
島根県公共工事共通仕様書（R4.4.1）適用

提示する書類 提示する条件
提示
時期

第 1 編共 通 編

産業廃棄物管理票（紙または電子マニフェスト） 産業廃棄物が搬出される工事 1-1-1-18 建設副産物 2.マニフェスト 完成時

出来形・品質管理基準、写真管理基準に定められている
記録及び関係書類の資料等

監督職員から請求のあった場合
（竣工検査時に提出）

1-1-1-23 施工管理 8.記録及び関係書類 施工中

安全教育及び安全訓練等の実施状況の資料 監督職員から請求があった場合 1-1-1-26 工事中の安全確保 13.安全教育・訓練等の記録 施工中

火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳、従事者手帳 監督職員から請求のあった場合 1-1-1-27 爆発及び火災の防止 1.火薬類の使用 施工中

特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票 監督職員から請求のあった場合 1-1-1-30 環境対策 7.特定特殊自動車の燃料 施工中

道路工事等保安施設記載簿（島根県公共工事共通仕様
書様式集様式第65号）

交通保安上の措置を施さなければ
ならない場合

1-1-1-32 交通安全管理
3.道路工事等保安施設記録
簿

施工中

交通安全管理警備業者との委託ができないことを証明す
る書類　（３者以上の警備業者分）

自社従業員による交通誘導を行おう
とする場合

1-1-1-32 交通安全管理 特記事項 施工中

官公庁等への諸手続において許可、承認等を得た書面
許可、承認等を得たとき
（監督職員から請求があった場合提
出）

1-1-1-35 官公庁等への手続等 3.諸手続等の提示、提出 着手前

地山の土及び岩の分類の境界の確認資料
監督職員又は検査職員から請求の
あった場合

1-2-3-1
1-2-4-1

一般事項
2.地山の土及び岩の分類
4.地山の土及び岩の分類

施工中
完成時

JIS製品は、レディーミクストコンクリート配合計画書及び
レディーミクストコンクリート納入書

JIS製品以外は、レディーミクストコンクリート配合計画書
及び基礎資料、レディーミクストコンクリート納入書又は
バッチごとの計量記録

現場練りコンクリートの計量設備の計測精度の定期的な
点検結果

監督職員又は検査職員から請求が
あった場合

1-3-5-4 材料の計量及び練混ぜ 1.計量装置
施工中
完成時

鉄筋を熱して加工する時の既往の実績の調査、現地にお
ける試験及び確認資料

監督職員又は検査職員から請求が
あった場合

1-3-7-3 加工 2.鉄筋加工時の温度
施工中
完成時

鉄筋の継手に圧接継手、溶接継手又は機械式継手を用
いる場合に施工方法及びその品質を証明する資料

監督職員又は検査職員から請求が
あった場合

1-3-7-5 継手 4.継手構造の選定
施工中
完成時

圧接工の技量確認のための資格証明書等
監督職員又は検査職員から請求が
あった場合

1-3-7-6 ガス圧接 1.圧接工の資格
施工中
完成時

第 2 編材 料 編

工事に使用した材料の品質を証明する試験成績表、性能
試験結果、ミルシート等の品質規格証明書（設計図書で
提出が定められているものを除く）

監督職員又は検査職員から請求の
あった場合
JISマーク表示品は写真等確認資料
の提示で変えることができる

2-1-2 工事材料の品質 1.一般事項
施工中
完成時

第 3 編土木工事共通編

施工管理記録、写真等の資料
段階確認において臨場を机上とした
場合

3-1-1-4
監督職員による確認、 及
び立会等

7.段階確認の臨場 施工中

出来形測量の結果を基に土木工事数量算出要領（案）及
び設計図書に従った出来形数量

監督職員から請求のあった場合
（工事完成時までに提出）

3-1-1-5 数量の算出 2.出来形数量の提出 施工中

10年以上の現場経験を有し、技術士又は１級土木施工管
理技士の資格を有することが確認できる資料

品質証明員を定めた場合 3-1-1-6 品質証明 (5) 施工中

プレストレッシングの順序、緊張力、ＰＣ鋼材の抜出し量、
緊張の日時、コンクリートの強度等の記録

監督職員又は検査職員から請求が
あった場合

3-2-3-13
ポストテンション桁製作
工

3.ＰＣ緊張の施工
施工中
完成時

橋と支承の相対位置が標準位置となるよう温度補正を
行って据付け位置を決定した資料

監督職員又は検査職員から請求が
あった場合

3-2-3-24 伸縮装置工 1.一般事項
施工中
完成時

現場塗装終了後の塗膜厚測定記録
監督職員又は検査職員から請求が
あった場合（工事完成時に提出）

3-2-3-31 現場塗装工 16.検査　（1）
施工中
完成時

塗料の品質、製造年月日、ロット番号、色彩及び数量 塗料の現場搬入時 施工中

出荷証明書及び塗料成績表（製造年月日、ロット番号、色
採、数量を明記）　（塗布作業開始前）

監督職員又は検査職員から請求が
あった場合

施工中
完成時

根拠条文等
（島根県公共工事共通仕様書）

工事の提示書類一覧

施工中
完成時

2.JISのレディーミクストコンク
リート

工場の選定1-3-3-2
監督職員又は検査職員から請求が
あった場合

3-2-3-31 現場塗装工 16.検査　（7）
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提示する書類 提示する条件
提示
時期

