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現   行 改   正   後 
第Ⅰ編 総論 

第１章 目的 

第１ （目的） 

   

第２章 適用範囲 

第２ （適用範囲） 

 

第３章 安全対策の基本事項 

第３ （安全対策の着実な実施とその向上） 

第４ （事故発生時の措置と原因分析） 

第５ （良好な作業環境の確保） 

第６ （付近居住者等への周知） 

 

第４章 安全関係法令 

第７ （関係法令等の遵守） 

第８ （法令、規格との適合） 

第９ （法令に基づく手続き） 

第１０（有資格者の配置） 

 

第Ⅱ編 共通事項 

第５章 現地調査 

第１１（現地調査の内容） 

第１２（現地調査上の留意点） 

  

第６章 施工計画 

第１３（施工計画作成の基本） 

第１４（施工計画での検討事項） 

第１５（施工計画の変更） 

 

第７章 現場管理 

第１６（現場の維持管理） 

第１７（施工管理体制、指導命令系統） 

第１８（工事関係者の安全教育） 

第１９（現場管理に関する要員確保） 

第２０（安全巡視） 

第２１（臨機の措置） 

第Ⅰ編 総論 

第１章 目的 

第１ （目的） 

   

第２章 適用範囲 

第２ （適用範囲） 

 

第３章 安全対策の基本事項 

第３ （安全対策の確実な実施とその向上） 

第４ （事故発生時の措置と原因調査） 

第５ （良好な作業環境の確保） 

第６ （付近居住者等への周知） 

  

第４章 安全関係法令 

第７ （関係法令等の遵守） 

第８ （法令、規格との適合） 

第９ （法令に基づく手続き） 

第１０（有資格者の配置） 

 

第Ⅱ編 共通事項 

第５章 現地調査 

第１１（現地調査の内容） 

第１２（現地調査上の留意点） 

  

第６章 施工計画 

第１３（施工計画作成の基本） 

第１４（施工計画での検討事項） 

第１５（施工計画の変更） 

 

第７章 現場管理 

第１６（現場の維持管理） 

第１７（施工管理体制、指揮命令系統） 

第１８（工事関係者の安全教育） 

第１９（現場管理に関する要員確保） 

第２０（安全巡視） 

第２１（臨機の措置） 
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現   行 改   正   後 
第８章 建設機械の一般管理 

第２２（機械の使用・取扱い） 

第２３（組立・解体の留意事項） 

第２４（休止時の取扱い） 

第２５（適正な維持管理） 

 

第９章 建設機械の搬送 

第２６（搬入および搬出経路等の事前調査） 

第２７（積込み・積降ろしの安全確保） 

第２８（自走の安全対策） 

 

第１０章 賃貸機械等の使用 

第２９（賃貸機械の使用あるいは機械の貸与） 

第３０（運転者付き機械の使用） 

 

第Ⅲ編 各種作業 

第１１章 掘削工、積込工 

第３１（機械の適合性確認と制限の遵守） 

第３２（作業方法と現場状況・周辺環境への対応） 

第３３（安全確保と構造物損傷防止） 

 

第１２章 運搬工 

第３４（走行式運搬機械の安全装備と制限） 

第３５（定置式運搬機械とその安全対策） 

第３６（現場出入付近の安全確保） 

第３７（一般道路上の規制の遵守） 

第３８（周辺環境への対応） 

 

第１３章 締固め工 

第３９（複合作業での接触防止） 

第４０（法面作業、路肩部作業等の安全確保） 

 

第１４章 仮締切工、土留・支保工 

第４１（機械の安定性確保） 

第４２（組立、解体、整備等の安全措置） 

第４３（点検および維持管理） 

第８章 建設機械の一般管理 

第２２（機械の使用・取扱い） 

第２３（組立・分解又は解体の留意事項） 

第２４（休止時の取扱い） 

第２５（適正な維持管理） 

 

