
種別 ⽂書名称 改正内容
第３条（監督職員）の監督業務区分の⼀部を変更。
第５条（監督の実施）の条⽂の⼀部を変更。
評定要領別表の⼀部を修正及び変更。
第３条（検査指名）を第３条（検査職員の指名）へ修正する。
制定当初より，第６条（その他）が条ズレとなっていたため，修正
し第５条（その他）とする。
第５条（検査職員及び監督職員の採点）（２）に条⽂の⼀部を修
正。
第７条（業務履⾏中の⽣じた事由による減点）を第７条（業務履⾏
中に⽣じた事由による減点）へ修正する。
第４条（施⼯管理）第３項，第7〜８項，第10項の条⽂の⼀部を変
更。
第５条（⼯程管理）(1)〜(3)の条⽂の⼀部を修正及び変更。
第６条（出来形管理）の条⽂及び(1)〜(2)の条⽂の⼀部を修正及び変
更。
第８条（規格値）の条⽂の⼀部を修正。
第９条（写真管理）(1)の条⽂の⼀部を変更。
第９条（写真管理）へ(5)写真の編集等を追加。⼜それに伴う番ズレ
を修正。

⾼知市⼟⽊請負⼯事検査技術指針 第３条（⼯事実施状況の検査）の条⽂の⼀部を修正。
契約様式第２号 受注者押印箇所 削除。
契約様式第３号 受注者押印箇所 削除。
契約様式第４号 受注者押印箇所 削除。
契約様式第４号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。
契約様式第５号 受注者押印箇所 削除。
契約様式第５号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。
契約様式第７号 受注者押印箇所 削除。
契約様式第７号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。
契約様式第８号 受注者押印箇所 削除。

契約様式第８号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

契約様式第９号 受注者押印箇所 削除。

契約様式第９号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

契約様式第10号 受注者押印箇所 削除。

契約様式第10号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

契約様式第11号 受注者押印箇所 削除。

契約様式第11号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

契約様式第11号-2 受注者押印箇所 削除。

契約様式第11号-2 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

契約様式

契約様式

様式

⾼知市⼟⽊・建築設計等委託業務検査要領

令和4年度 技術職員業務必携 改正内容

要領

指針

⾼知市請負⼯事監督実施要領

⾼知市建築設計等委託業務評定要領

⾼知市⼟⽊請負⼯事技術管理指針
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契約様式第12号 受注者押印箇所 削除。
契約様式第13号 主任技術者押印箇所 削除。
契約様式第14号 受注者押印箇所 削除。

契約様式第14号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

契約様式第14号 連絡先記載箇所 追加。
契約様式第14号-2 受注者押印箇所 削除。

契約様式第14号-2「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

契約様式第15号 受注者押印箇所 削除。

契約様式第15号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

契約様式第18号 受注者押印箇所 削除。
契約様式第18号-2 受注者押印箇所 削除。

契約様式第21号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

⼩規模様式第7号 受注者押印箇所 削除。
⼩規模様式第7号 連絡先記載箇所 追加。

⼩規模様式第7号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

監督様式第２号 現場代理⼈押印箇所 削除。
監督様式第５号 現場代理⼈・主任（監理）技術者押印箇所 削
除。

監督様式第６号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

監督様式第７号 受注者押印箇所 削除。

監督様式第７号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

監督様式第８号 現場代理⼈・主任（監理）技術者押印箇所 削
除。
監督様式第９号 受注者押印箇所 削除。
監督様式第10号 受注者押印箇所 削除。
監督様式第12号 受注者押印箇所 削除。
監督様式第13号 証明者押印箇所 削除。
監督様式第14号 証明者押印箇所 削除。
監督様式第15号 段階確認計画表 追加。
監督様式第16号 段階確認実施表 追加。

