化するまで加熱する。接合

用シートは、圧着むらが生じないように加熱しながら、ローラで十分に均一に圧

着する。 

（９）熱収縮シートの加熱収縮は、次による。 

   手順１：熱収縮シートの中央部を円周方向に360゜均一に収縮させる。この時、

管軸方向の加熱収縮は行わない。 

   手順２：熱収縮シートの軸方向半幅に対し、熱収縮シート中央部から側端部へ

空気を追い出す要領で加熱収縮を行う。 

   手順３：軸方向半幅の加熱収縮がほぼ完了した後、他半幅の加熱収縮を行う。 

   手順４：熱収縮シートの収縮がほぼ完了した後、熱収縮シートの端部から粘着

材がはみ出る程度まで全体を均一に収縮させる。 

   手順５：加熱収縮作業中及び完了後、必要に応じて溶接ビード部、工場被覆端

部の段差をローラで整形する。 

（10）熱収縮シート（Ⅱ形）の場合は、前記（１）～（９）の施工後、以下を行う。 

   ポリエチレンシートＰは､熱収縮シートのラップ部と逆方向の管の頂点から、
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４５°の位置から巻き始め、幅合わせをしながら巻き付ける。 

   巻き終わったあと、図一Ⅱ．1．３－１のようにテープ又は固定バンドでポリ

エチレンシートＰを固定する。 

７．ゴム系外面防食材料の施工（参考） 

  ゴム系外面防食材料は、火気が使用できない場合、通水管など鋼面温度を 60°C

以上に予熱できない場合に使用することができる。なお、この施工はＪＷＷＡ Ｋ 

１５３ （水道用ジョイントコート）、ＷＳＰ ０１２ （水道用塗覆装鋼管ジョイ

ントコート）に準拠して行う。 

 

１．３．７ 検 査 

１．溶接検査 

  検査は、ＪＩＳ Ｚ ３１０４（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）による。な

お、これにより難い場合は、ＪＩＳ Ｚ ３０６０ （鋼溶接部の超音波探傷試験

方法）による。またはＪＩＳ Ｚ ３０５０ （パイプライン溶接部の非破壊試験

方法）により行うものとする。ステンレス鋼溶接部の検査は、ＪＩＳ Ｚ ３１０

６ （ステンレス鋼溶接継手の放射線透過試験方法）による。 

（１）鋼溶接部放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法（放射線透過試験方

法） 

 ア．一般事項 

  （ア）溶接部は、外観及び透過写真（ネガ）によって発注者の検査を受ける。撮

影口数は、１０口につき１口とするが、監督員が必要と認めた場合、撮影口

数を増やすことができる。 

  （イ）透過撮影は、１口につき管径９００ｍｍ以下は１箇所、管径１０００ｍｍ

以上は２箇所を標準とし、その箇所は監督員が指示する。 

     ただし、監督員が必要と認めた場合は、撮影箇所を増すことができる。 

     小口径管で人が入れない場合は、ＪＩＳ Ｚ ３０５０の二重壁片面撮影

方法とする。 

  （ウ）透過写真（ネガ）は、検査完了後撮影箇所を明示し、一括整理して監督員

に提出する。 

 イ．放射線透過試験の判定基準 

   溶接部の判定は、ＪＩＳ Ｚ ３１０４（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）

及びＪＩＳ Ｚ ３１０６（ステンレス鋼溶接継手の放射線透過試験方法）の３

類以上とする。 

（２）鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び試験結果の等級分類方法（超音波探傷試験

方法） 

 ア．一般事項 

（ア）検査箇所は、１口につき２箇所を標準とし、その箇所は監督員が指示する。

また、１箇所の検査長さは３０ｃｍを標準とする。ただし、監督員が必要と

認めた場合は、検査箇所及び検査長さを増すことができる。 

  （イ）検査作業に先立ち、検査方法、工程、報告書の作成様式について、監督員
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の承諾を得た後、この作業にとりかかるものとする。 

イ．超音波探傷試験の判定基準 

Ｍ線を超える高さのきずエコーを評価の対象とし（Ｍ検出レベル）、判定は、

ＪＩＳ Ｚ ３０６０ の３類以上とする。 

 ウ．記録 

   試験を行った後、次の事項を記録し、監督員に提出する。 

  （ア）施工業者名 

  （イ）工事名称 

  （ウ）試験番号又は記号 

  （エ）試験年月目 

   （オ）検査技術者名及び資格者名 

   （カ）母材の材質及び板厚 

  （キ）溶接方法及び開先形状（余盛形状、裏当金密度を含む） 

  （ク）探傷器名 

   （ケ）探触子の仕様及び性能 

   （コ）使用した標準試験片又は対比試験片 

   （サ）探傷部分の状態及び手入れ方法 

   （シ）探傷範囲 

   （ス）接触媒質 

   （セ）探傷感度 

   （ソ） 大エコーの長さ 

   （タ）きず指示の長さ 

   （チ）きず位置（溶接線方向の位置、探触子－溶接部距離、ビーム路程） 

   （ツ）試験結果の分類 

   （テ）合否とその基準 

   （ト）その他の事項（立会い、抜き取り方法） 

２．塗覆装検査 

（１）各現場塗装箇所は、監督員の検査を受ける。 

   この場合、主任技術者又は現場代理人が立会う。 

（２）検査を受けるときは、検査に必要なピンホール探知器、電磁膜厚計等を準備す

る。 

（３）検査順序 

ア．内面塗装 

  （ア）外観検査：目視により塗装面の仕上がり状態を検査し、塗装表面のたれ、

しわ、流れ、光沢、平滑度並びに変色などについて有害な欠陥がなく、また

塗り残し及びピンホールのないことを確認する。 

（イ）ピンホール及び塗り残し：ピンホール探知器により塗膜全面について行い、

火花の発生がない。この場合の電圧は、次による。 
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表－Ⅱ．１．３－３ 塗膜厚と試験電圧 

塗膜厚(ｍｍ) 試験電圧（Ｖ） 

０．４ １，６００～２，０００ 

(参考：０．３ｍｍの場合は，１，２００～１，６００Ｖ) 

 

（ウ）厚さ：電磁膜厚計その他により、円周上任意の４点（ただし、溶接ビード

除く）を測定する。 

イ．外面塗装 

（ア）タールエポキシ塗装及び液状エポキシ塗装は、前項ア．内面塗装に準ずる。 

（イ）プラスチック系ジョイントコートは、表－Ⅱ．１．３－４の項目について

確認を行う。 

なお、Ｈ形の場合表－Ⅱ．１．３－４の項目については、ポリエチレンシ

ートＰの施工前に行うものとする。 

 

表－Ⅱ．１．３－４ 被覆後のジョイントコートの確認事項 

項   目 確 認 内 容 

外観 

焼 損 焼損があってはならない。 

両端のめくれ 
有害な欠陥となる大きなめくれがあって

はならない。 

ふくれ 
ジョイントコートの両端から５０ ｍｍ以

内にふくれがあってはならない。 

工場塗装部との重ね長

さ 
片側５０ｍｍ以上とする。 

円周方向の重ね長さ 

（熱収縮シートの場合）
５０ｍｍ以上とする。 

ピンホール 

ピンホール探知機を用いて検査を行い､火

花の発生するような欠陥があってはなら

ない。この場合の検査電圧は、８～１０ｋ

Ｖとする。 

膜 厚 
加熱収縮後のジョイントコー卜の厚さは、

１．６－0.1
＋規定せずｍｍとする。 
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１．３．８ 手 直 し 

１．溶接 

  検査の結果、不合格となった溶接部は、全周撮影し、不良箇所については入念に

除去し、開先、その他の点検を行ったうえ、再溶接し、再び検査を受ける。 

２．塗覆装 

  検査の結果、不合格となった箇所は、ナイフ又はへら等で塗膜を入念に切り取り、

鋼面の処理からやり直し、再び検査を受けなければならない。ただし、欠陥が表面

のみの場合は、監督員の指示により手直しを行う。 

  なお、水素ガスの発生に起因する欠陥は、微妙なものを除き、鋼面より再塗装す

る。 

 

１．４ 水道用硬質塩化ビニル管の接合 

 

１．４．１ 一般事項 

１．接合方法、接合順序、使用材料などの詳細について着手前に監督員に報告する。 

２．接合に従事する配管技能者は、使用する管の材質、接合部の構造及び接合要領な

どを熟知するとともに豊富な経験を有する。 

３．接合に先立ち、接合に必要な工具類を点検し確認する。 

４．接合に先立ち、挿し口部の外面、受口部の内面などに付着している砂、油、その

他の異物を完全に取り除く。 

 

１．４．２ 切断及び面取り 

接着（ＴＳ）接合方式 

管の切断を行った場合、面取器やヤスリなどを使って管外面の糸面取り（１～２ｍｍ）

を行う。 

 

１．４．３ ＴＳ接合 

１．管挿し込み標線は、受口長さを測り、管体に油性ペン等で記入する。 

２．接着剤塗布前に、管を継手に軽く挿入し、管が止る位置（ゼロポイント）が受口

長さの１／３～２／３の範囲であることを確認する。 

３．継手内面及び管挿し口外面を乾いたウエス等で清掃する。 

４．継手内面、管挿し口の順に、塗りムラや塗り漏らしのないように、円周方向に薄

く均一に塗布する。 

５．接着剤が塗り終わったら、直ちに管を継手にひねらず標線まで一気に挿入し、そ

のまま３０～６０秒押さえる。たたき込みによる挿入は行わない。 

６．接合後、はみ出した接着剤は直ちにふき取り、接合部に無理な力を加えないよう

にする。 

７．接合後、通風などにより溶剤蒸気を排除する。 

８．接着剤は、ＪＷＷＡ Ｓ １０１ （水道用硬質塩化ビニル管の接着剤）に適合

するものを使用する。接着剤が古くなり、ゼラチン状のようになったものは使わな
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い。 

 

１．４．４ その他の接合 

 塩化ビニル管と異種管あるいは弁類などと接続する場合は、接続の形式により、各項

に準じて行う。 

 

１．５ ポリエチレン管の接合 

 

