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１－１－34 事故報告書 

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに事故の発生日時、事故の発生場所、

被害者の住所氏名、被害者の雇用主、事故の内容を工事監督員に報告するとともに、工事監督員が

指示する報告書や関係書類等を速やかに提出しなければならない。 

１－１－35 環境対策 

１ 受注者は、工事における環境負荷の低減のため、施工計画及び工事の実施の各段階において十分

検討し、次の項目に配慮し周辺地域の環境保全に努めなければならない。 

（１）野生生物への配慮 

（２）自然景観への配慮 

（３）大気環境等への配慮 

（４）水環境への配慮 

（５）省資源・省エネルギーへの配慮 

（６）廃棄物の減量化・リサイクルへの配慮 

２ 受注者は、当該工事の施工に当たり、大気汚染、水質汚濁について、設計図書、関係法令及び対

象工事区域における条例等の規定を遵守しなければならない。 

３ 受注者は、騒音、振動を防止することにより住民等の生活環境を保全する必要があると認められ

る区域で工事を実施する場合については、設計図書、関係法令及び対象工事区域における条例によ

るもののほか、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術参次官通達、昭和 62年 3

月 30日改正）の規定の適用を原則とする。 

４ 受注者は、工事の施工に当たり建設機械を使用する場合は、以下の各号の規定によらなければな

らない。 

（１）受注者は、工事の施工に当たり表１に示す建設機械を使用する場合は表１の下欄に示す「特

定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成 17年法律第 51号）」に基づく技術基準に

適合する特定特殊自動車、又は「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成 3年 10月 8日付け

建設省経機発第 249号、最終改正平成 22年 3月 18付け国総施環第 291号）」、「排出ガス対

策型建設機械の普及促進に関する規程（平成 18年 3月 17日付け国土交通省告示第 348号、最

終改正平成 24年 3月 23日付け国土交通省告示第 318号）」もしくは「第３次排出ガス対策型

建設機械指定要領（平成 18年 3月 17日付け国総施第 215号）最終改正平成 23年 7月 13日付

け国総環ﾘ第 1号」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械（以下、「排出ガス対策型建設

機械等」という。）を使用しなければならない。 

排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを工事監督員が認めた場合は、平成７年度建

設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又はこれと同等の開発目標

で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは、建設技術審査証明事業により

評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することで、排出ガス対策型建設機械

と同等と見なすことができるものとする。 

（２）受注者は、トンネル坑内作業に当たり表２に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス 2011

年基準に適合するものとして、表２の下欄に示す「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する

法律施行規則（平成 18年 3月 28日経済産業省・国土交通省・環境省令第１号、最終改正平成

22年 3月 18日経済産業省・国土交通省・環境省令第１号）」第 16条第１項第２号、若しくは



第１章 総  則 

－22－ 

第 20条第１項第２号のロに定める表示が付された特定特殊自動車、又は「排出ガス対策型建設

機械指定要領（平成 3年 10月 8日付け建設省経機発第 249号、最終改正平成 22年 3月 18日

付け国総施環第 291 号）」若しくは、「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成 18

年 3月 17日付け国総施第 215号、最終改正平成 23年 7月 13日付け国総環ﾘ第 1号）」に基づ

き指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。 

トンネル工事用排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成７年度建設技術評価制

度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又はこれと同等の開発目標で実施された

民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技

術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着（黒煙浄化装置付）した建設機械を

使用することで、トンネル工事用排出ガス対策型建設機械と同等と見なすことができるものと

する。 

 

表１ 排出ガス対策型機械（一般） 

機      種 備   考 

一般工事用建設機械 

・バックホウ 

・トラクタショベル（車輪式） 

・ブルドーザ 

・発動発電機（可搬式） 

・空気圧縮機（可搬式） 

・油圧ユニット 

（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシン

とは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧

ユニットを搭載しているもの； 

油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引

抜機、油圧式杭圧入・引抜機、杭打ち用ウオーター

ジェット、アースオーガ、オールケーシング掘削機、

リバースサーキュレーションドリル、アースドリ

ル、地下連続壁施工機、全回転オールケーシング掘

削機） 

・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 

・ホイルクレーン、クローラクレーン、ラフテレーン

クレーン 

・アスファルトフィニッシャー 

・モーターグレーダ 

・不整地運搬車 

ディーゼルエンジン（エンジン出力

7.5kW以上 260kW 以下）を搭載した建設

機械に限る。 

ただし、道路運送車両の保安基準に排出

ガス基準が定められている自動車で、有

効な自動車検査証の交付を受けている

ものは除く。 

 

