
 

 

 

 

 

 

 

盛岡市建築工事等基準仕様書 
  

平成５年５月１日 一部改正 

平成７年６月１日 一部改正 

平成９年７月１日 一部改正 

平成 13年９月１日 一部改正 

平成 16年５月１日 一部改正 

平成 17年６月１日 一部改正 

平成 18年６月１日 一部改正 

平成 25年３月 12日 一部改正 

平成 26年３月 20日 一部改正 

平成 28年６月１日 一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡市建設部建築住宅課 



  

   盛岡市建築工事等基準仕様書 

 

 

平成５年５月１日 一部改正 

平成７年６月１日 一部改正 

平成９年７月１日 一部改正 

平成 13年９月１日 一部改正 

平成 16年５月１日 一部改正 

平成 17年６月１日 一部改正 

平成 18年６月１日 一部改正 

平成 25年３月 12日 一部改正 

平成 26年３月 20日 一部改正 

平成 28年６月１日 一部改正 

 

 

（趣旨） 

第１ 盛岡市建築工事等基準仕様書（以下「基準仕様書」という。）は，盛岡市が発注する

請負工事の施工に関し，その適正な執行を図るため必要な事項を定める。 

 

（適用範囲） 

第２ 基準仕様書は，盛岡市が発注する建築物等の新築，増築及び改修工事に係る建築工

事，電気設備工事，機械設備工事その他の建築に付帯する工事に適用する。 

 

（履行） 

第３ 基準仕様書に規定する事項は，別の定めがある場合を除き，受注者の負担と責任に

おいて履行しなければならない。 

 

（工事着手の届出） 

第４ 受注者は，契約締結後７日以内に工事着手届を提出しなければならない。 

 

（工事実績情報の登録） 

第５ 請負金額が 500 万円以上の工事の受注者は，工事実績情報（工事カルテ）の登録を

行わなければならない。登録内容は事前に監督員の確認を受け，登録完了後速やかに登録

機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出するものとし，登録する期限は下

表のとおりとする。ただし，この項の日数には，土・日・祝祭日・年末年始の日数を除外

するものとする。 



  

 工事請負金額の区分（消費税込み） 

2,500万円未満 2,500万円以上 

契約したとき 契約後 10日以内 

登録内容を変更するとき （登録不要） 変更後 10日以内 

工事が完成したとき （登録不要） 工事完成後 10日以内 

登録内容を訂正するとき 訂正すべき事項があるとき 

 

（工事表示板の設置） 

第６ 受注者は，契約締結後速やかに，当該工事現場の公衆の見やすい場所に工事表示板を

掲げなければならない。ただし，監督員の承諾を得た場合は，その設置を省略することが

できる。 

 

（工事関係担当者等の通知） 

第７ 受注者は，現場代理人，主任技術者又は監理技術者を補助する者を定めたときは，速

やかに，工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。 

 

（施工体制の掲示等） 

第８ 受注者は当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を

作成し，当該工事現場の公衆が見やすい場所に掲示するとともに，その写しを監督員に提

出しなければならない。 

２ 締結した下請契約の代金の額（当該下請が２以上あるときは，それらの請負代金の総

額）が 3,000 万円（建築一式工事においては 4,500 万円）以上の工事の受注者は，下請負

工事に係る工事担当技術者台帳を作成し当該工事現場に掲示するほか，工事担当技術者は

名札を着用しなければならない。 

３ 受注者は下請負契約を締結した場合は，その金額に関わらず施工体制台帳を作成し，そ

の写しを監督員に提出しなければならない。 

 

（工事月間工程報告書の作成） 

第９ 市，受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認

するため，受注者は工事月間工程報告書を作成し，月間定例工程会議で報告しなければな

らない。ただし，監督員の承諾を得た場合は，報告書の作成を省略することができる。 

 

（工事施工上必要な図書等の作成） 

第 10 受注者は，別表１に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し，現場に備えなければ

ならない。ただし，監督員の承諾を得た図書等は，その作成を省略することができる。 

２ 監督員の承諾を要する図書等のほか，工事施工中に提出する図書等は監督員の指示によ



  

る。 

 

（休業期間中の現場管理体制の報告） 

第 11 受注者は，工事期間内に工事作業を休業する場合は，休業期間中の工事現場の管理

体制を報告しなければならない。 

 

（竣工図及び完成図データの作成） 

第 12 受注者は，竣工図及び「盛岡市建築工事等電子納品要領」に準拠した完成図データ

を作成し，提出しなければならない。 

 

（工事完成時に提出する図書等） 

第 13 受注者は，別表２に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し，監督員に提出し

なければならない。ただし，監督員の承諾を得た図書等は，提出を省略することができる。 

 

（引渡時に提出する図書等） 

第 14 受注者は，別表３に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し，監督員に提出すると

ともに，その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし，監督員の承諾を得た

図書等は，提出を省略することができる。 

 

（コンクリートの調合管理強度の補正） 

第 15 「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成 28年版（以下｢建築標準仕様書｣とい

う｡）第６章コンクリート工事」における表 6.3.2構造体強度補正値(Ｓ)の標準値及び適

用期間は岩手県生コンクリート協同組合の「気温によるコンクリートの構造体強度補正

表（別添）」を準用する。ただし，建設地の標高その他の立地条件，予想される気象条件

等により必要と認めるときは，適用期間外であってもコンクリート強度を補正する。 

 

