
Ⅴ－ 1 
 

Ⅴ 施工管理編 
 

１ 施工管理基準 

 

１．１ 水道工事施工管理基準 

この水道工事施工管理基準「以下（管理基準）という。」は、水道工事の施工管理及

び規格値の基準を定める。 

 

１．１．１ 目 的 

この管理基準は、水道工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的物

の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。 

 

１．１．２ 適 用 

この管理基準は、本市が発注する水道工事について適用する。ただし、設計図書に明

示されていない仮設構造物等は除くものとする。 

 また、工事の種類、規模、施工条件等により、この管理基準によりがたい場合や、基

準が定められていない工種については、監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。 

 

１．１．３ 構 成 

 

                   工程管理 

      施工管理         出来形管理 

     （工事写真を含む）     品質管理 

 

１．１．４ 管理の実施 

（１）受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定める。 

（２）施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行う。 

（３）受注者は、測定（試験）等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられる

よう速やかに実施する。 

（４）受注者は、測定（試験）等の結果をその都度逐次管理図表等に記録し、適切な

管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提

出する。 

 

１．１．５ 管理項目及び方法 

（１）工程管理 

   受注者は、工程管理を工事内容に応じた方式（ネットワーク（PERT）又はバー

チャート方式など）により作成した実施工程表により行うものとする。 

   ただし、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容については、
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省略できるものとする。 

（２）出来形管理 

   受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測

し、設計値と実測値を対比して記録した出来形成果表又は出来形図を作成し、管

理するものとする。 

   報告は、測定結果総括表・測定結果一覧表・出来形管理図表を提出する。 

   ただし、測定数が 10点未満の場合は出来形成果表のみとし、出来形図の作成

は不要とする。 

（３）品質管理 

   受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準によ

り管理し、その管理内容に応じて、工程能力図又は、品質管理図表（ヒストグラ

ム､χ－Ｒ、χ－Ｒｓ－Ｒｍなど）を作成するものとする。 

    報告は、測定結果総括表・測定結果一覧表・品質管理図表・ヒストグラムを提

出する。 

    ただし、測定数が１０点未満の場合は品質管理表のみとし、管理図の作成は不

要とする。 

    この品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている試験項目は、全

面的に実施するものとする。 

 

１．１．６ 規 格 値 

 受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験・検査・計

測）値は、すべて規格値を満足しなければならない。 

 

１．１．７ そ の 他 

 受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視

できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を「Ⅴ．３

工事写真基準」等により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ち

に提示するとともに、検査時に提出するものとする。 

 

１．１．８ 参照基準 

 国土交通省「土木工事施工管理基準及び規格値」を参照 
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１．１．９ 出来形管理基準 

                                  単位：ｍｍ 

工種 測定項目 規格値 測定基準 測定箇所 摘要

管の据付 占用位置 Ｗ ±３０ ・路線、口径、各種ご

とに、施工延長４０ｍ

につき１箇所 

 

 

 

土被り ＤＰ ±３０ 

  

管の接合 鋳鉄管継手 接合要領書

による 

・口径、管種毎に全接

合箇所測定 

・各種継手点検表に記

入 

  

ビニル管継手 

ポリ管継手 

弁栓類・鉄蓋の据

付 

路面との段差 段差がない

こと 

・全箇所測定   

弁室その他の構

造物 

弁

室 

現

場

打 

壁厚 ｔ －２０ ・全箇所測定 

 

 

床版厚 ｔ１ －２０ 

底版厚 ｔ２ －２０ 

内空幅 Ｗ１，Ｗ２ －３０ 

内空高 ｈ ±３０ 

異形管防護工 幅 －３０ ・全箇所測定   

高さ 

辺長 

体積 ＋であるこ

と 

推進工 基準高 ±５０ ・発進坑、到達坑で測

定 

  

中心線の偏位 左右±５０ ・２０ｍ毎に測定 な

お、推進延長が２０ｍ

以下の場合は、任意で

２箇所測定 

管底高 ±５０ ・２０ｍ毎に測定 な

お、推進延長が２０ｍ

以下の場合は、両端で

測定 

シールド工 

（一次履工） 

管底高 ±５０ ・５リング毎に測定   

中心線の偏位 左右±１０

０ 

 