 

 

 

表２ 排出ガス対策型機械（トンネル） 

機      種 備   考 

トンネル工事用建設機械 

・バックホウ 

・トラクタショベル 

・大型ブレーカ 

・コンクリート吹付機 

・ドリルジャンボ 

・ダンプトラック 

・トラックミキサ 

ディーゼルエンジン（エンジン出力 30kW

～260kW）を搭載した建設機械に限る。 

ただし、道路運送車輌の保安基準に排出

ガス基準が定められている自動車の種

別で、有効な自動車検査証の交付を受け

ているものは除く。 
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（３）受注者は、使用建設機械の排出ガス対策型建設機械指定の有無を当該工事の施工計画書に記

載し工事監督員に提出する。 

（４）受注者は、排対機械等を使用できない場合は、その理由書を工事監督員に提出し、協議しな

ければならない。 

５ 受注者は、環境への影響が予知される場合、又は発生した場合は、直ちに工事監督員に報告し、

工事監督員の指示があればそれに従わなければならない。第三者からの環境問題に関する苦情に対

しては、受注者は、１－１－39 官公庁への手続き等第６項～７項の規定に従い対応しなければな

らない。 

６ 工事監督員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じ

た場合には、受注者に対して、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なか

ったか否かの判断をするための資料の提出を求めることができる。この場合において、受注者は必

要な資料を提出しなければならない。 

７ 受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、

当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者又は団体が推奨する軽油（ガソリンスタンド等で販売

されている軽油をいう。）を選択しなければならない。 

また、工事監督員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合は、これを提

示しなければならない。 

なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用に当たっては、下請負者等に関係法令等を遵守さ

せるものとする。 

８ 受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関

する法律」に基づき、適切な措置をとらなければならない。 

９ 受注者は、水中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。 

又、工事の廃材、残材等を水中等に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は自らの

負担で撤去し、処理しなければならない。 

10 受注者は、使用する資材（材料及び機材を含む。）の梱包及び容器について、可能な限り簡易で

あって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されたものの使用を積極的に推進するもの

とする。 

１－１－36 文化財の保護 

１ 受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分

認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、工事監督員に報告し、その指示

に従わなければならない。 

２ 受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係

る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとす

る。 

１－１－37 交通安全管理 

１．交通安全管理 

１ 受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、

路面を損傷し、あるいは、汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えな

いようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、契約書第 27 条によって

（平成 31年 4月 1日以降の工事より適用） 
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処置するものとする。 

２ 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関

係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期関、輸送方法、輸送担当業

者、交通誘導警備員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計

画をたて、災害の防止を図らなければならない。 

３ 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工に当たっては、交通の安全について、工事監督員、

道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命

令（平成 28年 7月 15日内閣府・国土交通省令第２号）、道路工事現場における標示施設等の設

置基準（建設省道路局長通知 昭和 37年 8月 30日）道路工事現場における表示施設等の設置基

準の一部改正について（道路局長通知平成 18 年３月 31日国道利 37 号・国道国防第 205号）、

道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について（国土交通省道路局路政課

長、国道・防災課長通知平成 18 年３月 31 日国道利 38号・国道国防第 206 号）及び道路工事保

安施設設置基準（案）建設省道路局国道 第一課通知 昭和 47 年 2 月）に基づくなどして、安

全対策を講じなければならない。 

４ 受注者は、一般交通の用に供している路面を常に良好な状態に保つよう維持するものとし砂利

道の場合の維持用砂利の粒径は 40㎜以下とする。 

５ 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、

工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 

６ 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該工事の新設、改良、維持、管理、補修及

び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関

に所要の手続きをとるものとし、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。 

７ 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するもの

とする。 

８ 受注者は、設計図書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定

めに従うとともに、関連する工事の受注者と綿密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用

するものとする。 

９ 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならな

い。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により交通誘導警備員を配置しないで建設作

業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去し

なくてはならない。 

10 受注者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令（平成 26年 5月 28日改正政令第 187

