
小項目を追加表示 検索を容易にするため

第１節　一般事項

～1-3 1-1-2　用語の定義 本文中、 本文中、
２３　書面 ２３　書面

愛知県標準仕様書改訂に準拠

1-1-12　施工体制台帳 本文中、 本文中、
１　一般事項 省略 １　一般事項

２　施工体系図 省略

３　名札等の着用 省略

４　施工体制台帳等変更時の処置 省略

５　施工体制台帳の記載事項 省略

省略

２　施工体系図 省略

３　名札等の着用 省略

４　施工体制台帳等変更時の処置 省略

５　施工体制台帳の記載事項 省略

省略

1-8 1-1-18　使用資材 本文中、 本文中、
（新設） １　一般事項 使用資材について条文追加

２　木材の使用

３　再生資源の利用

※１、２、３　愛知県標準仕様書に準拠

1-8 1-1-19　支給材料

1-1-20　工事現場発生品

1-1-21　建設副産物

1-9

1-1-24　品質証明

1-1-25　工事完成検査

1-10 1-1-26　既済部分検査等

1-1-27　中間検査

1-11 1-1-28　部分使用

1-1-29　施工管理

1-11 1-1-30　履行報告 本文中、

愛知県標準仕様書改訂に準拠

1-11

1-1-32　足場工

1-11 1-1-33　工事中の安全確保 本文中、 本文中、

～ １　安全指針等の遵守　 １　安全指針等の遵守　

1-12 ～25　転落落下の防止 省略 ～25　転落落下の防止 省略

（新設） 26　架空線等上空施設の確認 愛知県標準仕様書改訂に準拠

1-1-18　使用資材追加による項数繰り下げのため

1-1-18　使用資材追加による項数繰り下げのため

ー ー

 書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の伝達物をいい、
発行年月日を記載し、記名又は押印したものを有効とする。なお、記
名においては氏名を併記せず、氏又は名を記すだけでも有効とする。
ただし、電子メール等電子媒体を用いて報告等を行ったものについて
は、記名又は押印がなくても有効とする。

 書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の伝達物をいい、
発行年月日を記載し、記名又は押印したものを有効とする。なお、記
名においては氏名を併記せず、氏又は名を記すだけでも有効とする。
ただし、電子メール等電子媒体を用いて報告等を行ったものについて
は、記名又は押印がなくても有効とする。

1-5

1-1-22　監督員による確認及び立会
        等

1-1-18　使用資材追加による項数繰り下げのため

1-1-23　数量の算出及び工事完成
　　　　図

ー ー

ー

　請負者は、契約書第１１条の規定に基づき、前月までの履行状況を
毎月５月までに、実施工程表により監督員に報告しなければならな
い。なお、報告は、工事完成月の前月までとし、1-1-52現場責任者に
ついては、履行報告の適用除外とする。

　請負者は、契約書第１１条の規定に基づき、前月までの履行状況を
毎月５月までに、実施工程表により監督員に報告しなければならな
い。なお、報告は、工事着手の月から工事完成月の前月までとし、1-
1-53現場責任者については、履行報告の適用除外とする。

1-1-31　工事関係者に対する措置請
        求

ー ー

1-1-18　使用資材追加による項数繰り下げのため

1-1-18　使用資材追加による項数繰り下げのため

1-1-18　使用資材追加による項数繰り下げのため

1-1-18　使用資材追加による項数繰り下げのため

ー

ーー

　請負者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合、国土
交通省令に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備える
とともに、その写しを監督員に提出しなければならない。施工体制台
帳の添付書類については提出する必要はないが、監督員、検査員等に
より提示を求められた場合は速やかに応じなければならない。
　なお、台帳提出毎の施工計画書の変更は必要ないものとする。

