
令和４年度確認書発行対象の同種工事（県土整備部設定版）の設定について

総合評価落札方式（簡易型・特別簡易型）による条件付一般競争入札において、令和

４年度確認書発行の対象となる同種工事（県土整備部設定版）を設定しました。

《主な変更点》

・ 同種工事番号の変更 『Ｒ３－○－○』→『○－○』

・ 「橋梁下部工事」に該当する道路の定義の改正

・ 「橋梁下部工事」に該当する工事の定義の改正

・ 公共建築物に関する同種工事全てにおいて、該当する発注者の対象を拡大

・ 公共建築物に関する同種工事全てにおいて、同種工事で認める対象工事を拡大

《新規設定》

・ 令和４年度はありません。

令和４年６月１日以降に入札公告する総合評価落札方式（簡易型・特別簡易型）の建

設工事のうち、同種工事が令和４年度確認書発行の対象となる同種工事（同種工事番号

「○－○」）と指定されている場合は、新たに令和４年度に発行された同種工事の確認

書が必要となります。

これらの詳細については、４月中旬以降に、西臼杵支庁及び各土木事務所で開催する

「令和４年度総合評価落札方式に関する説明会（企業向け）」で説明します。

※説明会の日程については、後日公共事業情報サービスに掲載予定です。

（公共事業情報サービス：http://www.e-nyusatsu-portal.pref.miyazaki.lg.jp/main/）

記

１ 県土整備部が設定する同種工事の確認書を発行する機関

土木工事（港湾工事を除く）：本店を管轄する西臼杵支庁、各土木事務所

港湾工事 ：最寄りの各港湾事務所、串間土木事務所

建築工事 ：宮崎県庁営繕課

※共通項目確認書の発行機関：西臼杵支庁、各土木事務所、又は、各港湾事務所

２ 確認書発行の事前審査の受付期間

企業向け説明会において、各発行機関毎に受付期間をお知らせします。

なお、建築工事は事前審査は行わず、個別工事毎の入札時審査で行います。

３ 令和４年度の確認書を発行する際は、令和３年度に発行された確認書（原本）

を添付して下さい。

＜問い合わせ先＞

土木工事：宮崎県 県土整備部 技術企画課 入札・技術評価担当

電 話 ０９８５－２６－７１７９

又は

西臼杵支庁・各土木事務所・各港湾事務所

建築工事：宮崎県 県土整備部 営繕課 建築計画担当

電 話 ０９８５－２６－７５４８



NO
改正・新規の

別
令和４年度

番号
令和３年度

番号

1
番号のみ

改正
土木-１ R3-土木-１

2 〃 土木-２ R3-土木-２

3 〃 土木-３ R3-土木-３

4 〃 土木-４ R3-土木-４

5 改正 橋梁-１ R3-橋梁-１

6 〃 橋梁-２ R3-橋梁-２

7 〃 橋梁-３ R3-橋梁-３

8 〃 橋梁-４ R3-橋梁-４

9 〃 橋梁-５ R3-橋梁-５

10 〃 橋梁-６ R3-橋梁-６

11
番号

のみ改正
法面-１ R3-法面-１

12 〃 法面-２ R3-法面-２

13 〃 法面-３ R3-法面-３

14 〃 法面-４ R3-法面-４

15 〃 港湾-１ R3-港湾-１

16 〃 港湾-２ R3-港湾-２

17 〃 港湾-３ R3-港湾-３

18 〃 港湾-４ R3-港湾-４

19 〃 港湾-５ R3-港湾-５

20 〃 港湾-６ R3-港湾-６

21 〃 港湾-７ R3-港湾-７

22 〃 港湾-８ R3-港湾-８

23 〃 港湾-９ R3-港湾-９

24 〃 補修-１ R3-補修-１

25 改正 建築-１ R3-建築-１

26 〃 建築-２ R3-建築-２

27 〃 建築-３ R3-建築-３

28 〃 電気-１ R3-電気-１

29 〃 電気-２ R3-電気-２

30 〃 管-１ R3-管-１

31 〃 管-２ R3-管-２

32 〃 空調-１ R3-空調-１

33 〃 空調-２ R3-空調-２

公共建築物に関する電気改修工事

公共建築物に関する管工事
（鉄筋コンクリート造・鉄骨造１０００㎡以上）

公共建築物に関する管改修工事

公共建築物に関する空調工事
（鉄筋コンクリート造・鉄骨造１０００㎡以上）

港湾等のケーソン据付工事（１，５００t以上）

橋梁下部（躯体）工事                                                             

橋梁下部工における既製杭工事                                        

橋梁下部工における場所打杭工事                                      

橋梁下部工における深礎杭工事                                        

橋梁下部工におけるオープンケーソン工事

橋梁下部工におけるニューマチックケーソン工事

アンカー工事（削孔総延長１５０ｍ以上）

現場吹付のり枠・吹付工事（７００㎡以上）

落石防止網等設置工事                                                 

鉄筋挿入工事等（削孔総延長200m以上）

公共建築物に関する空調改修工事

公共建築物に関する電気工事
（鉄筋コンクリート造・鉄骨造１０００㎡以上）

港湾等のケーソン据付工事（１，５００t未満）

港湾等の防波堤等上部工工事(海上工事・海上打設)

港湾等の浚渫等工事(海上工事)

港湾等の異形ブロック等製作工事（８０ｔ以上）

港湾等の異形ブロック等据付工事（８０ｔ以上）

港湾等の防波堤等上部工工事(海上工事・陸上打設)

港湾等の防波堤等上部工工事(陸上工事)     

道路トンネル補修工事

公共建築物に関する建築一式工事
（鉄筋コンクリート造１０００㎡以上）
公共建築物に関する建築一式工事
（鉄筋コンクリート造５００㎡以上１０００㎡未満）

公共建築物に関する建築改修工事

港湾等のケーソン製作工事                                      

えん堤工事（えん堤高５ｍ以上）

令和４年度　確認書発行対象の同種工事（県土整備部設定版）　一覧

同種工事の名称

道路に関する土木一式工事                                                 

道路等に関する舗装工事                                                 

河川に関する土木一式工事                                               



同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「道路に関する土木一式工事」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した工事

②当初契約額又は最終契約額が１,０００万円以上の工事

③主たる工事の内容が「道路に関する工事」である工事

④主たる工種の内容が「土木一式工事」である工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

（注）ア．一般に供用する仮道も含む。

（※一般車両を通過させない工事用道路又は管理用道路は含まない。）

　　　イ．道路管理者以外が発注した工事も対象とする。

　　　ウ．災害復旧工事などの道路事業以外の事業も対象とする。

３． 「道路に関する土木一式工事」に該当する工事

「道路に関する土木一式工事」に該当しない工事

○舗装工

○法面工

○その他

「道路に関する工事」とは、道路法上の道路又は一般車両を通過させるための道路に関する工
事とし、対象とする道路は、国道、県道、臨港道路、市町村道、農道及び林道（林業専用道、森
林作業道は含まない）とする。