１．５．１ 水道配水用ポリエチレン管の接合 

 基本的なＥＦ継手であるＥＦソケットの接合方法を以下に示す。 

１．管に傷がないかを点検し有害な傷がある場合は、その箇所を切断除去する。 

２．管端から測って規定の差込長さの位置に標線を記し、削り残しや切削むらの確認

を容易にするため、切削する面にマーキングする。 

３．スクレーパを用いて管端から標線までの管表面を切削（スクレープ）する。スピ

ゴット継手類についても管と同様に取扱う。 

４．切削面とＥＦソケット内面の受口全体をエタノール又はアセトン等を浸み込ませ

たペーパータオル等で清掃する。清掃は、きれいな素手で行う。軍手等手袋の使用

は厳禁である。 

５．切削・清掃した管に EFソケットを挿入し、端面に沿って円周方向に標線を記入

する。 

６．ＥＦソケットに双方の管を標線位置まで挿入し、固定クランプを用いて管とＥＦ

ソケットを固定する。 

７．ＥＦソケットに一定の電力を供給するには、コントローラを使用する。コントロ

ーラヘの供給電源（発電機等）は、必要な電圧と電源容量が確保されていることを

確認し、電源を接続、コントローラの電源スイッチを入れる。共用タイプ以外のコ

ントローラはＥＦ継手とコントローラが適合していることを確認する。 

８．ＥＦソケットの端子にコントローラの出力ケーブルのコネクタを接続し、コント

ローラに附属のバーコードリーダーで融着データを読み込む。 

９．コントローラのスタートスイッチを入れ通電を開始する。通電は自動的に終了す

る。 

10．ＥＦソケットのインジケータが左右とも隆起していることを確認する。コントロ

ーラの表示が正常終了を示していることを確認する。 

11．融着終了後、表－Ⅱ．１．５－１に示す規定の時間、静置・冷却する。冷却中は

固定クランプで固定したままにし、接合部に外力を加えない。 

 

表－Ⅱ．１．５－１ 冷却時間 

呼び径（ｍｍ） 50 

冷却時間（分） ５ 
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12．冷却終了後、固定クランプを取り外して接合作業を終了する。 

13．融着作業中のＥＦ接合部では、水が付着することは厳禁である。 

水場では十分なポンプアップ、雨天時にはテントによる雨よけなどの対策が必要

である。 

 

 

①通電により発熱し、樹脂を溶融させる電熱線 

②通電されたことを示すインジケータ 

③通電時間などを制御するコントローラ 

  

             図－Ⅱ．１．５－１ ＥＦ接合 

 

14．通水試験は､ 後のＥＦ接合が終了しクランプを外せる状態になってから､呼び径 

５０ｍｍのＥＦ継手（ＥＦソケット・ＥＦペンド類・ＥＦチーズ類・ＥＦフランジ・

ＥＦキャップ）の場合は３０分以上経過してから行う。また、ＥＦサドル類の場合

は口径に関係なく３０分以上経過してから行う。なお、メカニカル継手による接合

の場合は、接合完了後すぐに通水試験ができる。 

15．通水試験は 大５００ｍまでの区間で実施する。通水は管内の空気を除去しなが

ら行い、満水になったら試験区間の弁を閉じ、取り付けた水圧計により圧力低下の

有無を確認する。 

  なお、詳細については「水道配水用ポリエチレン管及び管継手施工マニュアル」

（配水用ポリエチレンパイプシステム協会）を参照する。 

 

１．５．２ 水道用ポリエチレン二層管の接合 

１．袋ナットと胴を分解し、ガードプレートを取り外す。ガードプレートを入れたま
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までは通水できない。 

２．接合するポリエチレン管をポリエチレン管用のパイプカッタで切断する。この際

管は管軸に対して切口が直角になるように切断する。 

３．インコアが入りにくい場合は面取器で内面のバリ取りを行う｡治具の表面をウエ

ス等で清掃し治具に継手及び管を挿入のうえ 適な溶融状態になるまで加熱する。 

４．袋ナット、リングの順で管へ通す。リングは割りの方が先に通した袋ナットの方

を向くように接合する。 

 

 

 

図－Ⅱ．１．５－２ 水道用ポリエチレン管金属継手 

（ＪＷＷＡ Ｂ １１６）の接合方法 

 

 

図－Ⅱ．１．５－３ 水道用ポリエチレン管金属継手 

（ＪＷＷＡ Ｂ １１６）の各部品名称 

 

 

５．管にインコアをプラスチックハンマーなどで根元まで十分に打ち込む。切断面（イ

ンコアの打込み面）とリングの間隔を十分に開けておく。 
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６．セットされた管端を胴に差し込み、リングを押込みながら胴のネジ部に十分に手

で締め込む。 

７．パイプレンチを２個使って締め付ける。標準締付けトルクは、表－Ⅱ．１．５－

２のとおりである。 

 

表－Ⅱ．１．５－２ 標準締付けトルク 

呼び径（ｍｍ） １３ ２０ ２５ ３０ ４０ ５０ 

標準締付けトルク 

Ｎ・ｍ（Ｋｇｆ･ｍ） 

40.0 

(4.1) 

60.0 

(6.1) 

80.0 

(8.2) 

110.0 

(11.2)

130.0 

(13.3) 

150.0 

(15.3)

 

 

１．６ 制水弁等付属設備設置工事 

 

１．６．１ 一般事項 

１．制水弁、水道用急速空気弁、消火栓等付属設備は、設計図又は施工標準図に基づ

き正確に設置する。 

２．設置に当たっては、維持管理、操作等に支障のないようにする。なお、具体的な

設置場所は、周囲の道路、家屋及び埋設物等を考慮し監督員と協議して定める。 

３．これら付属設備相互間は、原則として１ｍ以上離れるように設置位置を選定する。 

４．弁類の据付けに当たっては、正確に芯出しを行い、堅固に据付ける。 

５．鉄蓋類は構造物に堅固に取り付け、かつ路面に対し不陸のないようにする。 

６．弁筐の据付けは、沈下、傾斜及び開閉軸の偏心を生じないよう入念に行う。 

７．弁室等を設置する場合は、所定の基礎栗石等を敷き十分に転圧のうえ、ならしコ

ンクリートを打設する。 

 

１．６．２ 制水弁設置工 

１．制水弁は設置前に弁体の損傷のないことを確認するとともに弁の開閉方向を点検

し、開度「閉」の状態で設置する。 

２．制水弁の据付けは、鉛直又は水平に据付ける。また、据付けに当たっては、重量

に見合ったクレーン又はチェーンブロック等を用いて、開閉軸の位置を考慮して方

向を定め安全確実に行う。 

３．固定用脚付弁の据付けに当たっては、支承コンクリートを先行して水平に打設す

るとともに、アンカーボルト（バタフライ弁においては、弁体底部中央の調整ねじ

部分を含む｡）を箱抜きし、コンクリートが所要の強度に達してから据付ける。 

  アンカーボルトの箱抜き部は、据付け完了後支承コンクリートと同等強度以上コ

ンクリートを用いて充填する。 

４．開度計の取付けられた制水弁は、開度計を汚損しないよう特に留意し、布等で覆

っておく。 

５．制水弁は設置後、弁棒軸天端と地表面との間隔を３０ｃｍ程度に確保するよう「継
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ぎ足し軸」により調整する。 

  また、一般に継ぎ足し軸を使用した場合は、振れ止め金具を取り付ける。 

６．主要な弁類は、弁室内の見やすい所に製作メーカー、設置年度、口径、回転方向、

回転数、操作トルク等を表示した銘板を取り付ける。 

 

１．６．３ 消火栓設置工 

１．フランジ付きＴ字管の布設に当たっては、管芯を水平に保ち支管のフランジ面が

水平になるよう設置する。 

２．消火栓及び補修弁の設置に先立ち、弁の開閉方向を確認するとともに、弁体の異

常の有無を点検する。 

３．消火栓の取り付けに当たっては、地表面と消火栓の弁棒キャップ天端との間隔を

３０ｃｍ程度となるようにフランジ短管により調整する。 

  また、一般にフランジ短管を使用した場合は、振れ止め金具を取り付ける。 

４．設置完了時には、補修弁を「開」とし、消火栓は「閉」としておく。 

 

１．６．４ 水道用急速空気弁設置工 

１．空気弁及びハンドル付きフランジ仕切弁の設置に当たっては、「Ⅱ．１．６．３

消火栓設置工」に準ずる。 

２．設置完了時は、ハンドル付き仕切弁は「開」とし、空気弁は「閉」とする。ただ

し、通水後の空気弁は「開」としておく。 

 

１．６．５ 排水弁設置工 

１．排水弁の設置に当たっては、１．６．２制水弁設置工に準ずる。 

２．排水設備の設置場所は、一般に管路の凹部付近で河川、又は排水路等のあるとこ

ろとする。 

３．放流水面が管底より高い場合は、排水Ｔ字管と吐き口との途中に必要に応じて排

水ますを設ける。なお、吐き口は必ず放流水面より高くする。 

４．吐き口付近の護岸は、放流水によって洗掘又は破壊されないよう堅固に築造する。 

 

１．７ さや管推進工事 

 

１．７．１ 一般事項 

 工事着手に当たって提出する施工計画書及び工程表は、関連工事の進行に支障のない

よう留意して作成する。 

 

１．７．２ さ や 管 

さや管は、一般に日本下水道協会規格ＪＳＷＡＳ－Ａ２(下水道推進工法用鉄筋コン

リート管)の標準管を使用する。 
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１．７．３ 推 進 工 