第９章 建設機械の搬送 

第２６（搬入及び搬出経路等の事前調査） 

第２７（積込み・積降ろしの安全確保） 

第２８（自走の安全対策） 

 

第１０章 賃貸機械等の使用 

第２９（賃貸機械あるいは貸与機械の使用） 

第３０（運転者付き機械の使用） 

 

第Ⅲ編 各種作業 

第１１章 掘削工、積込工 

第３１（機械の適合性確認と制限の遵守） 

第３２（作業方法と現場状況） 

第３３（安全確保と構造物損傷防止） 

  

第１２章 運搬工 

第３４（走行式運搬機械の安全装備と制限） 

第３５（定置式運搬機械とその安全対策） 

第３６（現場出入付近の安全確保） 

第３７（一般道路上の規制の遵守） 

第３８（周辺環境への対応） 

 

第１３章 締固め工 

第３９（複合作業での接触防止） 

第４０（法面作業、路肩部作業等の安全確保） 

 

第１４章 仮締切工、土留・支保工 

第４１（機械の安定性確保） 

第４２（組立、分解又は解体、整備等の安全措置） 
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現   行 改   正   後 
第４４（周辺環境への対応） 

 
第１５章 基礎工 

第４５（組立、解体、変更、設備等の安全措置） 

第４６（作業地盤の確認と措置） 

第４７（点検および維持管理） 

第４８（運転および合図） 

第４９（機械の休止） 

第５０（環境保全） 

第５１（圧気ケーソンの設置） 

第５２（圧気ケーソンの維持管理） 

  

第１６章 クレーン工、リフト工等 

第５３（クレーンの適合性確認と安全教育） 

第５４（クレーンの使用時の遵守事項） 

第５５（定置式クレーンの倒壊、転倒、逸走等の防止） 

第５６（移動式クレーンの倒壊、転倒、逸走等の防止） 

  

第５７（建設用リフト・工事用エレベータの機能、能力の周知と法令の遵守） 

第５８（建設用リフト・工事用エレベータ使用時の遵守事項） 

第５９（ゴンドラの適合性確認と遵守事項） 

第６０（高所作業車の適合性確認と遵守事項） 

 

第１７章 コンクリート工 

第６１（コンクリートプラントの運転、維持管理） 

第６２（コンクリート運搬作業の留意事項） 

第６３（コンクリート打設時の留意事項） 

第６４（作業員の保護対策） 

 

第１８章 構造物取壊し工 

第６５（構造物の事前調査） 

第６６（解体作業の留意事項） 

第６７（解体作業の安全対策） 

第６８（地域周辺への安全・環境対策） 

 

 

第４３（周辺環境への対応） 

 

第１５章 基礎工、地盤改良工 

第４４（組立、分解又は解体、変更、整備等の安全措置） 

第４５（作業地盤の確認と措置） 

第４６（点検及び維持管理） 

第４７（運転及び合図） 

第４８（機械の休止） 

第４９（環境保全） 

第５０（圧気ケーソンの設置） 

第５１（圧気ケーソンの維持管理） 

 

第１６章 クレーン工、リフト工等 

第５２（クレーンの適合性確認と安全教育） 

第５３（クレーンの使用時の遵守事項） 

第５４（定置式クレーンの倒壊、転倒、逸走等の防止） 

第５５（移動式クレーンの倒壊、転倒、逸走等の防止） 

第５６（クレーン機能付バックホウの倒壊、転倒、逸走等の防止） 

第５７（建設用リフト・工事用エレベータの機能、能力の周知と法令の遵守） 

第５８（建設用リフト・工事用エレベータ使用時の遵守事項） 

第５９（ゴンドラの適合性確認と遵守事項） 

第６０（高所作業車の適合性確認と遵守事項） 

 

第１７章 コンクリート工 

第６１（コンクリートプラントの運転、維持管理） 

第６２（コンクリート運搬作業の留意事項） 

第６３（コンクリート打設時の留意事項） 

第６４（作業員の保護対策） 

 