　盛土工、切土工、路床工、下層路盤工、擁壁工、 鋼製桟道工、橋梁上部工、橋梁下部工、ト
ンネル工、函渠工、兼用護岸工、共同溝、 組立歩道、一般車両を通す仮橋の設置工事、落石
防護柵設置工事（擁壁又は基礎工を伴うものに限る）　など

　アスファルト舗装工、コンクリート舗装工、上層路盤工　など

　モルタル（コンクリート）吹付工、植生基材吹付工、落石防止網工、法枠工　など

　抑止杭工、アンカー工、防護柵工、区画線工、橋脚（橋台）などの撤去のみの工事、
　仮橋等の撤去のみの工事、トンネルの封鎖工事、崩土除去工事、
　上下水道管・農業用水管等の道路占用物工事、
　落石防護柵のみの設置または撤去工事　など

土木－１同種工事の名称 道路に関する土木一式工事

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「道路等に関する舗装工事」とは、①～⑤の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した工事

②宮崎県内で施工した工事（配置予定技術者は除く）

③当初契約額又は最終契約額が４００万円以上の工事

④主たる工事の内容が「道路等に関する工事」である工事

⑤主たる工種の内容が「舗装工事」である工事、又は施工面積が１万㎡以上の舗装を施工する工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

（注）ア．一般に供用する仮道も含む。

（※一般車両を通過させない工事用道路又は管理用道路は含まない。）

　　　イ．道路管理者以外が発注した工事も対象とする。

　　　ウ．災害復旧工事などの道路事業以外の事業も対象とする。

３． 「舗装工事」に該当する工事

「舗装工事」に該当しない工事

○土木一式工事

○法面工

○その他

　抑止杭工、アンカー工、防護柵工、区画線工、歩道のブロック張工（インターロッキング工）

　アスファルト舗装工、コンクリート舗装工、上層路盤工、歩道舗装、  透水性（排水性）舗装
など

　盛土工、切土工、路床工、下層路盤工、擁壁工、片桟道橋工、橋梁上下部工、トンネル工、
　函渠工、など

　モルタル（コンクリート）吹付工、植生基材吹付工、落石防止網工、法枠工　など

など

同種工事の名称 道路等に関する舗装工事 土木－２

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

「道路等に関する舗装工事」とは、道路法上の道路又は一般車両を通過させるための道路等
に関する工事とし、対象とする道路等とは、国道、県道、臨港道路、市町村道、農道、林道（林
業専用道、森林作業道は含まない）、都市公園内の園路、港湾の荷さばき場、漁港の野積み
場、公共土木施設又は県営住宅の駐車場とする。なお、空港内における舗装工事も含む。
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「河川に関する土木一式工事」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した工事

②当初契約額又は最終契約額が１，０００万円以上の工事

③主たる工事の内容が「河川に関する工事」である工事

④主たる工種の内容が「土木一式工事」である工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など
都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

（注）ア．河川及び砂防管理者以外が発注した工事も対象とする。

　　　イ．災害復旧工事などの河川及び砂防工事以外の工事も対象とする。

　　　ウ．宅地嵩上工については、河川区域内外に関わらず対象とする。

　　　　河川工事により新たに河川区域となる区域をいう。

３． 「河川に関する土木一式工事」に該当する工事

「河川に関する土木一式工事」に該当しない工事

○鋼構造物工

○その他

　河川内の橋梁撤去工事で上部工のみの撤去工事、根固め製作のみの工事、

同種工事の名称 河川に関する土木一式工事 土木－３

　伐開のみの工事、治山えん堤工事及び流路工工事　など

　築堤工、河道掘削工、護岸工、床止工、樋門工（鋼構造物工を除く）、
　堰工（鋼構造物工を除く）、砂防堰堤工事及び流路工工事、
　河川区域内の橋梁撤去工事、河川区域内の許可工作物に関する工事（取水堰、橋梁下部
工事、鋼製桟道橋　等）
　河川区域内に係る道路の路側兼用護岸工事、宅地嵩上工　など

　堰ゲート工、樋門ゲート工　など

　樋門上屋工、兼用道路工（築堤を含むものを除く）、橋梁上部工等の河川上空における工事

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

「河川に関する工事」とは、河川法上の河川区域又は、砂防指定地を含む工事とする。

　　　エ．河川法上の河川区域とは、一級、二級及び準用河川において、現状の河川区域並びに
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「えん堤工事（えん堤高５ｍ以上）」とは、①～③の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した工事

②当初契約額又は最終契約額が１，０００万円以上の工事

③「えん堤高さが５ｍ以上のえん堤工事又は治山えん堤工事」を含む工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

（注）ア．砂防管理者以外が発注した工事も対象とする。

　　　イ．災害復旧工事などの砂防事業以外の事業も対象とする。

      ウ．えん堤高とは、えん堤の完成型において、本体工の基礎地盤から水通し天端までの高さをいう。

えん堤本体工の部分的な工事、副えん堤、垂直壁、側壁及び水叩きに関する工事も該当す
るものとする。

同種工事の名称 えん堤工事（えん堤高５ｍ以上） 土木－４

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「橋梁下部（躯体）工事」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した工事

②当初契約額又は最終契約額が１，０００万円以上の工事

③「橋梁下部工事」を含む工事

④杭基礎及びケーソン基礎を含まない工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

（注）ア．道路管理者以外が発注した工事も対象とする。

　　　イ．災害復旧工事などの道路事業以外の事業も対象とする。

「橋梁下部工事」に該当する工事

「橋梁下部工事」に該当しない工事

○仮設橋梁の下部工事

○橋梁以外の構造物

○躯体工事を含まない橋梁下部工事

同種工事の名称 橋梁下部（躯体）工事 橋梁－１

　仮設工のみ工事、掘削のみの工事　など

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

「橋梁下部工事」とは、道路法上の道路又は一般車両や歩行者を通過させるための道路の
橋梁下部工の躯体を築造する工事とし、対象とする道路は、国道、県道、臨港道路（港湾管
理者が設置する通路を含む）、市町村道、農道、林道（林業専用道、森林作業道は含まない）
及び都市公園内の園路とする。