監督様式第17号 出来形管理図表（標準様式） 追加。

監督様式第18号 ⼯事総合⼯程表（標準様式） 追加。

監督様式第19号 パートによる⼯程表（標準様式） 追加。

監督様式第20号 ⼯程表（標準様式） 追加。

監督様式第20号-2 ⼯程表（標準様式） 追加。

監督様式第20号-3 ⼯程表（標準様式） 追加。

⼩規模様式

様式

監督様式

契約様式
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検査様式第１号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

検査様式第２号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

検査様式第２号 「⽴会者」を「検査⽴会者」へ変更。

検査様式第３号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

検査様式第3号-2 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

検査様式第４号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

検査様式第５号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

検査様式第６号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

検査様式第６号-2「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

検査様式第７号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

検査様式第８号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

検査様式第８号 「検査職員」を「⼯事検査職員」へ変更。

検査様式第９号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

検査様式第10号 現場代理⼈押印箇所 削除。

検査様式第10号 「⽴会者」を「検査⽴会者」へ変更。

検査様式第11号 受注者押印箇所 削除。

評定様式第１号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

評定様式第２号 受注者押印箇所 削除。
評定様式第４号-1 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。
評定様式第４号-1 設計⾦額欄を追加。
評定様式第４号-2 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。
評定様式第４号-2 設計⾦額欄を追加。
委託様式第１号 受注者押印箇所 削除。
委託様式第２号 受注者押印箇所 削除。
委託様式第３号 受注者押印箇所 削除。
委託様式第３号 「賃⾦台帳」を削除。

委託様式第４号 管理・照査技術者押印箇所 削除。

委託様式第５号 様式名を修正。
委託様式第５号 受有者押印箇所 削除。
委託様式第５号 「賃⾦台帳」を削除。
委託様式第６号 受注者押印箇所 削除。
委託様式第８号 受注者押印箇所 削除。

様式

評定様式

委託様式

監督様式
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委託様式第８号 「請負⾦額」を「請負代⾦額」へ変更。

委託様式第９号 受注者押印箇所 削除。
委託様式第10号 受注者押印箇所 削除。
委託様式第13号 照査技術者・監理技術者・担当者押印箇所 削
除。
委託様式第第13-2号 ウィークリースタンス推進チェックシート
追加。
委託様式第16号 受注者押印箇所 削除。
委託様式第18号 受注者押印箇所 削除。
委託様式第22号 受注者押印箇所 削除。
委託様式第23号 受注者押印箇所 削除。
委託様式第24号 受注者押印箇所 削除。
委託様式第26号 受注者押印箇所 削除。
委託様式第26号 受注者連絡先記⼊箇所修正。
委託様式第33号 管理技術者押印箇所 削除。

委託様式第33号 「検査職員」を「委託検査職員」へ変更。

委託様式第34号 受注者押印箇所 削除。

委託様式第34号 「検査職員」を「委託検査職員」へ変更。

委託様式第37号 受注者押印箇所 削除。
委託様式別表第１号-1 設計⾦額欄を追加。
委託様式別表第１号-２ 設計⾦額欄を追加。
建築委託様式第１号-1 設計⾦額欄を追加。
建築委託様式第１号-２ 設計⾦額欄を追加。
⼟⽊要綱・要領・基準等について，建築・設備⼯事も必要に応じて
準⽤するよう⽂⾔変更。
受注者に対して必要以上に書類を請求しないよう⽂⾔変更。
「施⼯計画書（標準様式）の作成」を「⼟⽊⼯事施⼯計画書（標準
様式）の作成」に修正。
(3)関係書式へ「⼯事総合⼯程表（バーチャート⼯程表）」，「パー
トによる⼯程表（ネットワーク⼯程表）」，「その他⼯程表等（部
分⼯程表等）」を追加。
(3)関係書式の「段階確認計画表」，「段階確認実施表」，「出来形
管理図表」に市の様式を追加。
(7)関係基準「⾼知市請負⼯事検査技術指針」を「⾼知市⼟⽊請負⼯
事検査技術指針」に修正。
(7)関係基準へ「変更後の⼯事検査及び⼯事成績評定（予定価格500
万円前後）」を追加。（様式は昨年度作成。）
指定様式がどの様式を指すか追記。
１受注者からの提出書類内容の確認（契約課関係） ７）⼯程表
⽂⾔変更。
１受注者からの提出書類内容の確認（契約課関係） ８）請負代⾦
内訳書 ⽂⾔変更。
１受注者からの提出書類内容の確認（契約課関係） 「10）労働福
祉状況報告書」を「10）労働福祉の状況報告書」へ修正する。