１．工事に先立ち、土質調査資料を十分検討し、推進方法及び補助工法等を選定する。 

２．さや管の押込みに当たっては、中心線及び高低を確定しておく。また、推進台は

中心線の振れを生じないよう堅固に据付ける。 

３．支圧壁は、山留背面の地盤の変動による異常な荷重及び管押込みによる推力に十

分耐える強度を有し、変形や破壊がおきないよう堅固に築造する。 

４．支圧壁は、山留と十分密着させるとともに、支圧面は、推進計画線に直角かつ平

坦に仕上げる。 

５．発進口は、特に地山の崩壊、路面の陥没などの危険が多いので、鏡切りに当たっ

ては、観測孔等により、地山の安定を確認した後に行う。 

６．発進初期は、推進地盤の乱れ等によって発進直後に刃口が沈下しないよう慎重に

行う。 

７．ジャッキ推進は、推進地盤の土質に応じ、切羽、推進管、支圧壁等の安定を図り

ながら慎重に行う。 

８．推進に当たっては、管の強度を考慮し、管の許容抵抗力以下で推進する。 

９．推進中は推力の管理の方法として、常時油圧ポンプの圧力計を監視し、推力の異

常の有無を確認する。 

  なお、推進中は管一本ごとの推力を測定し、記録しておく。 

10．推進中に推力が急激に上昇した場合は、推進を中止し、その原因を調査し、安全

を確認した後に推進を行う。 

11．管内掘削は推進地盤の状況、湧水状態、噴出ガスの有無等の調査を行い､作業の

安全を期す。 

  また、掘削に当たっては、管内に入った土砂のみを掘削し、先掘り等により周囲

の土砂を緩めない。 

12．推進中､監督員が指示した場合は､地質の変化があるごとに資料を採取し､地層図

を作成し、提出する。 

13．推進中は管一本ごとに中心線、高低及びローリングの測量を行い、推進精度を確

保する。 

14．管の蛇行修正は、蛇行が小さいうちに行い、管に過度な偏圧力がかからないよう

にするため、急激な方向修正は避ける。また、蛇行修正中は、計測頻度を多くし、

修正の効果を確認する。 

15．さや管の接合部は、地下水及び細砂等が流入しないようなシーリング材を充填す

る。また、押込口には、水替設備を設け、排水を完全に行う。 

16．推進中は､常時付近の状況に注意し､周囲の構造物に影響を与えないよう、必要な

措置を施す。 

17．推進中、障害物、湧水、土砂崩れ等が生じたときは、直ちに臨機の処理をとると

ともに監督員に報告する。 

18．さや管の周囲にすき間を生じた場合は、直ちに裏込注入を完全に行う。 

19．裏込注入は､管内面から適切な間隔で行い､裏込材の配合は､地質条件で決定する

ものとする。 
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  なお、裏込注入計画は、あらかじめ監督員に報告する。 

20．開放型刃口の場合で、やむを得ず管内掘削を中断するときは、矢板、ジャッキ等

で切羽を全面的に土留を行う。 

 

１．７．４ さや管内配管 

１．さや管内は、配管に先立ち、完全に清掃する。 

２．管は据付前に十分な検査を行い、管体が損傷していないことを確認する。 

３．配管は、台車又はソリ等を用いて行う。 

４．管は上下左右の支承等で固定する。 

５．配管は原則として、曲げ配管を行わない。なお、さや管の施工状況により、やむ

を得ず管の曲げ接合をする場合は、監督員と協議をする。 

６．ダクタイル鋳鉄管の接合は「Ⅱ．１．２ ダクタイル鋳鉄管の接合」、鋼管の溶

接塗覆装工事は｢Ⅱ．１．３ 鋼管溶接塗覆装現地工事｣に準ずる。 

 

１．７．５ 押込み完了後の措置 

１．推進完了後、支圧壁等は、配管に先立って速やかに取り壊す。 

２．さや管の継手部は、シーリングを行った後、モルタルを充填する。 

３．さや管と配管との空隙は砂又は発泡モルタル等を用いて完全に充填する。 

 

１．８ ダクタイル鋳鉄管及び鋼管推進工事 

 

１．８．１ 一般事項 

 施工に当たっては､「Ⅱ．１．７．１ さや管推進工事 一般事項」に準ずるほか、

推進工法用ダクタイル鋳鉄管及び推進鋼管の製作に先立ち、受注者は承認図を提出し、

発注者の承認を得る。 

 

１．８．２ 推進工法用ダクタイル鋳鉄管の製作 

１．推進工法用ダクタイル鋳鉄管の製作は､ＪＷＷＡ Ｇ １１３ （水道用ダクタイ

ル鋳鉄管）及びＪＤＰＡ Ｇ １０２９（推進工法用ダクタイル鋳鉄管）に準拠し、

承認図のとおり行う。 

２．１の管外面は、外装に先立って、錆、その他の有害な付着物を除去する。なお、

外装を施さない部分は、ＪＷＷＡ Ｇ １１３に基づき塗装する。 

３．コンクリートの配合は、重量配合とし、その配合比は表－Ⅱ．１．８－１による。 

 

表－Ⅱ．１．８－１ コンクリート配合比 

セメント 水 細骨材 粗骨材 

1 ０．５～０．７ ２～３．５ ０．３～２ 

   

なお、セメント、水、骨材の使用に当たっては、「Ⅰ．２．４．２ セメント、
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混和材及び水」に準ずる。 

４．コンクリートの養生は、コンクリートの圧縮強度が出荷時１０Ｎ／ｍｍ２以上に

なるように、蒸気養生又は自然養生する。 

  また、自然養生をする場合は、直射日光等を避けるため、適切な保護材料及び保

護方法により養生する。 

５．コンクリートの外装を施した管は、養生期間が終わるまで衝撃等を与えないよう

にする。 

６．コンクリートの外装表面には、アクリル系樹脂塗料を一様に塗装する。 

ただし、コンクリート表面に不織布を巻いて塗料を含浸させてもよいものとする。 

７．金網はＪＩＳ Ｇ ３５５１ （溶接金網及び鉄筋格子）又は同等以上とし、そ

の寸法については、監督員の承認を受ける。 

８．管の付属品（押輪、割輪、ボルト、ゴム輪等）は、ＪＷＷＡ Ｇ １１３・１１４ 

の附属書に準拠する。 

９．フランジの材質は、ＪＩＳ Ｇ ３１０１（一般構造用圧延鋼材）のＳＳ４００

又は同等以上とし、寸法許容差は、ＪＤＰＡ Ｇ １０２９ に準拠する。 

 

１．８．３ 推進鋼管の製作 

１．鋼管の製作は、ＷＳＰ ０１８ （水道用推進鋼管設計基準）に準拠し、承認図

のとおり行う。 

２．推進鋼管は、本管と外装管との二重構造（Ｉ型及びⅡ型）とする。 

３．二重管の構造は、塗覆装した本管と外装管との間隙にＩ型はモルタル、Ⅱ型はコ

ンクリートを充填したものとする。 
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図－Ⅱ．１．８－１ 水道用推進鋼管 

 

４．モルタル又はコンクリートの充填に当たっては、外装管に本管を挿入して均等な

間隔を保つように組立てた後、モルタル又はコンクリートを完全に充填して一体化

する。また、推進管は直射日光を避けるため、適切な保護材料及び保護方法により

養生する。 

５．モルタル又はコンクリートの配合は、重量配合とし、配合比は表－Ⅱ．１．８－

２による。   

   

表－Ⅱ．１．８－２ モルタル又はコンクリート配合比 

    項目 

種別 
セメント 水 細骨材 粗骨材 

モルタル    １ ０．５～０．７ １～３    － 

コンクリート    １ ０．５～０．７ １～３ ３～５ 
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なお、セメント、水、骨材の使用に当たっては、「Ⅰ．２．４．２ セメント、

混和材及び水」に準ずる。 

６．外装管は、ＪＩＳ Ｇ ３１０１ （一般構造用圧延鋼材）の２種（ＳＳ４００）

の鋼材をアーク溶接して製造する。 

７．本管内面塗装は、原則として水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装とする。 

８．本管外面被覆は、水道用ポリウレタン被覆とする。 

９．管に付属する現場継手部材は、表－Ⅱ．１．８－３による。 

 

表－Ⅱ．１．８－３ 現場継手材 

形式 継手部材 

Ⅰ型 断熱材 亜鉛鉄板 継ぎ輪（２分割） 

ＪＩＳ Ｒ ３３１１

（セラミックファイバ

ーブランケット） 

３号相当 

厚さ６ｍｍ 

ＪＩＳ Ｇ ３３０２

（溶融亜鉛めっき鋼板

及び鋼帯）亜鉛めっき

鋼板の一般用（ＳＰＧ

Ｃ）厚さ０．４ｍｍＺ

１８ 

ＪＩＳ Ｇ ３１０１

のＳＳ４００ 

Ⅱ型 セグメント（２～１２分割） 

鋼材は、ＪＩＳ Ｇ ３１０１のＳ

Ｓ４００または、同等品以上 

コンクリートは、「Ⅱ．１．８．３

の５」による。 

 

 

１．８．４ 管体検査 

工事に使用する管体は、日本水道協会などの第三者機関等がＪＩＳ,ＪＷＷＡ，ＪＤ

ＰＡ，ＷＳＰ規格に準拠して実施した管体検査の検査合格印、又は受験証明書等により、

監督員が確認したものとする。なお、監督員が特に必要と認めた場合は、別途必要な処

置をとる。なお、監督員が特に必要と認めた場合は、別途必要な措置を講ずる。 

 

１．８．５ 推 進 工 

 推進工は、「Ⅱ．１．７．３ 推進工」に準ずるほか、鋼管推進工事の場合は、次に

よる。 

（１）グラウトホールは、プラグで栓を行い、締付け後全周溶接を行う。 

（２）外装部のグラウトホールの穴は、充填材で完全に充填する。 

 

１．８．６ 接合部の施工 

１．推進工法用ダクタイル鋳鉄管 

（１）推進工法用ダクタイル鋳鉄管の接合は、「Ⅱ．１．２ ダクタイル鋳鉄管の接

合」に準ずる。 

（２）推進中は既に接合を完了した他の継手の胴付間隔を定期的に測定する。 

２．鋼管 
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（１）鋼管の溶接塗覆装工事は「Ⅱ．１．３ 鋼管溶接塗覆装現地工事」に準ずる。 

（２）推進完了後、到達口内の推進鋼管端部（プレーンエンド側）は、グラインダ等

を用いて所定の開先形状に仕上げる。 

（３）溶接継手部の内面塗装は、推進作業中の塗膜の損傷を避けるため、推進作業が

完了した後に一括して行う。 

（４）Ⅰ型管外装部の接合は、次による。 

 ア．外装は、継輪溶接時の熱による本管外面の被覆の損傷を防止するため、本管外

面被覆部を包み込むようにして、断熱材、亜鉛鉄板で完全に被覆する。 

 イ．外装管の継手部は、２分割された継ぎ輪を確実に取り付け、外面から片面溶接

を完全に行う。 

（５）Ⅱ型管外装部の接合は、次による。 

 ア．本管外面被覆後、外装管の継手部にセグメントをボルトで確実に組み立てる。 

 イ．セグメントボルト締付部のチャンネル凹部は、厚さ３．２ｍｍの鋼板を当てが

い、周辺を溶接して蓋をし、セグメント表面を平滑にする。 

 ウ．外装管とセグメントの間隙には、推進中におけるセグメントの移動、ガタツキ

を防止するため、鋼製のくさびを打ち込んで溶接し、固定する。 

 