○道路橋、歩道橋及び側道橋の下部工事

　 道路橋示方書に基づいて設計した橋梁下部工の躯体工事（土工、コンクリート工、
　 鉄筋工、仮設工など）

　一般供用する仮橋の下部工事、工事用道路としての仮橋及び仮桟橋の下部工事　など

　鋼製桟道工の下部工事、水管橋の下部工事、擁壁、建物　など
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「橋梁下部工における既製杭工事」とは、①～④の全てを満たす工事とする

①国又は都道府県が発注した工事

②当初契約額又は最終契約額が１，０００万円以上の工事

③「橋梁下部工事」を含む工事

④「既製杭工事」を含む工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

（注）ア．道路管理者以外が発注した工事も対象とする。

　　　イ．災害復旧工事などの道路事業以外の事業も対象とする。

「橋梁下部工事」に該当する工事

「橋梁下部工事」に該当しない工事

○仮設橋梁の下部工事

○橋梁以外の構造物

○躯体工事を含まない橋梁下部工事

「既製杭工事」に該当する工事

「既製杭工事」に該当しない工事

橋梁下部工における既製杭工事 橋梁－２

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

「橋梁下部工事」とは、道路法上の道路又は一般車両や歩行者を通過させるための道路の
橋梁下部工の躯体を築造する工事とし、対象とする道路は、国道、県道、臨港道路（港湾管
理者が設置する通路を含む）、市町村道、農道、林道（林業専用道、森林作業道は含まな
い）及び都市公園内の園路とする。

同種工事の名称

　場所打杭、深礎杭、オープンケーソン、ニューマチックケーソン　など

　一般供用する仮橋の下部工事、工事用道路としての仮橋及び仮桟橋の下部工事　など

○道路橋、歩道橋及び側道橋の下部工事

　 道路橋示方書に基づいて設計した橋梁下部工の躯体工事（土工、コンクリート工、
　 鉄筋工、仮設工など）

　鋼製桟道工の下部工事、水管橋の下部工事、擁壁、建物　など

　仮設工のみ工事、掘削のみの工事　など

　鋼管杭工事、Ｈ形杭工事、ＲＣ杭工事、ＰＨＣ杭工事、鋼管ソイルセメント杭工事、
  ＳＣ杭工事　など
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「橋梁下部工における場所打杭工事」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した工事

②当初契約額又は最終契約額が１，０００万円以上の工事

③「橋梁下部工事」を含む工事

④「場所打杭工事」を含む工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

（注）ア．道路管理者以外が発注した工事も対象とする。

　　　イ．災害復旧工事などの道路事業以外の事業も対象とする。

「橋梁下部工事」に該当する工事

「橋梁下部工事」に該当しない工事

○仮設橋梁の下部工事

○橋梁以外の構造物

○躯体工事を含まない橋梁下部工事

「場所打杭工事」に該当しない工事

　一般供用する仮橋の下部工事、工事用道路としての仮橋及び仮桟橋の下部工事　など

　鋼製桟道工の下部工事、水管橋の下部工事、擁壁、建物　など

　仮設工のみ工事、掘削のみの工事　など

　既製杭、深礎杭、オープンケーソン、ニューマチックケーソン　など

○道路橋、歩道橋及び側道橋の下部工事

　 道路橋示方書に基づいて設計した橋梁下部工の躯体工事（土工、コンクリート工、
　 鉄筋工、仮設工など）

同種工事の名称 橋梁下部工における場所打杭工事 橋梁－３

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

「橋梁下部工事」とは、道路法上の道路又は一般車両や歩行者を通過させるための道路の
橋梁下部工の躯体を築造する工事とし、対象とする道路は、国道、県道、臨港道路（港湾管
理者が設置する通路を含む）、市町村道、農道、林道（林業専用道、森林作業道は含まない）
及び都市公園内の園路とする。

7/33



同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「橋梁下部工における深礎杭工事」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した工事

②当初契約額又は最終契約額が１，０００万円以上の工事

③「橋梁下部工事」を含む工事

④「深礎杭工事」を含む工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

（注）ア．道路管理者以外が発注した工事も対象とする。

　　　イ．災害復旧工事などの道路事業以外の事業も対象とする。

「橋梁下部工事」に該当する工事

「橋梁下部工事」に該当しない工事

○仮設橋梁の下部工事

○橋梁以外の構造物

○躯体工事を含まない橋梁下部工事

「深礎杭工事」に該当しない工事

　一般供用する仮橋の下部工事、工事用道路としての仮橋及び仮桟橋の下部工事　など

　鋼製桟道工の下部工事、水管橋の下部工事、擁壁、建物　など

　仮設工のみ工事、掘削のみの工事　など

　既製杭、場所打杭、オープンケーソン、ニューマチックケーソン　など

○道路橋、歩道橋及び側道橋の下部工事

　 道路橋示方書に基づいて設計した橋梁下部工の躯体工事（土工、コンクリート工、
　 鉄筋工、仮設工など）

同種工事の名称 橋梁下部工における深礎杭工事 橋梁－４

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

「橋梁下部工事」とは、道路法上の道路又は一般車両や歩行者を通過させるための道路の
橋梁下部工の躯体を築造する工事とし、対象とする道路は、国道、県道、臨港道路（港湾管
理者が設置する通路を含む）、市町村道、農道、林道（林業専用道、森林作業道は含まない）
及び都市公園内の園路とする。
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「橋梁下部工におけるオープンケーソン工事」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した工事

②当初契約額又は最終契約額が１，０００万円以上の工事

③「橋梁下部工事」を含む工事

④「オープンケーソン工事」を含む工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

（注）ア．道路管理者以外が発注した工事も対象とする。

　　　イ．災害復旧工事などの道路事業以外の事業も対象とする。

「橋梁下部工事」に該当する工事

「橋梁下部工事」に該当しない工事

○仮設橋梁の下部工事

○橋梁以外の構造物

○躯体工事を含まない橋梁下部工事

「オープンケーソン工事」に該当しない工事

　一般供用する仮橋の下部工事、工事用道路としての仮橋及び仮桟橋の下部工事　など

　鋼製桟道工の下部工事、水管橋の下部工事、擁壁、建物　など

　仮設工のみ工事、掘削のみの工事　など

　既製杭、場所打杭、深礎杭、ニューマチックケーソン　など

○道路橋、歩道橋及び側道橋の下部工事

　 道路橋示方書に基づいて設計した橋梁下部工の躯体工事（土工、コンクリート工、
　 鉄筋工、仮設工など）

同種工事の名称
橋梁下部工における
オープンケーソン工事

橋梁－５

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

「橋梁下部工事」とは、道路法上の道路又は一般車両や歩行者を通過させるための道路の
橋梁下部工の躯体を築造する工事とし、対象とする道路は、国道、県道、臨港道路（港湾管
理者が設置する通路を含む）、市町村道、農道、林道（林業専用道、森林作業道は含まない）
及び都市公園内の園路とする。
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「橋梁下部工におけるニューマチックケーソン工事」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した工事