委託様式様式

⼯事監督のための標準業務内容

技術職
員業務
必携

第１編
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［⼯事の発注］ ２受注者からの提出書類内容の確認（⼯事課関
係） 「１）使⽤材料承諾願」を「１）使⽤材料承諾」へ変更。

［⼯事の発注］ ２受注者からの提出書類内容の確認（⼯事課関
係） １）使⽤材料承諾の⽂⾔変更。
［⼯事の発注］ ２受注者からの提出書類内容の確認（⼯事課関
係） ４）施⼯計画書内容の協議 （２） ④⼯事⽇誌を追加。追
加に伴う番ズレ修正。
［⼯事の発注］ ２受注者からの提出書類内容の確認（⼯事課関
係） ４）施⼯計画書内容の協議 （２） ⑨施⼯管理 「c 品質管
理計画」，「d 出来形管理計画」，「e 写真管理計画」，「f 段階確
認計画」について⽂⾔変更及び追記。
［⼯事の発注］ ２受注者からの提出書類内容の確認（⼯事課関
係） ４）施⼯計画書内容の協議 （２） ⑨施⼯管理 d 出来形
管理計画の「共仕1-1-1-23-6」削除。
［⼯事の発注］ ２受注者からの提出書類内容の確認（⼯事課関
係） ４）施⼯計画書内容の協議 （２） ⑫安全管理 安全管理
に関する参考法令修正。
［⼯事の発注］ ４契約書及び設計図書に基づく指⽰，承諾協議，
受理等 ２条件変更に関する確認，調査，検討，通知の(3)  ⽂⾔修
正。
［⼯事の発注］ 19施⼯管理  3) 半⾓カタカナとなっていた単語
を全⾓カタカナで修正。
［⼯事の完成］１⼯事完成の処理 4)受験のための資料整理 (6)⼯
事⽇誌  ()書き削除。
3.⽬次別，⼀⼯事・⼆⼯事・三⼯事別⼀覧表 ⑦段階確認実施表を追
加。追加に伴う番ズレ修正。
4.施⼯計画時の作成要領 (8)施⼯⽅法 ①作業フロー ⽂⾔修正。
4.施⼯計画時の作成要領 (9)施⼯管理 「⑥段階確認計画・実施
表」を「⑥段階確認計画」へ変更する。それに伴う⽂⾔変更。
4.施⼯計画時の作成要領 (9)施⼯管理 ⑦段階確認実施表追加。
追加に伴う番ズレ修正。
⼯種：ブロック・⽯積（張）⼯の検査密度を変更。
⼯種：取付管の検査密度を変更。
⼯種：補助地盤改良⼯の検査密度を変更。
⼯種：基礎⼯の検査内容を修正。
「テストハンマー」を「シュミットハンマー」へ変更する。
⼀般⼯事検査⽅法 構造物の検査⽅法 ２ 修正。
個別⼯事の検査⽅法 １.⼀般施⾏ (3)⽯張⼯（修景⼯等を除く），
ブロック積張⼯の注⽔試験実施条件変更。
個別⼯事の検査⽅法 １.⼀般施⾏ (4)コンクリート擁壁⼯（⼈⼯岩
及びコンクリート基礎⼯含む） 検査の⽅法修正。
個別⼯事の検査⽅法 １.⼀般施⾏ (5)鉄筋⼯ の検査の⽅法修正。
個別⼯事の検査⽅法 １.⼀般施⾏ 「(6)基礎⼯，栗⽯基礎，切込基
礎」を「(6)基礎⼯，栗⽯基礎，砕⽯基礎」へ修正。
個別⼯事の検査⽅法 １.⼀般施⾏ (8)縁⽯⼯，側溝⼯（プレキャス
ト） の検査項⽬及び検査の⽅法修正。
個別⼯事の検査⽅法 １.⼀般施⾏ (10)蓋⼯ の検査内容修正。