愛知県は原則電子で提出だが、本市は電子以外の提
出を認めるため

令和４年度　水道管工事標準仕様書　改訂　新旧対照表

頁 項目 改訂前 改訂後 根拠・理由等

目次

第１章　共通

1-1
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小項目を追加表示 検索を容易にするため

令和４年度　水道管工事標準仕様書　改訂　新旧対照表

頁 項目 改訂前 改訂後 根拠・理由等

目次

1-12 1-1-33　工事中の安全確保 本文中、 本文中、

26　休憩時間及び安全に関する指導 27　休憩時間及び安全に関する指導 26　架空線等上空施設の確認追加による

27　法令等の遵守 28　法令等の遵守 　　項数繰り下げのため

28　災害防止協議会 29　災害防止協議会

29　事故防止重点対策の実施 30　事故防止重点対策の実施

※１～２３、２５～２７ ※１～２３、２５～２８

1-13 1-1-34　爆発及び火災の防止

1-1-35　後片付け

1-1-36　事故報告書

1-13 1-1-37　環境対策 本文中、 本文中、

１　環境保全 １　環境保全

～10　貨物自動車等の車種規制非適合車の使用規制 省略 ～10　貨物自動車等の車種規制非適合車の使用規制

ステッカー配置位置変更のため

1-14 1-1-38　事業損失の防止

1-1-39　文化財の保護

1-15 1-1-40　交通安全管理 本文中、 本文中、

～1-20 １　一般事項 １　一般事項
～10　作業区域の標示等 省略 ～10　作業区域の標示等 省略

11　交通管理 11　交通管理

（１）交通規制及び標識 （１）交通規制及び標識

　　①～④愛知県標準仕様書に準拠 省略 　　①～④愛知県標準仕様書に準拠 省略

（２）交通誘導警備員 （２）交通誘導警備員

　　①～④愛知県標準仕様書に準拠 　　①～④愛知県標準仕様書に準拠

国道、県道告示路線の時点修正

ー ー

11 特定特殊自動車排出ガスの規制
　　請負者は、建設機械などの特殊自動車を使用する際は、２０
　０６年１０月より施行された「特定特殊自動車排出ガスの規制
　等に関する法律」に基づく規制に適合した機種を使用しなけれ
　ばならない。

【規制の対象となる機種（原動機19kw以上560kw未満）の該当例】
　ローラ類、バックホウ、フィニッシャー、ホイール･クレーンな
　　ど
【基準適合していることを確認する方法】
   以下のステッカーが貼付けされていれば、基準に適合する機種
　である。

11 特定特殊自動車排出ガスの規制
　　請負者は、建設機械などの特殊自動車を使用する際は、２０
　０６年１０月より施行された「特定特殊自動車排出ガスの規制
　等に関する法律」に基づく規制に適合した機種を使用しなけれ
　ばならない。

【規制の対象となる機種（原動機19kw以上560kw未満）の該当例】
　ローラ類、バックホウ、フィニッシャー、ホイール･クレーンな
　　ど
【基準適合していることを確認する方法】

右のステッカーが貼付けされていれば、基準に適合する機種
　である。

ーー

第１章　共通
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小項目を追加表示 検索を容易にするため

令和４年度　水道管工事標準仕様書　改訂　新旧対照表

頁 項目 改訂前 改訂後 根拠・理由等

目次

1-21 1-1-40　交通安全管理 表中、 表中、

国道、県道告示路線の時点修正

1-22 1-1-41　施設管理

1-1-42　諸法令の遵守

1-23 1-1-44　施工時間の変更

1-1-45　工事測量

1-23 1-1-46　提出書類 本文中、 本文中、
１　一般事項　　 １　一般事項　　

一覧箇所を示す語句を明記

２　提出書類の変更 ２　提出書類の変更

３　電子納品 ３　電子納品

（新設） ４　地質調査の電子成果品等

受発注間合意による施工計画書対象外書類の電子
メール提出を認めるため

1-1-43　官公署等への諸法令手
　　　　続き

ー ー

請負者は、設計図書において地質調査の実施が明示された場合、電
子成果品を作成しなければならない。
　なお、請負者は、地質データ、試験結果等については、土質・地質
調査業務共通仕様書の第１１８条成果物の提出に基づいて地盤情報
データベースに登録しなければならない。