なお、上記以外の出来形管理基準については、国土交通省「土木工事施工管理基準及

び規格値」を準拠する。 
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１．１．１０ 品質管理基準 

工種 試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 
水圧試験 管路水圧試

験 

管内に充水し所定の

水圧を負荷し、一定

時間保持してこの間

の圧力変化を測定 

管路に漏水等異常がな

く、急激な圧力降下が生

じないこと 

管路工事完了

時 

「Ⅱ．１．１．１９」参

照原則として監督員の立

会い 

継手部水圧

試験 

水圧試験０．５ＭＰ

ａ程度で５分保持し

てこの間の圧力変化

を測定 

０．４ＭＰａ以上保持 φ９００程度

以上の管接合

時において監

督員がこの試

験を指示した

場合実施 

「Ⅱ．１．１．１９」参

照 

通水準備 遊離残留塩

素の測定等 

「Ⅱ．１．１．３２」

通水準備工による 

上流の水道水と遊離残留

塩素が同程度 

使用開始前 「Ⅱ．１．１．３２」参

必要に応じ中和剤を添加

管の接合 ダクタイル

鋳鉄管継手

部接合検査 

目視 

ノギス等による計測

・各継手部所定の寸法を

満たすこと 

・ボルトの締め付けトル

クを満たすこと 

すべての継手

接合箇所につ

いて実施 

「Ⅱ．１．２．３～Ⅱ．

１．２．８」参照 

チェックシートを使用 

管の溶接 放射線透過

試験 

ＪＩＳ Ｚ ３１０

４ 

ＪＩＳ Ｚ ３０５

０ 

ＪＩＳ Ｚ ３１０

６ 

・きずの分類において３

類以上 

・内面へこみは、その部

分の透過写真濃度がこれ

に接する母材部分の透過

写真濃度を超えないこと

・溶落ちは、いかなる方

向に測った寸法も１個に

つき６ｍｍ又は管の肉厚

のいずれか小さい方を超

えず、試験部の有効長さ

当たり最大寸法の合計長

さ１２ｍｍ以下とする。

検査箇所数は

溶接箇所数の

１０％とし、

撮影１口につ

き９００ｍｍ

以下は１箇

所、１０００

ｍｍ以上は２

箇所 

｢Ⅱ．１．３．７｣参照 

ＷＳＰ００８参照 

監督員の指示で検査 

箇所増可能 

管の溶接 超音波探傷

検査 

ＪＩＳ Ｚ ３０６

０ 

きずの分類において３類

以上 

検査箇所数は

溶接箇所数の

１０％とし、

撮影１口につ

き２箇所 

検査長は３０

ｃｍ 

「Ⅱ．１．３．７」参照

監督員の指示で検査 

箇所増可能 

内面塗装（無

溶剤形エポ

キシ樹脂塗

料） 

外観検査 ＪＷＷＡ Ｋ １５

７ 

異物の混入、著しいむら、

塗りもれなどがなく、均

一な塗膜であること 

すべての塗装

箇所 

「Ⅱ．１．３．４及びⅡ．

１．３．７」参照 

塗膜厚測定 ＪＷＷＡ Ｋ １５

７ 

０．４ｍｍ以上（プライ

マーを含む） 

監督員の指示

した箇所 

「Ⅱ．１．３．４」参照

ピンホール ＪＷＷＡ Ｋ １５

７ 

ピンホール探知機を用い

て検査を行い、火花が発

生するような欠陥がない

こと 

すべての塗装

箇所 

「Ⅱ．１．３．４及びⅡ．

１．３．７」参照 

付着性試験 ＪＷＷＡ Ｋ １５

７ 

へらを用いてはつり、容

易にはがれないこと 

監督員の指示

した箇所 

「Ⅱ．１．３．４及びⅡ．

１．３．７」参照 
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工種 試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 
外面塗装（タ