⼯事監督のための標準業務内容

技術職
員業務
必携

⼟⽊⼯事施⼯計画書（標準書式）の作成

⼟⽊⼯事出来形⼨法検査基準

⼟⽊⼯事品質検査基準

⼟⽊⼯事検査⽅法
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個別⼯事の検査⽅法 ７.橋梁 (6)塗装⼯の検査内容修正。
個別⼯事の検査⽅法 ７.橋梁 (7)橋⾯舗装（アスファルト） の検
査の⽅法修正。
個別⼯事の検査⽅法 8.トンネル⼯ 使⽤材料の品質等 の検査の⽅
法修正。
個別⼯事の検査⽅法 ９−１．下⽔道(管渠⼯) (4)推進⼯②刃⼝，
泥⽔，泥濃 の検査項⽬修正及び検査の⽅法追加。

建築⼯事検査⽅法 個別⼯事の検査⽅法 1.主体⼯事 タイル⼯事 の検査の⽅法追記。

「第３ 電気設備⼯事の部」を「電気設備⼯事の部」へ変更。
第３ 電気設備⼯事の部 １.電気設備⼯事（建築電気設備⼯事，プ
ラント電気設備⼯事）「共通⼯事，仮設⼯事」削除。
第３ 電気設備⼯事の部 １.電気設備⼯事（建築電気設備⼯事，プ
ラント電気設備⼯事） ⼟⼯事 の検査内容修正。
第３ 電気設備⼯事の部 １.電気設備⼯事（建築電気設備⼯事，プ
ラント電気設備⼯事） 地業⼯事 の検査内容修正。
第３ 電気設備⼯事の部 １.電気設備⼯事（建築電気設備⼯事，プ
ラント電気設備⼯事） コンクリート⼯事 の検査内容修正。
「第４ 機械設備⼯事の部」を「機械設備⼯事の部」へ変更。
第４ 機械設備⼯事の部 1.建築機械設備⼯事の「共通⼯事，仮設⼯
事」削除。
第４ 機械設備⼯事の部 1.建築機械設備⼯事の ⼟⼯事 の検査内
容修正。
第４ 機械設備⼯事の部 1.建築機械設備⼯事の 地業⼯事 の検査
内容修正。
第４ 機械設備⼯事の部 1.建築機械設備⼯事の コンクリート⼯事
の検査内容修正。
1.⼯事成績の採点について の⽂⾔変更。
2.評定する考査項⽬について １）予定価格が500万円以上の場合
⼆次評定者の考査項⽬修正。
2.評定する考査項⽬について ２）予定価格が130万円越え500万円
未満の場合 最終評定者の細別修正。
3.予定価格が500万円以上の⼯事における個別様式の⼊⼒⽅法 1)⾃
動計算による⼊⼒⽅式 の⽂⾔修正。
3.予定価格が500万円以上の⼯事における個別様式の⼊⼒⽅法 2)
「⼯事成績評定表」への⼊⼒留意点 の⽂⾔修正。
3.予定価格が500万円以上の⼯事における個別様式の⼊⼒⽅法 4)
「⼯事成績採点の考査項⽬別採点表」への⼊⼒留意点 (2)⼀時評定
者が評価する対象項⽬への⼊⼒⽅法 ②考査項⽬「3.出来形及び出来
栄え」の（出来形）＜⼟⽊⼯事＞ の⽂⾔修正及び変更。
参考 多⼯種複合⼯事を評価する場合の取扱い について⽂⾔の周
りを実線で囲む。