②当初契約額又は最終契約額が１，０００万円以上の工事

③「橋梁下部工事」を含む工事

④「ニューマチックケーソン工事」を含む工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

（注）ア．道路管理者以外が発注した工事も対象とする。

　　　イ．災害復旧工事などの道路事業以外の事業も対象とする。

「橋梁下部工事」に該当する工事

「橋梁下部工事」に該当しない工事

○仮設橋梁の下部工事

○橋梁以外の構造物

○躯体工事を含まない橋梁下部工事

「ニューマチックケーソン工事」に該当しない工事

　一般供用する仮橋の下部工事、工事用道路としての仮橋及び仮桟橋の下部工事　など

　鋼製桟道工の下部工事、水管橋の下部工事、擁壁、建物　など

　仮設工のみ工事、掘削のみの工事　など

　既製杭、場所打杭、深礎杭、オープンケーソン　など

○道路橋、歩道橋及び側道橋の下部工事

　 道路橋示方書に基づいて設計した橋梁下部工の躯体工事（土工、コンクリート工、
　 鉄筋工、仮設工など）

同種工事の名称
橋梁下部工における

ニューマチックケーソン工事
橋梁－６

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

「橋梁下部工事」とは、道路法上の道路又は一般車両や歩行者を通過させるための道路の
橋梁下部工の躯体を築造する工事とし、対象とする道路は、国道、県道、臨港道路（港湾管
理者が設置する通路を含む）、市町村道、農道、林道（林業専用道、森林作業道は含まない）
及び都市公園内の園路とする。
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「アンカー工事（削孔総延長１５０ｍ以上）」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した工事

②宮崎県内で施工した工事（配置予定技術者は除く）

③当初契約額又は最終契約額が１，０００万円以上の工事

④主たる工種の内容が「とび・土工・コンクリート工事」の場合は削孔総延長が１５０ｍ以上の

　アンカー工事、又は主たる工種の内容が「土木一式工事」 の場合は削孔総延長が４００ｍ以上の

　アンカー工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

（注）削孔総延長は、供用するアンカーの削孔長とする。

　　　 （※基本調査試験として実施したアンカーの削孔長は削孔総延長に含まない。）

同種工事の名称 アンカー工事（削孔総延長１５０ｍ以上） 法面－１

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

「アンカー工事」とは、「グランドアンカー設計施工基準・同解説」に基づき設計・施工された
最低アンカー長７ｍ以上の工事をいう。
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「現場吹付のり枠・吹付工事（７００㎡以上）」とは、①～⑤の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した工事

②宮崎県内で施工した工事（配置予定技術者は除く）

③当初契約額又は最終契約額が１，０００万円以上の工事

④施工面積が７００㎡以上の「現場吹付のり枠・吹付工事」を含む工事

⑤主たる工種の内容が「とび・土工・コンクリート工事」である工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

「現場吹付のり枠・吹付工事」に該当する工事

「現場吹付のり枠・吹付工事」に該当しない工事

　現場吹付のり枠工（簡易な吹付のり枠工（軽量のり枠吹付等）を含む）、
　客土吹付工（ラス金網張工を伴うもの）、
　植生基材吹付工（ラス金網張工を伴うもの）、
　モルタル吹付工（ラス金網張工を伴うもの）、
　コンクリート吹付工（ラス金網張工を伴うもの）　　　　など

　現場打コンクリートのり枠工、種子吹付工、植生基材注入工事　など

同種工事の名称
現場吹付のり枠・吹付工事

（７００㎡以上）
法面－２

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

「現場吹付のり枠・吹付工事」とは、現場吹付のり枠工事又はラス金網張工を伴う吹付工事をいう。
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「落石防止網等設置工事」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した工事

②宮崎県内で施工した工事（配置予定技術者は除く）

③当初契約額又は最終契約額が２５０万円以上の工事

④「落石防止網等」の設置を含む工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

「落石防止網等」に該当する工事

「落石防止網等」に該当しない工事

○落石防護工
  覆式落石防止網、ポケット式落石防止網、
　高エネルギー吸収タイプ型落石防護柵、高強度ネット　など
○落石予防工
  覆式落石防止網、ポケット式落石防止網、
　高エネルギー吸収タイプ型落石防護柵、ワイヤーロープ掛工、
　高強度ネット　など

　落石防護柵（高エネルギー吸収タイプは除く）、
※

鉄筋挿入による自然斜面補強土工事

※鉄筋挿入による自然斜面補強土工事とは、地山に打設した補強材（ロックボルト）の補強
効果と、補強材に取り付けた支圧版とワイヤーロープ等による土塊の押さえ込み効果により
表層土砂の安定を図る工事をいう。

同種工事の名称 落石防止網等設置工事 法面－３

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

「落石防止網等」とは、ネット、ワイヤー、ロープのいずれかを使用した柔構造の落石対策工

をいう。ただし、落石防護柵（高エネルギー吸収タイプは除く）及び
※

鉄筋挿入による自然斜面
補強土工事は、対象としないものとする。
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

①国又は都道府県が発注した工事

②宮崎県内で施工した工事（配置予定技術者は除く）

③当初契約額又は最終契約額が１，０００万円以上の工事

④主たる工種の内容が「とび・土工・コンクリート工事」で削孔総延長が２００ｍ以上の鉄筋挿入

　 工事等を含む法面工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２． 「鉄筋挿入工事等」とは、補強材の長さが２ｍ以上の鉄筋挿入工、ロックボルト工をいい

（仮設は除く）、鉄筋挿入による自然斜面補強土工事※を含む。

（注）削孔総延長は、供用する鉄筋挿入工等の削孔長とする。

　　　 （適合性試験として実施した鉄筋挿入工等の削孔長は削孔総延長に含まない。）

「鉄筋挿入工事等（削孔総延長２００ｍ以上）」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

※鉄筋挿入による自然斜面補強工事とは、地山に打設した補強材（ロックボルト）の補強効
果と、補強材に取り付けた　 支圧版とワイヤーロープ等による土塊の押さえ込み効果により
表層土砂の安定を図る工事をいう。

同種工事の名称
鉄筋挿入工事等

（削孔総延長２００ｍ以上）
法面－４
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「港湾等のケーソン製作工事」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した工事

②宮崎県内で施工した工事

③当初契約額又は最終契約額が１,０００万円以上の工事

④港湾等の工事に関する２００ｔ以上のケーソン製作工事を含む工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