（寒中コンクリートの適用期間と強度管理） 

第 16 「建築標準仕様書 第６章 コンクリート工事」における寒中コンクリートの適用期

間は，盛岡地区にあっては 11 月 21 日から３月 31 日までとし，玉山地区にあっては 11

月 11 日から３月 31 日までとする。ただし，建設地の標高その他の立地条件，予想され

る気象条件等により必要と認めるときは，適用期間外であっても寒中コンクリート工事

の仕様を適用する。 

２ 調合管理強度及び調合強度は設計基準強度に構造体強度補正値を加えた値とする。た

だし，コンクリートの打込みから材齢 28日までの予想平均気温が０℃以上，かつ，材齢

91日までの積算温度が 840°D･D以上の場合に適用する。また，「建築標準仕様書 第６章

コンクリート工事」表 6.3.2 において，予想平均気温の代わりに，あらかじめ計画した



  

養生方法で想定した養生温度を用いることができる。 

３ 調合管理強度の管理試験用の供試体の養生方法は標準養生とし，構造体コンクリート

強度の推定試験の供試体の養生方法は，原則として現場封かん養生とする。 

 



別表１ 工事施工上必要な図書等（第 10関係） 

必要な図書等 部数 提出時期 備  考 

主 と し

て 施 工

予 定 に

関 す る

もの 

工

程

表 

実施工程表（全体） 

変更実施工程表（全体） 
２ 

契約締結後速や

かに提出する。 

監督員の承諾を受ける。 

週間又は月間工程表 

工種別工程表 
１ 

 監督員の指示により作成する 

総合施工計画書 ２ 契約締結後 20日

以内に提出する。 

盛岡市様式第 19号により届け出る。 

総合仮設を含む工事の全般的な進

め方，主要工事の施工方法，品質目

標と管理方針，重要管理事項等の大

要等を記載し，監督員の承諾を受け

る。 

工種別施工計画書 ２ 一工程の施工の

着手前に，適宜提

出する。 

盛岡市様式第 19号により届け出る。 

総合施工計画書に基づいて工種別

の施工計画を定める。施工要領のほ

か，仮設計画，工程計画，養生計画，

安全･環境対策，品質計画，一工程

の施工の確認を行う段階，施工体制

等を記載し，品質計画は監督員の承

諾を受ける。 

施工図（加工図） ２ 監督員の承諾を受ける。 

総合図 １  監督員の承諾を得て省略すること

ができる。 

主 と し

て 施 工

記 録 に

関 す る

も の 

工事材料搬入報告書 １ 監督員の指示に

よる。 

試験成績書，規格証明書，品質証明

書等を含む。また，自主検査記録，

監理者等検査記録，是正報告書等監

督員の指示により提出。 

工事材料検査記録 １ 

施工報告書 １ 

施工検査（立会）記録 １ 

工事実施状況報告書 １ 

工事週報 １ 毎週火曜日 監督員の承諾を得て省略すること

ができる。 

工事日報 １ 毎月上旬 監督員の指示により作成する。 

工事打合せ簿 １   

工事写真 １  「工事写真の撮り方-建築編-，-建

築設備編-」国土交通大臣官房官庁

営繕部監修による 

発生材料報告書 １   



  

別表２ 工事完成時に提出する図書等（第 13関係） 

提出する図書等 部数 備  考 

工事完成届  １ 盛岡市様式第 15号 

工事完成図書 施工体制台帳（写） 

施工体系図 

施工計画書(総合及び工種別) 

工事担当技術者台帳 

各１  

工事施工上必要な図書等 各１ 監督員の指示により，施工中に提出した書類

及びその他の図書等を製本し提出する。 

出荷証明書 １  

打合せ確認書等（写） １  

関係官公庁届出及び検査済証 各１  

その他法令等による報告書等 各１  

施工記録写真 １  

竣工図 原図 １ Ａ１又はＡ２原図 

製本(黒文字青表紙） １ Ａ１又はＡ２二つ折り製本 

縮小製本（黒文字青表紙） ２ Ａ３二つ折り製本 

完成図データ ２ 盛岡市建築工事等電子納品要領による。 

完成写真 キャビネ版，八つ切り １ 白文字入り黒表紙の写真アルバムを基本と

し，特記仕様書及び監督員の指示による。 

写真データ 記録メディア － 着手前，施工中，完成までの写真電子データ

とし，提出部数，仕様，適用範囲は監督員の

指示による。 

提示又は写し

の提出 

各種実施記録等 

・災害防止協議会 

・店社パトロール 

・安全教育・訓練等 

・安全巡視，ＫＹ，ＴＢＭ等 

・新規入場者教育 

・車両点検，運転記録等 

・品質管理  等 

－ （工事評定に係るもの） 

 

 

 

 

 

 



  

別表３ 引渡時に提出する図書等（第 14関係） 

提出する書類等 部数 備  考 

工事完成引渡書 １ 盛岡市様式 16号 

責任施工保証書 １ 機器類保証書を含む。 

保全に関する資料 １ 下記に揚げる内容を記載すること。 

(1)建築物等の保守に関する説明書 

建物の主要な構造部及び外構についての説明 

建物を使用するうえでの注意事項 

建物に設置されている家具，機器等の概要説明 

建物，工作物，植栽等を管理するうえでの保全業務の要点 

建物等の清掃の要点 

(2)機器取扱説明書 

系統図及びフローチャート図等により装置・機器類の配置や運転・取扱

いに係る順序や注意すべき事項 

(3)機器性能試験成績書 

(4)官公署届出書類 

(5)主要な材料･機器一覧表 

製造者及び納入者の住所，担当者，連絡先等一覧 

使用した装置・機器類の不都合時の連絡先一覧 

(6)その他 

天井内，床下，壁，地中等の隠ぺい部分の施工図や将来の改修工事時

に注意すべき事項 

鍵箱 １ 鍵番号一覧表共 

予備品・工具類 １ 一覧表と共に箱に入れること。 

 


