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環境森林部所管工事施工管理基準 正誤表

誤 正

環境森林部所管工事出来形管理基準一覧 環境森林部所管工事出来形管理基準一覧
【第1編 共通編】 【第1編 共通編】
【 表 略 】 【 表 略 】

第２章 山腹緑化工 第２章 山腹緑化工

【以下 略】 【以下 略】

環境森林部所管工事出来形管理基準
環境森林部所管工事の留意事項

第１節　適用
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環境森林部所管工事出来形管理基準は、宮崎県環境森林部が発注する工事（以下「工事」という。）に係る、出来形

管理基準について定めたものである。

なお、以下の工種については、環境森林部独自の取り扱いがあることから、これを適用するものとする。

それ以外については県土整備部「出来形管理基準」を適用するものとする。
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【第１１編　治山編】

章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

第３節　土留工 1-3-2 コンクリート土留工 環-1
1-3-3 鉄筋コンクリート土留工 環-1
1-3-4 練積土留工 環-1
1-3-5 鉄線かご土留工 第3編2-3-27羽口工
1-3-6 鉄筋コンクリート枠土留工 環-3
1-3-7 土のう積土留工 第11編2-4積苗工 環-7
1-3-8 校倉式木製土留工 環-3

第４節　埋設工 1-4 コンクリートブロック積工 第11編2-4積苗工 環-1
コンクリート土留工 第11編1-3-2コンクリート土留工 環-1

第５節　水路工 1-5-2 練張及び空張水路工 練張水路工 第3編2-5-5石積（張）工
空張水路工 第3編2-5-5石積（張）工

1-5-3 張芝水路工 環-5
1-5-4 1 コンクリート水路工 第3編2-3-29側溝工

2 コンクリート管等水路工 第3編2-3-29側溝工
3 半円コンクリート 第3編2-3-29側溝工

1-5-5 鉄線かご水路工 第3編2-3-27羽口工
1-5-6 コルゲート管水路工 第3編2-3-29側溝工
1-5-7 土のう水路工 第11編1-5-3張芝水路工 環-5

第６節　暗渠工 1-6-2 礫暗渠工 環-5
1-6-3 かご暗渠工 第3編2-3-27羽口工
1-6-4 集水管暗渠工 環-5
1-6-5 ボーリング暗渠工 第８編３-７-４集排水ボーリング工

第７節　法枠工 1-7-3 1 法枠工 現場打法枠工  第3編2-14-4法枠工 環-5
現場吹付法枠工 環-5

2 法枠工 プレキャスト法枠工 環-5
第８節　落石防止工 1-8-1 1 落石防止網工 第10編1-11-４落石防止網工

1-8-2 落石防止柵工 第10編1-11-５落石防護柵工

第１章　山腹基礎工及び落石防止工
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第２章 舗装 第２章 舗装

【以下 略】 【以下 略】

【第１２編　林道編】
章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

第１節　適用 1 平面 環-13
2 縦断 環-13

第３節　路盤工 1-3-2 切込砕石路盤工 環-13
1-3-3 コンクリート路面工 環-13

第４節　排水施設工 1-4-3 場所打コンクリート側溝工 第3編2-3-29側溝工
1-4-4 鉄筋コンクリートＵ型側溝工 第3編2-3-29側溝工
1-4-5 場所打コンクリートＬ型側溝 第3編2-3-29側溝工
1-4-6 木製側溝工 第3編2-3-29側溝工
1-4-7 木製横断溝工 第3編2-3-29側溝工
1-4-8 場所打コンクリート横断溝工 第3編2-3-29側溝工
1-4-9 プレキャストコンクリート横断 第3編2-3-28プレキャストカルバート工
1-4-10 パイプカルバート工（ヒューム 第3編2-3-28プレキャストカルバート工

1-4-11
コルゲートパイプ、Ｕ字フ
リューム管及びベンチフ

第3編2-3-28プレキャストカルバート工

1-4-12 ボックスカルバート工 第3編2-3-28プレキャストカルバート工
1-4-13 集水桝工 第3編2-3-30集水桝工
1-4-14 暗渠排水工 第11編1-6暗渠工

第５節　防護施設工 1-5-1 防護施設工 ガードレール 第3編2-3-8路側防護柵工
ガードケーブル

1-5-2 木製ガードレール設置工 第3編2-3-8路側防護柵工
1-5-3 駒止工 第3編2-4-3基礎工（護岸）
1-5-4 道路反射鏡（カーブミラー） 第3編2-3-6小型標識工
1-5-5 道路標識 第3編2-3-6小型標識工

第６節　擁壁工 1-6-2 コンクリートブロック積工 第3編2-5-3コンクリートブロック工
1-6-3 コンクリート擁壁工 第3編2-15-1場所打擁壁工
1-6-4 場所打鉄筋コンクリート擁壁 第3編2-15-1場所打擁壁工
1-6-5 プレキャストコンクリート擁壁 第3編2-15-2プレキャスト擁壁工
1-6-6 補強土壁工 第3編2-15-3補強土壁工

第７節　法面工 1-7-1 　 第11編2-3柵工
1-7-2 筋工 第11編2-4筋工
1-7-3 植生工 第3編2-14-2植生工
1-7-4 ラス張工 第11編2-5伏工
1-7-6 植生帯付植生ネット 第3編2-14-2植生工
1-7-7 法枠工 第3編2-14-4法枠工
1-7-8 アンカー工 第3編2-14-6アンカー工
1-7-9 ＰＣフレーム工 第3編2-14-4法枠工

第3編2-14-6アンカー工
1-7-10 かご工 第3編2-3-27羽口工

第１章　林道工
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