１．８．７ 検 査 

１．推進工法ダクタイル鋳鉄管 

（１）水圧検査は、「Ⅱ．１．１．１９ 水圧試験」に準ずる。 

２．鋼管 

（１）溶接、塗覆装の検査は、「Ⅱ．１．３．７ 検査」に準ずる。 

（２）管内面塗装部は、工場塗装部を含めた全面について検査する。 

 

１．９ シールドトンネル 

 

１．９．１ 一般事項 

シールド工事に当たっては、この仕様書によるほか、土木学会「トンネル標準示方書

シールド工法・同解説」及び「コンクリート標準示方書」に準拠する。 

 

 

１．９．２ 工事用設備 

１．立坑設備 

（１）立坑内昇降用の仮設階段、エレベーター等は転落のおそれのない十分安全な設

備とする。 

（２）土砂搬出設備は立坑形状に適し、かつ、シールド掘進工程に支障のない設備と

する。 

   また、土砂ホッパーは残土搬出計画に適応した容量のものとする。 

（３）立坑クレーンは、資機材の搬出入に支障のない能力を有するものとし、効率的

な作業ができる配置とする。 
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２．圧気設備 

（１）圧気設備は、空気冷却機、レシーバタンク、空気清浄装置で構成し、必要な容

量を確保できるものとする。 

（２）圧気設備室には､防音､防振装置を施し､付近の住民に迷惑をかけないようにす

るとともに専任者を常駐させ、保安と監視を十分行わせる。 

（３）圧気中は停電等による不測の事態に備えて、非常用圧気設備を準備する。 

（４）無圧気工事においても、酸欠、有害ガスの発生及び湧水等に対処できるよう、

圧気設備をあらかじめ設置しておく。 

３．送排泥設備 

（１）送排泥用のポンプ、管等の設備は、切羽の安定、送排泥等に必要な容量、口径

のものとする。 

（２）切羽の土圧、水圧、送排泥管内の濃度、流量を測定する装置を設け、掘削状況

を的確に把握できるようにする。 

（３）シールド、送排泥ポンプ及び各種バルブ類等の相互コントロールを行える集中

制御装置を設け、適切な施工管理を行う。 

４．泥水処理設備 

（１）泥水処理設備は、掘削土の性状、掘削土量、環境条件等を十分考慮して設ける。 

（２）泥水処理設備は、常時監視と点検を行い、泥水の処理に支障をきたさないよう

維持管理に努める。 

５．運搬設備 

  運搬設備は、坑内、坑外で行われる一連の作業の均衡がとれたもので、各々が能

率よく、かつ安全に稼働できるものである。 

  また、運搬車の暴走を防止するため、二重以上の防止装置を設ける。 

６．裏込注入設備 

  裏込注入用機械設備は、所定の作業サイクル内にテールボイドを完全に充填でき

る能力を有するものとし、能率的に配置する。 

７．排水設備 

  坑内の排水設備は、湧水量を十分に排水できる能力を有する。 

  また、不測の出水に対して予備設備を設ける。 

排水は必ず沈砂ますを設けて、土砂を流出させないようにする。 

８．照明設備 

  坑内の照明は、作業の安全性を確保できる照度を維持する。 

９．連絡通信設備 

作業を安全かつ円滑に行うため、各作業箇所等の連絡用に通信設備を設ける。 

 

１．９．３ トンネル築造 

１．測量及び測定 

（１）坑内外測量 

 ア．坑内外測量は、「水道施設設計業務委託標準仕様書」付編に準ずる。 

 イ．坑内測量は、坑内基準点の点検及びシールド位置の測量など入念かつ高頻度で
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行う。 

 ウ．トンネルの位置を確認するため、必要がある場合は、シールドの通過前又は後、

路面上よりボーリングを行い、占用位置を確認する。 

   なお、圧気シールドの場合、漏気又は噴発を防止する十分な手段を講じておく。 

（２）掘進管理測量 

 ア．掘進に際しては、シールド位置を把握するため、組立てたセグメントに対する

シールド機の相対位置、シールド自体のピッチング・ローリング等の測定を行う。 

 イ．掘進管理測量は、適切な器具を用いて短時間に十分なデータがとれるように努

める。 

（３）沈下測定 

 ア．シールド掘進に先立ち、地上に沈下測定点を設置し、シールド掘進前、中、後、

定期的に縦断方向と横断方向について沈下測定を行い、沈下量報告書を監督員に

提出する。 

 イ．路線沿いの地上、地下施設物については、責任者を指定し、その変状に対し、

常時監視を行う｡特に、ガス供給施設、鉄道については管理者指定の観測装置を

設ける。 

２．シールドの施工 

（１）シールド 

 ア．シールドの設計、製作に当たっては、トンネル断面、施工延長、線形、外圧、

地質等を十分考慮し、それらに対応するよう安全、確実で能率的な構造及び設備

とする。 

 イ．製作に先立ち、シールド本体、付属機械設備の設計製作要領書、応力計算書、

使用材料表等に基づいて詳細な設計図を作成し、監督員と協議のうえ、製作に着

手する。 

 ウ．監督員は必要に応じてシールド製作中、作動テスﾄ等について立会い調査をす

ることがある。 

 エ．シールドは、発進位置において組立てた後、各部の機能が十分発揮できるまで

試運転を実施、調整した後、監督員の確認を受ける。 

（２）シールドの発進 

 ア．シールドの発進に当たっては、発進計画書（発進架台、ジャッキ推力受け、発

進口地山の処理等）を作成し監督員に提出する。 

 イ．シールドの発進は、土質に応じてその方法、順序等を十分に検討し、安全を確

認したうえで施工する。 

 ウ．初期発進時は、切羽の崩壊、湧水の処理、シールドの運転、掘削、セグメント

組立て等に注意し、切羽の安定とシールドの方向性保持に留意する。 

   また､発進に当たっての反力受はあらかじめ監督員と協議のうえ､その方法を

決定する。 

（３）セグメント 

ア．セグメントの継手面には、シール材による防水処理を施し漏水を防ぐ。シール

材は掘進反力による圧縮に十分耐える弾力性及び復元性を有する材料を使用す
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る。 

イ．セグメントは、組立て前に各部を点検、清掃し、特に継手面は入念に清掃する。 

ウ．組立ては、シールドが１ストローク掘進完了後直ちに正確かつ確実に行い、シ

ールドの掘進反力による狂い、ボルトの緩み、漏水等のないよう留意する。 

 エ．セグメントは、軸方向に対してリング継手位置が交互になるよう配列する。 

 オ．ボルト・ナットの緩みについては再点検する。 

 カ．セグメントに異常な荷重がかかり、変形やひび割れが生じた場合は､直ちに工

事を中止し、監督員に報告及び適切な措置を行う。 

（４）ロック 

 ア．ロック設備（マンロック、マテリアルロック等）は、関係法規に基づく構造で

あって設置については、監督員と協議のうえ決定する。 

 イ．ロックの設置及び撤去の際は、セグメントに損傷を与えないように注意する。 

（５）圧気坑内圧気は､地質及び地下水の状況に応じて調整し､空気消費量､漏気の有

無について、常時監視する。 

（６）シールド掘進 

ア．掘進は、地山の性状に応じ、必要なジャッキを適正に作動させ、切羽等の安定

をはかりながら、シールドが所定のルート上を正確に進むよう専任オペレータに

より操作させる。 

 イ．シールド掘進中は、常に掘削土量を監視し、所定の掘削土量を上廻る土砂の取

込みが生じないよう、適切な施工管理を行う。 

 ウ．掘削に泥水又は作泥材を使用する場合は、関係法令を遵守し、土質、地下水の

状況等を十分考慮して材料及び配合を定める。 

 エ．残土、泥水及び泥土等は、関係法令に従って環境保全に留意し、適正に処分す

る。 

（７）曲進トンネルの曲進部は、異形セグメント等を用いて、所定の曲率に従い掘進

する。 

（８）蛇行の修正は急激な変化を与えないよう調整する。 

（９）裏込注入 

 ア．裏込注入は、シールド掘進と同時あるいは直後に行う。 

 イ．裏込注入は、モルタル等を地山の土質状態に適合した配合で、加圧式のコンク

リートポンプを使用して行う。 

 ウ．裏込注入は、一般に下方より上方に向って左右対象に行い、偏圧の生じないよ

うできるだけ低圧で、セグメント背面の空隙を十分充填する。 

 エ．シールドに流入防止装置を設け、注入された裏込材の坑内流入を防止する。 

（10）地中ドッキング 

 ア．地中ドッキングの場合は、接合地点の手前で片方の掘進を停止し、測量、ボー

リング等で路線の位置を確認してから水平状態で接合する。 

 イ．地中ドッキング付近は、地盤の崩壊や沈下のおそれがないよう十分な安全対策

を行う。 

 ウ．接合後は、坑内よりシールドに当板、形鋼等で補強し、溶接接合する。 
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（11）二次覆工コンクリートの配合、型枠及び型枠の存置期間等は、特記仕様書によ

る。 

 

１．９．４ トンネル内配管 

１．配管に先立ち覆工内面は十分水洗いし、溜水はウエス等でふきとり、完全に清掃

する。 

２．管の据付けに先立ち、十分管体検査を行い、亀裂その他の欠陥のないことを確認

する。 

３．配管に当たっては、事前に縮尺１／１００ 程度の配管図を提出して､監督員と協

議する。 

４．管は設計図に示した位置に、受台、バンド等で固定する。 

  なお、鋼製セグメントの場合、固定箇所にゴム板等を用いて絶縁する。 

５．曲げ配管を行う場合は、直管で角度をとらない。 

  また、トンネルの状況により施工上必要がある場合は、監督員の指示を受ける。 

６．１回の配管は、セメント系充填材の充填が確実に施工できる範囲とする。 

７．監督員の管接合検査完了後、管の周囲には防護用コンクリート等を充填する。 

８．セメント系充填材の配合は、監督員と協議する。 

９．セメント系充填材は、セグメントと管の間の空隙を十分満たすため、入念に施工

する。 

10．バイブレータを使用する場合は、管体に直接影響を与えないようゴムパッキン等

で被覆する。 

 

１．１０ 既設管内鋼管布設工事 

 

１．１０．１ 一般事項 

 既設管内挿入工法及び既設管内巻込工法では、既設管内測量が必要である。挿入管で

ある鋼管及び巻込鋼管の製作に先立ち、その測量結果に基づく承認図書を提出し、監督

員の承認を得る。 

 

