
土木工事施工管理の手引きR3.4（R3.11.30一部改正）一覧
№ ページ 差替前 差替後

1 目次-6 目次 参考様式の参照ページ Ⅴ-42 Ⅴ-41

2 Ⅰ－5 ３提出書類一覧表 CORINS受領書(写)【竣工】 「完成時」欄に記載 ⇒ 「完成承認後」欄に記載

3 Ⅰ－5 ３提出書類一覧表 引渡書 監督職員に提出 ⇒ 契約担当に提出

4 Ⅱ－8 建設業と技術者参考資料
一般土木工事に従事する主任(監理)
技術者又は特例監理技術者

農業部門(農業土木に限る)、森林部
門(森林土木に限る)とするものに合
格した者

⇒

農業部門(農業土木又は農業農村工学に限
る)、森林部門(森林土木に限る)又は水産部
門（水産土木に限る）とするものに合格した
者

5 Ⅱ－9 建設業と技術者参考資料
建設工事の例示及び建設業の許可並
びに主任技術者の資格一覧表

（技術士の各選択科目） ⇒ （現行を又はで追記）

6 Ⅱ－10 建設業と技術者参考資料
建設工事の例示及び建設業の許可並
びに主任技術者の資格一覧表

（技術士の各選択科目） ⇒ （現行を又はで追記）

7 Ⅱ－11 建設業と技術者参考資料
建設工事の例示及び建設業の許可並
びに主任技術者の資格一覧表

（技術士の各選択科目） ⇒ （現行を又はで追記）

8 Ⅱ－15 建設業と技術者参考資料 技術者選任フロー図 （下請け有の場合の）請負代金額 ⇒ （下請け有の場合の）合計金額

9 Ⅱ－16 建設業と技術者参考資料 技術者選任パターン表 （建設部門・農業土木・森林土木） ⇒ 等

10 Ⅱ－20 施工体制台帳 作業員名簿
（注）４．資格・免許等の写しを添
付すること。

⇒
（注）４．資格・免許等の写しを添
付することが望ましい。

11 Ⅲ－76 材料承認・材料確認
材料承認・材料確認が必要な材料一
覧表

（表の修正） ⇒
（実施要領に合わせ、わかりやすく
表と記述を整理）

12 Ⅲ－78 材料承認・材料確認 材料承認願 （使用数量欄が無） ⇒ （使用数量欄が有）

13 Ⅲ－115 管理図表作成要領 ８－３－１ 出来形管理展開図 （○番号の誤り） ⇒ （○番号の訂正）

14 Ⅲ－116 出来形管理資料（作成例）
①出来形管理総括表（完成検査対象
用）

（表の訂正） ⇒
基準参照ページ、測定項目（法長→
延長等）

15 Ⅲ－130 出来形管理基準〔目次〕 2-7-9固結工のページ番号 （表の訂正） ⇒ （I-49の下にI-50の追加）

16 Ⅲ－133 出来形管理基準〔目次〕
4-3-4鋼製伸縮接手製作工のページ
番号

I-58 ⇒ I-61

17 Ⅲ－134 出来形管理基準〔目次〕 4-16-2伸縮装置工のページ番号 I-7 ⇒ I-17

18 Ⅲ－143 出来形管理基準〔目次〕 2-4歩道路盤工以下のページ番号 I-102 ⇒ I-103

19 Ⅲ－144 出来形管理基準〔目次〕
3-3-3鋼製橋脚製作工のページ番
号、3-11-7法枠工のページ番号

I-104、I-69 ⇒ I-106、I-70

20 Ⅲ－146 出来形管理基準〔目次〕
5-5-6支承工（外同ページ参照の5箇
所）のページ番号

I-109 ⇒ I-112

21 Ⅲ－148 出来形管理基準〔目次〕
16-14-4プレキャスト擁壁工のペー
ジ番号

I-70 ⇒ I-71

22 Ⅲ－151 出来形管理基準〔本表〕 1-2-3-2-2の測定項目
法面
法面

⇒
法面（小段含む）
水平または標高較差	

23 Ⅲ－153 出来形管理基準〔本表〕 1-2-3-3-2の測定項目 （小含む） ⇒ （小段含む）

24 Ⅲ－158 出来形管理基準〔本表〕 1-2-4-3-2の節番号 1-2-3-3-2 ⇒ 1-2-4-3-2

25 Ⅲ－159 出来形管理基準〔本表〕 1-3-7-4の測定基準 （※なし） ⇒
