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  長野市上下水道局下水道整備課 

         

施 工 条 件 提 示 書 

 

１．総則 

１．当工事は、長野市公共下水道事業管渠工事標準仕様書（平成２９年４月改訂）、長

野市建設工事共通仕様書及び給水装置・排水設備工事指針に基づき施工すること。こ

の提示書と一般仕様書が重複する事項については、この提示書によるものとする。 

 

２．工事概要 

工種 内容と種類 規模 条件 

管布設工（開削工法） 内径２００mm(ＶＵ） Ｌ＝１３４ｍ 管径管種と工法は同等以上 

マンホール設置工 内径 900*600mm(小判型) Ｎ＝ ２ 基 部材の組み合わせは任意とする 

マンホール設置工 内径 300mm(小口径) Ｎ＝ １ 基 部材の組み合わせは任意とする 

取付管工 内径１５０mm Ｎ＝ １ 式 内径１５０mmを指定する 

 

 

３．事前調査 

１．試験掘削の箇所数は任意とするが、地下埋設物の破損事故を未然に防止するため、

多くの箇所を選点し埋設位置を正確に把握すること。また試験掘削の結果は書面をも

って報告する。 

２．工事との因果関係を明確にするため、着手前に影響が予想される隣接家屋において

は家屋調査を実施すること。調査範囲、戸数は監督員と協議すること。実施要領は家

屋事前調査業務特記仕様書による。 

３．起工測量において、境界杭、境界ピン、測量ピン等は控えを取り、工事完了後に復

元する。  

４．掘削により既舗装面への影響が予想される様な狭い道幅を有する道路は、事前に舗

装肩の控えを取り、現況復旧に備える。 

５．家屋調査は下記のとおり行う。仮設方法が変更になった場合は必要戸数を変更対象と

する。 

 

 

長野東部処理区 大豆島処理分区 

令和４年度  国補 大豆島３号雨水幹線２工区

工事 



家屋の種類 調 査 内 容 調 査 数 備  考 

木 造 家屋と家屋の周囲 ○○軒 立坑築造のため 

 

４．施工計画一般 

４－１．施工計画書の提出 

（１）受注者は、自ら立案した創意工夫や技術力に関して、施工計画書または協議書に

おいて提案し、工事完了までにその実施状況を所定の様式により提出することがで

きる。 

４－２．工事カルテ 

（１）請負額が 500 万円以上 2,500万円未満の工事についても工事実績情報サービス（Ｃ

ＯＲＩＮＳ）に基づき所定の手続きをする。 

４－３．起工測量と施工図の作成 

（１）本管の布設法線及びマンホール設置位置は任意とするが、地下埋設物等の位置関

係を考慮するなど、最も経済的なラインを選定する。 

（２）本管埋設深の決定に当たっては、取付管の深さ及び地下埋設物との離隔を考慮す

る。 

（３）取付管の深さが本管埋設深に影響を及ぼす箇所は、取付管調書を作成すること。 

（４）上流路線や将来計画路線がある場合は流入計画等に注意を払う。 

（５）マンホールの設置位置は、計画も含めた合流箇所及び道路の屈曲点、中間点とす

る。またスパン割や出入り口等も考慮し、可能な範囲で輪荷重が直接かからない位

置を選定する。 

（６）現地踏査及び起工測量の結果で工事目的物（施工延長、縦断計画、マンホール、

取付管、またそれに伴う土工、舗装等）の数量に変更が生じた場合は、協議のうえ

必要個数を設計変更の対象とする。 

 

５．使用機械 

１．本工事に使用する建設機械は任意である。ただし、特別に周辺環境に配慮する必要

が生じたり、作業時間に制約を受けるなど、著しい変更が生じた場合は、使用機械に

ついて監督員と協議することができる。 

２．建設機械（別途指定）は排ガス対策型を使用すること。また低騒音及低振動につい

ても十分に配慮する。 

 

６．掘削・埋戻し 

１．管基礎は土質を考慮した十分に支持力を有する構造とし、さらに管基礎が水位以深

の場合は管種変更を含む基礎の検討協議をする。また床付けの置き換えを行う場合は



事前に協議する。 

２．設計埋戻土は数量調書のとおりである。 

（使用材料） 

 発生土を使用すること。 

３．管渠基礎に使用する材料及び適合試験については下記のとおりとする。 

 （使用材料） 

  洗滌砂を使用すること。 

 ４. 残土、及び建設副産物の処理については、別表１のとおりとし、関係法令に基づき     

適切な処理を行うこと。また、受け入れ先、発生量、予期しない廃棄物の処理などの 

   状況により、別表１に掲げる条件での処理が困難な場合、監督員との協議により変更

の対象とする。 

  ５. 残土処理に起因し発生した、地権者等の紛争及び地滑り、崩落等の問題について

は受注者の責により解決を図ること。 

 ６. 当該工事が原因で一般道を破損及び汚損した場合は、受注者の責により処理する

こと。 

 

