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AutoCAD SHX Text
仮設工事

AutoCAD SHX Text
1.　敷地の状況確認　敷地の状況確認

AutoCAD SHX Text
　 労働安全衛生法に基づく構造規格労働安全衛生法に基づく構造規格

AutoCAD SHX Text
　 (社)仮設工業会の認定基準(社)仮設工業会の認定基準

AutoCAD SHX Text
　また, 厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」の基づく(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録, 厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」の基づく(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」の基づく(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録)仮設工業会の「適用工場制度」による登録仮設工業会の「適用工場制度」による登録

AutoCAD SHX Text
　工場及び指定工場等の活用に努めるとともに, 前記規格等に定めるもの以外の使用に当たってはあらかじ, 前記規格等に定めるもの以外の使用に当たってはあらかじ前記規格等に定めるもの以外の使用に当たってはあらかじ

AutoCAD SHX Text
　め強度等を確認した書類を監督員に提出し, 承諾を得ること. , 承諾を得ること. 承諾を得ること. . 

AutoCAD SHX Text
 仮設機材及び経年仮設機材の使用については, 次の規格又は認定基準(以下「規格等」という. )に適合す, 次の規格又は認定基準(以下「規格等」という. )に適合す次の規格又は認定基準(以下「規格等」という. )に適合す(以下「規格等」という. )に適合す以下「規格等」という. )に適合す. )に適合すに適合す

AutoCAD SHX Text
　るものを使用すること. . 

AutoCAD SHX Text
 労働安全衛生法第88条に基づき、労働安全衛生規則別表第７に掲げる機械等（組立から解体までの期間が88条に基づき、労働安全衛生規則別表第７に掲げる機械等（組立から解体までの期間が条に基づき、労働安全衛生規則別表第７に掲げる機械等（組立から解体までの期間が

AutoCAD SHX Text
　60日未満を除く）の設置や移転、変更を行う場合は、30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をおこ60日未満を除く）の設置や移転、変更を行う場合は、30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をおこ日未満を除く）の設置や移転、変更を行う場合は、30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をおこ30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をおこ日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をおこ

AutoCAD SHX Text
　なうこと..

AutoCAD SHX Text
　届け出をおこなった場合は、監督員に報告すること..

AutoCAD SHX Text
　届け出不要の場合は、その旨監督員に報告すること..

AutoCAD SHX Text
 労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず、足場を設置する場合は、使用開始前に営繕課88条に基づく届け出の要否に関わらず、足場を設置する場合は、使用開始前に営繕課条に基づく届け出の要否に関わらず、足場を設置する場合は、使用開始前に営繕課

AutoCAD SHX Text
 着工に先立ち, 敷地境界, 既存構造物及び地下埋設物の確認, 近隣建築物及び工作物の現状確認, 排水経, 敷地境界, 既存構造物及び地下埋設物の確認, 近隣建築物及び工作物の現状確認, 排水経敷地境界, 既存構造物及び地下埋設物の確認, 近隣建築物及び工作物の現状確認, 排水経, 既存構造物及び地下埋設物の確認, 近隣建築物及び工作物の現状確認, 排水経既存構造物及び地下埋設物の確認, 近隣建築物及び工作物の現状確認, 排水経, 近隣建築物及び工作物の現状確認, 排水経近隣建築物及び工作物の現状確認, 排水経, 排水経排水経

AutoCAD SHX Text
　路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. . 

AutoCAD SHX Text
 設計GLの設定は, 配置図による.  ただし, 監督員の指示により決定する。GLの設定は, 配置図による.  ただし, 監督員の指示により決定する。の設定は, 配置図による.  ただし, 監督員の指示により決定する。, 配置図による.  ただし, 監督員の指示により決定する。配置図による.  ただし, 監督員の指示により決定する。.  ただし, 監督員の指示により決定する。 ただし, 監督員の指示により決定する。ただし, 監督員の指示により決定する。, 監督員の指示により決定する。監督員の指示により決定する。

AutoCAD SHX Text
3.　足場等　足場等
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AutoCAD SHX Text
土工事