（※重要構造物とは…）
＜H28→H29改定から変更なし＞

26 Ⅲ－163 出来形管理基準〔本表〕 （各工種） かえることができる ⇒
替えることができる
＜H28→H29改定から変更なし＞

27 Ⅲ－165 出来形管理基準〔本表〕
3-2-3-16-1ＰＣ箱桁製作工の測定項
目

基準高 ⇒
基準高▽
＜H28→H29改定から変更なし＞

項目

1 / 3 ページ



土木工事施工管理の手引きR3.4（R3.11.30一部改正）一覧
№ ページ 差替前 差替後項目

28 Ⅲ－166 出来形管理基準〔本表〕
3-2-3-24-1伸縮装置工（ゴムジョイ
ント）の規格値

舗装面に対し０～２ ⇒
舗装面に対し０～－２
＜H28→H29改定から変更なし＞

29 Ⅲ－173 出来形管理基準〔本表〕 3-2-4-6深礎工の測定項目 （基礎径が未記載） ⇒ （基礎径Dの規格値を記載）

30 Ⅲ－179 出来形管理基準〔本表〕
3-2-6-8-2半たわみ性舗装工（上層
路盤工）の規格値

（厚さと幅の規格値が反対に記載） ⇒
（厚さと幅の規格値を入れ替える）
＜H28→H29改定から変更なし＞

31 Ⅲ－199 出来形管理基準〔本表〕
3-2-7-9-2固結工（スラリー撹拌
工）の測定基準

（改良長Lの測定基準） ⇒ （記載の通り訂正）

32 Ⅲ－201 出来形管理基準〔本表〕 3-2-10-9地中連続壁工の測定基準 の場合は50ｍ ⇒
（削除）
＜H28→H29改定から変更なし＞

33 Ⅲ－202 出来形管理基準〔本表〕 3-2-12-1-1の測定基準 （未記載） ⇒ （記載の通り追記）

34 Ⅲ－203 出来形管理基準〔本表〕 3-2-12-1-1の測定項目、規格値 （一部未記載） ⇒ （記載の通り追記）

35 Ⅲ－206 出来形管理基準〔本表〕 3-2-12-3-1の測定基準 （一部未記載） ⇒ （記載の通り追記）

36 Ⅲ－214 出来形管理基準〔本表〕 3-2-13の測定基準 （一部未記載） ⇒ （記載の通り追記）

37 Ⅲ－221 出来形管理基準〔本表〕 3-2-15-3の測定項目、規格値 （表下部の誤記） ⇒ （記載の通り訂正）

38 Ⅲ－232 出来形管理基準〔本表〕 7-1-6-4 （編番号の記載漏れ） ⇒ （編番号７を追記）

39 Ⅲ－252 出来形管理基準〔本表〕 10-2-4の工種名 （一部未記載） ⇒ （表層工を追記）

40 Ⅲ－261 出来形管理基準〔本表〕 10-4-5-10-1の測定項目 可動支承の移動量 ⇒ 可動支承の機能確認

41 Ⅲ－274 ９－３品質管理資料（作成例） コンクリート測定回数 2 ⇒ 4

42 Ⅲ－296 品質管理
セメント・コンクリート　単位水量
測定

±１５ ⇒ ±１５ｋｇ／ｍ3

43 Ⅲ－302 品質管理 上層路盤工　摘要 調整スラブ ⇒ 調整鉄鋼スラグ

44 Ⅲ－307 品質管理 アスファルト舗装　現場密度の測定 個孔 ⇒ 孔

45 Ⅲ－322 品質管理 吹付工 記載なし ⇒ （モルタル除く）

46 Ⅲ－326 品質管理 現場吹付法枠工 記載なし ⇒ （モルタル除く）

47 Ⅲ－329 品質管理 砂防土工　試験基準 記載なし ⇒
土量が500ｍ3未満は省略することが
できる。
＜H28→H29改定から変更なし＞

48 Ⅲ－330 品質管理 道路土工　試験基準 記載なし ⇒
土量が500ｍ3未満は省略することが
できる。
＜H28→H29改定から変更なし＞

49 Ⅲ－331 品質管理 道路土工 試験基準 記載なし ⇒
盛土を管理する単位(以下｢管理単
位｣)に分割して管理単位ごとに管理
を行うものとする。

50 Ⅲ－335 品質管理 コンクリートダム　施工　試験基準 重要構造物 ⇒ 構造物