７．管布設 

１．使用資材は設計資材を基本とするが、現場条件に見合った資材を選ぶよう創意工夫

を図る。 

２．本管口径は２００mm を最低とする。それより大きな口径の管を使用する場合は流量

計算等を行い、最低流速０．６m/secを確保する構造（勾配等）を有することとする。 

３．布設勾配は設計以上を確保する。 

 

８．マンホール 

１．マンホールと管の接続部は可とう継手を使用すること。また使用困難な場合は事前

に協議することとする。 

２．マンホール内の落差（ステップ）は直線部で２ｃｍ以上、曲線部で３ｃｍ以上設け

ることとする。 

３．国道、県道、道路幅員５．５ｍ以上の市道（区画内道路を除く）には設計荷重Ｔ－

２５ｔの鉄蓋を使用する。人孔深６．０ｍ以上のマンホールには中間スラブを GLから

４．０ｍ以内の位置に設ける。 

４．マンホ－ル鉄蓋の材料承認については、長野市上下水道局承認番号と製造メ－カ－

名を記入すること。 

 

９．推進工 

９－１．工法の選定 



（１）工法の選定にあたっては適用可能な工法を抽出し、施工性、安全性、経済性、現 

場の特殊性等を総合的に解析し決定する。また、選定理由は施工計画書に明記する。 

（２）推進力、許容推進延長の算定は「下水道推進工法の指針と解説（社）日本下水道

協会 2003」に基づき行う。 

９－２．空伏工 

（１）高耐荷力推進ではコンクリート３６０°巻き立てとする。 

（２）低耐荷力推進では砂基礎とする。 

（３）立坑内の土圧計算式は下水道協会式を用いることとする。 

９－３．継手 

（１）高耐荷力推進では立坑の外側４０ｃｍ以内に管の継手部または可とう部を設ける

様に管の割り付けを行う。 

（２）低耐荷力推進ではマンホールとの接続部には可とう継ぎ手を使用する。 

９－４．坑口工 

（１）発進坑口は地下水、土砂、滑材が立坑内に流出しないよう必ず設置する。 

９－５．その他 

（１）本推進区間における土質条件は以下を想定している。 

    玉石混じり砂礫層  ：L=23ｍ 

    想定最大礫径    ：750mm 

    礫一軸圧縮強度   ：最大 244Ｎ/㎟ 

    Ｎ値        ：30～50 

    地下水位      ：地下水位以下（透水係数 k=10-3cm/sec程度 被圧なし） 

（２）試験掘工など事前調査による土質が上記土質条件と異なり、推進工法の変更等が必

要な場合は監督員と協議を行うこと。 

 

10．仮設工 

10－１．仮設物の計画 

（１）本工事における仮設物は任意とする。仮設方法は土質条件や現場条件、周辺環境

を考慮し、施工計画書に詳細に記し、監督員の承認を得たうえでそれに基づき施工

管理、出来型管理を行う。仮設工事は変更対象から除外するが、土質条件及び現場

条件が設計と著しく異なる場合は監督員と協議のうえ判断する。 

（２）仮設計画を立てる際は安全かつ十分は機能を有しているものを採用し、応力安定

計算書を施工計画書に添付する。なお本工事における仮設工事は重要仮設物と位置

付け、建設工事土木公衆災害防止対策要綱に基づき適切に行う。 

（３）仮設物とは土留め、立坑、覆工、地盤改良等の補助工法及び水替え、仮設道路、

地下埋設物の防護復旧など設計書に数値表記のない工事である。 

（４）仮設物を公道内の路面下に残置する場合、路面から１．５ｍ以内はそれを撤去す



るものとする。ただし土質条件等により撤去が困難と判断される場合は監督員と協

議する。また上流計画路線からの流入がある箇所で、推進工法での到達が予想され

る場合は、その深さを問わず必要寸法を撤去するものとする。その位置については

竣工図に明記する。 

10－２．土留工 

（１）掘削深さが 1.5ｍ以内についても土質条件、現場条件を考慮して土留を検討する。 

10－３．水替工 

（１）水替え時に用水路を利用する際は、用水管理者の承諾を得て、適切な処理方法で

排水を行う。 

10－４．地盤改良工 

（１）地盤改良（薬液注入等）及び地下水位低下工法の実施にあたっては、家屋や井戸

等の周辺調査を行い、それらに配慮した工法選定及び注入計画を立てること。また

必要によって追加調査（ボーリング）を行う。想定される改良範囲が公道内にとど

まらない場合は周辺地権者の承諾を得たうえで着手する。 

（２）薬液注入等の穿孔作業を実施する場合は、事前にその箇所の掘削調査を行い、ガ

イドパイプ等により地下埋設物を明示するなど、事故防止策を図る。 

（３）薬液注入の改良範囲は以下を最小とする。また注入率は薬液注入協会に準ずるも

のとする。 

 発 進 部 

 