第１８章 構造物取壊し工 

第６５（事前調査と施工計画） 

第６６（取壊し作業の安全留意事項） 

 
第６７（周辺の安全・環境対策） 
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現   行 改   正   後 
第１９章 舗装工 

第６９（交通規制と周辺生活環境への対応） 

第７０（路床・路盤工の安全対策） 

第７１（アスファルト舗装の安全対策） 

第７２（コンクリート舗装の安全対策） 

第７３（法面舗装での転落防止） 

 

第２０章 トンネル工 

第７４（安全な作業環境の保持） 

第７５（せん孔・装薬時の安全措置） 

第７６（掘削・積込み作業の安全確保） 

第７７（坑内運行の安全措置） 

第７８（支保工の建込み作業の安全対策） 

第７９（コンクリート吹付け作業の安全対策） 

第８０（ロックボルト打設作業の安全対策） 

 

第８１（コンクリート打設作業の安全対策） 

第８２（換気上の安全対策） 

 

第２１章 シールド掘進工、推進工 

第８３（密閉式シールド機と推進機の適正な運転操作） 

第８４（解放式シールド機と推進機の切羽作業の安全確保） 

第８５（セグメント組立上の留意事項） 

 

第８６（坑内の運搬作業での留意事項） 

第８７（地上の作業基地の安全対策と留意事項） 

第８８（二次覆工の機械の安全対策） 

第８９（換気上の安全対策） 

 

 

 

第２２章 道路維持修繕工 

第９０（人力で取扱う機械による障害の防止） 

第９１（施工前および施工後の措置） 

第１９章 舗装工 

第６８（交通規制と周辺生活環境への対応） 

第６９（舗装工の安全対策） 

 

 

第７０（法面舗装での転落防止） 

 

第２０章 トンネル工 

第７１（安全な作業環境の保持） 

第７２（せん孔・装薬時の安全措置） 

第７３（掘削・積込み作業の安全確保） 

第７４（坑内運行の安全措置） 

第７５ （鋼製支保工の建込み作業の安全対策） 

第７６（コンクリート吹付け作業の安全対策） 

第７７（ロックボルト打設作業の安全対策） 

第７８（防水シート張り作業の安全対策） 

第７９（覆工コンクリート打設作業の安全対策） 

第８０（換気上の安全対策） 

 

第２１章 シールド掘進工、推進工 

第８１（密閉式シールド機と推進機の適正な運転操作） 

 

第８２（セグメント組立上の留意事項） 

第８３（裏込注入作業時の留意事項） 

第８４（坑内の運搬作業、坑内の通行における留意事項） 

第８５（地上の作業基地の安全対策と留意事項） 

第８６（二次覆工の機械の安全対策） 

 

第８７（シールド機の組立・分解又は解体における留意事項）    

第８８（掘進機の切羽作業の安全確保） 

 

第２２章 道路維持修繕工 

第８９（人力で取扱う機械による障害の防止） 

第９０（施工前、施工中及び施工後の措置） 
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現   行 改   正   後 
第９２（標識の表示および表示板の設置） 

第９３（誘導員または監視人の配置） 

第９４（回転部等による巻込み、飛石等の防止） 

第９５（高温物、高圧物および火熱による災害の防止） 

第９６（除雪準備） 

 

第９７（道路除雪作業上の留意事項） 

第９８（運搬排雪の留意事項） 

 

第９１（標識の表示及び表示板の設置） 

第９２（誘導員または監視員の配置） 

第９３（回転部等による巻込み、飛石等の防止） 

第９４（高温物、高圧物及び火熱による災害の防止） 

第９５（除雪準備） 

第９６（凍結防止作業） 

第９７（道路除雪作業上の留意事項） 

第９８（運搬排雪の留意事項） 

 
第２３章 橋梁工 

第９９（自走式クレーンによる橋梁架設）   

第１００（片持架設、移動作業車組立・分解又は解体） 

第１０１（移動作業車の移動） 

 

 