地質調査に関して、電子成果品の提出について明記

第１章　共通

ー ー

　請負者は、契約書に定めるもののほか、所定の様式により「請負者
提出書類一覧表」に定める書類を、同表で定める時期までに監督員に
提出しなければならない。

　請負者は、契約書に定めるもののほか、所定の様式により次頁以降
の「請負者提出書類一覧表」に定める書類を、同表で定める時期まで
に監督員に提出しなければならない。

　提出した書類に変更を生じたときは、速やかに変更した書類を提出
する。

　「電子メールを活用した情報共有実施要領」に基づき、一部につい
て電子メールによる提出を認める。
　ただし、特記仕様書に対象となる旨が記載され、「事前協議チェッ
クシート（工事用）」により受発注間で合意された工事に限る。

　提出した書類に変更を生じたときは、速やかに変更した書類を提出
する。

　「電子メールを活用した情報共有実施要領」に基づき、一部につい
て電子メールによる提出を認める。

また、請負者からの発議により「事前協議チェックシート（工事
用）」を用いて受発注間で合意された場合は、施工計画書等の要領の
対象外の書類についても電子メールでの提出を認める。
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小項目を追加表示 検索を容易にするため

令和４年度　水道管工事標準仕様書　改訂　新旧対照表

頁 項目 改訂前 改訂後 根拠・理由等

目次

1-25 1-1-46　提出書類 表中、 表中、

☆着手時 「再生資源利用計画書」まで省略 ☆着手時 「再生資源利用計画書」まで省略

愛知県標準仕様書改訂に準拠

以降省略 以降省略

1-27 1-1-46　提出書類 表中、 表中、

☆中間時 「施工体制台帳（変更・追加）まで省略 ☆中間時 「施工体制台帳（変更・追加）まで省略

現場必携改訂による頁修正

以降省略 以降省略

1-28 1-1-46　提出書類 表中、 表中、

☆完成時 「工事打合簿一覧」まで省略 ☆完成時 「工事打合簿一覧」まで省略

「コリンズ（竣工時登録）」まで省略 「コリンズ（竣工時登録）」まで省略

1-29 1-1-46　提出書類 表中、 表中、

☆完成時 ☆完成時

以降省略 以降省略

建退共収納書の電子申請方式の導入に伴う提出時期
について記載追加

偽造防止及び提出資料簡素化により、原本提出に変
更

新たに提示が必要になる総括表について提示方法を
明記

建退共受払簿、提示について明記

第１章　共通
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小項目を追加表示 検索を容易にするため

令和４年度　水道管工事標準仕様書　改訂　新旧対照表

頁 項目 改訂前 改訂後 根拠・理由等

目次

1-29 1-1-47　不可抗力による損害

1-1-48　特許権等

1-29 本文中、 本文中、

～1-30 １　保険加入の義務 省略 １　保険加入の義務 省略

２　補償 省略 ２　補償 省略

３　建設業退職金共済掛金収納書の提出 ３　建設業退職金共済掛金収納書の提出 

愛知県標準仕様書改訂に準拠

1-30 1-1-50　臨機の措置

1-30 本文中、 本文中、
条文追加による頁配置変更のため

1-31 1-1-52　現場代理人

～1-33 1-1-53　現場責任者

1-1-54　主任技術者

1-1-55　監理技術者

ー ー

1-1-49　保険の付保及び事故の
　　　　補償

　請負者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入
し、その掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則１か月以
内に、発注者に提出しなければならない。
　ただし、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある
場合においては、あらかじめその理由及び証紙購入予定を書面により
提出するものとする。
　また、請負者は、建設業退職金共済制度の対象労働者数及びその就
労予定日数を把握し、必要な枚数を購入しなければならないが、豊田
市発注の他工事において購入した共済証紙の残数が明らかな場合は、
その使用を認めるものとする。
　なお、請負者は、共済証紙を「建退共事務受託様式３号 建設業退職
金共済証紙貼り付け状況報告書」等により適切に管理するとともに、
監督員からの請求があった場合には提示しなければならない。
　また、請負者は、工事現場または事業場内に「建設業退職金共済制
度適用事業主工事現場」の標識を掲示しなければならない。

 ※１～３ 愛知県標準仕様書1-1-49保険の付保及び事故の補償３～５
に準拠

　請負者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入
し、その掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則１か月以
内（電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則４
０日以内）に、発注者に提出しなければならない。
また、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査員

