
測量、調査作業及び業務委託等必携　新旧対照表

旧 新

1.測量業務共通仕様書

第106条 業務の実施
測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、
構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第
3項第一号及び第二号によるものとする。【追加】

第106条 業務の実施
測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、
構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5条第
3項第一号及び第二号によるものとする。また、公共測量の実施にあたっては
「規程」の定めの他、別途地理院より定めるマニュアルによるものとする。

第108条 監督職員
４．監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、
緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合に
は、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その
口頭による示等を行った後７日以内に書面で受注者に指示するものとする。

第108条 監督職員
４．監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、
緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合に
は、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その
口頭による指示等を行った後７日以内に書面で受注者に指示するものとする。
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第122条 条件変更等
２．(１)第116条第1項に定める現地への立ち入りが不可能となった場合。

第122条 条件変更等
２．(１)第117条第1項に定める現地への立ち入りが不可能となった場合。



測量、調査作業及び業務委託等必携　新旧対照表

旧 新

4.設計業務等共通仕様書
第１編　共通編

【追加】

第1108 条 照査技術者及び照査の実施
２．(７)以下に定める詳細設計における基本事項の照査は「詳細設計照査要領」
に基づき実施するもとする。
　Ⅰ 樋門・樋管詳細設計
　Ⅱ 排水機場詳細設計
　Ⅲ 築堤護岸詳細設計
　Ⅳ 道路詳細設計（平面交差点を含む）
　Ⅴ 橋梁詳細設計
　Ⅵ 山岳トンネル詳細設計
　Ⅶ 共同溝詳細設計
　Ⅷ 仮設構造物詳細設計
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旧 新

（参考）主要技術基準及び参考図書
〔１〕共 通
11 土木工事共通仕様書 国土交通省 H27.3
12 地盤調査の方法と解説 地盤工学会 H16.6
15 公共測量 作業規程の準則 国土交通省 H25.3
16 公共測量 作業規程の準則 解説と運用 日本測量協会 H24.10
17 公共測量 作業規程の準則 解説と運用 日本測量協会 H26.7
　　（平成25年改正　追補版）
18 測量成果電子納品要領 国土交通省 H28.3
23 電子納品運用ガイドライン【測量編】 国土交通省 H28.3
24 電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】 国土交通省 H22.8
38 2006年制定 トンネル標準示方書 山岳工法・同解説 土木学会 H18.7
39 2006年制定 トンネル標準示方書 シールド工法・同解説 土木学会 H18.7
40 2006年制定 トンネル標準示方書 開削工法・同解説 土木学会 H18.7
59 昇降機設計・施工上の指導指針 日本建築設備・昇降機センター H7.8
66 基盤地図情報原型データベース地理空間データ 国土地理院 H21.10
　　製品仕様書(案）【数値地形図編】 第2.1版
69 猛禽類保護の進め方　　　　　　　　　　　　　　日本鳥類保護連盟 H15.7
　　（特にイヌワシ・クマタカ・オオタカについて）
73 面的評価支援システム操作マニュアル 環境省 水・大気環境局 H23.10
　　（本編）Ver.3.0
76 基準点測量製品仕様書等サンプル 国土地理院 H26.4
77 水準測量製品仕様書等サンプル 国土地理院 H26.4
78 数値地形図製品仕様書等サンプル 国土地理院 H26.4
79 撮影（標定点の設置、撮影、同時調整）製品仕様書（案） 国土地理院 H26.4
80 写真地図作成製品仕様書等サンプル 国土地理院 H26.4
81 航空レーザ測量製品仕様書等サンプル 国土地理院 H26.4
82 応用測量製品仕様書等サンプル 国土地理院 H26.4
　　【追加】
83 土木工事数量算出要領（案） 国土交通省 最新版
84 土木工事数量算出要領 数量集計表様式（案） 国土交通省 最新版
　　【追加】