ールエポキ

シ樹脂塗料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外観検査 ＪＷＷＡ Ｋ １１

５ 

異物の混入、著しいむら、

塗りもれなどがなく、均

一な塗膜であること 

すべての被覆

箇所 

｢Ⅱ．１．３．５及びⅡ．

１．３．７｣参照 

ピンホール ＪＷＷＡ Ｋ １１

５ 

ピンホール探知器を用い

て検査を行い、火花が発

火するような欠陥がない

こと 

すべての被覆

箇所 

｢Ⅱ．１．３．５及びⅡ．

１．３．７｣参照 

塗膜厚測定 ＪＷＷＡ Ｋ １１

５ 

０．３ｍｍ以上 すべての被覆

箇所 

｢Ⅱ．１．３．５及びⅡ．

１．３．７｣参照 

付着性試験 ＪＷＷＡ Ｋ １１

５ 

へらを用いてはつり、容

易にはがれないこと 

監督員の指示

した箇所 

｢Ⅱ．１．３．５及びⅡ．

１．３．７｣参照 

外面塗装（ジ

ョイントコ

ート） 

外観検査 ＪＷＷＡ Ｋ １５

３ 

・焼損がないこと 

・有害な欠陥となるめく

れないこと 

・ジョイントコート両端

から５０ｍｍ以内に膨れ

がないこと 

・工場と塗装部との重ね

長さは５０ｍｍ以上 

・耐衝撃シートについて

は、有害なきずがなく、

テープ又は固定バンドで

確実に固定されているこ

と 

すべての被覆

箇所 

｢Ⅱ．１．３．６及びⅡ．

１．３．７｣参照 

ピンホール ＪＷＷＡ Ｋ １５

３ 

ピンホール探知器を用い

て検査を行い、火花が発

火するような欠陥がない

こと 

すべての被覆

箇所 

｢Ⅱ．１．３．６及びⅡ．

１．３．７｣参照 

塗膜厚測定 ＪＷＷＡ Ｋ １５

３ 

加熱収縮後のジョイント

コートの厚さは、１．５

ｍｍ以上 

すべての被覆

箇所 

｢Ⅱ．１．３．６及びⅡ．

１．３．７｣参照 

 

なお、上記以外の出来形管理基準については、国土交通省「土木工事施工管理基準及

び規格値」を準拠する。 
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２ 施工計画書 

 

２．１ 施工計画書記載要領 

 

２．１．１ 適 用 

 本要領は、水道工事を施工する受注者が、発注者に提出する施工計画書に記載すべき

事項についての基準を定めるものである。 

 

２．２．１ 記載項目 

 施工計画書には、以下の事項について記載するものとする。 

（１）工事概要 

（２）工程表 

（３）現場組織表 

（４）指定機械 

（５）主要機械 

（６）主要資材 

（７）施工方法（施工手順、主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む） 

（８）施工管理計画 

（９）安全管理 

（10）緊急時の体制及び対応 

（11）交通管理 

（12）環境対策 

（13）現場作業環境の整備 

（14）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

（15）その他 

 なお、施工計画書の作成に当たっては、契約書及び設計図書に指定されている事項に

ついて記載するものとし、軽微なものは除く。 

 また、施工計画の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変

更に関する事項について、変更施工計画書を作成し提出するが、数量のわずかな増減等

の軽微な変更で施工計画におおきく影響しない場合は、新たに変更施工計画書の提出は

要しない。 

 

２．３．１ 記載内容 

（１）工事概要 

    工事概要については、主要事項（工事名・工事場所・工期・請負金額・発注者・

請負業者・工事内容）程度の内容を記載する。 

    また、工事内容は、設計図書の工事数量総括表の写しでもよいものとする。 

（２）計画工程表 

    設計工程表は、各種別について作業の始めと終わりがわかるネットワーク、バ

ーチャート等で作成する。なお、契約時に締結する工程表の写しでもよいものと
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する。 

