
「土木工事共通仕様書（令和 4 年 10 月版）」及び 
「土木工事施工管理の手引き（令和 4 年 10 月版）」 
の一部改正について 
  

令和５年１月１日に一部改正を行いましたので、福岡県ホームペ

ージの最新版を確認してください。 

令和４年１０月１日以降に入札公告、指名通知又は見積依頼を行

う工事から適用します。なお、令和４年９月３０日以前の起工であっ

ても、受発注者協議が整えば適用できるものとしています。*1 *2 

*1 建設業法施行令の一部改正（令和 5 年 1 月 1 日施行）に伴う、専任の主任技術者、監理技 

 術者の配置基準の変更は、契約中の全ての工事が対象 

*2 資源有効利用促進法省令の一部改正（令和 5 年 1 月 1 日施行）に伴う、公衆掲示義務及び 

対象工事の拡大は、令和 5 年 1 月 1 日以降に契約を締結する工事が対象 

 

最新版の「手引き」及び「共通仕様書」は、 

「福岡県 土木 手引き」 

で検索 
 

また、県土整備部発注工事に関する各種提出様式は、 

「福岡県 土木 様式」 

で検索 

で参照できます。 
 
福岡県のホームページ 

（手引き） https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sekoukanri.html 

（様 式） https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html 

 

問い合わせ先 

福岡県 県土整備部 企画課技術調査室 

092-643-3644（技術調査班） 

092-643-3643（検査員席） 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sekoukanri.html
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koujiyousiki.html


「土木工事施工管理の手引き」R4.10（R5.1.1一部改正含む）版の主な改定一覧

№ ページ R4.10版 ⇒
R4.10版

（*はR5.1.1一部改正）

1 表紙 表紙 改定・改正履歴を記載 ⇒ 直近を記載

2 表紙裏 表紙裏
適用日の取り扱いについて記
載

⇒
適用日、読み替えの取り扱い、
HP参照について記載

3 目次 目次 編構成 全５編構成 ⇒
第３編施工管理から技術管理基
準を分割し全６編構成

4 目次 目次 第１編　総則 記載なし ⇒
７建設業退職金共済制度につい
て新規記載＊

5 Ⅰ-1 適用 原則、手引き優先ルール 記載なし ⇒
適用年月日が古い規程等より原
則、手引きが優先する

6
Ⅰ-3
～5

提出書類について 工事関係書類一覧表（参考） ⇒
県HPの工事関係書類一覧表（参
考）から掲載

7
Ⅰ-3
～5

提出書類について 工事関係書類一覧表（参考）
県HPの工事関係書類一覧表
（参考）から記載

⇒
建退共様式への変更、ｺﾌﾞﾘｽ対
象工事の拡大、工事完成図等の
提出を書類一覧にも記載＊

8
Ⅰ-6
～9

工事打合せ簿 運用案等を記載 記載なし ⇒ 運用案等を記載

9 Ⅰ-10 コリンズについて 確認の運用 紙による確認 ⇒ 原則ペーパーレスによる確認

10
Ⅰ-11
～14

情報共有システム・電
子納品・電子検査

運用案等を記載 電子納品について記載 ⇒
情報共有システム・電子検査の
運用案等を追記

11
Ⅰ-18
～21

建設業退職金共済制度 事務手続きと履行確認 記載なし ⇒ 新規記載＊

12
Ⅱ-2
～6

建設業
現場代理人及び技術者の適正
配置

⇒ 記載を充実

13
Ⅱ-1
～5

建設業
（専任の主任技術者、監理技
術者の配置基準額）

⇒
建設業法施行令の一部改正に伴
う、専任の主任技術者、監理技
術者の配置基準額の変更＊

14
Ⅱ-8
～10

建設業と技術者参考資
料

（専任の主任技術者、監理技
術者の配置基準額）

⇒
建設業法施行令の一部改正に伴
う、専任の主任技術者、監理技
術者の配置基準額の変更＊

15
Ⅱ-11
～13

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

業許可に係る主任技術者の資
格

⇒
建設業法施行規則で定められて
いる登録基幹技能者等を追記＊

16
Ⅱ-16
～18

施工体制台帳の作成の
ポイント

記載なし ⇒
施工体制台帳が適切に作成され
るように新規記載

17 Ⅱ-16
施工体制台帳の作成の
ポイント

（専任の主任技術者、監理技
術者の配置基準額）

⇒
建設業法施行令の一部改正に伴
う、専任の主任技術者、監理技
術者の配置基準額の変更＊

18 Ⅱ-24 腕章について 施工管理編に記載 ⇒ 施工体制編へ転載

19 Ⅲ－1 施工計画書 施工計画書の提出必須化
5000万円以上及び監督員が特
に指示したもの

⇒
施工計画書の提出を必須化し、
5000万円未満は簡易版

20 Ⅲ－2 施工計画書 施工計画書記載事項表 記載なし ⇒ 簡易版の必須項目について記載

21
Ⅲ－51
,57

工事現場における標示
施設等の設置基準

挨拶文の変更 「ご迷惑おかけします」 ⇒
国交省と同様に「ご協力をお願
いします」に変更

22 Ⅲ－58
工事現場に掲げる標識
等について

安全管理に記載 ⇒
建設業の許可票は元請のみ、施
工計画へ転載

23 Ⅲ－58 施工計画
工事現場に掲げる標識等につ
いて

再生資源利用（促進）計画 ⇒
資源有効利用促進法省令の一部
改正に伴う、公衆掲示の追加＊

24
Ⅲ－67
～72

段階確認 段階確認書の運用変更 紙運用の記載 ⇒
段階確認書の運用を変更し、Ａ
ＳＰと整合

項目
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「土木工事施工管理の手引き」R4.10（R5.1.1一部改正含む）版の主な改定一覧