⼟⽊⼯事検査⽅法

技術職
員業務
必携

⼯事成績評定記⼊上の注意点

電気設備⼯事検査⽅法

建築機械設備設備⼯事検査⽅法
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3.予定価格が500万円以上の⼯事における個別様式の⼊⼒⽅法 4)
「⼯事成績採点の考査項⽬別採点表」への⼊⼒留意点 (2)⼀時評定
者が評価する対象項⽬への⼊⼒⽅法 ②考査項⽬「3.出来形及び出来
栄え」の（出来形）＜建築・建築設備・設備⼯事対象＞ ⽂⾔修正
及び変更。
3.予定価格が500万円以上の⼯事における個別様式の⼊⼒⽅法 4)
「⼯事成績採点の考査項⽬別採点表」への⼊⼒留意点 (2)⼀時評定
者が評価する対象項⽬への⼊⼒⽅法 ③考査項⽬「3.出来形及び出来
栄え」の（品質） ＜⼟⽊⼯事＞ ⽂⾔修正及び変更。
3.予定価格が500万円以上の⼯事における個別様式の⼊⼒⽅法 4)
「⼯事成績採点の考査項⽬別採点表」への⼊⼒留意点 (2)⼀時評定
者が評価する対象項⽬への⼊⼒⽅法 ③考査項⽬「3.出来形及び出来
栄え」の（品質） ＜建築・建築設備・設備⼯事対象＞ ⽂⾔修
正。
3.予定価格が500万円以上の⼯事における個別様式の⼊⼒⽅法 4)
「⼯事成績採点の考査項⽬別採点表」への⼊⼒留意点 (2)⼀時評定
者が評価する対象項⽬への⼊⼒⽅法 「④ 「4.⼯事特性」，「5.創
意⼯夫」」を「④ 考査項⽬「4.⼯事特性」，「5.創意⼯夫」」へ変
更。
（参考）⼟⽊⼯事における⼀時評定者が評価する対象項⽬の詳細 1.
施⼯体制 Ⅰ.施⼯体制⼀般 ② の備考修正。
（参考）⼟⽊⼯事における⼀時評定者が評価する対象項⽬の詳細 1.
施⼯体制 Ⅰ.施⼯体制⼀般 ③ の備考修正。
（参考）⼟⽊⼯事における⼀時評定者が評価する対象項⽬の詳細 1.
施⼯体制 Ⅰ.施⼯体制⼀般 ④ の備考修正。
（参考）⼟⽊⼯事における⼀時評定者が評価する対象項⽬の詳細 2.
施⼯状況 Ⅱ.⼯程管理 e欄 適⽤及び備考修正。
（参考）⼟⽊⼯事における⼀時評定者が評価する対象項⽬の詳細 2.
施⼯状況 Ⅲ.安全対策 ① 適⽤及び備考修正。
（参考）⼟⽊⼯事における⼀時評定者が評価する対象項⽬の詳細 2.
施⼯状況 Ⅲ.安全対策 ⑧ 適⽤及び備考修正。
3.予定価格が500万円以上の⼯事における個別様式の⼊⼒⽅法 4)
「⼯事成績採点の考査項⽬別採点表」への⼊⼒留意点 (４)最終評定
者が評価する評価対象項⽬ ②考査項⽬「3.出来形及び出来栄え」の
（出来形） ＜⼟⽊⼯事＞ ⽂⾔修正。
3.予定価格が500万円以上の⼯事における個別様式の⼊⼒⽅法 4)
「⼯事成績採点の考査項⽬別採点表」への⼊⼒留意点 (４)最終評定
者が評価する評価対象項⽬ ②考査項⽬「3.出来形及び出来栄え」の
（出来形） の「＜建築・建築設備・設備⼯事対象＞」を「＜建
築・建築設備・設備⼯事共通＞」へ変更。
3.予定価格が500万円以上の⼯事における個別様式の⼊⼒⽅法 4)
「⼯事成績採点の考査項⽬別採点表」への⼊⼒留意点 (４)最終評定
者が評価する評価対象項⽬ ②考査項⽬「3.出来形及び出来栄え」の
（出来形） ＜建築・建築設備・設備⼯事対象＞ ⽂⾔修正及び変
更。