到 達 部 改 良 図 

改

良

断

面 

Ｄ：推進管の外径 

Ｈ：改良高 

Ｂ：改良幅 

ｂ：1.0m を最小とする 

ｈ1：1.5m を最小とする 

ｈ2：1.0m を最小とする 

発進部と同様とする 

 

 

 

 

改

良

厚

さ 

発進時の先導体の安定を考

慮して L=2.0m を最小と 

し、先導体機長によっては 

2.0m～3.0m とする。 

また鋼管さや管方式では、 

鋼管長＋1.0m とする。 

 

 

 

発進部と同様とする 

 

 

Ｌ 

Ｄ 

ｈ1 

ｈ2 

Ｈ 

Ｂ 

ｂ ｂ Ｄ 

Ｄ 



  

11．取付管 

１．位置決定にあたっては、後日トラブルのないように公図調査及び現地調査を基に、

設置位置の配慮をする。 

２．設置の有無については、取付管確認書をもって全ての対象地権者に確認を得る。 

３．市街化調整区域の農地については原則として取付管は設置しないものとする。ただ

し、宅地開発等を予定している土地については協議する。 

４．取付管設置箇所には、表示杭を正確に設置すること。また竣工図にも正確に明示す

ること。 

５．排水設備工事の際、間違っていることが判明した場合は、受注業者の責任において

設置箇所の調査（ＴＶカメラ等）、工事等に要する費用を負担するものとする。 

 

12．舗装復旧 

１．舗装の取壊しは必要最小限にとどめ、必要以外の路面に亀裂、沈下等が生じた場合は

受注者の負担により復旧するものとする。その他の道路施設についても同様の扱いとす

る。また区画線等は現況どおり復旧する。  

２．本工事において、舗装復旧が仮復旧で行われる箇所については、出来型展開図のほ

かに面積確認用の展開図を作成する。舗装復旧が仮舗設か本舗設については事前に監

督員に確認する。 

３．本工事の舗装本復旧工において、管理測点は指定していないが、着手前に監督員と

協議の上測点を決定すること。 

４．本工事の舗装本復旧工において、起工測量を基に計画縦断図及び横断図を作成し、

隣接宅地等への雨水流入また路面に滞水することのないように路面排水を検討すると

ともに、監督員に協議すること。 

 

13．埋設管の保護 

 １．工事区間内に既占用物がある場合、受注者は占用管理者立ち会いのもとに現地調査

を行い、支障有無の判断に必要な資料を作成するなど、その協議に協力しなければな

らない。また協議の結果、移設が必要となる場合は、監督員に書面をもって報告し、

監督員はそれを受けて支障物の移設依頼等の手続きを行うものとする。 

水道の移設に掛かる期間は通常で移設依頼後１カ月ほどを有するが、規模によって

はそれ以上掛かる場合もある。水道を移設しないと全く工事が進まないなど工程に影

響する場合は、水道の移設に要した期間を工期延長の対象とする。 

２．工事区間内に埋設されている占用施設の内、移設が困難と判断されるものについて

は、工事による影響が生じないように防護措置を講ずること。防護方法は管理者の指

示に従うが、特別な防護措置（ただし軽微なものは除く）が求められた場合は監督員



と協議し、必要な数量を変更の対象とする。また防護することにより本工事の仮設方

法が変更になったり、工事の進捗に著しく影響する場合は、別途監督員と協議するこ

とができる。また万一損傷を与えた場合は受注者の負担により復旧するものとする。 

 

14．安全対策 

１．交通規制は規制帯と規制期間を極力短くし、袋小路にならぬよう可能な限り迂回路

を設け、案内看板や交通誘導員の誘導により円滑な交通を確保する。 

２．工事区間内の舗装面は常に平坦性を保つよう万全を期すとともに、万一不備が見受

けられた場合は直ちに改善等の措置を行い、関係機関に報告する。 

３．本工事区間における交通誘導員については以下のとおりとする。施工方法や工事工

程が設計と著しく異なり、その理由が受注者に起因しない場合は、監督員と協議の上、

必要人数を変更対象とする。 

工 種 配置人員 配置日数 備  考 

管布設工 ２人/日   

    