№ ページ R4.10版 ⇒
R4.10版

（*はR5.1.1一部改正）
項目

25 Ⅲ－75 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

JIS製品以外の場合のセメント
及び混和剤、レディーミクス
トコンクリートの材料確認

⇒ 材料確認項目から削除＊

26 Ⅲ－77 材料承認・材料確認 材料承認願《記入例》 ⇒
「工事打合せ簿」による提出に
対応した新様式の記入例

27 Ⅲ－85 事故報告 ⇒
受注者が報告すべき事項等につ
いて整理した

28 第４編 従来の第３編を分割 第４編　技術管理基準 第３編　施工管理 ⇒
第３編　施工管理
第４編　技術管理基準

29 Ⅳ-8 出来形管理基準 出来形管理資料（作成例）
測定基準20ｍ毎に１箇所での
作成例

⇒
基準改定に伴い、測定基準40ｍ
に１箇所での作成例

30
Ⅳ-9
～16

出来形管理基準 出来形管理図表（作成例） ⇒ 作成例を更新

31
Ⅳ-17
～182

出来形管理基準 出来形管理基準及び規格値 ⇒
標準化等を図り、国交省基準を
原則準用

32
Ⅳ-202
～267

品質管理基準 品質管理基準及び規格値 ⇒
標準化等を図り、国交省基準を
原則準用

33
Ⅳ-218

,219,255
,257

品質管理基準 品質管理基準及び規格値
（アスファルト舗装－舗設現
場）

⇒
試験基準と摘要の訂正及び追記
＊

34
Ⅳ-239
,240

品質管理基準 品質管理基準及び規格値 （土の締固め試験） ⇒
試験基準の単位訂正＊
(誤)m2→(正)m3

35 Ⅳ-281 品質管理基準
コンクリート構造物の品質確
認が必要である対象構造物一
覧表

⇒ 公的試験機関に打設日毎を明記

36 Ⅳ-284 公的試験機関 コンクリート圧縮強度 ⇒ 次頁の注記を同一頁に記載

37 Ⅳ-286 公的試験機関
アスファルト舗装工事の品質
管理試験

事前審査制度混合物の抽出試
験等は省略できる、抜き取り
コア数及び注記の見直し

⇒
合計コア数等をわかりやすくし
た（数量に変更なし）

38 Ⅳ-286 公的試験機関
アスファルト舗装工事の品質
管理試験

（出来形管理が必要なコア
数）

⇒
出来形管理基準及び品質管理基
準と整合するよう訂正＊

39
Ⅳ-287
,288

公的試験機関
公的試験機関による材料試験
申請

⇒
試験申請要領の詳細はHPによる
ものとし省略、速報値QRコード
記載

40 Ⅳ-291 写真管理基準 工事写真分類毎の留意点 ⇒
撮影箇所一覧表の前に転載、
フィルムカメラ使用の場合を削
除

41
Ⅳ-295
～352

写真管理基準 撮影箇所一覧表 ⇒
標準化等を図り、国交省基準を
原則準用

42 第５編 従来の第４編 第５編　検査及び工事評定 第４編 ⇒ 第５編

43 Ⅴ－1 工事検査 検査の種類 ⇒
図に変えて、検査の目的及び種
類等を整理し記載

44
Ⅴ－3
,4

工事検査 出来高管理確認 ⇒
工事検査で行う出来高管理確認
について整理

45 Ⅴ－4 工事検査 出来高数量総括表記入例 表の項目「増減」 ⇒ 「差」に訂正＊

46 Ⅴ－5 工事検査
伝票等を用いた出来高管理、
マニフェストの確認

⇒
完成前までに集計表を提出、伝
票、マニフェストは原本提示と
し写しは不要

47 Ⅴ－5 工事検査
伝票等を用いた出来高管理、
マニフェストの確認

伝票等を用いた出来高管理の
受注者の手順、産業廃棄物処
理集計表作成例

⇒
受注者の手順の記載一部削除、
産廃集計表作成例をわかりやす
くした＊

48
Ⅴ－6
～10

工事検査 工事検査 ⇒
出来形管理の検査、品質管理の
検査、出来栄えの検査、破壊検
査
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「土木工事施工管理の手引き」R4.10（R5.1.1一部改正含む）版の主な改定一覧

№ ページ R4.10版 ⇒
R4.10版

（*はR5.1.1一部改正）
項目

49 Ⅴ－10 工事検査 検査確認項目一覧表 舗装工 ⇒
出来形管理基準と整合するよう
訂正＊

50
Ⅴ－11
～32

工事検査 工事成績評定 ⇒
採点項目で変更の提出に着目す
る等、一部見直し

51 Ⅴ－25 工事検査 工事成績評定 アスファルト舗装工 ⇒
写真管理基準と整合するよう訂
正＊

52 第６編 従来の第５編 第６編　その他 第５編　参考資料 ⇒ 第６編　その他

53 Ⅵ－ その他 施工の留意点
土木工事共通仕様書からの抜
粋

⇒
これまでの抜粋に限らず、施工
計画時に共通仕様書を参照する
こと

54 Ⅵ－1 環境対策 建設副産物 再生資源利用（促進）計画 ⇒
資源有効利用促進法省令の一部
改正に伴う、公衆掲示義務及び
対象工事の拡大＊

55
Ⅵ－8
,9

その他 ICT活用工事の試行 R4.4一部改定後 ⇒ R4.10改定

56 Ⅵ-25 その他 各種提出様式 ⇒
削除（県HPからダウンロードし
て参照・利用）

57
Ⅵ-26
～41

その他
土木工事共通仕様書の監督員
関連一覧

⇒
監督員の提出、確認、立会が必
要な事項の一覧
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