⼯事成績評定記⼊上の注意点

技術職
員業務
必携
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3.予定価格が500万円以上の⼯事における個別様式の⼊⼒⽅法 4)
「⼯事成績採点の考査項⽬別採点表」への⼊⼒留意点 (４)最終評定
者が評価する評価対象項⽬ の「③ 「3.出来形及び出来栄え」の
（品質）」を「③ 考査項⽬「3.出来形及び出来栄え」の（品質）」
へ変更。
3.予定価格が500万円以上の⼯事における個別様式の⼊⼒⽅法 4)
「⼯事成績採点の考査項⽬別採点表」への⼊⼒留意点 (４)最終評定
者が評価する評価対象項⽬ ③ 「3.出来形及び出来栄え」の（品
質） ＜⼟⽊⼯事＞ の⽂⾔修正及び変更。
3.予定価格が500万円以上の⼯事における個別様式の⼊⼒⽅法 4)
「⼯事成績採点の考査項⽬別採点表」への⼊⼒留意点 (４)最終評定
者が評価する評価対象項⽬ ③ 「3.出来形及び出来栄え」の（品
質） の「＜建築・建築設備・設備⼯事＞」を「＜建築・建築設
備・設備⼯事共通＞」へ変更。
3.予定価格が500万円以上の⼯事における個別様式の⼊⼒⽅法 4)
「⼯事成績採点の考査項⽬別採点表」への⼊⼒留意点 (４)最終評定
者が評価する評価対象項⽬ ③ 「3.出来形及び出来栄え」の（品
質） ＜建築・建築設備・設備⼯事＞ ⽂⾔修正。
（参考）⼟⽊⼯事における最終評定者が評価する対象項⽬の詳細
２.施⼯状況 Ⅰ.施⼯管理 ③ 備考修正。
4.予定価格が130万円を超え500万円未満の⼯事における個別様式に
⼊⼒⽅法 2)「⼯事成績採点の考査項⽬別採点表」への⼊⼒留意事
項 の「③ 「3.出来形及び出来栄え」の（品質）」を「③ 考査項
⽬「3.出来形及び出来栄え」の（品質）」へ変更。
4.予定価格が130万円を超え500万円未満の⼯事における個別様式に
⼊⼒⽅法 2)「⼯事成績採点の考査項⽬別採点表」への⼊⼒留意事
項 （１）⼀次評定者が評価する対象項⽬ ③ 「3.出来形及び出来
栄え」の（品質） の「＜建築・建築設備・設備⼯事＞」を「＜建
築・建築設備・設備⼯事共通＞」へ変更。
4.予定価格が130万円を超え500万円未満の⼯事における個別様式に
⼊⼒⽅法 2)「⼯事成績採点の考査項⽬別採点表」への⼊⼒留意事
項 （２）最終評定者が評価する対象項⽬ の「③ 「3.出来形及び
出来栄え」の（品質）」を「③ 考査項⽬「3.出来形及び出来栄え」
の（品質）」へ変更。
4.予定価格が130万円を超え500万円未満の⼯事における個別様式に
⼊⼒⽅法 2)「⼯事成績採点の考査項⽬別採点表」への⼊⼒留意事
項 （２）最終評定者が評価する対象項⽬ ③ 「3.出来形及び出来
栄え」の（品質） の「＜建築・建築設備・設備⼯事＞」を「＜建
築・建築設備・設備⼯事共通＞」へ変更。
「出来形及び品質のばらつきの考え⽅」 修正。
第５業務の監督 1.仕様書（１）の「⾼知県委託業務技術者必携（平
成21年6⽉1⽇）」を「⾼知県委託業務技術者必携（最新年度版）」
変更。
第11委託業務の完了及び検査 3.業務の検査 (6)関係基準及び様式
の「④委託業務完了届（委託様式第26号（契約課様式））」を「④
委託業務完了届（委託様式第26号（契約様式））」 変更。