（注）　災害復旧工事などの事業も対象とする。

３．

（注）　２００ｔ以上とは、ケーソン本体重量のことであり、摩擦増大ﾏｯﾄやﾊﾞﾗｽﾄ材は含まない。

４． 「港湾等のケーソン製作工事」に該当する工事

５． 「港湾等のケーソン製作工事」に該当しない工事

○ケーソン据付のみの工事（ケーソン製作を含まない工事）

○200ｔ未満のケーソン製作工事

○ケーソン以外の製作工事

　　セルラーブロック、方塊（コンクリートブロック）、直立消波ブロック、
　　Ｌ型ブロック、異形消波ブロック、被覆ブロック、根固ブロック　など

「ケーソン製作工事」とは、岸壁、物揚場、防波堤、護岸、防砂堤、突堤のケーソン（本体工）
の製作工事をいう。

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

同種工事の名称 港湾－１港湾等のケーソン製作工事

○防波堤等の外郭施設、岸壁等の係留施設、海岸施設等のケーソン（２００ｔ以上）製作工事
など
○ケーソン製作用台船方式、海上打継方式、陸上施工方式によるケーソン製作工事　など

「港湾等の工事」とは、港湾、漁港、水産、海岸等の工事をいう。

15/33



同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「港湾等のケーソン据付工事(１，５００t以上)」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した海上工事

②宮崎県内で施工した工事

③当初契約額又は最終契約額が１,０００万円以上の工事

④港湾等の工事に関する１，５００t以上のケーソン据付工事を含む工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

３．

（注）　災害復旧工事などの事業も対象とする。

４．

（注）　１，５００ｔ以上とは、ケーソン本体重量のことであり、摩擦増大ﾏｯﾄやﾊﾞﾗｽﾄ材は含まない。

５． 「港湾等のケーソン据付工事(１，５００t以上)」に該当する工事

６． 「港湾等のケーソン据付工事(１，５００t以上)」に該当しない工事

○ケーソン製作のみの工事（ケーソン据付を含まない工事）

○ケーソン以外の据付工事

　　セルラーブロック、方塊（コンクリートブロック）、直立消波ブロック、
　　Ｌ型ブロック、異形消波ブロック、被覆ブロック、根固ブロック　など

「１，５００t以上のケーソン据付工事」とは、岸壁、物揚場、防波堤、護岸、防砂堤、突堤の
ケーソン（本体工）の据付工事ををいう。

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

同種工事の名称 港湾－２
港湾等のケーソン据付工事

(１，５００t以上)

○防波堤等の外郭施設、岸壁等の係留施設、海岸施設等のケーソン据付工事　など

「海上工事」とは、港湾、漁港、水産、海岸等の工事において作業船（起重機船、台船、曳船、
ガット船、潜水士船等を１隻以上又は兼用船を１隻以上）を用いて行う工事をいう。

「港湾等の工事」とは、港湾、漁港、水産、海岸等の工事をいう。
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「港湾等のケーソン据付工事(１，５００t未満)」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した海上工事

②宮崎県内で施工した工事

③当初契約額又は最終契約額が１,０００万円以上の工事

④港湾等の工事に関する２００ｔ以上１，５００t未満のケーソン据付工事を含む工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

３．

（注）　災害復旧工事などの事業も対象とする。

４．

（注）　２００ｔ以上１，５００ｔ未満とは、ケーソン本体重量のことであり、摩擦増大ﾏｯﾄやﾊﾞﾗｽﾄ材は含まない。

５． 「港湾等のケーソン据付工事(１，５００t未満)」に該当する工事

６． 「港湾等のケーソン据付工事(１，５００t未満)」に該当しない工事

○ケーソン製作のみの工事（ケーソン据付を含まない工事）

○ケーソン以外の据付工事

　　セルラーブロック、方塊（コンクリートブロック）、直立消波ブロック、
　　Ｌ型ブロック、異形消波ブロック、被覆ブロック、根固ブロック　など

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

同種工事の名称 港湾－３
港湾等のケーソン据付工事

(１，５００t未満)

○防波堤等の外郭施設、岸壁等の係留施設、海岸施設等のケーソン据付工事　など

「海上工事」とは、港湾、漁港、水産、海岸等の工事において作業船（起重機船、台船、曳
船、ガット船、潜水士船等を１隻以上又は兼用船を１隻以上）を用いて行う工事をいう。

「港湾等の工事」とは、港湾、漁港、水産、海岸等の工事をいう。

「２００ｔ以上１，５００t未満のケーソン据付工事」とは、岸壁、物揚場、防波堤、護岸、防砂堤、
突堤のケーソン（本体工）の据付工事ををいう。
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「港湾等の防波堤等上部工工事(海上工事・海上打設)」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した工事

②宮崎県内で施工した工事

③当初契約額又は最終契約額が１,０００万円以上の工事

④港湾等の工事に関する防波堤等上部工工事（海上打設）を含む工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

３．

（注）　災害復旧工事などの事業も対象とする。

４．

５． 「港湾等の防波堤等上部工工事(海上打設)」に該当する工事

６． 「港湾等の防波堤等上部工工事(海上打設)」に該当しない工事

○作業船を用いずに、上部工を打設する工事

　　陸上クレーン打設、陸上コンクリートポンプ車打設　など

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

同種工事の名称 港湾－４
港湾等の防波堤等上部工工事

(海上工事・海上打設)

「海上工事」とは、港湾、漁港、水産、海岸等の工事において作業船（起重機船、台船、曳船、
ガット船、潜水士船等を１隻以上又は兼用船を１隻以上）を用いて行う工事をいう。

「港湾等の工事」とは、港湾、漁港、水産、海岸等の工事をいう。

「防波堤等上部工工事(海上打設)」とは、作業船を用いて、防波堤等上部工を打設する工事
をいう。

　台船バケット打設方式、コンクリートミキサー船打設方式などによる防波堤・防砂堤・突堤な
どの外郭施設や岸壁・物揚場などの係留施設の上部工工事
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「港湾等の浚渫等工事(海上工事)」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した工事

②宮崎県内で施工した工事

③当初契約額又は最終契約額が２５０万円以上の工事

④港湾等の工事に関するしゅんせつ工事、又は海上工事における床堀工事を含む工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

３．

（注）　災害復旧工事などの事業も対象とする。

４．

５． 「港湾等の浚渫等工事(海上工事)」に該当する工事

６． 「港湾等の浚渫等工事(海上工事)」に該当しない工事

○　港湾・漁港区域以外の河川の浚渫工事または床堀工事

「しゅんせつ工事、又は海上工事における床堀工事」とは、作業船を用いて、浚渫や構造物
の床堀を行う工事をいう。

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

同種工事の名称 港湾－５
港湾等の浚渫等工事

(海上工事)