根拠条文等
（島根県公共工事共通仕様書）

杭の打止め施工記録　（施工計画書に記載した管理方法
等に基づく）

監督職員から請求があった場合
（工事完成時に提出）

3-2-4-4 既製杭工 4.施工計画書、施工記録 施工中

杭先端が支持層付近に達した時点で支持層の確認のた
めの資料

監督職員から請求があった場合
（工事完成時に提出）

3-2-4-4 既製杭工 14.杭支持層の確認・記録 施工中

溶接工の資格証明書 監督職員から求めがあった場合 3-2-4-4 既製杭工
21.鋼管杭・Ｈ鋼杭の現場継
手 (3)

施工中

杭の現場溶接継手に関する溶接条件、溶接作業、検査結
果等の記録

監督職員から請求のあった場合
（工事完成時に提出）

3-2-4-4 既製杭工
21.鋼管杭・Ｈ鋼杭の現場継
手 (10)

施工中

杭の施工記録　（施工計画書に記載した杭長決定の管理
方法等に基づく）

監督職員から請求があった場合
（工事完成時に提出）

3-2-4-5 場所打杭工 2.施工計画書、施工記録 施工中

場所打杭工が設計図書に示した支持地盤に達したことを
確認した時の掘削深さ、掘削土砂、地質柱状図及びサン
プルなどの資料

監督職員から請求があった場合
（工事完成時に提出）

3-2-4-5 場所打杭工 8.支持地盤の確認 施工中

孔底が設計図書に示す支持地盤に達したことを確認した
時の掘削深度、掘削土砂、地質柱状図などの資料

監督職員から請求のあった場合
（工事完成時に提出）

3-2-4-6 深礎工 4.支持地盤の確認 施工中

グラウトの施工記録　（施工計画書に記載した注入方法に
基づく）

監督職員から請求のあった場合
（工事完成時に提出）

3-2-4-6 深礎工 12.施工計画書、施工記録 施工中

オープンケーソンの施工記録
監督職員から請求のあった場合
（工事完成時に提出）

3-2-4-7 オープンケーソン基礎工 4.施工記録の整備、保管 施工中

オープンケーソン底面の支持地盤条件が設計図書を満足
する資料

監督職員から請求のあった場合
（工事完成時に提出）

3-2-4-7 オープンケーソン基礎工 9.支持地盤の確認 施工中

ニューマチックケーソンの施工記録
監督職員から請求のあった場合
（工事完成時に提出）

3-2-4-8
ニューマチックケーソン
基礎工

3.施工記録の整備、保管 施工中

ニューマチックケーソン底面地盤の平板載荷試験記録
監督職員から請求のあった場合
（工事完成時に提出）

3-2-4-8
ニューマチックケーソン
基礎工

7.底面地盤の支持力と地盤
反力係数

施工中

鋼管矢板の施工記録　（施工計画書に記載した杭長決定
の管理方法等に基づく）

監督職員から請求のあった場合
（工事完成時に提出）

3-2-4-9 鋼管矢板基礎工 2.施工計画書、施工記録 施工中

溶接工の資格証明書 監督職員から求めがあった場合 3-2-4-9 鋼管矢板基礎工 11.鋼管矢板の溶接 (3) 施工中

杭の現場溶接継手に関する溶接条件、溶接作業、検査結
果等の記録

監督職員から請求のあった場合
（工事完成時に提出）

3-2-4-9 鋼管矢板基礎工 11.鋼管矢板の溶接 (9) 施工中

設計図書に示す品質が得られることを確認した資料 監督職員から請求があった場合 3-2-6-11
グースアスファルト舗装
工

9.設計アスファルト量の決定
(4)

施工中

杭の施工記録
監督職員又は検査職員から請求が
あった場合

3-2-7-5  パイルネット工
4.既製コンクリート杭の規定
(3)

施工中
完成時

固結工の撹拌及び注入する材料について目標強度を確
認した配合試験と一軸圧縮試験の資料

監督職員又は検査職員から請求が
あった場合

3-2-7-9 固結工 2.配合試験と一軸圧縮試験
施工中
完成時

薬液注入の効果の確認が判定できる資料
監督職員又は検査職員から請求が
あった場合

3-2-7-9 固結工 10.施工管理等
施工中
完成時

電気事業法において定める自家用電気工作物施設の維
持管理保守において選任した電気主任技術者

監督職員に提示 3-2-10-14 電力設備工 2.電気主任技術者 施工中

主要部材の板取りに関する資料
監督職員又は検査職員から請求が
あった場合

3-2-12-3 桁製作工 1.製作加工(2)
施工中
完成時

工場塗装終了後の塗膜厚測定記録
監督職員又は検査職員から請求が
あった場合

3-2-12-11 工場塗装工 12.検査　（1）
施工中
完成時

塗料の品質、製造年月日、ロット番号、色彩及び数量 塗料の現場搬入時 施工中

出荷証明書及び塗料成績表（製造年月日、ロット番号、色
採、数量を明記）　（塗布作業開始前）

監督職員又は検査職員から請求が
あった場合

施工中
完成時

法面の土壌硬度試験及び土壌試験（ＰＨ）の資料
監督職員又は検査職員から請求が
あった場合

3-2-14-2 植生工
12.種子散布吹付工及び客
土吹付工

施工中
完成時

床版コンクリート打設前における主桁のそり、打設後にお
ける床版の基準高を測定した記録

監督職員又は検査職員から請求が
あった場合

3-2-18-2 床版工 1.鉄筋コンクリート床版(12)
施工中
完成時

3-2-12-11 工場塗装工 12.検査　（7）
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