（３）現場組織表 

    現場組織表は、現場における組織の編成及び命令系統並びに業務分担がわかる

ように記載し、監理（主任）技術者、専門技術者を置く工事についてはそれを記

載する。 

（４）指定機械 

    工事に使用する機械で、設計図書で指定されている機械（騒音振動、排ガス規

制、標準操作等）について記載する。 

（５）主要機械 

    工事に使用する機械で、設計図書で指定されている機械（騒音振動、排ガス規

制、標準操作等）以外の主要なものを記載する。 

（６）主要資材 

    工事に使用する指定材料及び主要資材について、品質証明方法及び材料確認時

期等について記載する。（資材搬入時期と計画工程表が整合していること。） 

（７）施工方法 

    施工方法は、次のような内容を記載する。 

   ア．「主要な工種」毎の作業フロー  

     該当工種における作業フローを記載し、各作業段階における以下の事項につ

いて記述する。 

   イ．施工実施上の留意事項及び施工方法 

     工事箇所の作業環境（周辺の土地利用状況、自然環境、近接状況等）や主要

な工種の施工実施期（降雨時期、出水・渇水時期等）等について記述する。 

     これを受けて施工実施上の留意事項及び施工方法の要点、制約条件（施工時

期、作業時間、交通規制、自然保護）、関係機関との調整事項について記述す

る。 

     また、準備として工事に使用する基準点や地下埋設物、地上障害物に関する

防護方法について記述する。 

   ウ．該当工事における使用予定機械を記載する。 

   エ．その他 

     工事全体に共通する仮設備の構造、配置計画等について具体的に記述する。 

     その他、間接的設備として仮設建物、材料､機械等の仮置き場、プラント等

の機械設備、運搬路（仮設道路、仮橋、現道補修等）、仮排水、安全管理に関

する仮設備等（工事表示板、安全看板等）について記述する。 

     また、記載対象は次のような場合を標準とする。 

   （ア）主要な工種 

   （イ）通常の施工方法により難いもの（例：新技術による施工等） 

   （ウ）設計図書で指定された工法 

   （エ）共通仕様書に記載されていない特殊工法 

   （オ）施工条件明示項目で、その対応が必要とされる項目 

   （カ）特殊な立地条件での施工や関係機関及び第三者対応が必要とされている施 
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工等 

   （キ）共通仕様書において、監督員の「承諾」を得て施工するもののうち、事前 

に記述できるもの及び施工計画書に記述することとなっている事項 

   （ク）指定仮設又は重要な仮設工に関するもの 

（８）施工管理計画 

    施工管理計画については、設計図書等に基づき、その管理方法について記述す

る。 

   ア．工程管理 

     ネットワーク、バーチヤート等の管理方法のうち、何を使用するかを記述す

る。 

   イ．品質管理 

     当該工事で行う品質管理の「試験項目」（試験）について、「Ⅴ．１．１．１

０ 品質管理基準」に基づき、試験又は測定の項目、頻度、回数、規格値等を

記入した品質管理計画表を作成する。 

   ウ．出来形管理 

     当該工事の出来形管理は、「Ⅴ．１．１．９ 出来形管理基準」基づき、管

理測点、寸法計測位置、写真管理撮影位置及び回数について記述する。また、

該当工種がないものについては、あらかじめ監督員と協議して定める。 

   エ．写真管理 

     当該工事の写真管理は、「Ⅴ．３ 工事写真基準」により記述する。 

   オ．段階確認 

     設計図書で定められた段階確認項目についての計画を記述する。 

 カ．品質証明 

     当該工事の中で行う社内検査項目、検査方法、検査段階について記述する。 

（９）安全管理 

    安全管理に必要なそれぞれの責任者や安全管理についての活動方針について

記述する。 

    また、事故発生時における関係機関や被災者宅等への連絡方法や救急病院等に

ついても記述する。 

   ア．工事安全管理対策 

     ① 安全管理組織（安全協議会の組織等も含む） 

     ② 危険物を使用する場合は、保管及び取扱いについて 

     ③ その他必要事項 

イ．第三者施設安全管理対策 

     家屋、商店、鉄道、ガス、電気、電話等の第三者施設と近接して工事を行う

場合の対策工事現場における架空線等上空施設については、事前の現地調査の

実施（種類、位置等）について記載する。 

   ウ．工事安全教育及び訓練についての活動計画 

     毎月行う安全教育・訓練の内容を記述する。 

（10）緊急時の体制及び対応 
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    大雨、強風等の異常気象又は地震、水質事故、工事事故などが発生した場合に

対する組織体制及び連絡系統を記述する。 

（11）交通管理 

    工事に伴う交通処理及び交通対策について記述する。 

    迂回路を設ける場合には、迂回路の図面及び安全施設、案内標識の配置図並び

に交通整理員等の配置について記述する。 

    また、具体的な保安施設配置計画、道路部及び出入口対策、主要材料の搬入・

搬出経路、積載超過運搬防止対策等について記述する。 

（12）環境対策 

    工事現場地域の生活環境の保全と、円滑な工事施工を図ることを目的として、

環境保全対策について関係法令に準拠して次のような項目の対策計画を記述す

る． 

   ア．騒音、振動対策 

   イ．水質汚濁 

   ウ．ゴミ、ほこりの処理 

   エ．事業損失防止対策（家屋調査、地下水観測等） 

   オ．産業廃棄物の対応 

   カ．その他 

（13）現場作業環境の整備 

    現場作業環境の整備に関して、次のような項目の計画を記述する。 

   ア．仮設関係 

   イ．安全関係 

   ウ．営繕関係 

   エ．イメージアップ対策の内容 

   オ．その他 

（14）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

    再生資源利用の促進に関する法律に基づき、次のような項目について記述する。 

   ア．再生資源利用計画書 

   イ．再生資源利用促進計画書 

   ウ．指定副産物搬出計画（マニフェスト等） 

（15）その他 

    その他重要な事項について、必要により記述する。 

    ア．官公庁への手続き（警察、市町村） 

    イ．地元への周知 

    ウ．休日 

 