AutoCAD SHX Text
1.  根切り根切り

AutoCAD SHX Text
 周辺の状況, 土質, 地下水の状態等に適した工法を採用し, 工事中の異常沈下, 法面の滑動, その他によ, 土質, 地下水の状態等に適した工法を採用し, 工事中の異常沈下, 法面の滑動, その他によ土質, 地下水の状態等に適した工法を採用し, 工事中の異常沈下, 法面の滑動, その他によ, 地下水の状態等に適した工法を採用し, 工事中の異常沈下, 法面の滑動, その他によ地下水の状態等に適した工法を採用し, 工事中の異常沈下, 法面の滑動, その他によ, 工事中の異常沈下, 法面の滑動, その他によ工事中の異常沈下, 法面の滑動, その他によ, 法面の滑動, その他によ法面の滑動, その他によ, その他によその他によ

AutoCAD SHX Text
　る災害が発生しないよう, 災害防止上必要な処置をすること., 災害防止上必要な処置をすること.災害防止上必要な処置をすること..

AutoCAD SHX Text
 敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し, 支障がないようにすること., 支障がないようにすること.支障がないようにすること..

AutoCAD SHX Text
　を取りつけた機械堀りとする. なお, かく乱した場合は, 自然地盤と同等以上の強度となるように適切な. なお, かく乱した場合は, 自然地盤と同等以上の強度となるように適切ななお, かく乱した場合は, 自然地盤と同等以上の強度となるように適切な, かく乱した場合は, 自然地盤と同等以上の強度となるように適切なかく乱した場合は, 自然地盤と同等以上の強度となるように適切な, 自然地盤と同等以上の強度となるように適切な自然地盤と同等以上の強度となるように適切な

AutoCAD SHX Text
　処置を定め, 監督職員の承諾を受ける., 監督職員の承諾を受ける.監督職員の承諾を受ける..

AutoCAD SHX Text
 根切り底は, 地盤をかく乱しないよう, 手作業(深さ30 程度)とするか, バケットに特殊アタッチメント程度)とするか, バケットに特殊アタッチメント

AutoCAD SHX Text
2.  排水排水

AutoCAD SHX Text
 工事に支障を及ぼす雨水, わき水等は, 適正な排水溝, 集水ます等を設置し, 支障がないようにすること., わき水等は, 適正な排水溝, 集水ます等を設置し, 支障がないようにすること.わき水等は, 適正な排水溝, 集水ます等を設置し, 支障がないようにすること., 適正な排水溝, 集水ます等を設置し, 支障がないようにすること.適正な排水溝, 集水ます等を設置し, 支障がないようにすること., 集水ます等を設置し, 支障がないようにすること.集水ます等を設置し, 支障がないようにすること., 支障がないようにすること.支障がないようにすること..

AutoCAD SHX Text
3.  埋め戻し及び盛土埋め戻し及び盛土

AutoCAD SHX Text
 使用土は( A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし, 機器により締め固める. ( A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし, 機器により締め固める. 種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし, 機器により締め固める.  ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし, 機器により締め固める. ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし, 機器により締め固める.  B種 ・ C種 ・ D種 )とし, 機器により締め固める. 種 ・ C種 ・ D種 )とし, 機器により締め固める.  ・ C種 ・ D種 )とし, 機器により締め固める. ・ C種 ・ D種 )とし, 機器により締め固める.  C種 ・ D種 )とし, 機器により締め固める. 種 ・ D種 )とし, 機器により締め固める.  ・ D種 )とし, 機器により締め固める. ・ D種 )とし, 機器により締め固める.  D種 )とし, 機器により締め固める. 種 )とし, 機器により締め固める.  )とし, 機器により締め固める. とし, 機器により締め固める. , 機器により締め固める. 機器により締め固める. . 

AutoCAD SHX Text
  基準に適合しないものについては, 搬入することができない. 基準に適合しないものについては, 搬入することができない. , 搬入することができない. 搬入することができない. . 

AutoCAD SHX Text
  ただし, 次の場合は検査結果の添付の必要はない. ただし, 次の場合は検査結果の添付の必要はない. , 次の場合は検査結果の添付の必要はない. 次の場合は検査結果の添付の必要はない. . 