１．１０．２ 鋼管の製作 

１．鋼管及び巻込鋼管の製作は、承認図書どおり行う。 

  ただし、鋼管の場合は呼び径８００Ａ以上、巻込鋼管の場合は縮径時の内径が８

００ｍｍ以上の製作を標準とする。 

２．鋼管内面塗装は、水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装を標準とする。 

３．鋼管外面塗装は、セメント系充填材のアルカリ雰囲気により防食するため、一次

防錆塗装を標準とする。 

 

１．１０．３ 管体検査 

 工事に使用する管体は、日本水道協会などの第三者機関等が承認図書に準拠して実施

した管体検査の検査合格証印、又は受検証明書等により、監督員が確認したものとする。 
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 なお、監督員が特に必要と認めた場合は、別途必要な措置を講ずる。 

 

１．１０．４ 既設管内配管工 

１．配管に先立ち、既設管内面に付着している錆こぶ、滞留水を除去する。 

２．管は立坑内投入前に十分な検査を行い、管体が損傷していないことを確認する。 

３．管の挿入は引込み用台車を取り付け、ウインチなどにより既設管内に引き込むも

のとする。 

４．管は、所定の位置に配管し固定する。 

５．鋼管の溶接は、片面裏当金溶接を標準とし、管内面から溶接する。 

６．鋼管の溶接及び内面塗装工事は「Ⅱ．１．３ 鋼管溶接塗覆装現地工事」に準じ

る。 

７．既設管と鋼管のすき間には、セメント系充填材を完全に充填する。 

  なお、充填に使用したグラウトホールは、プラグで栓をし、締め付け後全周溶接

を行う。 

 

１．１０．５ 検 査 

 溶接及び内面塗装の検査は、「Ⅱ．１．３．７ 検査」に準じる。  

 

２ 道路復旧工事 

 

２．１ 施工一般 

 

２．１．１ 一般事項 

 道路復旧工事は、この仕様書及び道路管理者の仕様書や指示条件等による他、日本道

路協会の「アスファルト舗装工事共通仕様書解説（改訂版）」・「舗装設計施工指針」・「舗

装施工便覧」・「舗装の構造に関する技術指針・同解説」等に準拠して施工する。 

 

２．１．２ 準 備 工 

１．舗装開始は、路床面の不陸を整正した後、着手する。 

２．消火栓、各弁室、人孔、縁石等舗装と接触する部分は、あらかじめ入念に清掃し、

また舗装の切断面は整正し、清掃する。 

２．１．３ 路 盤 工 

１．路盤工一般 

（１）路盤各層の施工に先立ち、浮石、木片、ごみ等有害物を取り除き、清掃する。 

（２）受注者は、路盤各層に異常を発見したときは、その状況を監督員に報告すると

ともに、その対策案を提出して監督員の承諾若しくは指示を受けなければならな

い。 

（３）路盤の締固めは、路床、路盤材料及び使用機器の種類などに応じて適切な含水

量で行い、所定の締固め度が得られるまで十分転圧し、路盤面は規定の高さに平

たんに仕上げる。 
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   また、締固め作業は縦断方向に行い、路側より開始して逐次中央に向って締め

固めを行う。 

（４）各路盤の締固め後の一層の仕上り厚は、表－Ⅱ．２．１－１標準とする。 

 

表－Ⅱ．２．１－１ 一層の仕上り厚 

路       盤 仕上がり厚 

砂路盤層 

 

砕石マカダム層 

 

クラッシャラン層及びクラッシャランスラグ層 

 

セメント安定処理層（下層路盤） 

 

粒度調整砕石層及び粒度調整スラグ層 

 

セメント安定処理層（上層路盤） 

 

アスファルト安定処理層 

２０ ｃｍ以下 

 

２０  〃 

 

２０  〃 

 

３０  〃 

 

１５（２０）〃 

 

２０（２５）〃 

 

１０  〃 

    ただし、粒度調整路盤材及びセメント安定処理層（上層路盤）の締固めに振動

ローラを使用する場合には､仕上がり厚の上限をカッコ内の数値（２０ｃｍ、２

５ｃｍ）とすることができる。 

（５）締固め機械は、その通過軌跡を十分に重ね合せるものとし、仕上げ面に浮石や

結合材の過不足の箇所がないようにする。 

（６）プライムコートを施す場合は、転圧完了後直ちに行う。 

（７）路盤各層の仕上げが完了したときは、厚さの測定を行う。 

   なお、必要に応じ平板載荷試験又は密度試験を行う。 

（８）単粒度砕石、クラッシャラン、粒度調整砕石の材質・粒度は、ＪＩＳ Ａ ５

００１（道路用砕石）の規格に適合するものとする。 

   なお、使用に当たっては、試料及び試験結果を監督員に提出する。 

２．砂路盤層  

（１）砂は、均一な厚さに敷き広げ、転圧する｡ 

（２）砂は、｢Ⅰ．２．４．５ 土砂｣に規定する川砂、海砂、山砂又は再生砂を使用

する。 

３．砕石マカダム層 

（１）転圧は、主骨材を空締めしてから、所定の順序により目つぶし材を加えながら

散水して、砕石が十分かみ合うまで行う。 

（２）目つぶし材の散布に当たっては、主骨材のすき間を一様に満たすようにし、不

陸の整正を行うため部分的に厚く散布しない。 



Ⅱ－ 56 
 

４．クラッシャラン層及びクラッシャランスラグ層 

  路盤材料は、分離しないよう十分注意して、均一な厚さに敷きならし転圧する。

また、クラッシャランスラグ層の場合は、転圧時に適量の散水を行う。 

５．粒度調整砕石層及び粒度調整スラグ層 

  施工に当たっては、下層路盤を損傷しないよう十分注意し、均一な厚さに敷きな

らして所定の締固め度が得られるまで転圧する。 

６．セメント安定処理層 

（１）セメント安定処理路盤材 

 ア．受注者は、使用するセメントの試験成績書を施工前に監督員に提出し、承諾を

得る。 

 イ．セメント及びフライアッシュは､「Ⅰ．２．４．２ セメント､混和材及び水」

に規定するものを使用する。 

 ウ．下層路盤で使用する骨材の品質は、ＰＩ９以下、修正Ｃ Ｂ Ｒ１０％以上が望

ましく、上層路盤で使用する骨材の品質は、ＰＩ９以下、修正Ｃ Ｂ Ｒ２０％以

上で、粒度は表－Ⅱ．２．１－２の示す粒度範囲が望ましいが、経済的に安定処

理が行え、施工性に優れている場合はこの範囲からはずれてもよい｡なお､骨材の

試料及び試験結果を施工前に監督員に提出し､承諾を得る。 

 

表－Ⅱ．２．１－２ 骨材の粒度（上層路盤） 

工法

 

ふるい目（ｍｍ） 

通過質量百分率（％） 

セメント 

安定処理 

５３．０ １００ 

３７．５ ９５～１００ 

１９．０ ５０～１００ 

２．３６ ２０～６０ 

０．０７５ ０～１５ 

   

エ．セメント量決定の基準となる一軸圧縮強さは、特に規定する場合を除き、下層

路盤では０．９８ＭＰａ（７日）、上層路盤では２．９ＭＰａ（７日）とする。 

 オ．セメント安定処理路盤材の納入に当たっては、配合・強度試験の結果等を監督

員に報告する。ただし、これまでの実績があり、試験結果を提出し監督員が承諾

した場合は、一軸圧縮試験を省略することができる。 

（２）舗設工 

 ア．受注者は、監督員が承諾した場合以外は気温５℃以下のとき及び雨天時に施工

してはならない。 

 イ．混合物は、所定の仕上り厚が得られるように、一様に敷きならし、一層ごとに
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転圧する。 

   なお、締固めは、セメント混合後２時間以内に完了するようにしなければなら

ない。 

 ウ．上下二層として施工する場合は、下層の転圧完了後、引続き上層を施工し、同

日内に二層を仕上げる。 

 エ．施工継目は、在来舗装部分を垂直に切取り、突き合せる。また、上層と下層は

同一箇所で、施工継目を設けない。 

 オ．締固め完了後は、直ちにアスファルト乳剤などの瀝青材料を散布し養生する。

なお、二層仕上げの下層に当たる剖分の養生はシート等を用いて行う。 

７．アスファルト安定処理層 

（１）加熱アスファルト安定処理路盤材 

 ア．受注者は、アスファルトの品質証明書を施工前に監督員に提出し、承諾を得る。 

 イ．アスファルトは、「Ⅰ．２．４．８ 瀝青材料」に規定するＪＩＳ Ｋ ２２

０７ （石油アスファルト）の内、監督員の指示するものを使用する。 

 ウ．骨材の品質は、ＰＩ９以下、粒度が表－Ⅱ．２．１－３に示す粒度範囲が望ま

しいが、経済的に安定処理が行え、施工性に優れている場合は、この粒度範囲か

らはずれてもよい。 

   なお、骨材の試料及び試験結果を施工前に監督員に提出し、承諾を得る。 

 

表－Ⅱ．２．１－３ 骨材の粒度 

        

       工法

 

ふるい目（ｍｍ） 

通過質量百分率（％） 

瀝  青 

安定処理 

 ５３．０ １００ 

 ３７．５ ９５～１００ 

 １９．０ ５０～１００ 

  ２．３６ ２０～ ６０ 

  ０．０７５  ０～ １０ 

 

エ．混合物は、表－Ⅱ．２．１－４に示す基準値に適合するものとする。なお、供

試体の突固め回数は両面各々５０回とする。 

オ．受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定

に当たっては、配合設計を行い、監督員の承諾を得る。 

 

表－Ⅱ．２．１－４ マーシャル安定度試験基準値 

安 定 度（ｋＮ） ３．４３以上 

フロー値（１/１００ｃｍ） １０～４０ 
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空 隙 率（％） ３～１２ 