号）第３条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の２に基づ

く通行許可を得ていることを確認しなければならない。又、道路交通法施行令（平成 28 年 7 月

15日改正 政令第 258号）第 22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬すると

きは、道路交通法（平成 27年 9月改正 法律第 76号）第 57条に基づく許可を得ていることを確

認しなければならない。 

11 受注者は、踏切、スクールゾーンなど、事故が人命に重大な影響を及ぼす区間に、交通誘導警

備員等を配置し、交通の安全と円滑を図るものとする。 

12 受注者は、建設工事の施工に伴う、土砂及び工事用資材等の運搬計画の立案に当たっては、適
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５ 検討会開催の内容等 

（１）設計者による設計思想の説明 

設計者は、説明資料等により設計思想及び施工上留意事項等を説明する。 

（２）施工者による設計図書の照査結果及び技術的な課題等の報告 

施工者は、設計図書、現地の照査結果及び技術的な課題・疑問点等を報告する。 

（３）発注者による施工者からの技術的課題等への回答 

工事監督員は、施工者からの技術的な課題・疑問点等に対する回答を行う。 

なお、必要に応じて設計者が回答する。 

（４）三者による施工上の留意事項等の確認・検討及び現場確認 

検討会の各出席者は、契約図書である設計図等と現地状況との整合性、設計条件・意図及び

施工上の留意事項の確認・検討を行い、その後、現場確認を行う。 

（５）検討会技術資料等の作成 

技術的な課題等に対する説明資料及び検討会における技術的判断内容等を整理した「検討会

技術資料」を設計者が作成する。 

なお、検討会により確認・検討された事項について設計変更等による対応が予想される事項

については、工事監督員が工事施工協議簿により整理する。 

（６）以降の検討会の開催の検討 

以降の検討会の開催について、その必要性、確認・検討すべき事項等について協議し、三者

合意により決定するものとする。 

６ その他 

受注者における検討会に要する旅費等の経費については受注者の負担とする。 

受注者は、上記で示した以外に別途、検討会の開催希望がある場合、その必要事由を付して申し

出をすることができるものとする。この際、受注者は、工事監督員及びコンサルタントと、検討会

での確認・検討事項及び開催時期等について協議すること。 

また、受注者の申し出がなくともコンサルタント等からの開催の申し出がある場合は、同様の手

順により、検討会を開催することがある。 

なお、これによる検討会の開催に必要な経費は申し出者の負担とするが、詳細については別途協

議すること。 

１－１－59 土木工事における受発注者の業務効率化の実施（工事書類減量化） 

受注者は、工事書類の作成及び提出について、次の各号によらなければならない。 

１ 工事書類の減量化 

（１）工事施工中に受注者から工事監督員に提出する工事書類、及び工事完成時に工事の成果品と

して受注者から工事監督員へ納品する工事完成図書を明確化することにより、工事受注契約締

結から工事目的物の引渡までの発注者の監督・検査及び受注者の業務の減量化を図るものであ

る。 

（２）工事書類の作成及び提出は、北海道ホームページに掲載している「農業土木工事関係書類一

覧表」に基づき実施するものとする。 

（ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/jcs/nn-koji/sekkei-hp/koujisyoruigenryouka_190201.htm） 

２ 工事書類の事前協議 

（平成 31年 4月 1日以降の工事より適用） 

（H31.4改） 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/jcs/nn-koji/sekkei-hp/koujisyoruigenryouka_190201.htm
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（１）「農業土木工事関係書類一覧表」に基づき、工事着手前に工事監督員と協議すること。なお、