AutoCAD SHX Text
　(1) 公共工事間利用の場合で, 監督員相互で同意がとれた場合(1) 公共工事間利用の場合で, 監督員相互で同意がとれた場合公共工事間利用の場合で, 監督員相互で同意がとれた場合, 監督員相互で同意がとれた場合監督員相互で同意がとれた場合

AutoCAD SHX Text
  (2) 購入土(切込砕石, 砂, 真砂土等)である場合購入土(切込砕石, 砂, 真砂土等)である場合(切込砕石, 砂, 真砂土等)である場合切込砕石, 砂, 真砂土等)である場合, 砂, 真砂土等)である場合砂, 真砂土等)である場合, 真砂土等)である場合真砂土等)である場合)である場合である場合

AutoCAD SHX Text
 余盛りは, 土質に応じ監督員と協議の上, 余盛り高さを決定すること. , 土質に応じ監督員と協議の上, 余盛り高さを決定すること. 土質に応じ監督員と協議の上, 余盛り高さを決定すること. , 余盛り高さを決定すること. 余盛り高さを決定すること. . 

AutoCAD SHX Text
 六価クロム溶出試験を( 行う ・ 行わない ).( 行う ・ 行わない ).行う ・ 行わない ). ・ 行わない ).・ 行わない ). 行わない ).行わない ). ).

AutoCAD SHX Text
  行った場合, 土壌環境基準以下であることを確認すると共に, 試験結果(計量証明書)を監督員に提出する行った場合, 土壌環境基準以下であることを確認すると共に, 試験結果(計量証明書)を監督員に提出する, 土壌環境基準以下であることを確認すると共に, 試験結果(計量証明書)を監督員に提出する土壌環境基準以下であることを確認すると共に, 試験結果(計量証明書)を監督員に提出する, 試験結果(計量証明書)を監督員に提出する試験結果(計量証明書)を監督員に提出する(計量証明書)を監督員に提出する計量証明書)を監督員に提出する)を監督員に提出するを監督員に提出する

AutoCAD SHX Text
  ものとする. ものとする. . 

AutoCAD SHX Text
　六価クロム溶出試験は, 「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関す, 「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関す「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関す

AutoCAD SHX Text
　る当面の措置」(平成12年3月31日 建設第258号)の「六価クロム溶出試験実施要領(案)」により実施する.(平成12年3月31日 建設第258号)の「六価クロム溶出試験実施要領(案)」により実施する.平成12年3月31日 建設第258号)の「六価クロム溶出試験実施要領(案)」により実施する.12年3月31日 建設第258号)の「六価クロム溶出試験実施要領(案)」により実施する.年3月31日 建設第258号)の「六価クロム溶出試験実施要領(案)」により実施する.3月31日 建設第258号)の「六価クロム溶出試験実施要領(案)」により実施する.月31日 建設第258号)の「六価クロム溶出試験実施要領(案)」により実施する.31日 建設第258号)の「六価クロム溶出試験実施要領(案)」により実施する.日 建設第258号)の「六価クロム溶出試験実施要領(案)」により実施する. 建設第258号)の「六価クロム溶出試験実施要領(案)」により実施する.建設第258号)の「六価クロム溶出試験実施要領(案)」により実施する.258号)の「六価クロム溶出試験実施要領(案)」により実施する.号)の「六価クロム溶出試験実施要領(案)」により実施する.)の「六価クロム溶出試験実施要領(案)」により実施する.の「六価クロム溶出試験実施要領(案)」により実施する.(案)」により実施する.案)」により実施する.)」により実施する.」により実施する..

AutoCAD SHX Text
　土質条件, 施工条件等により試験方法, 検体数に変更が生じた場合, 試験の結果, 六価クロムの溶出量が, 施工条件等により試験方法, 検体数に変更が生じた場合, 試験の結果, 六価クロムの溶出量が施工条件等により試験方法, 検体数に変更が生じた場合, 試験の結果, 六価クロムの溶出量が, 検体数に変更が生じた場合, 試験の結果, 六価クロムの溶出量が検体数に変更が生じた場合, 試験の結果, 六価クロムの溶出量が, 試験の結果, 六価クロムの溶出量が試験の結果, 六価クロムの溶出量が, 六価クロムの溶出量が六価クロムの溶出量が

AutoCAD SHX Text
　土壌環境基準を超えた場合等は, 監督員と協議するものとする. , 監督員と協議するものとする. 監督員と協議するものとする. . 

AutoCAD SHX Text
4.　地均し　地均し

AutoCAD SHX Text
 建物の周囲, 幅2m程度を, 水はけよく地均しを行う. , 幅2m程度を, 水はけよく地均しを行う. 幅2m程度を, 水はけよく地均しを行う. 2m程度を, 水はけよく地均しを行う. 程度を, 水はけよく地均しを行う. , 水はけよく地均しを行う. 水はけよく地均しを行う. . 