　ポンプ浚渫船、グラブ浚渫船、バックホウ浚渫船などを用いて行う泊地・航路等の浚渫工事
または構造物の床堀工事

○　作業船を用いず、陸上からのバックホウやクラムシェルなどを用いて行う浚渫
　　または床堀工事

「海上工事」とは、港湾、漁港、水産、海岸等の工事において作業船（起重機船、台船、曳船、
ガット船、潜水士船等を１隻以上又は兼用船を１隻以上）を用いて行う工事をいう。

「港湾等の工事」とは、港湾、漁港、水産、海岸等の工事をいう。
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「港湾等の異形ブロック等製作工事（８０ｔ以上）」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

1 ①国又は都道府県が発注した工事

②宮崎県内で施工した工事

③当初契約額又は最終契約額が２５０万円以上の工事

④港湾等の工事に関する公称重量が80トン以上の異形ブロック等の製作を含む工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

（注）　災害復旧工事などの事業も対象とする。

３．

４．

５．

「港湾等の工事」とは、港湾、漁港、水産、海岸及び河川等の工事をいう。

「異形ブロック等」とは、消波ブロック、被覆ブロック、根固ブロック、魚礁ブロック、方塊ブロッ
ク、Ｌ型ブロック、セルラーブロック、ケーソン等のプレキャスト部材のブロック塊をいう。

○異形ブロック等の据付のみの工事（異形ブロック等の製作を含まない工事）

同種工事の名称
港湾等の異形ブロック等製作工事
（８０ｔ以上）

港湾－６

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

○防波堤等の外郭施設、岸壁等の係留施設、水産施設、海岸施設及び河川施設等の異形
ブロック等の製作工事。

「港湾等の異形ブロック等製作工事（８０ｔ以上）」に該当する工事

「港湾等の異形ブロック等製作工事（８０ｔ以上）」に該当しない工事
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「港湾等の異形ブロック等据付工事（８０ｔ以上）」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した海上工事

②宮崎県内で施工した工事

③当初契約額又は最終契約額が２５０万円以上の工事

④港湾等の工事に関する公称重量が80トン以上の異形ブロック等の据付を含む工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

３．

（注）　災害復旧工事などの事業も対象とする。

４．

５． 「港湾等の異形ブロック等据付工事（８０ｔ以上）」に該当する工事

６． 「港湾等の異形ブロック等据付工事（８０ｔ以上）」に該当しない工事

○異形ブロック等の製作のみの工事（異形ブロック等の据付を含まない工事）

「港湾等の工事」とは、港湾、漁港、水産、海岸等の工事をいう。

「異形ブロック等」とは、消波ブロック、被覆ブロック、根固ブロック、魚礁ブロック、方塊ブロッ
ク、Ｌ型ブロック、セルラーブロック、ケーソン等のプレキャスト部材のブロック塊をいう。

○防波堤等の外郭施設、岸壁等の係留施設、海岸施設等の異形ブロック等の据付工事など

同種工事の名称
港湾等の異形ブロック等据付工事
（８０ｔ以上）

港湾－７

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

「海上工事」とは、港湾、漁港、水産、海岸等の工事において作業船（起重機船、台船、曳船、
ガット船、潜水士船等を１隻以上又は兼用船を１隻以上）を用いて行う工事をいう。
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「港湾等の防波堤等上部工工事(海上工事・陸上打設)」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した海上工事

②宮崎県内で施工した工事

③当初契約額又は最終契約額が１,０００万円以上の工事

④港湾等の工事に関する防波堤等上部工工事（陸上打設）を含む工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

３．

（注）　災害復旧工事などの事業も対象とする。

４．

５． 「港湾等の防波堤等上部工工事(陸上打設)」に該当する工事

６． 「港湾等の防波堤等上部工工事(陸上打設)」に該当しない工事

○作業船を用いて、上部工を打設する工事

　　台船バケット打設方式、コンクリートミキサー船打設方式　など

　陸上クレーン打設、陸上コンクリートポンプ車打設などによる防波堤・防砂堤・突堤などの外郭
施設や岸壁・物揚場などの係留施設の上部工工事

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

「海上工事」とは、港湾、漁港、水産、海岸等の工事において作業船（起重機船、台船、曳船、
ガット船、潜水士船等を１隻以上又は兼用船を１隻以上）を用いて行う工事をいう。

「港湾等の工事」とは、港湾、漁港、水産、海岸等の工事をいう。

同種工事の名称
港湾等の防波堤等上部工工事

(海上工事・陸上打設)
港湾－８

「防波堤等上部工工事(陸上打設)」とは、作業船を用いずに、防波堤等上部工を打設する工事を
いう。
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「港湾等の防波堤等上部工工事(陸上工事)」とは、①～④の全てを満たす工事とする。

①国又は都道府県が発注した陸上工事

②宮崎県内で施工した工事

③当初契約額又は最終契約額が１,０００万円以上の工事

④港湾等の工事に関する防波堤等上部工工事（陸上打設）を含む工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

（該当しない発注者）

２．

３．

（注）　災害復旧工事などの事業も対象とする。

４．

５． 「港湾等の防波堤等上部工工事(陸上打設)」に該当する工事

６． 「港湾等の防波堤等上部工工事(陸上打設)」に該当しない工事

○作業船を用いて、上部工を打設する工事

　　台船バケット打設方式、コンクリートミキサー船打設方式　など

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

「陸上工事」とは、港湾、漁港、水産、海岸等の工事において、作業船（起重機船、台船、曳船、
ガット船、潜水士船等又は兼用船）は使用しないが潮汐、波浪の影響のある場所での工事をい
う。

「港湾等の工事」とは、港湾、漁港、水産、海岸等の工事をいう。

同種工事の名称
港湾等の防波堤等上部工工事

(陸上工事)
港湾－９

「防波堤等上部工工事(陸上打設)」とは、作業船を用いずに、防波堤等上部工を打設する工事を
いう。

　陸上クレーン打設、陸上コンクリートポンプ車打設などによる防波堤・防砂堤・突堤などの外郭
施設や岸壁・物揚場などの係留施設の上部工工事
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞
「道路トンネル補修工事」とは、①～④の全てを満たす工事とする。
①国又は都道府県が発注した工事
②宮崎県内で施工した工事（配置予定技術者は除く）
③当初契約額又は最終契約額が２５０万円以上の工事
④工事の内容が「道路トンネル補修工事」、「道路トンネル新設工事」または道路橋における
　「橋梁補修工事（コンクリート構造物補修･補強）」のいずれかを含む工事