２．４．１ 参照基準 

 国土交通省「土木工事書類作成マニュアル」を参照 
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３ 工事写真基準 

 

３．１ 工事写真 

 

３．１．１ 一般事項 

受注者は、施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後、明視できない

箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況等を工事写真として撮影し、適切な管理の

もとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければ

ならない。 

 

工事写真は、次のように分類するものとする。 

 

 

着手前写真・完成写真 

施工状況写真（工種別） 

安全管理写真・交通管理写真 

    工事写真     材料検収写真 

品質管理写真・検査状況写真 

出来形管理写真 

災害写真 

その他（公害・環境・補償等） 

 

３．１．２ 工事写真の仕様 

１．写真の色彩 

写真は、カラーとする。 

２．写真の大きさ 

写真の大きさは、原則としてサービスサイズ程度とする。ただし、監督員が指示

するものはその指示した大きさとする。 

 

３．１．３ 写真管理（撮影方法、撮影基準） 

１．工事写真は、１工程ごとに施工中及び出来形を撮影し、これらを組み合わせれば

全体の工事工程、工事内容が確認できるように撮影箇所を判断できる背景を入れて

撮影しなければならない。 

２．撮影に当たっては、「掲示板」（図－Ⅴ．３．１－１）とともに写さなければなら

ない。 
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図－Ⅴ．３．１－１ 掲示板例 

 

３．重要な箇所あるいは写真自体で判明しにくいものについては、説明書きを添え

なければならない。なお、掲示板にそれらを記入し（図も含む）て、撮影するこ

とができるものとする。 

４．１枚の写真で不十分な場合は、組写真とすることができるものとする。 

５．構造物・使用材料の形状寸法、部材の厚み、鉄筋のピッチなど寸法を明示する

必要のある写真については、必ず箱尺・幅広テープ・ポール等（以下、「測定尺」

という）を対象物に密着させ、目盛りに直角に撮影しなければならない。 

６．後日検査で明視できない箇所又は困難となる箇所は、あらかじめ撮影しておか

なければならない。 

７．工事写真は連続したネガを保存するために、専用カメラで撮影しなければなら

ない。 

８．各工程、各種工事等における撮影箇所は表－Ⅴ．３．２－１によるが、工事内

容によっては当局監督員が指示した箇所を追加しなければならない。また、工事

標識の掲示状況を必ず撮影しなければならない。 

９．１施工単位とは、あくまで路線単位であり、多路線であれば路線ごとに管理し

なければならない。 

10．代表箇所とは、あくまで寸法、規格、形状などが同一ということであり、大幅

な変化がある場合は、その都度撮影しなければならない。 

11．全景写真等で掲示板が不明瞭となる場合は、別途、掲示板をクローズアップで

撮影しなければならない。 

 

受注者名 
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３．１．４ デジタル工事写真作成要領 

工事状況等をデジタルカメラで撮影し、原本を電子媒体で納品する工事については、

｢Ⅴ．３．２工事写真帳｣による。なお、作成についての詳細は、監督員と協議し、実施

するものとする。 

 

３．２ 工事写真帳 

 

３．２．１ 写真の整理 

１．写真帳は、Ａ４版を使用し、写真の大きさはサービス版サイズ以上とする。 

ただし、デジタルカメラで撮影した写真の場合は、プリンター等で出力したものでも 

構わない。 

２．撮影写真には内容についての説明を書きそえなければならない。 

３．写真帳には、工事名称、工事場所、工事番号、工事期間、受注者名を記入しなけ

ればならない。 

 

３．２．２ 写真の提出 

撮影した工事写真帳は、「Ⅴ．３．２．１ 写真の整理」の規定により整理し、原本

（ネガフィルム又は電子媒体）とともに本市に提出しなければならない。なお、施工中

においても工事写真は、逐次提出するものとする。 

 

 

 

図－Ⅴ．３．２－１ 写真帳 

 

 

 

受注者名 
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３．２．３ 成果品の提出部数及び形式 

成果品は、下記のとおりとする。 

１．３５ｍｍフィルム等のカメラを使用した場合 

ネガ及び密着写真（棒焼） 各１部（写真帳に添付） 

写真帳 ２部 （１部はカラーコピーでも可） 

２．ＡＰＳカメラを使用した場合 

フィルムカートリッジとインデックスプリント １部（写真帳に添付） 

写真帳 ２部 （1部はカラーコピーでも可） 

３．デジタルカメラを使用した場合 

ＣＤ－ＲＯＭ（もしくはＣＤ－Ｒ・ＣＤ－ＲＷ・ＤⅤＤ－ＲＯＭ・ＤⅤＤ－Ｒ・

ＤⅤＤ－ＲＷ等） 1部（写真帳に添付） 

写真帳 ２部 （1部はカラーコピーでも可） 

  