AutoCAD SHX Text
 地均しは, 均しを行う地表面の不陸を修正し, 草木の除去及び清掃をして, 一様にかき均した後, 仕上げ, 均しを行う地表面の不陸を修正し, 草木の除去及び清掃をして, 一様にかき均した後, 仕上げ均しを行う地表面の不陸を修正し, 草木の除去及び清掃をして, 一様にかき均した後, 仕上げ, 草木の除去及び清掃をして, 一様にかき均した後, 仕上げ草木の除去及び清掃をして, 一様にかき均した後, 仕上げ, 一様にかき均した後, 仕上げ一様にかき均した後, 仕上げ, 仕上げ仕上げ

AutoCAD SHX Text
  面を一様になじみ起こしをして, 良質土をまきかけ, 歩行に耐えうる程度に締め固める.面を一様になじみ起こしをして, 良質土をまきかけ, 歩行に耐えうる程度に締め固める., 良質土をまきかけ, 歩行に耐えうる程度に締め固める.良質土をまきかけ, 歩行に耐えうる程度に締め固める., 歩行に耐えうる程度に締め固める.歩行に耐えうる程度に締め固める..

AutoCAD SHX Text
5.　建設発生土の処理　建設発生土の処理

AutoCAD SHX Text
 場内敷き均しとする. . 

AutoCAD SHX Text
 場外搬出適正処分とする. . 

AutoCAD SHX Text
  民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし, 建設発生土の発生場民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし, 建設発生土の発生場, 建設発生土の発生場建設発生土の発生場

AutoCAD SHX Text
　所ごとに, かつ4,000立方メートルまでごとに1回採取して, 土壌検査を行うこととする. その他, 「特定, かつ4,000立方メートルまでごとに1回採取して, 土壌検査を行うこととする. その他, 「特定かつ4,000立方メートルまでごとに1回採取して, 土壌検査を行うこととする. その他, 「特定4,000立方メートルまでごとに1回採取して, 土壌検査を行うこととする. その他, 「特定立方メートルまでごとに1回採取して, 土壌検査を行うこととする. その他, 「特定1回採取して, 土壌検査を行うこととする. その他, 「特定回採取して, 土壌検査を行うこととする. その他, 「特定, 土壌検査を行うこととする. その他, 「特定土壌検査を行うこととする. その他, 「特定. その他, 「特定その他, 「特定, 「特定「特定
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　事業の許可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による. . 
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　ただし, 建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で, 担当者相互の同意が取れた場合には, 分析の必要, 建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で, 担当者相互の同意が取れた場合には, 分析の必要建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で, 担当者相互の同意が取れた場合には, 分析の必要, 担当者相互の同意が取れた場合には, 分析の必要担当者相互の同意が取れた場合には, 分析の必要, 分析の必要分析の必要
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　はない. . 
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 土壌検査を行った結果, 条例の基準に適合しない場合には, 監督員と協議すること. , 条例の基準に適合しない場合には, 監督員と協議すること. 条例の基準に適合しない場合には, 監督員と協議すること. , 監督員と協議すること. 監督員と協議すること. . 

AutoCAD SHX Text
 場外搬出の場合の処理は次のとおりとする..
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　・他の工事現場等の指定(記入例)(記入例)記入例))
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    排 出 土：砂質土排 出 土：砂質土 出 土：砂質土出 土：砂質土 土：砂質土土：砂質土
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    工 事 名：Ｈ  営繕　  工事建築工 事 名：Ｈ  営繕　  工事建築 事 名：Ｈ  営繕　  工事建築事 名：Ｈ  営繕　  工事建築 名：Ｈ  営繕　  工事建築名：Ｈ  営繕　  工事建築
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    運搬距離：   を見込んでいる。を見込んでいる。
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    場　　所：  市  町  番地場　　所：  市  町  番地

AutoCAD SHX Text
    運搬経路：  市市道  号線   町県道  号線運搬経路：  市市道  号線   町県道  号線

AutoCAD SHX Text
　なお, 受入側との協議等で搬出が困難な場合は, 監督員と協議することとする., 受入側との協議等で搬出が困難な場合は, 監督員と協議することとする.受入側との協議等で搬出が困難な場合は, 監督員と協議することとする., 監督員と協議することとする.監督員と協議することとする..