１． 国又は都道府県に該当する発注者
国　：　国土交通省、農林水産省など
都道府県　：　知事部局、教育庁、警察本部、企業局など

　　　　（該当しない発注者）

２．

３．

（注）ア．一般に供用する仮道は含まない。
　　　イ．道路管理者以外が発注した工事も対象とする。
　　　ウ．災害復旧工事などの道路事業以外の事業も対象とする。

４． 「道路トンネル補修工事」とは、既設道路トンネルに関する漏水対策及び補修・補強工事をいう。

「道路トンネル補修工事」に該当する工事

「道路トンネル補修工事」に該当しない工事

５． 「道路トンネル新設工事」とは、道路トンネルに関する新設工事をいう。

「道路トンネル新設工事」に該当する工事

「道路トンネル新設工事」に該当しない工事

６． 「橋梁補修工事（コンクリート構造物補修･補強）」とは、道路橋に関する補修・補強工事又は新設工事をいう。

「橋梁補修工事（コンクリート構造物補修･補強）」に該当する工事

「橋梁補修工事（コンクリート構造物補修･補強）」に該当しない工事
○地覆の補修工事、高欄の取替、伸縮継手の取替工事　等

道路トンネル本体工事

防護柵及び排水工の設置、舗装、内装板設置、照明・設備工事　等

○ＰＣ橋上部工（ポストテンション方式又はプレテンション方式）の新設工事
○コンクリート床版を有する鋼橋上部工の新設工事
○コンクリート橋上部工の補修工事
　・コンクリート橋のひび割れ注入や断面修復による桁や床版の補修工事
○コンクリート橋上部工の補強（耐震補強を含む）工事
　・コンクリート橋の炭素繊維シ－ト貼付や鋼板接着等による桁や床版の補強工事
　・コンクリート橋の桁連結等による落橋防止工事
　・コンクリート橋の外ケ－ブルによる補強工事
○鋼橋のコンクリート床版の補修工事
　・鋼橋のひび割れ注入や断面修復によるコンクリート床版の補修工事
○鋼橋のコンクリート床版の補強工事
　・鋼橋の炭素繊維シ－ト貼付や鋼板接着等によるコンクリート床版の補強工事
○橋梁下部本体の補修・補強工事
　・ひび割れ注入や断面修復による橋梁下部本体の補修工事
　・繊維シートや鋼鈑などの材料を使用した接着工法による補強工事
　・プレストレス導入による補強工事

線導水、面導水、覆工コンクリートの補修・補強、裏込注入工、ロックボルト、吹付コンクリート、
繊維シート工　等

覆工コンクリートの保護塗装、防護柵及び排水工の設置、舗装、内装板設置、照明・設備工事　等

各高速道路株式会社（日本道路公団も含む）、県道路公社、市町村、
森林整備センター（森林農地整備センター、緑資源機構、緑資源公団も含む）　など

　 道路トンネルとは、道路法上の道路又は一般車両を通過させるための道路におけるトンネルをいい、対象
とする道路は、国道、県道、臨港道路、市町村道、農道及び林道をいう（仮道は含まない）。

  「道路橋」とは、道路法上の道路又は一般車両を通過させるための道路における橋梁や横断歩道橋、橋長２
ｍ以上かつ土被り１ｍ未満のカルバートをいい、対象とする道路は、国道、県道、臨港道路、市町村道、農道
及び林道とする。

同種工事の名称 道路トンネル補修工事 補修－１
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「公共建築物に関する建築一式工事」とは、①～③の全てを満たす工事とする。

①　国、都道府県又は市町村が発注した工事

②　主たる工種の内容が、建築物の新築、増築又は改築に係る「建築一式工事」であること

③　工事に係る建築物の構造規模等が、次のア．イを全て満たすこと

　ア．　構造は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること

　イ．　延床面積（増築にあっては、増築部分（複数ヶ所増築の場合は主たる１ヶ所部分）の面積

　　　 とする。）は、１棟の延床面積として１，０００㎡以上であること

１． 国、都道府県又は市町村に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省、文部科学省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、病院局、企業局　など

市町村　：　市町村、一部事務組合、広域連合　など

（該当しない発注者）

２．

３． 「新築、増築又は改築」に該当しない工事種別

　用途変更、大規模な修繕、大規模な模様替、改修（耐震補強、景観改善、外壁改修等）、解
体　など

同種工事の名称
公共建築物に関する建築一式工事
（鉄筋コンクリート造１，０００㎡以上）

建築－１

　公社、財団法人、社団法人、独立行政法人　など

「建築物」とは、建築基準法第２条第１号に定める建築物とする。
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「公共建築物に関する建築一式工事」とは、①～③の全てを満たす工事とする。

①　国、都道府県又は市町村が発注した工事

②　主たる工種の内容が、建築物の新築、増築又は改築に係る「建築一式工事」であること

③　工事に係る建築物の構造規模等が、次のア．イを全て満たすこと

　ア．　構造は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること

　イ．　延床面積（増築にあっては、増築部分（複数ヶ所増築の場合は主たる１ヶ所部分）の面積

　　　 とする。）は、１棟の延床面積として５００㎡以上１，０００㎡未満であること

１． 国、都道府県又は市町村に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省、文部科学省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、病院局、企業局　など

市町村　：　市町村、一部事務組合、広域連合　など

（該当しない発注者）

２．

３． 「新築、増築又は改築」に該当しない工事種別

　用途変更、大規模な修繕、大規模な模様替、改修（耐震補強、景観改善、外壁改修等）、解
体　など

同種工事の名称
公共建築物に関する建築一式工事

（鉄筋コンクリート造５００㎡以上１，０００㎡未
満）

建築－２

　公社、財団法人、社団法人、独立行政法人　など

「建築物」とは、建築基準法第２条第１号に定める建築物とする。
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「公共建築物に関する建築改修工事」とは、①～③の全てを満たす工事とする。

①　国又は都道府県に該当する発注者

②　工事の内容が建築物の改修に係る「建築一式工事」であること

③　当初契約額又は最終契約額が１，０００万円以上であること

１．

国　：国土交通省、農林水産省、文部科学省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、病院局、企業局　など

（該当しない発注者）

２．

３． 建築物の改修に係る「建築一式工事」に該当する工事種別

（該当しない工事種別）

「建築物」とは、建築基準法第２条第１号に定める建築物とする。

　大規模な修繕、大規模な模様替、改修（耐震補強、景観改善、外壁改修等）　など

　新築、増築、改築、外構など
　専門工事（解体、防水、塗装、建具等）など

同種工事の名称 公共建築物に関する建築改修工事 建築－３

国又は都道府県に該当する発注者

　公社、財団法人、社団法人、独立行政法人　など
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「公共建築物に関する電気工事」とは、①～③の全てを満たす工事とする。