      注）２５ｍｍを超える骨材部分は、同重量だけ２５～１３ｍｍで 

置きかえてマーシャル安定度試験を行う。 

（２）運搬工 

   混合物の運搬は、清浄で平滑な荷台を有するトラックによる。トラックの荷台

内面には、混合物の付着を防止する油又は溶液を薄く塗布する｡ 

   また、混合物の温度低下を防ぐため、シート類で混合物を覆う。 

（３）舗設工 

 ア．受注者は監督員が承諾した場合を除き、気温５℃以下のときに施工してはなら

ない。 

   また、雨が降り出した場合、敷きならし作業を中止し、すでに敷きならした箇

所の混合物を速やかに締め固めて仕上げを完了させる。 

 イ．舗設に先立ち、下層路盤の表面を入念に清掃して、湿っている場合は乾燥させ、

破損箇所があれば補修する。 

   また、敷きならし完了後、その表面が均一な状態であるかどうかを点検してか

ら転圧を開始する。 

 ウ．混合物は、分離を起こしたり部分的に固まったりしているものを使用しない。 

 エ．混合物の敷きならし厚さは、締固め後の厚さが所定の値になるよう調整する。 

 オ．敷きならしたときの混合物の温度は、１１０℃以上を標準とする。 

 カ．施工継目は、十分締固めて密着させ、平たんに仕上げる。 

   また、上層と下層は同一箇所で施工継目を設けない。 

 キ．混合物の接着すべき縁石、マンホール等の側面及び既設接合部は、瀝青材を一

様に薄く塗布する。 

   ク．締固めには、掘削幅に適合するなど施工条件に合った機種のローラを使用する。 

なお、縁部等ローラによる締め固めが不可能な箇所は、タンパ等で十分締め固

める。 

 

２．１．４ 基層工・表層工 

１．基層工・表層工一般 

（１）舗設は、晴天時を選んで行い、低温時における施工は原則として避ける。 

（２）舗設に先立ち、上層路盤面又は基層面の浮石、その他有害物を除去し、入念に

清掃する。 

（３）受注者は、上層路盤面又は基層面の異常を発見したときは、その状況を監督員

に報告するとともに、その対策案を提出して監督員の承諾若しくは指示を受けな

ければならない。 

（４）各層の仕上げが終ったときは、厚み、すり付け等の点検を行う。 

（５）交通開放する場合は、監督員の指示による。特に、基層工での交通開放に当た

っては、安全対策に十分留意するとともに交通開放後も常時巡回し、欠陥を生じ

た場合は、速やかに復旧する。 
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２．セメントコンクリート層 

（１）レディーミクストコンクリートの場合 

 ア．レディーミクストコンクリートは、原則として、「Ⅰ．２．４．３ レディー

ミクストコンクリート」に規定するＪＩＳ Ａ ５３０８ (レディーミクストコ

ンクリート)の内粗骨材の 大寸法４０ｍｍ、空気量４．５％、呼び強度４．５

Ｎ／ｍｍ２、スランプ２．５ｃｍ及び６．５ｃｍのものを使用するものとし、あ

らかじめ材料試験、示方配合等を監督員に提出する。 

 イ．レディーミクストコンクリートは、ミキサー車やアジテータトラック等によっ

て運搬し、速やかに打設する。 

（２）機械練りの場合 

   機械練りによる場合は、「Ⅰ．３．５．５ 練り混ぜ」に準じて行い、スラン

プ・粗骨材の 大寸法は、セメントコンクリート層に準ずるものとする。 

（３）型枠工 

 ア．型枠は鋼製を標準とし、堅固なものを用いる。やむを得ず木製のものを使用す

るときは、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 

 イ．型枠は、所定の位置に正しく狂わないように据付け、コンクリートに接する面

は十分清掃し、適切なはく離剤を塗布する。 

 ウ．型枠を取り外す時期については、あらかじめ監督員と協議する。 

（４）舗設工 

 ア．コンクリートは分離しないよう迅速に敷きならし、舗設面の隅角部、目地、路

面構造物などの付近は入念に行う。 

 イ．路盤面、基層面及び構造物接触面に瀝青材を塗布又は路盤紙を敷くときは、む

らなく丁寧に行う。 

 ウ．舗設中は、絶えず舗装面積とコンクリート量を対照し、均一で所定の厚さであ

ることを確かめる。 

 エ．相接するコンクリート版の表面は、同じ高さに仕上げる。 

   また、目地の付近は特にコンクリートが分離しないよう、均一に仕上げる。 

 オ．コンクリートを敷きならし後、速やかに平面及び棒状バイブレータでまんべん

なく十分締め固める。スリップバー及びタイバーの付近は、バーの位置が狂わな

いように注意して締め固める。 

 カ．締固めが完了したら、直ちに荒仕上げを行う。次に、フロートで表面仕上げを

行い、仕上げ面は刷毛等で粗面仕上げとする。 

 キ．鉄筋又は鉄網を入れるときは、正しい被りを保持するよう入念に敷きならし締

め固める。 

 ク．目地の中間で、コンクリート打設を中止しない。 

 ケ．コンクリートの仕上げ面は、プロフィルメータ等で平坦性を測定し、監督員の

確認を受ける。横断方向は、所定の勾配がとれているか定規等をもって点検する。 

（５）目地工 

 ア．目地の位置は、あらかじめ型枠の上に表示する。 

イ．目地構造は、コンクリート舗設前に点検する。 
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ウ．目地は、進行方向に直角で路面に垂直になるように施工し、等深、等厚にする。 

エ．コンクリートカッターで収縮目地の溝切りをする時期等については、あらかじ

め監督員と協議する。 

オ．注入目地材は、目地内のごみその他の雑物を除去した後、すき間のないように

注入する。 

（６）養生工 

 ア．コンクリートは、表面仕上げ後、交通に開放するまで、日光の直射、風雨、乾

燥、気温、荷重、衝撃等による有害な影響をうけないよう養生を行う。 

 イ．表面仕上げ後、湿ったむしろ、帆布等で初期養生を行い表面の乾燥を防ぐ。 

 ウ．初期養生に引続き、現場養生でコンクリートの曲げ強度が３．５Ｎ／ｍｍ２以

上になるまで後期養生を行う。 

３．アスファルトコンクリート層 

（１）アスファルト混合物 

 ア．製造及び配合の規定のうち同一工程に係るものは、「Ⅱ．２．１．３ 路盤工

の７」に準じて行う。 

 イ．混合物は、表－Ⅱ．２．１－５の基準値に合格するものである。 

 

表－Ⅱ．２．１－５ マーシャル試験基準値 

混合物の種類 

① 

粗粒

度ア

スフ

ァル

ト混

合物

② 

密粒度アス

ファト混合

物 

③ 

紬粒

度ア

スフ

ァル

ト混

合物

④ 

密粒

度ギ

ヤッ

プア

スフ

アノ

レ卜

混合

物 

⑤ 

密粒度アス

ファルト混

合物 

⑥ 

密粒

度ギ

ャッ

プア

スフ

ァル

ト混

合 

物 

⑦ 

細粒

度ア

スフ

ァル

ト混

合物 

⑧ 

密粒

度ギ

ヤッ

プア

スフ

ァル

ト混

合物 

⑨ 

開粒

度ア

スフ

ァル

ト混

合物

20 20 13 13 13 20 13Ｆ 13Ｆ 13Ｆ 13Ｆ 13 

突 

固 

め 

回 

数 

1,000 ≦

T 
75 

50 

75 

T＜1,000 50 50 

空隙率（％） 3～7 3～6 3～7 3～5 2～5 3～5 － 

飽和度（％） 
65～

85 
70～85 

65～

85 
75～85 

75～

90 

75～

85 
－ 

安定度（ｋＮ） 
4.90

以上

4.90（7.35）

以上 
4.90 以上 

3.43

以上 

4.90

以上 

3.43

以上

フロー値(１／

100ｃｍ) 
20～40 

20～

80 
20～40 
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注１．Ｔ：舗装計画交通量（台／日・方向） 

 ２．積雪地域の場合や、１０００≦Ｔ＜３，０００であっても流動によるわだち掘れ

のおそれが少ないところでは突固め回数を５０回とする。 

 ３．（ ）内は、１，０００≦Ｔで突き固め回数を７５回とする場合の基準値を示す。 

 ４．水の影響を受けやすいと思われる混合物、又はそのような箇所に舗設される混合

物は、次式で求めた残留安定度が７５％以上であることが望ましい。 

   残留安定度（％）＝（６０℃、４８時間水浸し後の安定度（ｋＮ）／安定度（ｋＮ））

×１００ 

 ５．開粒度アスファルト混合物を歩道の透水性舗装の表層として用いる場合、一般に

突固め回数を５０回以上とする。 

 

ウ．骨材は、粒度が表－Ⅱ．２．１－６に示す範囲内に入るものを使用する。 

 

表－Ⅱ．２．１－６ 加熱アスファルト混合物の骨材粒度 

混合物の種類 

① 

 

粗粒度アスコン 

② 

 

密粒度アスコン 

③ 

 

細粒度アスコン 

④ 

 

密粒度ギャップ

アスコン 

(20) (20) (13) (13) (13) 

仕上がり厚（ｃｍ） 4～6 4～6 3～5 3～5 3～5 

大粒径(ｍｍ) 20 20 13 13 13 

通 

過 

質 

量 

百 

分 

率 

（％） 

26.5 

19.0 

13.2 

4.75 

2.36 

0.60 

0.30 

0.15 

0.075 

100 

95～100 

70～90 

35～55 

20～35 

11～23 

5～6 

4～12 

2～7 

100 

95～100 

75～90 

45～65 

 

100 

95～100 

55～70 

 

100 

95～100 

65～80 

50～65 

25～40 

12～27 

8～20 

4～10 

 

100 

95～100 

35～55 

30～45 

20～40 

15～30 

5～15 

4～10 

35～50 

18～30 

10～21 

6～16 

4～8 

アスファルト量（％） 4.5～6 5～7 6～8 4.5～6.5 

 

 

混合物の種類 

⑤ 

 

密粒度アスコン 

⑥ 

 

細粒度ギャップ

アスコン 

⑦ 

 

細粒度アスコ

ン 

⑧ 

 

密粒度ギャッ

プアスコン 

⑨ 

 

開粒度アスコ

ン 

(20F) (13F) (13F) (13F) (13F) (13) 

仕上がり厚(ｃｍ) 4～6 3～5 3～5 3～4 3～5 3～4 

大粒径(ｍｍ) 20 13 13 13 13 13 
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通 