協議結果に変更が生じた場合または記載のない事項については、工事監督員と協議するものと

する。 

（２）前項において電子により提出、提示することとなった書類については、検査時その他の場合

において紙での提出、提示は行わないものとする。 

１－１－60 地域外からの労務者確保について 

１ 「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以

下「実績変更対象費」という｡）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的

に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が

生じ、土地改良事業等請負工事積算基準（以下「積算基準」という｡）の金額相当では、適正な工

事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変

更することがあるので、工事監督員と協議すること｡ 

営 繕 費：労務者送迎費、宿泊費、借上費（宿泊費、借上費については労務者確保に係るもの

に限る｡） 

２ 協議の結果、設計変更が必要と認められた場合は、以下のとおりとする｡ 

（１）受注者から請負代金内訳書の提出があった後、発注者は共通仮設費及び現場管理費に対する

実績変更対象費の割合を提示するものとする｡ 

（２）受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の

内訳を記載した実施計画書（様式１）を作成し、工事監督員に提出するものとする｡ただし、当

初より実績変更対象費の支出実績を踏まえての設計変更を希望しない場合には、実施計画書（様

式１）の提出は必要のないものとする。その場合、その後に実績変更対象費の支出実績を踏ま

えての設計変更は行わない。 

（３）最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変

更実施計画書（様式２）及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収

書の出ないものは金額の適切性を証明できる金額計算書など｡）を工事監督員に提出し、設計変

更の内容について協議するものとする｡ 

（４）受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用につい

ては、設計変更の対象としない｡ 

（５）実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、積算基準に基

づく算出額から実施計画書（様式１）に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、

証明書類において確認された費用を加算して算出する｡また、現場管理費は、積算基準に基づく

算出額から実施計画書（様式１）に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類

において確認された費用を加算して算出する｡なお、全ての証明書類の提出がない場合であって

も、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする｡ 

（６）受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名通知等

の措置を行う場合がある。 

（７）疑義が生じた場合は、工事監督員と協議するものとする｡ 
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実績変更対象費に関する実施計画書 

様式１ 

費目  費用 内容 計上額 

共通仮設費 営繕費 借上費 現場事務所、試験室、労務者宿舎、倉庫、材料保

管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの

建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、

民家等を長期借上げする場合に要する費用 

 

宿舎費 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要す

る費用 

 

労務者送迎費 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸

送（水上輸送含む）をするために要する費用（運

転手賃金、車両損料、燃料費等含む） 

 

小計   

現場管理費 労務管理費 募集及び解散 

に要する費用 

労働者の単身赴任、労働者の帰省旅費、労働者の

帰省手当 

 

賃金以外に食 

事、通勤等に 

要する費用 

労働者の食事補助、交通費の支給  

小計   

合計   

 

実績変更対象費に関する変更実施計画書 

様式２ 

費目  費用 内容 計上額 

共通仮設費 営繕費 借上費 現場事務所、試験室、労務者宿舎、倉庫、材料保

管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの

建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、

民家等を長期借上げする場合に要する費用 

 

宿舎費 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要す

る費用 

 

労務者送迎費 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸

送（水上輸送含む）をするために要する費用（運

転手賃金、車両損料、燃料費等含む） 

 

小計   

現場管理費 労務管理費 募集及び解散 

に要する費用 

労働者の単身赴任、労働者の帰省旅費、労働者の

帰省手当 

 

賃金以外に食 

事、通勤等に 

要する費用 

労働者の食事補助、交通費の支給  

小計   

合計   
 

※ 様式については、北海道農政部事業調整課のホームページに公表されているので、参考にすること。 

  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/jcs/nn-koji/sekkei-hp/H24hoseiyosansikkousikou.htm 

 

１－１－61 ワンデーレスポンス 

受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合には、工事監督員への質問、指示依頼と併

せて、作業内容や工程等を検討して、いつまでに回答が必要かを、速やかに文書にて工事監督員へ

報告すること。 

また、効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施することがある。 

（平成 31年 4月 1日以降の工事より適用） 

（H31.4改） 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/jcs/nn-koji/sekkei-hp/H24hoseiyosansikkousikou.htm
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別添－１  工事標識および起終点杭・竣功杭の設置方法 

 

１ 工事標識および起終点杭・竣功杭は見通しが良く、損傷を受けることのない場所に設置し、工期

等に変更があった場合は、直ちに修正すること。なお、面工事の場合、起終点杭を省略することが

できる。 

 

２ 工事標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 起終点杭・竣功杭 

色彩は､文字を黒、地は白地とする。 

 

 受注者名  

工事名 

工 期 

 

発注者名 

工事量 

（測点、工事延長等） 

※ほ場整備、農地造成工事等の面工事については設置の必要はない。 

 

×
×
×
×
×
×

 

○
○
○
○
○
○ 

1
8
0c

m 

6
0
㎝

 

9㎝ 

 

 

○○○○○○を 

行っています 

 

 
 

 

発注者   ○○振興局  

       ××耕地出張所 

電話○○○○－○○－○○○○ 
 

施工者   ○○○○建設株式会社 

 

ご迷惑をおかけします 

平成○年○月○日まで

○ ○ × × 地 区  

第 ○ ○ 工 区 

1
4
0
cm
 

110cm 

工事の内容、目的等をわかり

やすい表現で標示する。 

工事名を標示する。 

※色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の

挨拶文、工事名については青地に白抜き

文字とし、「○○○○を行っています」

等の工事内容、工事期間については青色

文字、その他の文字及び線は黒色、地を

白色とする。 