　　【追加】

（参考）主要技術基準及び参考図書
〔１〕共 通
11 土木工事共通仕様書 国土交通省 H30.3
12 地盤調査の方法と解説 地盤工学会 H29.3
15 公共測量 作業規程の準則 国土交通省 H28.3
16 公共測量 作業規程の準則 基準点測量記載要領 日本測量協会 H29.4
17 公共測量 作業規程の準則 解説と運用　　　　　　　　　日本測量協会 H28.3
　　（地形測量及び写真測量編）（基準点測量編、応用測量編）
18 測量成果電子納品要領 国土交通省 H30.3
23 電子納品運用ガイドライン【測量編】 国土交通省 H30.3
24 電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】 国土交通省 H30.3
38 2016年制定 トンネル標準示方書 山岳工法・同解説 土木学会 H28.8
39 2016年制定 トンネル標準示方書 シールド工法・同解説 土木学会 H28.8
40 2016年制定 トンネル標準示方書 開削工法・同解説 土木学会 H28.8
59 昇降機設計・施工上の指導指針 日本建築設備・昇降機センター H3
66 基盤地図情報原型データベース地理空間データ 国土地理院 H26.4
　　製品仕様書(案）【数値地形図編】 第2.3版
69 「猛禽類保護の進め方（改訂版）　　　　　環境省 H24.12
　　－特にイヌワシ、クマタカ、オオタカー」
73 面的評価支援システム操作マニュアル 環境省 水・大気環境局 H29.3
　　（本編）Ver.4.0.1
76 製品仕様書等サンプル 基準点測量 国土地理院 H28.4
77 製品仕様書等サンプル 水準測量 国土地理院 H28.4
78 製品仕様書等サンプル 数値地形図 国土地理院 H26.4
79 製品仕様書等サンプル 撮影（標定点の設置、撮影、同時調整） 国土地理院 H26.4
80 製品仕様書等サンプル 写真地図作成 国土地理院 H26.4
81 製品仕様書等サンプル 航空レーザ測量 国土地理院 H26.4
82 製品仕様書等サンプル 応用測量 国土地理院 H26.4
83 製品仕様書等サンプル 三次元点群データ作成 国土地理院 H29.10
84 土木工事数量算出要領（案） 国土交通省 H30
85 土木工事数量算出要領 数量集計表様式（案） 国土交通省 H30
96 現場打ちコンクリート構造物に適用する 機械式鉄筋継手工法技術 H29.3
　　機械式鉄筋継手工法ガイドライン         検討委員会
97 流動性を高めた現場打ちコンクリートの 流動性を高めたコンクリ H29.3
　　活用に関するガイドライン　　　　　　　　　ートの活用検討委員会
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旧 新
（参考）主要技術基準及び参考図書
〔２〕河川・海岸・砂防・ダム関係
 6 国土交通省河川砂防技術基準 同解説 計画編 国土交通省 H17.11
 7 改訂新版 建設省河川砂防技術基準(案)設計編（Ⅰ・Ⅱ） 日本河川協会 H9.10
14 港湾の施設の技術上の基準･同解説 日本港湾協会 H19.9
15 数字でみる港湾2014 日本港湾協会 H26.7
42 漁港・漁場の施設の設計の手引き2003年版（上・下巻） 全国漁港漁場協会 H15.10
44 砂防関係法令例規集 全国治水砂防協会 毎年発行
63 漁港海岸事業設計の手引 平成8年度版 全国漁港漁場協会 H8.9
107 中小河川浸水想定区域図作成の手引き 国土交通省 H17.6
121 急傾斜地崩壊対策事業の　　 国土交通省水管理・国土保全局砂防部 H24.3
     費用便益分析マニュアル(案)
138 砂防ソイルセメント設計・施工便覧 砂防・地すべり技術センター H23.10
 　　【追加】
 　　【追加】
 　　【追加】
 　　【追加】
 　　【追加】
 　　【追加】
 　　【追加】
 　　【追加】
 　　【追加】
 　　【追加】