３．２．４ 成果品の品質 

１．撮影に利用するデジタルカメラは撮影素子の総画素数が１００万画素以上、画像

ファイル形式ＪＰＥＧで、鮮明であること。 

２．写真プリントは、カラーを基本とし、大きさは、１０．５ｃｍ×７．５ｃｍ（サ

ービス判）を標準とし、写真帳等にとりまとめ、提出すること。 

３．デジタルカメラを使用した場合は、カラープリンター（３００ｄｐｉ以上の機能

を有するプリンター）を用い、インク・用紙は、通常の使用条件のもとで３年間以

上顕著な劣化が生じないものとし、鮮明なプリントで提出するものとする。 

４．デジタルカメラを使用した場合の写真帳はＡ４サイズにプリントしたものでも構

わない。ただし、白色度８０％以上の高品質用紙で、写真が鮮明にプリント出来る

ものを使用し、両面印刷する場合は両面用の用紙を使用する。 

（１）ＣＤ－ＲＯＭ の作成要領 

ＣＤ－ＲＯＭ フォ－マット 

ＣＤ－ＲＯＭ フォ－マットは，ＩＳＯ ９６６０ とすること。 

（２）工事写真ＣＤ－ＲＯＭ の編集 

受注者は、写真管理ソフト等を使用して説明文を入力し見やすいように編集する

こと。また本市のパソコンで閲覧出来ること。 
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表－Ⅴ．３．２－１ 撮影箇所 

 

区分 工種 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

施工前  

工事路線の全景及び代表部分 

始点・終点・各交差点等 
施工前 施工前に１回 

道路の路面状態 

始点・終点・各交差点等 
施工前 施工前に１回 

完成  

工事路線の全景及び代表部分

始点・終点・各交差点等 
完成後 完成後に１回 

道路の復旧状態（仮復旧含む） 完成後 完成後に１回 

準備工事 

試験堀工 

試験堀作業状況 施工中 １試験掘箇所ごとに１回 

埋設物の埋設状態 

埋設物間の離隔･寄り・土被り状

況等 

施工中 １試験掘箇所ごとに１回 

道路復旧状況 施工中 １試験掘箇所ごとに１回 

調査工 

影響を受ける明示杭・鋲等 

沿道家屋の調査状況等（着手

前・完成後） 

施工前後 その都度 

安全管理  

安全施設の設置状況 施工中 昼夜別ごとに１回 

夜間の照明・点滅灯等の設置状

況 
施工中 昼夜別ごとに１回 

交通誘導の状況 

（保安要員の配置を含む） 
施工中 昼夜別ごとに１回 

歩行用の通行路の設置及び誘

導状況 
施工中 昼夜別ごとに１回 

材料検査  
形状寸法 搬入時 各品目または搬入ごとに１回 

検査実施状況 検査時 各品目または搬入ごとに１回 

土木工事 

舗装切断・

取壊工 

切断状況 施工中 
５０ｍ以内で１箇所、変化点ごと 

５０ｍ未満では２箇所以上 

舗装取壊し状況 

厚さ・幅が確認できること 
施工中 

５０ｍ以内で１箇所、変化点ごと 

５０ｍ未満では２箇所以上 

 コンクリー

ト取壊工 

取壊し物の形状・寸法 施工中 
５０ｍ以内で１箇所、変化点ごと 

５０ｍ未満では２箇所以上 

取壊し作業状況 施工中 
５０ｍ以内で１箇所、変化点ごと 

５０ｍ未満では２箇所以上 

掘削工 

掘削作業状況 

使用機械を含めた作業状況 
施工中 

５０ｍ以内で１箇所、変化点ごと 

５０ｍ未満では２箇所以上 

掘削幅・据削深さ 

床付け状況が確認できること 
施工中 

５０ｍ以内で１箇所、変化点ごと 

５０ｍ未満では２箇所以上 

埋戻工 

埋戻し土の状況が確認できるこ

と 
施工中 

５０ｍ以内で１箇所、変化点ごと 

５０ｍ未満では２箇所以上 

埋戻し状況（仕上がり層ごと） 施工中 
５０ｍ以内で１箇所、変化点ごと 

５０ｍ未満では２箇所以上 

敷均し転圧状況（仕上がり層ご

と） 
施工中 

５０ｍ以内で１箇所、変化点ごと 

５０ｍ未満では２箇所以上 

残土処分エ 
トラック積込み状況 

積載状態が確認できること 
施工中 

５０ｍ以内で１箇所、変化点ごと 

５０ｍ未満では２箇所以上 

残殼処分工 
トラック積込み状況 

積載状態が確認できること 
施工中 

５０ｍ以内で１箇所、変化点ごと 

５０ｍ未満では２箇所以上 
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表－Ⅴ．３．２－１ 撮影箇所 