第２編

⼯事成績評定記⼊上の注意点

技術職
員業務
必携
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名前を「⾼知市⼟⽊請負⼯事共通仕様書」から「⾼知市建設⼯事共
通仕様書」へ変更。

1-1-1-1適⽤ 1.建築・設備⼯事等における⽂⾔追記。

1-1-1-2⽤語の定義 19.⽂⾔変更。

1-1-1-2⽤語の定義 22.⽂⾔変更。

1-1-1-2⽤語の定義 26.⽂⾔変更。

1-1-1-2⽤語の定義 36A.を37へ変更。変更に伴いそれ以降の番号ズ
レについて修正。

1-1-1-2⽤語の定義 40.(旧:39.)⽂⾔変更及び追記。

1-1-1-2⽤語の定義 44.準備期間とは・・・追加。

1-1-1-3設計図書の照査等 1.⽂⾔変更。

1-1-1-5コリンズ(CORINS)への登録 ⽂⾔変更。

1-1-1-7⼯事⽤地等の使⽤ 2.⽂⾔変更。

1-1-1-9⼯事の下請負 (3)⽂⾔変更。

1-1-1-10施⼯体制台帳 1.⽂⾔追記。

1-1-1-10施⼯体制台帳 3.⽂⾔変更及び追記。

1-1-1-10施⼯体制台帳 図1-1追加。

1-1-1-13⼯事の⼀時中⽌ 3.⽂⾔変更。

1-1-1-15⼯期変更 3.〜5.⽂⾔修正。

1-1-1-16⽀給材料及び貸与品 7.⽂⾔変更。

1-1-1-18建設副産物 7,建設副産物情報交換システムを・・・追
加。

1-1-1-19⼯事完成図 追加。

1-1-1-20⼯事完成検査 6,及び7.⽂⾔変更。

1-1-1-20A出来⾼検査 5.⽂⾔変更。

1-1-1-20B中間検査 5,⽂⾔変更。

⾼知市建設⼯事共通仕様書（旧:⾼知市⼟⽊請負
⼯事共通仕様書）

技術職
員業務
必携

⾼知市建設⼯事共通仕様書（旧:⾼知市⼟⽊請負
⼯事共通仕様書）
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1-1-1-23施⼯管理 4.⽂⾔追記。

1-1-1-23施⼯管理 表1-2追加。

1-1-1-23施⼯管理 7.⽂⾔変更。

1-1-1-26⼯事中の安全確保 2.受注者は・・・ 追加。

1-1-1-26⼯事中の安全確保 4.受注者は・・・ 追加。

1-1-1-26⼯事中の安全確保 6.受注者は・・・ 追加。

1-1-1-26⼯事中の安全確保 11.(旧:8.)⽂⾔追記。

1-1-1-26⼯事中の安全確保 番号追加に伴う既存番号ズレについて
修正。

1-1-1-29事故報告書 ⽂⾔変更。

1-1-1-32交通安全管理 12.⽂⾔追記。

1-1-1-34諸法令の遵守 記載法令について，県共通仕様書に準じて
順番等変更。

1-1-1-40保険の付保及び事故の補償 3.⽂⾔修正。

関係基準等に記載のある「仕様1-1-〇」を「仕様1-1-1-〇」へ修
正。
施⼯計画書 2.打合せ記録 備考⽂⾔変更。
施⼯計画書 5.現場組織表 施⼯体制台帳及び施⼯体系図 備考⽂⾔
修正。
施⼯計画書 9.施⼯管理 段階確認計画表 備考変更。
施⼯計画書 10.緊急時の体制 関係基準等⽂⾔削除。
出来形管理 3.完成図 関係基準等⽂⾔変更。
品質管理 5.コンクリート圧縮強度総括表 備考⽂⾔変更。
その他 2.⼯事⽇誌 備考⽂⾔変更。

主要資料等⼀覧表（⼟⽊完成検査）

技術職
員業務
必携

⾼知市建設⼯事共通仕様書（旧:⾼知市⼟⽊請負
⼯事共通仕様書）
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