（参考）主要技術基準及び参考図書
〔２〕河川・海岸・砂防・ダム関係
 6 国土交通省河川砂防技術基準 計画編 国土交通省 H16.3
 7 建設省河川砂防技術基準(案)設計編 建設省 H9.5
14 港湾の施設の技術上の基準･同解説 日本港湾協会 H30.3
15 数字でみる港湾2017 日本港湾協会 H29.7
42 漁港・漁場の施設の設計参考図書2015 年版 全国漁港漁場協会 H28.3
44 砂防関係法令例規集 全国治水砂防協会 H28.11
63 漁港海岸事業設計の手引 全国漁港漁場協会 H25.11
107 中小河川浸水想定区域図作成の手引き 国土交通省 H28.3
121 急傾斜地崩壊対策事業の　　 建設省砂防部 H11.8
     費用便益分析マニュアル(案)
138 砂防ソイルセメント設計・施工便覧 砂防・地すべり技術センター H28.12
151 水文観測業務規程 国土交通省 H29.3
152 水文観測業務規程細則 国土交通省 水管理・国土保全局 H29.3
153 水文観測データ統計処理要領 国土交通省 水管理・国土保全局 H26.3
154 水文観測データ品質照査要領 国土交通省 水管理・国土保全局 H26.3
155 水文観測 全日本建設技術協会 H14
156 絵でみる水文観測 中部建設協会 H13.9
157 流量観測の高度化マニュアル（高水流量観測編） 土木研究所 H28.6
158 河川結氷時の流量推定手法マニュアル(案) 寒地土木研究所 H24.3
159 河川構造物の耐震性能照査指針・解説 国土交通省水管理・国土保全局治水課 H28.3

160 高規格堤防盛土設計・施工マニュアル （財）リバーフロント整備センター H12.3
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旧 新
（参考）主要技術基準及び参考図書
〔３〕道路関係
 3 道路構造令の解説と運用 日本道路協会 H16.2
19 生活道路のゾーン対策マニュアル 交通工学研究会 H29.3
　  【追加】
38 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅱ鋼橋編) 日本道路協会 H24.3
39 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅲコンクリート橋編) 日本道路協会 H24.3
40 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編) 日本道路協会 H24.3
41 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) 日本道路協会 H24.3
46 杭基礎設計便覧(平成26 年度改訂版) 日本道路協会 H27.4
47 杭基礎施工便覧（平成26 年度改訂版） 日本道路協会 H27.4
49 斜面上の深礎基礎設計施工便覧 日本道路協会 H24.11
56 道路橋伸縮装置便覧 日本道路協会 S45.11
58 鋼道路橋防食便覧 日本道路協会 H26.5
67 鋼構造架設設計施工指針[2001年版] 土木学会 H14.4
82 排水性舗装技術指針（案） 日本道路協会 H8.11
83 転圧コンクリート舗装技術指針（案） 日本道路協会 H2.11
93 鉄鋼スラグ路盤設計施工指針 鐵鋼スラグ協会 S60.9
95 設計要領第一集 舗装編 NEXCO H24.7
98 路上再生路盤工法技術指針（案） 日本道路協会 S62.1
99 路上表層再生工法技術指針（案） 日本道路協会 S63.11
106 道路緑化技術基準・同解説 日本道路協会 H27.3
113 防護柵の設置基準・同解説 日本道路協会 H28.11
115 道路標識設置基準・同解説 日本道路協会 H27.3
126 道路のデザイン 道路デザイン指針（案）とその解説 道路環境研究所 H17.7
　　 【追加】
135 橋梁における第三者被害予防措置要領（案） 国土交通省道路局国道・防災課
H16.3

（参考）主要技術基準及び参考図書
〔３〕道路関係
 3 道路構造令の解説と運用 日本道路協会 H27.6
19 生活道路のゾーン対策マニュアル 交通工学研究会 H29.6
38 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編) 日本道路協会 H29.11
39 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) 日本道路協会 H29.11
40 道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編) 日本道路協会 H29.11
41 道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編) 日本道路協会 H29.11
42 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) 日本道路協会 H29.11
47 杭基礎設計便覧(平成26 年度改訂版) 日本道路協会 H27.3
48 杭基礎施工便覧（平成26 年度改訂版） 日本道路協会 H27.3
50 斜面上の深礎基礎設計施工便覧 日本道路協会 H24.4
57 道路橋伸縮装置便覧 日本道路協会 S45.4
59 鋼道路橋防食便覧 日本道路協会 H26.3
68 鋼構造架設設計施工指針[2012年版] 土木学会 H24.6
　　【削除】
　　【削除】
92 鉄鋼スラグ路盤設計施工指針 鐵鋼スラグ協会 H27.3
94 設計要領第一集 舗装保全編・舗装建設編 NEXCO H29.7
97 舗装性能評価法－必須および主要な性能指標の評価法編－ 日本道路協会 H25.4
99 舗装性能評価法－必要に応じ定める性能指標の評価法編－ 日本道路協会 H20.3
105 道路緑化技術基準・同解説 日本道路協会
112 防護柵の設置基準・同解説 日本道路協会 H28.12
114 道路標識設置基準・同解説 日本道路協会 S61.1
125 （補訂版）道路のデザイン 道路デザイン指針（案）とその解説 日本みち研究所 H29.11