 

区分 工種 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

土木工事 

土留工 

矢板長 

矢板種別ごとに判別できること 
施工前 

１施工単位ごとに１回

管路の場合は 10m 以

内に１箇所 

矢板の設置状況 施工中 

１施工単位ごとに１回

管路の場合は 10m 以

内に１箇所 

切 梁 ・ 腹 起 し 等 の 仮 設 状 況

材料寸法が確認できること 
施工中 

１施工単位ごとに１回

管路の場合は 10m 以

内に１箇所 

躯体工 

基礎砕石の輯圧状況と敷均し後の

状態 

厚さ・幅・長さ 

施工中・後 １施工単位ごとに１回 

捨コンクリート打設状況 

厚さ・幅・長さ 
施工中・後 １施工単位ごとに１回 

鉄筋の組立状況 

加工・位置・間隔・ラップ・圧接 
施工中・後 １施工単位ごとに１回 

型枠組立状況 

かぶりが確認できること 
施工中・後 １施工単位ごとに１回 

コンクリート打設及び締固め状況 施工中 １施工単位ごとに１回 

打継目のﾚｲﾀﾝｽの除去作業及び

仕上がり状態 
施工中・後 １施工単位ごとに１回 

養生状況 施工中 １施工単位ごとに１回 

配管貫通部の状態 施工中・後 １施工単位ごとに１回 

防水工の下地処理と仕上がり状態 施工中・後 １施工単位ごとに１回 

躯体の仕上がり状態 

高さ・幅・厚さ・長さ 
施工後 １施工単位ごとに１回 

水替工 水替設備設置と作業状況 施工中・後 １施工単位ごとに１回 

覆蓋エ 

覆蓋工設置作業の状況 施工中 １施工単位ごとに１回 

在来路面との取付状態 施工中 １施工単位ごとに１回 

覆蓋工設置状態 施工中 １施工単位ごとに１回 

覆工板架け払い作業の状況 施工中 １施工単位ごとに１回 

覆蓋工撤去作業の状況 施工中 １施工単位ごとに１回 

埋設物

防護工 

防護作業・防護状態の確認 施工中・後 １施工単位ごとに１回 

撤去作業の状況 施工中 １施工単位ごとに１回 

管工事 

管布設

工(鋳鉄

管) 

土被り・寄りの状態 

道路境界または目標物から確認で

きること 

管据付完了後 

５０ｍ以内に１箇所、１

変化点ごと 

５０ｍ未満は２箇所以

上 

埋設物との離隔状態 管据付完了後 その都度 

芯出据付作業状況 

吊降ろし作業を含む 
管据付中 

５０ｍ以内に１箇所、１

変化点ごと 

５０ｍ未満は２箇所以

上 

挿口加工状態 加工中・後 １０箇所ごとに１箇所 

管端面防食材の取付状態 施工中・後 １０箇所ごとに１箇所 

受口・挿口清掃状態 管挿入前 ２０箇所ごとに１箇所 

接合状況・接合完了状態 施工中・後 ２０箇所ごとに１箇所 
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表－Ⅴ．３．２－１ 撮影箇所 

 

区分 工種 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

管工事 

管布設工

(鋳鉄管) 

トルク測定状況 施工中 ２０箇所ごとに１箇所 

水圧試験の状況 検査時 その都度 

明示テープ・ポリエチレンスリー

ブの取付状態 

埋設標示シー卜の設置状態 

施工中・後 ５０ｍ以内に１箇所 

管連絡の配管状態 施工中・後 その都度 

布設延長（直管部） 
管据付完了

後 

５０ｍ以内に１箇所５０ｍ未満は

２箇所以上 

布設延長（異形管部） 
管梶付完了

後 
全箇所の５０％以上 

継手のチェック状況 検査時 ２０箇所ごとに１箇所 

管布設工

(鋼管) 