 

特別に道路管理者及び警察の指示、または地元から要望を受けた場合はその必要配

置人員を設計変更の対象とする。特別に指示のない場合は任意とする。 

  

 

15．周辺環境 

１．建設副産物の発生量を抑え、再生資源の活用を積極的に行う。またアイドリングス

トップや省エネ重機の使用による省エネルギーの推進、低公害工事機械の使用、工事

従業員への教育など工事実施に当たって細心の注意を払うことにより、できる限り環

境に配慮する。 

２．本工事には現場環境改善費（旧イメージアップ経費）が率計上されているため、現

場着手前に実施内容について監督員と協議を行うこと。 

３．工事に伴う排水は、沈殿処理、pＨ管理等を行うなど環境に悪影響を与えないように

処理する。 

４．仮置き場、資材置き場の位置指定はありませんが、なるべく工事区間内で選定し、

受注者の責任において管理をする。また現場内で用地の確保ができない場合は、騒音

や振動の面で住民からの反感をかわぬよう、周辺環境に配慮した場所を選定する。 

５．受注者は、「長野市公共工事率先実行計画」に基づき本工事を施工すると共に、

別表２に掲げる項目について推進方法及び手順を施工計画書に記載する。また、

別表３に該当する環境関連法については特に配慮する。  

 



16．地元調整 

１．着手前に工事説明会を行い、工事に対しての理解を得る。 

２．地元行事の時期を把握し、工程調整を図る。 

３．工事の時間帯が通常の範囲を超える場合は、地元と監督員に了解を得たうえで行う。 

４．地元区、小中学校、送迎バス等の関係機関には工程、交通規制等で変更がある都度

協議し調整を図ること。 

 

17．提出書類 

１．工事完了時の提出書類は、竣工書類に下記資料を添付し提出する。 

   (1)竣工図（管渠工事標準仕様書のとおり）・・・・・・・・・１部 

   (2)着手前・竣工・工事中の写真（アルバム４～５枚程度）・・１部 

  (3)舗装復旧展開図（管渠工事標準仕様書のとおり）・・・・・３部 

  (4)住宅地図の写し（対象地権者を赤色で着色）・・・・・・・１部  

   (5)取付管確認書（管渠工事標準仕様書のとおり）・・・・・・１部 

  (6)マンホール鉄蓋の写真（全景、鉄蓋裏、マンホール内）・・１部 

 

18．新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策関係 

１．作業従事者（当該現場の作業に従事している者。全ての下請業者を含む。）の体温及  

び、健康状態の把握を毎日実施し、健康管理を徹底すること。 

２．作業従事者に感染や濃厚接触の疑いがある場合は、県や市の保健所に相談してその

指導に従い、自宅待機をはじめ、適切な措置を講ずること。 

３．作業従事者に感染者や濃厚接触者が発生した場合は、速やかに監督職員へ報告し、

その後の対応についても速やかに検討のうえ報告すること。 

 

19．熱中症対策に資する現場管理費補正の試行 

１．本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行対象工事である。熱中症対策

に資する現場管理費補正を求める場合、事前に監督員と協議を行い、工事完成日以降

速やかに根拠資料を提出すること。 

 

20．再生資源利用等計画書（実施書）の様式について 

提出様式は次のいずれかにより電子データで納品するとともに、印刷して提出すること。 

（１）建設リサイクル報告様式(EXCEL)※国土交通省 HPより DL可能 

（２）COBRIS(建設副産物情報交換システム)を利用した様式 

 

21．設計図書の優先順位について 

公告された設計図書（閲覧設計書、施工条件明示事項書・特記仕様書を含む）について、



設計図書間にくい違いがあった場合、入札見積に関する設計図書間の優先順位は、次のと

おりとします。 

 

(1) 質問・回答書 

(2) 施工条件明示事項書・特記仕様書 

(3) 閲覧設計書（金抜設計書） 

(4) 数量計算書 

(5) 図面 

 

22.電子納品に関する事項 

しゅん工書類の電子納品については、受注者が電子媒体の提出を希望し、発注者（長 

野市の工事担当課）が、これを認めた場合に適用する。  

電子納品は「工事書類の電子納品に関する運用の手引き（案）」に基づくものとする。 

なお、電子納品における書類の作成費用等は工事費の諸経費（共通仮設費の率分）に 

含まれ、検査に要する費用においても受注者の負担とする。 

 