126 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン 日本みち研究所 H29.11
135 橋梁における第三者被害予防措置要領（案） 国土交通省道路局国道・防災課 H28.12
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旧 新
（参考）主要技術基準及び参考図書
〔４〕電気・機械・設備等
 2 解説 電気設備の技術基準 最終改正 経済産業省原子力安全・保安院 H25.10
 4 電気通信設備工事共通仕様書 平成28年版 国土交通省 H29.3
15 電気通信施設設計要領・同解説（電気編） 建設電気技術協会 H26.3
16 電気通信施設設計要領・同解説（通信編） 建設電気技術協会 H26.3
17 電気通信施設設計要領・同解説（情報通信システム編） 建設電気技術協会 H26.3
　　 【追加】
　　 【追加】
　　 【追加】
　　 【追加】
　　 【追加】
　　 【追加】

（参考）主要技術基準及び参考図書
〔４〕電気・機械・設備等
 2 解説 電気設備の技術基準 最終改正 経済産業省原子力安全・保安院 H28.9
 4 電気通信設備工事共通仕様書 平成29年版 国土交通省 H29.3
15 電気通信施設設計要領・同解説（電気編） 建設電気技術協会 H29.9
16 電気通信施設設計要領・同解説（通信編） 建設電気技術協会 H29.11
17 電気通信施設設計要領・同解説（情報通信システム編） 建設電気技術協会 H30.1
21 機械工事共通仕様書（案） 国土交通省 H29.3
22 機械工事管理基準（案） 国土交通省 H29.3
23 河川用ゲート設備点検・整備・更新マニュアル（案） 国土交通省 H27.3
24 河川ポンプ設備点検・整備・更新マニュアル（案） 国土交通省 H27.3
25 ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討マニュアル（案） 国土交通省 H30.3
26 道路機械設備点検・整備・更新マニュアル（案） 国土交通省 H28.3
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【追加】

第４章 水文観測業務
第１節 総則
　第2401条 水文観測業務の種類
　第2402条 対象観測所
　第2403条 業務の実施基準
第２節 水文観測所保守点検
　第2404条 水文観測所保守点検の目的
　第2405条 水文観測所保守点検の内容
　第2406条 観測所整備
　第2407条 水文観測所保守点検の成果物
第３節 流量観測
　第2408条 流量観測の目的
　第2409条 作業確認
　第2410条 観測班の編成
　第2411条 流量観測所整備
　第2412条 流速計の検定
　第2413条 現地調査
　第2414条 低水流量観測の方法
　第2415条 低水流量観測の成果物
　第2416条 高水流量観測の方法
　第2417条 作業確認指示事項及び連絡事項の定義
　第2418条 高水流量観測の成果物
　第2419条 ＡＤＣＰによる流量観測の方法
　第2420条 ＡＤＣＰによる流量観測成果物
　第2421条 電波式流速計による流量観測の方法
　第2422条 電波式流速計による流量観測成果物
　第2423条 画像解析による流量観測の方法
　第2424条 標定点の設置・座標の測量
　第2425条 画像解析による流量観測成果物

測量、調査作業及び業務委託等必携　新旧対照表

旧 新

4.設計業務等共通仕様書
第２編　河川編
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旧 新

【追加】

第４節 水位流量曲線作成
　第2426条 水位流量曲線作成の目的
　第2427条 水位流量曲線作成の方法
　第2428条 水位流量曲線作成の成果物
第５節 水文資料整理
　第2429条 水文資料の定義
　第2430条 水文資料整理の目的
　第2431条 水文資料整理の方法
　第2432条 水文資料整理の成果物
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第4303 条 砂防堰堤及び床固工予備設計
２．業務内容　（５）施設設計検討
２）基礎工検討
砂防堰堤計画地点の地質に基づき、支持力不足、及びパイピングの危険性に
ついて検討し、その対策について工法を選定する。堰堤高が高く、長期的な湛
水が考えられるような場合には、コンソリデーショングラウチング及びカーテング
ラウチングについて検討を行う。