に提示しなければならない。
　ただし、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある
場合においては、あらかじめその理由及び証紙購入予定を書面により
提出するものとする。
　また、請負者は、建設業退職金共済制度の対象労働者数及びその就
労予定日数を把握し、必要な枚数を購入しなければならないが、豊田
市発注の他工事において購入した共済証紙の残数が明らかな場合は、
その使用を認めるものとする。
　なお、請負者は、共済証紙を「建退共事務受託様式３号 建設業退職
金共済証紙貼り付け状況報告書」等により適切に管理するとともに、
監督員からの請求があった場合には提示しなければならない。
　また、請負者は、工事現場または事業場内に「建設業退職金共済制
度適用事業主工事現場」の標識を掲示しなければならない。

 ※１～３ 愛知県標準仕様書1-1-49保険の付保及び事故の補償３～５
に準拠

ー ー

　請負者は、契約書第１０条に規定する現場代理人、監理技術者等
（主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐（特
例監理技術者の行うべき職務を補佐する者）をいう。以下同じ）また
は専門技術者を定め、工事請負契約締結後、５日以内に現場代理人・
主任（監理）技術者届に経歴書を添付し、監督員を通じて発注者に提
出しなければならない。

現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、営業所の専任技術者
と原則的に兼務することはできない。また、監理技術者等及び専門技
術者においては、請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係、現場代理
人においては請負者との直接的な雇用関係がある者を配置しなければ
ならない。なお、恒常的な雇用関係とは、入札日以前に原則３か月以
上の雇用関係があることをいう。

監理技術者等及び専門技術者の経歴書には必要な資格を証する合格
証明書等の写し及び請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係を確認する
ための書類を添付するもの
とする。

現場代理人の経歴書には、直接的雇用関係を確認するための書類を
添付するものとする。（次頁参照）

1-1-56　現場代理人及び監理技
　　　　術者等の現場専任及び
　　　　兼務について

第１章　共通

ー ー

1-1-51　現場代理人及び監理技
　　　　術者等 　請負者は、契約書第１０条に規定する現場代理人、監理技術者等

（主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐（特
例監理技術者の行うべき職務を補佐する者）をいう。以下同じ）また
は専門技術者を定め、工事請負契約締結後、５日以内に現場代理人・
主任（監理）技術者届に経歴書を添付し、監督員を通じて発注者に提
出しなければならない。

現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、営業所の専任技術者
と原則的に兼務することはできない。また、監理技術者等及び専門技
術者においては、請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係、現場代理
人においては請負者との直接的な雇用関係がある者を配置しなければ
ならない。なお、恒常的な雇用関係とは、入札日以前に原則３か月以
上の雇用関係があることをいう。

監理技術者等及び専門技術者の経歴書には必要な資格を証する合格
証明書等の写し及び請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係を確認する
ための書類を添付するもの
とする。

現場代理人の経歴書には、直接的雇用関係を確認するための書類を
添付するものとする。
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小項目を追加表示 検索を容易にするため

令和４年度　水道管工事標準仕様書　改訂　新旧対照表

頁 項目 改訂前 改訂後 根拠・理由等

目次

1-39

1-1-58　踏荒らし

1-1-59　契約不適合責任

1-1-60　ワンデーレスポンス

1-39 本文中、 本文中、

～1-40 １　デジタル工事写真の小黒板情報電子化 １　デジタル工事写真の小黒板情報電子化

（１）一般事項 省略 （１）一般事項

（２）対象機器の購入 省略 小黒板電子化に関する条文を明記

（３）デジタル写真における小黒板情報の電子的記入 省略

（４）小黒板情報の電子的記入の取扱い 省略 （２）対象機器の購入 省略

（５）小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 省略 （３）デジタル写真における小黒板情報の電子的記入 省略