AutoCAD SHX Text
  ・最終処分場の指定・最終処分場の指定
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    排 出 土：排 出 土： 出 土：出 土： 土：土：
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    会 社 名：会 社 名： 社 名：社 名： 名：名：

AutoCAD SHX Text
    所 在 地：所 在 地： 在 地：在 地： 地：地：

AutoCAD SHX Text
    処分単価：1m3当たり　　　　円(税抜き)3当たり　　　　円(税抜き)当たり　　　　円(税抜き)
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    運搬距離：    を見込んでいる。を見込んでいる。

AutoCAD SHX Text
    運搬経路：   運搬経路：   
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  ・仮置き場の指定・仮置き場の指定
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    場　　所：場　　所：
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6.　建設発生汚泥の処理　建設発生汚泥の処理
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 現場内再生利用とする．

AutoCAD SHX Text
 場外搬出の場合の処理は次のとおりとする..
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　・他の工事現場等の指定(記入例)(記入例)記入例))

AutoCAD SHX Text
    工 事 名：Ｈ  営繕　  工事建築工 事 名：Ｈ  営繕　  工事建築 事 名：Ｈ  営繕　  工事建築事 名：Ｈ  営繕　  工事建築 名：Ｈ  営繕　  工事建築名：Ｈ  営繕　  工事建築
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    場　　所：  市  町  番地場　　所：  市  町  番地

AutoCAD SHX Text
    運搬距離：   を見込んでいる。を見込んでいる。

AutoCAD SHX Text
    運搬経路：  市市道  号線   町県道  号線運搬経路：  市市道  号線   町県道  号線
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　なお, 受入側との協議等で搬出が困難な場合は, 監督員と協議することとする., 受入側との協議等で搬出が困難な場合は, 監督員と協議することとする.受入側との協議等で搬出が困難な場合は, 監督員と協議することとする., 監督員と協議することとする.監督員と協議することとする..
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  ・最終処分場の指定・最終処分場の指定
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    会 社 名：会 社 名： 社 名：社 名： 名：名：
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    所 在 地：所 在 地： 在 地：在 地： 地：地：
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    処分単価：1kg当たり      円(税抜き)

AutoCAD SHX Text
    運搬距離：　　　 を見込んでいる。を見込んでいる。
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    運搬経路：運搬経路：
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    会 社 名：  会社会 社 名：  会社 社 名：  会社社 名：  会社 名：  会社名：  会社
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    所 在 地：  市  町  番地　　所 在 地：  市  町  番地　　 在 地：  市  町  番地　　在 地：  市  町  番地　　 地：  市  町  番地　　地：  市  町  番地　　
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    処分単価：1m3当たり  円(税抜き)3当たり  円(税抜き)当たり  円(税抜き)

AutoCAD SHX Text
    運搬距離：   を見込んでいる。を見込んでいる。

AutoCAD SHX Text
    運搬経路：  市市道  号線   町県道  号線運搬経路：  市市道  号線   町県道  号線
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  ・中間処理施設の指定(記入例)・中間処理施設の指定(記入例)(記入例)記入例))
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 発生汚泥を再生利用する場合には, 「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」に準拠し, その内容等, 「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」に準拠し, その内容等「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」に準拠し, その内容等, その内容等その内容等
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　を明記した施工計画書を監督員に提出し, 承認を受けた後に施工すること. また, 施工計画書の承認を受け, 承認を受けた後に施工すること. また, 施工計画書の承認を受け承認を受けた後に施工すること. また, 施工計画書の承認を受け. また, 施工計画書の承認を受けまた, 施工計画書の承認を受け, 施工計画書の承認を受け施工計画書の承認を受け
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　る際には, 関係部局との協議に協力すること. , 関係部局との協議に協力すること. 関係部局との協議に協力すること. . 
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 舗装版切断に伴い発生する排水は汚泥に該当するため, 関係法令等に基づき適正に処理すること., 関係法令等に基づき適正に処理すること.関係法令等に基づき適正に処理すること..
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 法面施工の場合( 素堀り ・ 多段式 )( 素堀り ・ 多段式 )素堀り ・ 多段式 ) ・ 多段式 )・ 多段式 ) 多段式 )多段式 ) )