第4303 条 砂防堰堤及び床固工予備設計
２．業務内容　（５）施設設計検討
２）基礎工検討
砂防堰堤計画地点の地質に基づき、支持力不足、及びパイピングの危険性に
ついて検討し、その対策について工法を選定する。堰堤高が高く、長期的な湛
水が考えられるような場合には、必要に応じた対策工の検討を行う。

旧 新

測量、調査作業及び業務委託等必携　新旧対照表
4.設計業務等共通仕様書

第４編　砂防及び地すべり対策編
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旧 新
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旧 新
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第6203条 単路部交通量調査
２．業務内容
（３）交通量調査
受注者は、監督職員の指示する道路断面、調査時間および計測単位、車種別、
方向別交通量を人手等により観測を行うものとする。なお、自転車歩行者の計
測は監督職員の指示によるものとする。また、車種分類、自転車歩行者につい
ては「全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）一般交通量調査実施
要領 交通調査編」（国土交通省）に準ずるものとする。

第6203条 単路部交通量調査
２．業務内容
（３）交通量調査
受注者は、監督職員の指示する道路断面、調査時間および計測単位、車種別、
方向別交通量を人手等により観測を行うものとする。なお、自転車歩行者の計
測は監督職員の指示によるものとする。また、車種分類、自転車歩行者につい
ては「全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査実施要綱 交通調査編」（国
土交通省）に準ずるものとする。

測量、調査作業及び業務委託等必携　新旧対照表

旧 新

4.設計業務等共通仕様書
第６編　道路編

第6204条 交差点部交通量調査
２．業務内容
（３）交通量観測
受注者は、設計図書に基づき、指示された流入部、調査時間、計測単位で方向
別に車種別、自転車、横断歩行者の観測を人手等により行うものとする。また、
車種分類については、「全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）一般
交通量調査実施要領 交通調査編」（国土交通省）（以下「渋滞調査マニュアル」
という。）に準ずるものとする。

第6204条 交差点部交通量調査
２．業務内容
（３）交通量観測
受注者は、設計図書に基づき、指示された流入部、調査時間、計測単位で方向
別に車種別、自転車、横断歩行者の観測を人手等により行うものとする。また、
車種分類については、「全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査実施要
綱 交通調査編」（国土交通省）に準ずるものとする。

第6207条 旅行速度調査
２．業務内容
（４）集計整理
受注者は、集計整理について、「全国道路・街路交通情勢調査（道路交通セン
サス）一般交通量調査実施要領 旅行速度調査編」（国土交通省）に準ずるもの
とする。

第6207条 旅行速度調査
２．業務内容
（４）集計整理
受注者は、集計整理について、「全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査
実施要綱 旅行速度調査編」（国土交通省）に準ずるものとする。

第6209条 路側ＯＤ調査
２．業務内容
路側ＯＤ調査の項目は、「全国道路街路交通情勢調査実施要綱自動車起終点
調査（調査編）」（国土交通省、以下「ＯＤ調査要綱」という。）に基づき下記のとお
りとする。

第6209条 路側ＯＤ調査
２．業務内容
路側ＯＤ調査の項目は、「全国道路・街路交通情勢調査自動車起終点調査（ＯＤ
調査）実施要綱（調査編）」（国土交通省、以下「ＯＤ調査要綱」という。）に基づき
下記のとおりとする。

第6211条 交通渋滞調査
２．業務内容
交通渋滞調査の項目は、渋滞調査マニュアルに基づき、下記のとおりとする。

第6211条 交通渋滞調査
２．業務内容
交通渋滞調査の項目は、「交通渋滞実態調査マニュアル」（建設省土木研究所
H2.2）（以下、渋滞調査マニュアル）に基づき、下記のとおりとする。
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旧 新
第6408条 道路詳細設計
２．業務内容
（13）照査
３）「詳細設計照査要領」（国土交通省・平成29年3月）に基づき、詳細設計に必
要な設計細部条件の検討・整理結果及び主要計画図について照査を行う。
４）設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。