①　国、都道府県又は市町村が発注した工事

②　主たる工種の内容が、建築物の新築、増築又は改築に係る「電気工事」であること

③　工事に係る建築物の構造規模等が次のア．イを全て満たすこと

　ア．　構造は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造（軽量鉄骨造を除く）

　イ．　延床面積（増築にあっては、増築部分（複数ヶ所増築の場合は主たる１ヶ所部分）の面積

　　　 とする。）は、１棟の延床面積として１，０００㎡以上であること

１． 国、都道府県又は市町村に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省、文部科学省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、病院局、企業局　など

市町村　：　市町村、一部事務組合、広域連合　など

（該当しない発注者）

２．

３． 「新築、増築又は改築」に該当しない工事種別

　　　であること

　公社、財団法人、社団法人、独立行政法人　など

「建築物」とは、建築基準法第２条第１号に定める建築物とする。

　用途変更、大規模な修繕、大規模な模様替、改修（耐震補強、景観改善、外壁改修等）、解
体　など

同種工事の名称
公共建築物に関する電気工事
（鉄筋コンクリート造・鉄骨造

１，０００㎡以上）
電気－１
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「公共建築物に関する電気改修工事」とは、①～③の全てを満たす工事とする。

①　国又は都道府県に該当する発注者

②　工事の内容が建築物の改修に係る「電気工事」であること

③　当初契約額又は最終契約額が１，０００万円以上であること

１．

国　：国土交通省、農林水産省、文部科学省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、病院局、企業局　など

（該当しない発注者）

２．

３． 建築物の改修に係る「電気工事」に該当する工事種別

（該当しない工事種別）

「建築物」とは、建築基準法第２条第１号に定める建築物とする。

　電気設備改修工事、照明設備改修工事、太陽光発電設備設置工事、耐震補強に係る電気
工事　など

　新築・増築・改築に係る電気工事、外構工事　など

同種工事の名称 公共建築物に関する電気改修工事 電気－２

国又は都道府県に該当する発注者

　公社、財団法人、社団法人、独立行政法人　など
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「公共建築物に関する管工事」とは、①～③の全てを満たす工事とする。

①　国、都道府県又は市町村が発注した工事

②　主たる工種の内容が、建築物の新築、増築又は改築に係る「管工事」であること

③　工事に係る建築物の構造規模等が、次のア．イを全て満たすこと

　ア．　構造は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造（軽量鉄骨造を除く）

　イ．　延床面積（増築にあっては、増築部分（複数ヶ所増築の場合は主たる１ヶ所部分）の面積

　　　 とする。）は、１棟の延床面積として１，０００㎡以上であること

１． 国、都道府県又は市町村に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省、文部科学省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、病院局、企業局　など

市町村　：　市町村、一部事務組合、広域連合　など

（該当しない発注者）

２．

３． 「新築、増築又は改築」に該当しない工事種別

　用途変更、大規模な修繕、大規模な模様替、改修（耐震補強、景観改善、外壁改修等）、解
体　など

同種工事の名称
公共建築物に関する管工事
（鉄筋コンクリート造・鉄骨造

１，０００㎡以上）
管－１

　　　であること

　公社、財団法人、社団法人、独立行政法人　など

「建築物」とは、建築基準法第２条第１号に定める建築物とする。
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「公共建築物に関する管改修工事」とは、①～③の全てを満たす工事とする。

①　国又は都道府県に該当する発注者

②　工事の内容が建築物の改修に係る「管工事」であること

③　当初契約額又は最終契約額が１，０００万円以上であること

１．

国　：国土交通省、農林水産省、文部科学省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、病院局、企業局　など

（該当しない発注者）

２．

３． 建築物の改修に係る「管工事」に該当する工事種別

（該当しない工事種別）

　公社、財団法人、社団法人、独立行政法人　など

「建築物」とは、建築基準法第２条第１号に定める建築物とする。

　給排水衛生設備改修工事、空調設備改修工事、耐震補強に係る管工事　など

　新築・増築・改築に係る管工事、下水道接続工事、浄化槽設置工事、外構工事　など

同種工事の名称 公共建築物に関する管改修工事 管－２

国又は都道府県に該当する発注者
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「公共建築物に関する空調工事」とは、①～③の全てを満たす工事とする。

①　国、都道府県又は市町村が発注した工事

②　主たる工種の内容が、建築物の新築、増築又は改築に係る「空調工事」であること

③　工事に係る建築物の構造規模等が、次のア．イを全て満たすこと

　ア．　構造は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造（軽量鉄骨造を除く）

　イ．　延床面積（増築にあっては、増築部分（複数ヶ所増築の場合は主たる１ヶ所部分）の面積

　　　 とする。）は、１棟の延床面積として１，０００㎡以上であること

１． 国、都道府県又は市町村に該当する発注者

国　：国土交通省、農林水産省、文部科学省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、病院局、企業局　など

市町村　：　市町村、一部事務組合、広域連合　など

（該当しない発注者）

２．

３． 「新築、増築又は改築」に該当しない工事種別

４． 「空調工事」に該当する工事種別

「建築物」とは、建築基準法第２条第１号に定める建築物とする。

　用途変更、大規模な修繕、大規模な模様替、改修（耐震補強、景観改善、外壁改修等）、解
体　など

　冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事

同種工事の名称
公共建築物に関する空調工事
（鉄筋コンクリート造・鉄骨造

１，０００㎡以上）
空調－１

　　　であること

　公社、財団法人、社団法人、独立行政法人　など
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同種工事の番号

　＜同種工事の定義＞

「公共建築物に関する空調改修工事」とは、①～③の全てを満たす工事とする。

①　国又は都道府県に該当する発注者

②　工事の内容が建築物の改修に係る「空調工事」であること

③　当初契約額又は最終契約額が１，０００万円以上であること

１．

国　：国土交通省、農林水産省、文部科学省など

都道府県　：知事部局、教育庁、警察本部、病院局、企業局　など

（該当しない発注者）

２．

３． 建築物の改修に係る「空調工事」に該当する工事種別

（該当しない工事種別）

４． 「空調工事」に該当する工事種別

　空調設備改修工事、耐震補強に係る空調工事　など

　新築・増築・改築に係る空調工事　など

　冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事

同種工事の名称 公共建築物に関する空調改修工事 空調－２

国又は都道府県に該当する発注者

　公社、財団法人、社団法人、独立行政法人　など

「建築物」とは、建築基準法第２条第１号に定める建築物とする。
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