過 

質 

量 

百 

分 

率 

（％） 

26.5 

19.O 

13.2 

4.75 

2.36 

0.60 

0.30 

0.15 

0.075 

 100 

95～100   

75～95    

100 

95～100 
100 

95～100 

60～80 

45～65 

40～60 

20～45 

10～25 

8～13 

100 

95～100 

75～90 

65～80 

40～65 

20～45 

15～30 

8～15 

100 

95～100 

45～65 

30～45 

25～40 

20～40 

10～25 

8～12 

100 

95～100 

23～45 

15～30 

8～20 

4～15 

4～10 

2～７ 

52～72 

40～60 

25～45 

16～33 

8～21 

6～11 

アスファルト量

（％） 
6～8 6～8 7.5～9.5 5.5～7.5 3.5～5.5 

（２）運搬工 

   アスファルト混合物の運搬は、「Ⅱ．２．１．３ 路盤工の７」に準じて行う。 

（３）舗設工 

   アスファルトコンクリートの舗設は、「Ⅱ．２．１．３ 路盤工の７」及び以

下の内容を遵守する。 

 ア．敷きならし機械は、施工条件に合った機種のアスファルトフィニッシャを選定

する。 

 イ．敷きならしたときの混合物の温度は１１０℃以上を標準とし、１層の仕上がり

厚さは７ｃｍ以下とする。 

 ウ．交通解放時の舗装表面温度は、監督員の指示がある場合を除き、５０℃以下と

する。 

４．シールコート工 

（１）受注者は、施工前に瀝青材料の品質証明書を監督員に提出し、承諾を得る。ま

た、承諾を得た瀝青材料であっても、製造後６０目を経過した材料を使用しては

ならない。 

（２）受注者は施工に先立ち、気温が１０℃以下のとき、風の強い日、その他施工に

適さないときは避ける。ただし、監督員が承諾した場合は、この限りではない。 

（３）受注者は、施工面が乾燥していることを事前に確認するとともに、浮石、ごみ、

その他有害物を除去する。 

（４）瀝青材料は､エンジンスプレーヤ又はディストリビュータを用い､所定量を均等

に散布する。 

（５）瀝青材料の散布、流出により、縁石類及び人家などを汚さないように、適切な

処置をする。 

（６）砕石又は砂は、瀝青材散布後均等に散布する。なお、砕石を使用する場合は、

砕石が破砕しない程度に十分転圧する。 

（７）転圧が終了し、瀝青材料の温度が気温まで下がるか、又は分離が終了するまで

は、交通開放しない。 

（８）表面に遊離した骨材は、交通開放前に掃きとる。 

５．滑り止め舗装 

（１）施工条件、施工方法、滑り摩擦係数及びその測定方法等について、あらかじめ
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監督員と協議する。 

（２）舗設に先立ち、在来路面を入念に清掃し、十分乾燥させる。また、区画線及び

道路表示は、マスキング処理を行う。 

（３）樹脂骨材の散布に当たっては、歩行者に十分注意するとともに、人家及び縁石

類を汚さないよう適切な処置を行う。 

（４）表面に遊離した骨材は、交通開放前に掃きとる。 

（５）施工後、１週間以内に滑り摩擦係数の測定を行い、その成果表を提出する。 

 

２．１．５ 歩道舗装工 

１．歩道用コンクリート平板舗装工 

（１）敷砂は、所定の厚さに敷きならし、十分転圧をし、平板張立て前に散水する。 

（２）平板の配列、目地幅、目地の通り、高さ等は、在来路面に合わせ、所定の勾配

とし、段差、くぼみがないよう安定よく平坦に張り立てる。 

（３）場所打ちコンクリートを必要とする歩道上のマンホール付近、巻込み部分、異

形部分は、平板と同程度のコンクリートを使用し、化粧目地は平板目地にならな

い舗装が一体となるよう仕上げる。 

２．アスファルトコンクリート舗装工 

  舗装工は、「Ⅱ．２．１．４ 基層工・表層工の３ アスファルトコンクリート

層」に準じて施工する。 

  路盤工は、「Ⅱ．２．１．３路盤工」の内、同一工種にかかわるものに準じて施

工する。 

３．切下げ舗装 

（１）車両の出入口部分の舗装 

 ア．舗装は、「Ⅱ．２．１．４基層工・表層工の２又は３」に準じて施工する。 

 イ．車道とのすり付け部分は、周囲の状況に合せて勾配を付ける。また、歩車道境

界ブロック及びすり付けの隅角部は段差を付けず適切な勾配により調整する。 

（２）歩道の巻込み部及び横断歩道部に接する歩道舗装 

 ア．歩道の巻込み部の切下げ 

 （ア）歩道幅員が狭い場合は、現況に応じ巻込み部の歩道止石全部を切下げる。 

 （イ）切下げは平たん部が、植樹ます等の路上施設帯に入らない限り車道寄りに設

置する。 

 （ウ）切下げ平たん部の歩車道・境界石天端高は、車道面から２ｃｍとし、これを

超えない。 

    また、平たん部の長さは１．５ｍ程度を標準とする。 

 （エ）歩道内のすり付け舗装は、（１）のイ．に準ずるものとし、すり付け縦断勾

配は８％を標準とする。 

 イ．横断歩道箇所の歩道及び中央分離帯等の切下げ 

 （ア）横断歩道部及び中央分離帯等は、周囲の状況に応じて横断歩道全幅にわたり

切下げる。 

 （イ）切下げ平たん部の歩車道、境界石天端高は、車道面から２ｃｍとし、これを
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超えない。 

 （ウ）歩道内のすり付け舗装は、アの（エ）に準じて施工する。なお、中央分離帯

等の横断歩道部は全部を一様に切下げ、すり付けは行わないものとする。 

 

２．１．６ 砂 利 道 

 路床の埋戻しが所定の厚さに達したとき、クラッシャラン、粒度調整砕石等を敷きな

らし、十分転圧する。 

 

２．１．７ 街 築 工 

１．排水工 

（１）管渠 

 ア．管渠は、所定の位置に下流部から順次上流に向い施工し、管径の異なる管の部

分は特に規定する以外は管頂接合とする。 

 イ．ソケット付管は、呑み口側にソケットを向け、管の据付け完了後は管の通りを

確認する。 

 ウ．管を切断するときは、切口を正確にし、損傷が生じないようにする。 

 エ．管渠の吐き口の取付けのため在来構造物を取り壊すときは、周囲に損傷を与え

ないように行い、復旧は在来構造物に合わせて設置する。 

 オ．管の接合部は、よく清掃して密接させる。モルタル接合のときは、十分モルタ

ルを詰め込み、モルタルが管の内面に出ないよう丁寧に仕上げる。 

 カ．接合モルタル充填後は、モルタルの硬化するまで移動その他衝撃を与えない。 

 キ．埋戻し、盛土に当たっては、管渠を損傷しないよう留意し、移動しないよう埋

戻し材は左右均等に埋戻し、層状に十分突き固める。 

（２）人孔及びます 

 ア．人孔及びますは、図面どおり正確に築造し、位置等が明記されていない場合は、

監督員の指示を受け、取付け部はその形状に合わせて設置する。 

 イ．人孔及びますの蓋は、路面に合わせて設置する。 

 ウ．足掛金物は、防錆塗装又は、錆にくい材質のものを設置する。 

（３）街渠、側溝等 

 ア．街渠の表面は、打設したコンクリートが半乾きの状態のとき、こてを使用し、

また突端部は角ごてを使用して仕上げる。 

 イ．場所打ちコンクリートの側溝の施工順序は、あらかじめ監督員と協議する。 

 ウ．コンクリートブロックを使用する溝などは、施工後直ちに養生する。 

 エ．流水面は、計画高を保持し、滞水のないよう注意して施工する。 

 オ．ます間隔が１０ｍｍ以上ある街渠については、ます間中央部に施工目地を設け

る。 

２．縁石工 

（１）曲線部の縁石等の基礎コンクリート工は、曲線にならって施工する。 

（２）縁石等の曲線部と直線部の境は､なじみをよくし､コンクリートブロックを使用

する場合は、この位置を目地とする。 
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（３）縁石工等は、施工後直ちに養生をする。 

   また、養生期間中は、荷重、衝撃等を与えないように注意する。 

３．防護さく工 

（１）防護さくの施工については、特に指示するものを除き、日本道路協会「防護柵

の設置基準・同解説」に準拠する。 

（２）材料のうち監督員が指示するものは、現物又は図面を提出する。 

（３）ガードレール、ガードケーブル、ガードパイプ、金網、パラペット等防護施設

本体の取付け又は据付けは、支柱、基礎等が正しく設置されているかどうか確認

のうえ施工する。 

（４）防護さくの支柱に直接取付けるボルトは、ナットを車道側で締付け、ボルト頭

が歩道側に位置するようにする。また、ボルト頭の形状は、丸みをもったものと

する。 

４．道路標識、道路反射鏡及び視線誘導標工 

  建込みに際しては、設置場所、標識板等の向き、角度、標示板等と支柱の通り、

傾斜、支柱上端のキャップの有無などに十分注意して施工する。 

５．区画線及び道路標示工 

（１）区画線及び道路標示工は、施工位置その他についてあらかじめ監督員と協議の

うえ、施工する。 

（２）施工路面は、水分、どろ、砂塵等を取り除き、入念に清掃し、気温が低いとき

は、路面を予熱して施工する。 

（３）施工に当たっては、歩行者、通行車両等に危険のないよう交通整理員を配置し、

慎重かつ迅速に施工する。 

（４）塗料温度は､１８０℃～２２０℃の範囲とし､設置幅は均一にして凹凸のないよ

う丁寧に施工する。 

６．道路照明工 

（１）道路照明の施工については、特に指示する場合を除き、日本道路協会「道路照

明施設設置基準・同解説」に準拠する。 

（２）使用材料の内、特に監督員が指示するものは、現物又は図面を提出する。 

（３）灯柱は所定の根入れで垂直に建柱する。 

（４）灯具の取付け、灯柱内の配線はコンクリートの養生期間が十分経過した後に施

工する。 

 

３  給水装置工事及び給水施設工事 

 

３．１  一般事項 

１．給水装置工事の施工に当たっては、「水道法」、「水道法施行令」、「水道法施行規

則」、「奈良市水道事業給水条例」、「奈良市水道事業給水条例施行規程」、「奈良市水

道給水装置の構造及び材質に関する規程」、及び「奈良市企業局指定給水装置工事

事業者規程」によるものとする。 
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２．給水装置工事の施工は、本市の指定する「指定給水装置工事事業者」によるもの

とし、従事者は、給水装置工事主任技術者の資格を有するものとする。 

３．工事において、設計図書によりがたい場合は監督員と協議しなければならない。 

 

３．２ 材 料 

給水装置に使用する材料は、設計図書によるものとし、水道法施行令第５条に規定す

る構造及び材質の基準に適合しているもの及び奈良市水道事業給水条例第１０条、第１

０条の２の規定によるものとする。 

 