（４）小黒板情報の電子的記入の取扱い 省略

（５）小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 省略

２　完全週休２日制工事 ２　完全週休２日制工事

３　ICT工事 ３　ICT工事

省略 省略

（新設） ４　建設現場の遠隔臨場

（新設） ５　アプリケーションの活用による業務改善

※１　愛知県標準仕様書に準拠 ※１　愛知県標準仕様書に準拠

1-52 1-3-2　その他標識 表中、 表中、
建退共の掲示について明記

（新設）

ー ー

「アプリケーションを活用した現場施工管理（試
行）実施要領」に準拠

「豊田市上下水道局建設現場の遠隔臨場に関する試
行要領」に準拠

　請負者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工
事契約後、監督員の承諾を得なければならない。

　請負者は、「豊田市上下水道局完全週休２日制工事試行実施要領」
の規定に従い、完全週休２日制工事の試行を、監督員と協議の上で実
施することができる。
　ただし、設計図書において、発注者指定型と明記された場合は、
「豊田市上下水道局完全週休２日制工事試行実施要領」に従って実施
しなければならない。

　請負者は、「豊田市上下水道局完全週休２日制工事試行実施要領」
の規定に従い、完全週休２日制工事の試行を、監督員と協議の上で実
施することができる。
　ただし、設計図書において、発注者指定型と明記された場合は、
「豊田市上下水道局完全週休２日制工事試行実施要領」に従って実施
しなければならない。

「豊田市上下水道局週休２日制工事実施要領」に準
拠し「完全」、「試行」の語句削除

　請負者は、「豊田市上下水道局建設現場の遠隔臨場に関する試行要
領」の規定に従い、遠隔臨場の試行を、監督員と協議の上で実施する
ことができる。

　請負者は、「アプリケーションを活用した現場施工管理（試行）実
施要領」の規定に従い、アプリケーションを活用した現場の施工管理
の試行を、監督員と協議の上で実施することができる。

1-1-61　発注者指定、もしくは
　　　　請負者の申出により実
　　　　施する施策

第１章　共通

1-1-57　河川管理施設及び道路
　　　　付属物並びに専用物件
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小項目を追加表示 検索を容易にするため

令和４年度　水道管工事標準仕様書　改訂　新旧対照表

頁 項目 改訂前 改訂後 根拠・理由等

目次

1-52 第３節　建設業許可票等の掲示 表中、 表中、

1-3-2　その他標識

（新設） 指摘多数項目のため

（新設） 指摘多数項目のため

以降省略 以降省略

第１章　共通
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小項目を追加表示 検索を容易にするため

令和４年度　水道管工事標準仕様書　改訂　新旧対照表

頁 項目 改訂前 改訂後 根拠・理由等

目次

2-10 第４節　管路土工 表中、 表中、

2-4-1　掘削標準断面図　

φ450㎜GX管について明記

配管実績がないため、φ50㎜以下HIVPの数値を削除

φ50～φ100㎜HPPについては、水道事業実務必携に
よる最小幅から、POLITECによる推奨幅へ変更した
ため

第２章　工事施工
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小項目を追加表示 検索を容易にするため

令和４年度　水道管工事標準仕様書　改訂　新旧対照表

頁 項目 改訂前 改訂後 根拠・理由等

目次

3-1 第１節　一般事項 本文中、 本文中、

3-1-1　布設位置

3-75 本文中、 本文中、
監督員との協議手法を明記

１ 確実な融着を確認するために、水圧試験を実施する。試験は1つの
路線ごとに１００ｍを超える場合に行い、試験箇所は監督員の指示に
よる。ただし、現場条件により水圧試験が行えない場合は、監督員と
打合せ簿により協議し省略することができる。

１　配水管を布設する場合は、原則として南北方向の道路にあっては
西側、東西方向の道路にあっては北側の官民境界から1.0ｍ程度の位
置を標準とする。ただし、設計図書による布設位置の指定及び監督員
の指示があればそれに従うものとする。

なお、山間地などで片切、片盛土の道路の場合には山側（地山側）
に配管するなど、現場条件に併せ適切な位置へ布設する。

１　配水管を布設する場合は、原則として南北方向の道路にあっては
西側、東西方向の道路にあっては北側の官民境界から1.0ｍ程度の位
置を標準とする。ただし、設計図書による布設位置の指定及び監督員
の指示があればそれに従うものとする。