AutoCAD SHX Text
 山留めは, 適切な資料に基づき構造計算を行い, 安全に設置すること. また, 設置期間中, 周辺地域及び, 適切な資料に基づき構造計算を行い, 安全に設置すること. また, 設置期間中, 周辺地域及び適切な資料に基づき構造計算を行い, 安全に設置すること. また, 設置期間中, 周辺地域及び, 安全に設置すること. また, 設置期間中, 周辺地域及び安全に設置すること. また, 設置期間中, 周辺地域及び. また, 設置期間中, 周辺地域及びまた, 設置期間中, 周辺地域及び, 設置期間中, 周辺地域及び設置期間中, 周辺地域及び, 周辺地域及び周辺地域及び
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　山留めの状況を点検するとともに, 安全管理に必要な計測を行う., 安全管理に必要な計測を行う.安全管理に必要な計測を行う..
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　指定の足場チェックリストを用いて点検した後、監督員の確認を受けること.
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 受注者は，高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は，墜落防止に留意し，作業日毎に「墜落防止チェック
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  ・壁つなぎ間隔(水平方向:　　m以下, 鉛直方向:    m以下)・壁つなぎ間隔(水平方向:　　m以下, 鉛直方向:    m以下)(水平方向:　　m以下, 鉛直方向:    m以下)水平方向:　　m以下, 鉛直方向:    m以下):　　m以下, 鉛直方向:    m以下)　　m以下, 鉛直方向:    m以下)m以下, 鉛直方向:    m以下)以下, 鉛直方向:    m以下), 鉛直方向:    m以下)鉛直方向:    m以下):    m以下)以下))
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 外部足場(種類：　　　　　　, 仕様：　　枚布, D=　　　cm, シ－ト仕様：　　　　　　)(種類：　　　　　　, 仕様：　　枚布, D=　　　cm, シ－ト仕様：　　　　　　)種類：　　　　　　, 仕様：　　枚布, D=　　　cm, シ－ト仕様：　　　　　　), 仕様：　　枚布, D=　　　cm, シ－ト仕様：　　　　　　)仕様：　　枚布, D=　　　cm, シ－ト仕様：　　　　　　), D=　　　cm, シ－ト仕様：　　　　　　)　　　cm, シ－ト仕様：　　　　　　)cm, シ－ト仕様：　　　　　　)シ－ト仕様：　　　　　　))
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  ・足場を設置する場合は, 原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」（2.2.4）の別紙１・足場を設置する場合は, 原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」（2.2.4）の別紙１, 原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」（2.2.4）の別紙１原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」（2.2.4）の別紙１2.2.4）の別紙１）の別紙１
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　　「手すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと．2の(2)手すり据置方式により行うこと．の(2)手すり据置方式により行うこと．(2)手すり据置方式により行うこと．手すり据置方式により行うこと．
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　　ただし監督員の承諾を得た場合は、(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる.(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる.手すり先行専用足場方式により行うことができる..
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　・壁つなぎ間隔(水平方向:　　m以下, 鉛直方向:    m以下)(水平方向:　　m以下, 鉛直方向:    m以下)水平方向:　　m以下, 鉛直方向:    m以下):　　m以下, 鉛直方向:    m以下)　　m以下, 鉛直方向:    m以下)m以下, 鉛直方向:    m以下)以下, 鉛直方向:    m以下), 鉛直方向:    m以下)鉛直方向:    m以下):    m以下)以下))
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 内部足場(種類：　　　　　, 仕様：　　　　　　 )(種類：　　　　　, 仕様：　　　　　　 )種類：　　　　　, 仕様：　　　　　　 ), 仕様：　　　　　　 )仕様：　　　　　　 ))
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 仮囲い(仕様：　　　　　　　, H=　　　m, L=　　　　　　　)(仕様：　　　　　　　, H=　　　m, L=　　　　　　　)仕様：　　　　　　　, H=　　　m, L=　　　　　　　), H=　　　m, L=　　　　　　　)　　m, L=　　　　　　　)m, L=　　　　　　　)　　))
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 ゲ－ト( 有 ・ 無, 仕様：    　　　　             　 )( 有 ・ 無, 仕様：    　　　　             　 )有 ・ 無, 仕様：    　　　　             　 ) ・ 無, 仕様：    　　　　             　 )・ 無, 仕様：    　　　　             　 ) 無, 仕様：    　　　　             　 )無, 仕様：    　　　　             　 ), 仕様：    　　　　             　 )仕様：    　　　　             　 )    　　　　             　 )　 ) )
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 足場等の設置業者は, 別契約の関係受注者に無償で使用させること., 別契約の関係受注者に無償で使用させること.別契約の関係受注者に無償で使用させること..