51 Ⅲ－336 品質管理
セメント・コンクリート　単位水量
測定

±１５ ⇒ ±１５ｋｇ／ｍ3

52 Ⅲ－360 品質管理 Fe石灰工法品質管理
（附 ・｜１）、孔、（附 ・｜
２）、閤造物、実・

⇒
（附表－１）、回、（附表－２）、
構造物、実施

53 Ⅲ－362
レディーミクストコンクリート単位
水量測定要領（案）

（別紙） 重要構造物 ⇒ 構造物

54 Ⅲ－407
3-2-3-29-1
側溝工

据付状況の提出頻度 不要 ⇒
代表箇所　各1枚
＜H28→H29改定から変更なし＞
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№ ページ 差替前 差替後項目

55 Ⅲ－411
3-2-6-7-3
アスファルト舗装工（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工

厚さの撮影頻度 ※コアを採取した場合は写真不要 ⇒
※コアを採取した場合
は、全数量〔抜取り後〕

56 Ⅲ－418
3-2-6-10-2
透水性舗装工　表層工

撮影項目のタックコート、プライム
コート

追加記載 ⇒ 削除

57 Ⅲ－419
3-2-6-11-1
グースアスファルト舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

敷均し厚さ、転圧状況の撮影頻度
整正状況の撮影頻度

各層毎400ｍに１回 ⇒
各層毎100ｍに1回
＜H28→H29改定から変更なし＞

58 Ⅲ－431
3-2-14-4-1
法枠工（現場打法枠工）
（現場吹付法枠工）

法長、幅、高さ、枠中心間隔の撮影
頻度

400ｍ又は1施工箇所に1回 ⇒
40ｍ又は1施工箇所に1回
＜H28→H29改定から変更なし＞

59 Ⅲ－435
6-5-8-3
魚道本体工

厚さ、幅、高さ、長さの撮影頻度 200ｍ又は測定箇所毎に1回 ⇒
40m又は測定箇所毎に1回
＜H28→H29改定から変更なし＞

60 Ⅳ－4 「検査確認項目一覧表」
3．石積（張）工、ブロック積
（張）
（4）胴込、裏込めｺﾝｸﾘｰﾄ　B試験

※大型ブロックは裏型枠が必要な製
品について実施。

⇒
※ブロックは裏型枠が必要な製品に
ついて実施。

61 Ⅳ－5 「検査確認項目一覧表」 4．コンクリート工（7）水叩工 B試験　孔深は設計厚－5㎝ ⇒ 削除。

62 Ⅳ－13 採点項目表〔完成・一部完成〕係長 2施工状況　Ⅱ.工程管理
ネットワーク方式による工程表の内容
が検討され充実している。（500万円未
満はバーチャート式も可能）

⇒
ネットワーク方式による工程表の内容
が検討され充実している。（単純な工
事でバーチャートの場合は「不要」）

63 Ⅳ－15 採点項目表〔完成・一部完成〕課長 2施工状況　Ⅱ.工程管理
（外注計画書が提出され、施工体制
台帳、施工体系図が適切である。）

⇒
（施工体制台帳、施工体系図が適切
である。）

64 Ⅳ－18 採点項目表〔完成・一部完成〕課長 6社会性等　Ⅰ.地域への貢献等
※上記の該当があれば次のaかｂを
選ぶこと。

⇒
※上記の該当があれば次のaからｂ'
を選ぶこと。
＜H28→H29改定から変更なし＞

65 Ⅳ－19
採点項目表〔完成・一部完成〕検査
員等

2施工状況　Ⅰ.施工管理
（注文書・請書＋約款、契約書、技
術者の資格及び雇用証明no写し）

⇒
（注文書・請書＋約款、契約書、技
術者の資格及び雇用証明の写し）

66 Ⅴ－14 2-3　事故報告書 点線枠内
・・・ともに、支持する期日まで
に・・・

⇒
・・・ともに、指示する期日まで
に・・・

67 Ⅴ－56 参考様式 材料承認願 （使用数量欄が無） ⇒ （使用数量欄が有）

3 / 3 ページ