なお、山間地などで片切、片盛土の道路の場合には山側（地山側）
に配管するなど、現場条件に併せ適切な位置へ布設する。

２ 配水管は、原則として公衆用道路に布設する。ただし、私有道路内
給水管切替工事の基準に基づき施工する場合は、この限りでない。

２ 配水管は、原則として公衆用道路に布設する。ただし、私有道路内
給水管切替工事の基準」及び「私有地内配水管布設替工事の基準」に
基づき施工する場合は、この限りでない。

「私有地内配水管布設替工事の基準」を策定したた
め。

第１０節　水道配水管用ポリエチレ
ン管（HPP）

3-10-17　通水及び通水試験（HPP）
１ 確実な融着を確認するために、水圧試験を実施する。試験は1つの
路線ごとに１００ｍを超える場合に行い、試験箇所は監督員の指示に
よる。ただし、現場条件により水圧試験が行えない場合は、監督員と
協議し省略することができる。

第３章　管布設工
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小項目を追加表示 検索を容易にするため

令和４年度　水道管工事標準仕様書　改訂　新旧対照表

頁 項目 改訂前 改訂後 根拠・理由等

目次

4-2 表中、 表中、

4-1-4　施工一般
材料（1条ゴムバンド）が承認されたため

4-10 第３節　消火栓 本文中、 本文中、

4-3-3　施工一般

２～11　省略 ２～１２　省略

設置材料の個数表現から組数表現に変更

（新設）

4-11 4-3-4　地表面との隔離 本文中、 本文中、
消火栓設置標準図　一般消火栓口金65㎜ 消火栓設置標準図　一般消火栓口金65㎜

設置材料の個数表現から組数表現に変更

消火栓設置に関する設置方法について標準仕様を明
記

１ 消火栓には、内外面エポキシ樹脂粉体塗装の補修弁を付け、その上
にフランジ短管ＲＦ×ＧＦタイプを入れる。ただし、空気弁内蔵型消
火栓にあっては、設置状況により補修弁の上にフランジ短管を入れな
くても良い。また、配水用ポリエチレン管のφ７５㎜と１００㎜に消
火栓を設置する場合は、ＰＥ挿し口付鋳鉄製Ｔ字管のⅠ寸法がフラン
ジ付Ｔ字管より短寸法となり、ブロック下打ちのモルタルと干渉する
ため、補修弁とフランジ短管を上下入替するものとする。

１ 消火栓を設置する場合は、内外面エポキシ樹脂粉体塗装の補修弁を
付け、その上にフランジ短管ＲＦ×ＧＦタイプを入れ、その上に消火
栓を設置する。ただし、空気弁内蔵型消火栓にあっては、設置状況に
より補修弁の上にフランジ短管を入れなくても良い。また、配水用ポ
リエチレン管のφ７５㎜と１００㎜に消火栓を設置する場合は、ＰＥ
挿し口付鋳鉄製Ｔ字管のⅠ寸法がフランジ付Ｔ字管より短寸法とな
り、ブロック下打ちのモルタルと干渉するため、補修弁とフランジ短
管を上下入替するものとする。

第４章　弁栓類、他

12　本管分岐のフランジ付Ｔ字管等と補修弁下側のフランジ接合部に
は、耐震対策としてフランジ補強金具を設置する。（φ75・100㎜は
各２個施工）

12　本管分岐のフランジ付Ｔ字管等と補修弁下側のフランジ接合部に
は、耐震対策としてフランジ補強金具を設置する。（φ75・100㎜は
各１組施工）

13 補修弁はブロック内に収まるように配管する。その際、本管布設深
度が1.2ｍ以上の場合など補修弁がブロック内に収まらない場合は、消
火栓とフランジ短管の間に２つ目の補修弁を設置し、フランジ短管で
高さ調整を行う。

第１節　ポリエチレンスリーブ等被
覆工
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小項目を追加表示 検索を容易にするため