第6408条 道路詳細設計
２．業務内容
（13）照査

【削除】
３）設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。

第6423条 一般構造物予備設計
１．業務目的
　道路設計に伴い新たに一般構造物を新設する場合、地形・地質・立地条件等
の基本条件と整合を図り、構造性・施工性・維持管理・経済性の観点から、以下
に示す構造物毎に構造形式の比較検討を行い、最適形式と基本構造諸元を決
定することを目的とする。なお ４）の覆工に関して、受注者は設計図書により与
えられる対象の覆工と荷重の規模に基づき実施するものとする。又、受注者は
２）の擁壁・補強土工・Ｕ型擁壁及び、３）法面工に関して、スベリ安定解析が必
要となる場合にはその旨を監督職員に報告すると共に、指示を受けるものとす
る。
１）門型ラーメン・箱型函渠
２) 擁壁・補強土工、Ｕ型擁壁
３) 法面工（場所打ち法枠、アンカー付場所打ち法枠、吹付法枠工、アンカー付
吹付法枠工、コンクリート吹付、張ブロック）
４）覆工（ロックシェッド、スノーシェッド、スノーシェルター）

第6424条 一般構造物詳細設計
１．業務目的
２)擁壁・補強土工・・・逆Ｔ式擁壁、重力式擁壁、Ｕ型擁壁もたれ式擁
壁、井桁式擁壁、大型ブロック積擁壁、補強土工
２．業務内容
（６）設計計算
受注者は、予備設計で決定された構造形式の主要構造寸法に基づき、設計図
書において指示された設計条件に従い、安定計算及び断面応力度計算を実施
する。また、下記工種は設計図書に記載がない限りスベリ安定計算を行うものと
する。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議するものとする。
・もたれ擁壁
・井桁式擁壁
・大型ブロック積擁壁
・補強土工
・場所打ち法枠工
・アンカー付き場所打ち法枠工

第6423条 一般構造物予備設計
１．業務目的
　道路設計に伴い新たに一般構造物を新設する場合、地形・地質・立地条件等
の基本条件と整合を図り、構造性・施工性・維持管理・経済性の観点から、以下
に示す構造物毎に構造形式の比較検討を行い、最適形式と基本構造諸元を決
定することを目的とする。なお ４）の覆工に関して、受注者は設計図書により与
えられる対象の覆工と荷重の規模に基づき実施するものとする。又、受注者は
２）の擁壁・補強土・Ｕ型擁壁及び、３）法面工に関して、スベリ安定解析が必要
となる場合にはその旨を監督職員に報告すると共に、指示を受けるものとする。
１）門型ラーメン・箱型函渠
２) 擁壁・補強土、Ｕ型擁壁
３) 法面工（場所打ち法枠、アンカー付場所打ち法枠、吹付法枠工、アンカー付
吹付法枠工、コンクリート吹付、張ブロック）
４）覆工（ロックシェッド、スノーシェッド、スノーシェルター）

第6424条 一般構造物詳細設計
１．業務目的
２)擁壁・補強土・・・逆Ｔ式擁壁、重力式擁壁、Ｕ型擁壁もたれ式擁
壁、井桁式擁壁、大型ブロック積擁壁、補強土工
２．業務内容
（６）設計計算
受注者は、予備設計で決定された構造形式の主要構造寸法に基づき、設計図
書において指示された設計条件に従い、安定計算及び断面応力度計算を実施
する。また、下記工種は設計図書に記載がない限りスベリ安定計算を行うものと
する。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議するものとする。
・もたれ擁壁
・井桁式擁壁
・大型ブロック積擁壁
・補強土
・場所打ち法枠工
・アンカー付き場所打ち法枠工

13



旧 新
第８章 橋梁設計
第２節 橋梁設計
　橋梁設計は、新規に橋梁を建設又は架替えるに際して実施する橋梁の設計に
適用する。

第８章 橋梁設計
第２節 橋梁設計
　橋梁設計は、新規に橋梁を建設又は架替えに際して実施する橋梁の設計に
適用する。
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