23. 長野市公契約等基本条例に関する事項 

１．長野市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務所（作

業所）等へポスターを掲示すること。 

２．業務の一部を下請負者等に履行させるときは、長野市公契約等基本条例の内容につ

いて説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結すること。 

３．長野市公契約等労働環境報告書１部及び施工体系図(共通仕様書に定められたもの)

の写し 1 部を契約後速やかに監督職員へ提出すること。この場合、業務の一部を下請

負者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書を取りまとめて提出するこ

と。 

 

24．その他 

１．入札時の積算にあたっては、現地踏査及び関連仕様書、本提示書に基づき、設計図

書に示す工事目的物を完成させるために必要な施工方法及び仮設方法を十分に検討す

る。不明な点は入札前に質問し解決する。 

２．工事に関連する測量、設計委託、土質調査等の報告資料は、閲覧が可能である。ま

た受注者には貸与も可能である。 

３．従来の方法にとらわれず、常にコスト意識を持って工事に取り組み、設計に反映で

きるように努める。 

４．その他不明な点は、あらかじめ監督員と協議する。 

 



 

別表１ 

１ 残土処分 

処分方法 埋め立て受入地への処理、現場内処理除外 

残土受入地での整地等 任意 

処分先（参考） ㈱長西（第２種建設発生土想定） 

運搬距離（参考） 3.1ｋｍ 

※処分先は積算上の条件であり、処分先を指定するものではない。 

 

残土（発生土）の処分について 

（１） 処分(搬出)先について、監督員が処分先の変更を指示したときは、それに従うこと。 

また、変更協議の対象とする。 

（２） 施工計画書に処分計画（処理方法（場所・形状等）、排水計画、場内維持等）を記載 

すること。 

（３） 当初の想定より劣悪な発生土が確認され、工事間流用ができない、また、想定の処 

分先では受入れ不可のときは変更協議の対象とする。 

（４） 処分先を想定し処分(受入れ)費を計上していたものについては、現場周辺に無償で 

の受入れ地がないか検討すること。また、受け入れ地があった場合や自社処分の場

合は変更協議の対象とする。ただし、整地費（排水施設を含む）は計上できるもの

とする。運搬費は処分(受入れ)費を含めた設計額を上限に設計変更する。 

（５） 残土については以下の書類を提出し処分方法等について変更協議ができることとす

る。 

① 処分地の規制状況の証明（現況地目、土地所有者、土地利用責任者、利用用途、跡

地利用計画、法令（森林法・農地法・都市計画法・砂防法等）に従い適正に処理で

きることを示す書類等） 

② 処分地の関係図面（位置図、平面図、計画図、付属施設の構造図等） 

③ 運搬ルート図 

④ 土地所有者の契約書（搬入前） 

⑤ 処分地の現況写真（搬入前） 

   

 なお、変更協議が整った際には、以下の書類を提出すること。 

⑥建設発生土処理報告書（運搬距離・処理費用等） 

⑦支払い証明書類（処分料の支払い証明ができる書面・領収書等の添付） 

⑧残土量の計測資料（土量計算書と対比写真） 

⑨処分地の写真（搬入中・搬入後） 



 

２ 建設副産物 

 産業廃棄物の処分先（参考） 

廃棄物の種類 運搬距離〔ｋｍ〕 処理先 

   

   

   

   

※処分先は積算上の条件であり、処分先を指定するものではない。 

 

（１）産業廃棄物、特定建設資材の処理施設は任意とする。従って運搬距離は設計変更の

対象としない。 

 

 



  

工事現場における標示施設等の特記仕様書 

 

（工事の標示） 

１ 工事を行う場合は、必要な道路標識を設置するほか、原則として次に示す事項を標

示する標示板を工事区間の起終点に設置するものとする。ただし、短期間に完了する簡

易な工事については、この限りではない。     

       

（１）工事内容  工事の内容、目的等を標示する。 

（２）工事期間  契約工期ではなく、交通上支障を与える実際の工事期間を標示する。 

（３）工事種別  工事種別（道路改良、舗装工事等）を標示する。 

（４）施工主体  施工主体及びその連絡先を標示する。 

（５）施工業者  施工業者及びその連絡先を標示する。  

 

（標示板のレイアウト） 

２ 別添図に示すレイアウトを標準とする。色彩についても別添図のとおりとする。 

（標示板の材質） 

３ 反射種別は全面反射型とし、反射シートはカプセルレンズ型（高輝度反射）を原則

として使用する。 

（費用計上） 

４ 標示板の製作、設置、撤去に係る費用については、共通仮設費に率計上されている

安全費に含むものとし、別途費用計上はしない。 

 

 

 