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 受注者は, つり足場(ゴンドラのつり足場を除く. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場･, つり足場(ゴンドラのつり足場を除く. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場･つり足場(ゴンドラのつり足場を除く. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場･(ゴンドラのつり足場を除く. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場･ゴンドラのつり足場を除く. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場･. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場･張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場･5メートル以上の構造の足場･メートル以上の構造の足場･･
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　の組立て, 解体又は変更の作業において, 材料, 器具, 工具等を上げ, 又はおろすときは, つり綱, つり, 解体又は変更の作業において, 材料, 器具, 工具等を上げ, 又はおろすときは, つり綱, つり解体又は変更の作業において, 材料, 器具, 工具等を上げ, 又はおろすときは, つり綱, つり, 材料, 器具, 工具等を上げ, 又はおろすときは, つり綱, つり材料, 器具, 工具等を上げ, 又はおろすときは, つり綱, つり, 器具, 工具等を上げ, 又はおろすときは, つり綱, つり器具, 工具等を上げ, 又はおろすときは, つり綱, つり, 工具等を上げ, 又はおろすときは, つり綱, つり工具等を上げ, 又はおろすときは, つり綱, つり, 又はおろすときは, つり綱, つり又はおろすときは, つり綱, つり, つり綱, つりつり綱, つり, つりつり
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　袋等を労働者に使用させなければならない. また, 作業主任者を選任し, その氏名, 職務を掲示すること. . また, 作業主任者を選任し, その氏名, 職務を掲示すること. また, 作業主任者を選任し, その氏名, 職務を掲示すること. , 作業主任者を選任し, その氏名, 職務を掲示すること. 作業主任者を選任し, その氏名, 職務を掲示すること. , その氏名, 職務を掲示すること. その氏名, 職務を掲示すること. , 職務を掲示すること. 職務を掲示すること. . 
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 その他
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4.　監督員事務所　監督員事務所
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 監督員事務所は( 設ける　(面積　　　m２程度) ・ 設けない )２程度) ・ 設けない )程度) ・ 設けない )
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 監督員事務所の備品は次のものを設置すること。　
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　(1) 机, 椅子, 書棚, 製図版, 掛時計, 温度計(1) 机, 椅子, 書棚, 製図版, 掛時計, 温度計机, 椅子, 書棚, 製図版, 掛時計, 温度計, 椅子, 書棚, 製図版, 掛時計, 温度計椅子, 書棚, 製図版, 掛時計, 温度計, 書棚, 製図版, 掛時計, 温度計書棚, 製図版, 掛時計, 温度計, 製図版, 掛時計, 温度計製図版, 掛時計, 温度計, 掛時計, 温度計掛時計, 温度計, 温度計温度計
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  (2) ゴム長靴, 雨がっぱ, 保護帽, 懐中電灯, 安全帯ゴム長靴, 雨がっぱ, 保護帽, 懐中電灯, 安全帯, 雨がっぱ, 保護帽, 懐中電灯, 安全帯雨がっぱ, 保護帽, 懐中電灯, 安全帯, 保護帽, 懐中電灯, 安全帯保護帽, 懐中電灯, 安全帯, 懐中電灯, 安全帯懐中電灯, 安全帯, 安全帯安全帯
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  (3) 請負加入電話の子機請負加入電話の子機
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  (4) 衣類ロッカ－, 冷暖房機器, 消火器, 湯沸器, 掃除具衣類ロッカ－, 冷暖房機器, 消火器, 湯沸器, 掃除具, 冷暖房機器, 消火器, 湯沸器, 掃除具冷暖房機器, 消火器, 湯沸器, 掃除具, 消火器, 湯沸器, 掃除具消火器, 湯沸器, 掃除具, 湯沸器, 掃除具湯沸器, 掃除具, 掃除具掃除具
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  (5) ファクシミリ他ファクシミリ他

AutoCAD SHX Text
　ただし, 施設管理者と協議すること. , 施設管理者と協議すること. 施設管理者と協議すること. . 
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 既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 )( 出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 )出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 ) ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 )・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 ) 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 )出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 ) ), 電力料金( 有償 ・ 無償 )電力料金( 有償 ・ 無償 )( 有償 ・ 無償 )有償 ・ 無償 ) ・ 無償 )・ 無償 ) 無償 )無償 ) )
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