３．３ 布 設 工 

 

３．３．１ 配 管 

１．水道用耐衝撃性塩化ビニル管（以下ビニル管という）等は、できる限り水平及び

垂直に配管しなければならない。 

２．量水器の取付け部は、口径４０ｍｍ以下の量水器については、５０ｃｍ以上のフ

レキシブル管、フレキシブル継手またはビニル管伸縮継手を、口径５０ｍｍ以上の

量水器については、鋳鉄管または鋼管を使用しなければならない。 

３．口径５０ｍｍ以下のビニル管で曲げ配管が必要な場合は、ベンドを用いて配管し

なければならない。ただし、障害物等によりベンドを使用できない場合はエルボを

使用することができるものとする。なお、生曲げ配管又はトーチランプ等による熱

曲げ加工はしてはならない。 

４．ビニル管の切断は、切断箇所が管軸に直角になるようにマジックインキ等で全周

にわたって標線を入れ、切断面はヤスリ等で平らに仕上げるとともに内外面を面取

りしなければならない。 

５．鋳鉄管の布設は、「Ⅱ．１．１．１０ 管の据付け～Ⅱ．１．１．１１ 管の接

合」に準ずる。 

６．弁栓類（仕切弁、止水栓等）は、入念に点検清掃を行い、漏水のないよう鉛直に

取り付けなければならない。 

 

３．３．２ 管の埋設深さ 

給水管の埋設深さは、道路敷（これに類する土地を含む。）内にあっては、道路管理

者の許可要件を満たすものとし、監督員との協議により決定する。 

 

３．４ 分 岐 工 

 

３．４．１ 一般事項 



Ⅱ－ 67 
 

１．分岐工事は、「Ⅱ．１．１．１３ 既設管との連絡」の規定により、当該配水管

であることを十分確認した上で施工しなければならない。 

２．給水管は、原則として口径３００ｍｍ以下の配水管から取り出し、給水管の口径

に応じて分水栓、Ｔ字管又は割Ｔ字管を使用するものとする。 

３．分水栓及び割Ｔ字管の取り付け間隔は表－Ⅱ．３．４－１によるものとする。 

 

 

 

 

表－Ⅱ．３．４－１ 分水栓及び割Ｔ字管の取付間隔 

名 称 取付間隔 

分水栓 ０．３ｍ以上 

割Ｔ字管 １．０ｍ以上 

分水栓・管継手 ０．５ｍ以上 

４．穿孔作業に当たっては、切屑等の排出の確認をしながら作業を行わなければなら

ない。なお、排水ホースの先端にネット等を取り付け、切屑等を収集し処分しなけ

ればならない。 

５．更生管（ホースライニング管）及び内面エポキシ樹脂粉体塗装管よりＴ字管、分

水栓で分岐する場合は、それぞれ専用のカッターを使用しなければならない。 

 

３．４．２ Ｔ字管による分岐 

１．既設管にＴ字管を設置する場合は「Ⅱ．１．１．１３ 既設管との連絡」の規定

によるものとする。 

２．配水管の断水作業及び管内洗浄排水作業について、「Ⅱ．１．１．３２ 通水準

備及び洗浄排水工」の規定によるものとする。 

３．配水管の切断、Ｔ字管の据付け及び管継手作業について、「Ⅱ．１．２ダクタイ

ル鋳鉄管の接合」の規定によるものとする。 

 

３．４．３ 割Ｔ字管による分岐 

１．「Ⅱ．１．１．１６ 不断水式工法」の規定によるものとする。 

２．口径４０ｍｍび５０ｍｍ給水管の取り出しは、割Ｔ字管７５ｍｍ使用しなければ

ならない。 

 

３．４．４ サドル付分水栓による分岐 

１．穿孔作業に使用する機材は、サドル付分水栓専用穿孔機を使用しなければならな

い。 
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２．サドル付分水栓は、管頂に取り付け、サドル付分水栓が動かないよう十分締付け、

漏水のないようにしなければならない。 

３．鋳鉄管に穿孔する場合の口径２０ｍｍ以上については、銅製コアを装着すること。 

４．異形管には、分水栓を取り付けてはならない。 

 

３．４．５ チーズによる分岐 

チーズは、原則として管軸に水平方向に分岐しなければならない。 

 

 

３．５ 管継手工 

 

３．５．１ ビニル管継手 

１．ビニル管の継手工法は、ＴＳ接合（冷間工法）によるものとする。 

２．ビニル管継手の接合材料は、ＪＷＷＡ Ｓ １０１（水道用硬質塩化ビニル管の

接着剤）の規格によるものとする。 

３．ＴＳ接合の挿入は、人力により行い挿入器、ハンマ等を使用してはならない。 

４．接着剤は、必ず受口、挿口とも円周方向に塗布しなければならない。 

５．接着剤は、薄く均一に塗布し、必要以上に厚く塗ってはならない。 

６．ＴＳ接合の挿入後の保持時間は、口径４０ｍｍ以下は３０秒以上、口径５０ｍｍ

以上は６０秒以上とするものとする。また、冬期については、これらの３倍以上の

保持時間としなければならない。 

７．ビニル管と鋳鉄管を接合する場合は、鋳鉄製ＶＣソケットを用いて施工しなけれ

ばならない。 

８．ビニル管と鉛管又は鋼管とを接合する場合は、それぞれビニル管用接合ユニオン、

ビニルユニオンソケット及びフレキシブル管を用いて施工しなければならない。 

 

３．５．２ ビニルライニング鋼管継手 

１．ビニルライニング鋼管の切断、ネジ切りに使用する切削油は水溶性のものとする。 

２．ネジ接合に使用するシール剤等は水に悪影響を与えないものとする。 

 

３．５．３ 鋳鉄管継手 

「Ⅱ．１．２ ダクタイル鋳鉄管の接合」の規定によるものとする。 

 

３．５．４ 通水確認 

配管作業完了後、通水を行い、通水状況及び漏水の有無を確認しなければならない。 
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３．６ 水道管の明示 

 

３．６．１ 物件標識及び埋設標識 

「Ⅱ．１．１．３１ 水道管の明示」の明示の規定によるものとする。 

 

３．６．２ 表示ピンの設置 

１．前面道路に布設された配水管から分岐する工事に適用する。 

２．表示ピンは、給水管分岐個所の見通し線上で宅地内直近に設置し、道路側から確

認できる位置としなければならない。 

３．表示ピンの設置は、設置場所の条件により、図－Ⅱ．３．５－１により施工しな

ければならない。 

 

平 面 図 

 

      

 

 

給水表示ピン 

5.5mm

15.0mm

30mm

5
.
0
mm

 

 

図－Ⅱ．３．５－１ 給水表示ピンの位置 

～22.0mm 
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３．７ ポリエチレンスリーブ被覆防食工 

 

３．７．１  一般事項 

「Ⅱ．１．１．３０ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ」の規定に

よるものとする。 

 

３．７．２ 割Ｔ字管及び分水栓 

割Ｔ字管・分水栓穿孔箇所及びそれぞれの撤去箇所にも、ポリエチレンスリーブ被

覆防食を施さなくてはならない。なお、施工手順は図－Ⅱ．３．７－１及び図－Ⅱ．

３．７－２によるものとする。 

             

図－Ⅱ．３．７－１ 割Ｔ字管穿孔部 

 

            
 

             図－Ⅱ．３．７－２ 分水栓穿孔部 

 

３．８ 撤 去 工 

 

３．８．１ 分水栓及びＴ字管 

１．甲分水栓 

分水栓のコマ止めを行い、キャップパッキンを取り替えた後、漏水のないよう下胴

に止めナットを十分締付けなければならない。 

２．サドル付分水栓 

サドル付分水栓の止水機構を閉じ、漏水のないようサドル付分水栓用キャップを十

分締付けなければならない。 

３．割Ｔ字管 
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割Ｔ字管を撤去した後は、原則として割継輪を取り付けて復旧しなければならない。 

４. Ｔ字管 

不用になったＴ字管は撤去し、配水管を原形に復旧しなければならない。ただし、

配水管がダクタイル鋳鉄管の場合は、Ｔ字管の分岐部に栓止め等で処置することがで

きる。 

 

３．８．２ ボックス類 

不用になった既設止水栓等のボックス類は撤去しなければならない。現場の状況によ

り撤去困難な場合は、監督員と協議すること。協議の上、存置する場合は上蓋を取り除

き、砂又はコンクリート等を充填しなければならない。 

 

３．８．３ 撤去品、不用品及び存置物件 

１．撤去品 

撤去した鋳鉄管、鉛管、ビニル管、弁栓類等は、受注者において「Ⅰ．１．４．８ 

建設副産物」に準じ適正に処分するものとする。 

２．存置物件 

現地の状況により存置する必要が生じた場合は、監督員の承諾を得なければならな

い。 

 

３．９ 給水装置施工標準図 

 

３．９．１ サドル付分水栓で分岐取り出しの場合 

 

配水管

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

ＶＬＰ管

ＨＩＶＰ管

サドル付分水栓

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手HIVP管

開閉防止付止水栓

宅地内1.0ｍ以内

HI　90°ﾍﾞﾝﾄﾞ

ＨＰＰＥ管
又はサドル分水栓用可とう継手

又はＨＩ伸縮継手

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手
又はＨＩ伸縮継手

 

 

※原則として宅地内の屋外の道路に接近する地点に設置すること。尚、やむを得ない

場合は監督員と協議し止水栓等を設置すること。 

 

※



Ⅱ－ 72 
 

３．９．２ ＨＩＶＰチーズで分岐取り出しの場合 

 

配水管

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手HIVP管

開閉防止付止水栓

宅地内1.0ｍ以内

ＨＩチーズ

HI 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ

又はＨＩ伸縮継手

又はＨＩ伸縮継手
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手

 

 

※原則として宅地内の屋外の道路に接近する地点に設置すること。尚、やむを得ない

場合は監督員と協議し止水栓等を設置すること。 

 

 

 

 

３．９．３ 割Ｔ字管で分岐取り出しの場合 

 

配水管

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

ＶＬＰ管

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管
HIVP管

宅地内1.0ｍ以内

合フランジ割Ｔ字管

仕切弁

簡易バルブ付

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管

 

 

※原則として宅地内の屋外の道路に接近する地点に設置すること。尚、やむを得ない

場合は監督員と協議し止水栓等を設置すること。 

 

 

※ 

※ 

 