令和４年度　水道管工事標準仕様書　改訂　新旧対照表

頁 項目 改訂前 改訂後 根拠・理由等

目次

4-12 4-3-4　地表面との隔離 本文中、 本文中、
消火栓設置標準図　小口径消火栓口金50㎜ 消火栓設置標準図　小口径消火栓口金50㎜

設置材料の個数表現から組表現に変更

4-13 4-3-5　消火栓ブロック標準図 本文中、 本文中、

1　消火栓ブロック標準図を以下に示す。

レジコン製消火栓ブロック標準図 レジコン製消火栓ブロック標準図 

浅層埋設 省略 浅層埋設 省略

標準埋設 標準埋設

標準仕様の施工方法ではないため削除

上図削除による

第４章　弁栓類、他
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小項目を追加表示 検索を容易にするため

令和４年度　水道管工事標準仕様書　改訂　新旧対照表

頁 項目 改訂前 改訂後 根拠・理由等

目次

9-18 第２節　施工計画書 本文中、 本文中、

9-2-4　施工計画書作成例

（１） 省略 （１）

（２） 省略 （２）

（３） 省略 （３）

（４） 省略 （４）

（５） 省略 （５）

（６）施工方法（現場必携P2-51） （６）施工方法（現場必携P2-51）
（ア）一般事項 （ア）一般事項

（ａ）作業時間及び休日または夜間作業 （ａ）作業時間及び休日または夜間作業

①作業時間 ①作業時間

集合体操　　〇〇時〇〇分～〇〇時〇〇分 集合体操　　〇〇時〇〇分～〇〇時〇〇分

業務打合せ　〇〇時〇〇分～〇〇時〇〇分 業務打合せ　〇〇時〇〇分～〇〇時〇〇分

作業開始　　〇〇時〇〇分 作業開始　　〇〇時〇〇分

午前休憩　　〇〇時〇〇分～〇〇時〇〇分 午前休憩 〇〇時〇〇分～〇〇時〇〇分 現場必携の改訂に準拠

昼休み　　　〇〇時～〇〇時 昼休み　　　〇〇時～〇〇時

午後休憩　　〇〇時〇〇分～〇〇時〇〇分 午後休憩 〇〇時〇〇分～〇〇時〇〇分

作業終了　　〇〇時〇〇分～〇〇時〇〇分 作業終了　　〇〇時〇〇分～〇〇時〇〇分

②休日 ②休日
省略 省略

（ｂ）施工時の報告 （ｂ）施工時の報告

以降（7）前まで省略 以降（7）前まで省略

9-22 9-2-4　施工計画書作成例 本文中、 本文中、

（７）施工管理計画（現場必携P2-57～60） （７）施工管理計画（現場必携P2-57～60）
（ａ）工程管理 省略 （ａ）工程管理

（ｂ）出来形管理　 （ｂ）出来形管理　

出来形管理工種を追加

電話入電の集中を防止するため、電話以外の方法を
認める

第９章　工事関係書類

１　施工計画の作成例を次に示すが、現場に即した内容に適宜変更す
ること。

１　施工計画の作成例を次に示すが、現場に即した内容に適宜変更す
ること。

　工事期間中は、毎朝（８：３０～８：４５の間）、前日
の出来形、当日の作業内容を電話にて報告します。

　工事期間中は、毎朝（８：３０～８：４５の間）、前日
の出来形、当日の作業内容を電話、メール等により報告し
ます。
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小項目を追加表示 検索を容易にするため

令和４年度　水道管工事標準仕様書　改訂　新旧対照表

頁 項目 改訂前 改訂後 根拠・理由等

目次

9-24 9-2-4　施工計画書作成例 本文中、 本文中、
（Ｃ）品質管理　 （Ｃ）品質管理　

品質管理工種を追加

（HPP水圧試験）

9-54 第１０節　監督員確認及び立会等 表中、 表中、

9-10-1　段階確認一覧表

（仕P1-15） 開削工段階確認頻度の変更

9-55 9-10-2　施工状況把握一覧表 表中、 表中、

（仕P1-19）
開削工施工状況把握頻度の変更

第９章　工事関係書類
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小項目を追加表示 検索を容易にするため

令和４年度　水道管工事標準仕様書　改訂　新旧対照表

頁 項目 改訂前 改訂後 根拠・理由等

目次

10-64 出来形成果総括表

10-72 水道管継手管理表

両挿し口端の間隔（y 1）の追加

人力と機械を区分して管理する必要があるため、舗
装工の施工種別を追加記載

第１０章　様式、資料
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