仮付・据付作業 

吊降ろし作業含む 
管据付中 ２５ｍ以内に１箇所 

溶接作業状況 施工中 ２５ｍ以内に１箇所 

現場塗装の状態 施工中・後 ２５ｍ以内に１箇所 

ジョイントコートの施工状態 施工中・後 その都度 

現場検査状況 

非破壊検査･ピンホール検査・膜

圧検査 

検査時  

管布設工 

（ＨＰＰＥ） 

ＥＦ接合状況 

６枚１組 

①挿し口マーキング 

②スクレープ完了 

③融着面清掃（挿口） 

④融着面清掃（受口） 

⑤インジケーター確認 (クランプ

固定のまま) 

⑥インジケーターの隆起確認 

施工中・後 １００ｍ以内に１箇所 

弁・栓類設

置工 

弁（不断水式含む）、栓の位置、

取付状況 
施工後 ２箇所ごとに１箇所 

弁・栓類室

築造工 

基礎の施工状況 施工後 ２箇所ごとに１箇所 

ブロックの積み重ね状態 施工後 ２箇所ごとに１箇所 

鉄蓋と路面のすり付け状態 施工後 ２箇所ごとに１箇所 

管撤去エ 

撤去管の埋設状況 施工前 ５０ｍ以内に１箇所 

撤去後の同―位置での状況 施工後 ５０ｍ以内に１箇所 

撤去作業状況 施工中 ５０ｍ以内に１箇所 

存置管の閉塞等の状況 施工中・後 その都度 

不断水式  

連絡工(不

断水式仕切

弁含む) 

 

割丁宇管、不断水式仕切弁及び

付属品の全景 
施工前 その都度 

割丁宇管、不断水式仕切弁の取

付作業状況及び完了後の状態 
施工中・後 その都度 

穿孔作業状況 施工中 その都度 

切断片及び切屑の除去状況 施工中 その都度 

水圧試験状況 試験実施中 その都度 

仮設工 

仮設管布設前後 施工前・後 ５０ｍ以内に１箇所 

仮設給水管取付状況 施工前・後 １０箇所ごとに１箇所 

仮設管布設・撤去状況 施工中 ５０ｍ以内に１箇所 
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表－Ⅴ．３．２－１ 撮影箇所 

 

区分 工種 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

道路復旧工事（仮復旧

含む） 

路面切断 切断厚さ 施工中 ５０ｍ以内に１箇所 

路盤工 

敷均し・転圧状況 

不陸整正含む 
施工中・後 ５０ｍ以内に１箇所 

厚さ 施工中・後 ５０ｍ以内に１箇所 

アスファル

ト舗装工 

タックコート・プライムコート散布状

況 
施工中 ５０ｍ以内に１箇所 

基層・表層厚さ、転圧の状況 施工後 
５０ｍ以内に１箇所（工

種ごと） 

温度管理（現場着温度・舗装温度） 施工中 ５０ｍ以内に１箇所 

抜取りコア、厚さ 施工後 
別途工事仕様書記載

による 

仕上がり状況 施工後 ５０ｍ以内に１箇所 

給水装置 工事 

分水栓 

サドル分水栓の取付状態 施工中 すべての箇所 

分水栓の穿孔状況 施工中 すべての箇所 

分水栓取付後の状態 施工後 すべての箇所 

分水栓止め・キャップ止め箇所の

状態 
施工中 すべての箇所 

分水栓取付箇所及び分水栓止め

箇所のポリエチレンスリーブの取

付状況 

施工後 すべての箇所 

割丁字管

丁字管 

割丁宇管、丁字管の取付及び穿孔

状況 
施工中 すべての箇所 

割丁宇管、丁字管取付後の状態 施工後 すべての箇所 

割Ｔ字管の水圧試験状況 施工中 すべての箇所 

割丁字管、丁字管のポリエチレン

スリーブの取付状況 
施工後 すべての箇所 

配管 

ビニル管の布設状況（土被り・寄

り） 
施工中 すべての箇所 

チーズ分岐箇所の状態 施工中 すべての箇所 

各種伸縮継手･フレキシブル管等

の取付状況 
施工後 すべての箇所 

ボックス類 

メータ・メータ用止水栓及びメータ

ボックスの取付状況 
施工中・後 すべての箇所 

コンクリートブロックもしくは現打コ

ンクリートボックスの仕上がり状況 
施工中・後 すべての箇所 

その他 

給水管表示ピンの設置状態 施工後 １現場に１箇所以上 

ロケーティングワイヤーの取付状

況 
施工後 すべての箇所 

 

 

 

 

 


