
北海道開発局　電気通信工事仕様書　新旧対照表

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用
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北海道開発局　電気通信工事仕様書　新旧対照表

　　　　　　　　第１編　共通編 　　　　　　　　第１編　共通編

１－１－１　適　用 １－１－１　適　用

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

１－１－２　用語の定義 １－１－２　用語の定義

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

以下項番の修正

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第１編 － 2



北海道開発局　電気通信工事仕様書　新旧対照表

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

１－１－４　施工計画書 １－１－４　施工計画書

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

１－１－１０　施工体制台帳 １－１－１０　施工体制台帳

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第１編 － 3
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道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

項番修正に伴う変更

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第１編 － 4
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道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

１－１－２３　施工管理 １－１－２４　施工管理

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書と整合

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第１編 － 5
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道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第１編 － 6
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１－１－３０　環境対策 １－１－３１　環境対策

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

誤字修正

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第１編 － 7



北海道開発局　電気通信工事仕様書　新旧対照表

１－１－３２　交通安全管理 １－１－３３　交通安全管理

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第１編 － 8
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最新改正の反映

改　　　　　定 適　　　　　用現　　　　　行

第１編 － 9
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最新改正の反映

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第１編 － 10



北海道開発局　電気通信工事仕様書　新旧対照表

１－１－３８　不可抗力による損害 １－１－３９　不可抗力による損害

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

適　　　　　用改　　　　　定現　　　　　行

第１編 － 11



北海道開発局　電気通信工事仕様書　新旧対照表

           　　第２編　器具及び材料編            　　第２編　器具及び材料編

           　    　第3章　電気通信設備工事材料            　    　第3章　電気通信設備工事材料

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第２編 － 12



北海道開発局　電気通信工事仕様書　新旧対照表

表削除 道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第２編 － 13



北海道開発局　電気通信工事仕様書　新旧対照表

表削除 道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

（4）は削除

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第２編 － 14
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道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

第８節　表削除に伴う番号修正

第８節　表削除に伴う番号修正

第８節　表削除に伴う番号修正

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第２編 － 15



北海道開発局　電気通信工事仕様書　新旧対照表

第８節　表削除に伴う番号修正

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第２編 － 16
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           第３編　電気通信設備工事共通編            第３編　電気通信設備工事共通編

　           　第1章　総　　則            　　第1章　総　　則

第１編　項番号変更に伴う修正

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

１－１－８　品質証明

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

第１編　項番号変更に伴う修正

第１編　項番号変更に伴う修正

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

第１編　項番号変更に伴う修正

第１編　項番号変更に伴う修正

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第３編 － 17



北海道開発局　電気通信工事仕様書　新旧対照表

           　　第3章　設備の耐震基準            　　第3章　設備の耐震基準

３－１－２　耐震据付設計基準 ３－１－２　耐震据付設計基準

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第３編 － 18



北海道開発局　電気通信工事仕様書　新旧対照表

           　　第4章　共通設備工            　　第4章　共通設備工

最新改正の反映

最新改正の反映

最新改正の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

 第７節　通信配線工  第７節　通信配線工
　４－７－４　通信ケーブル接続 　４－７－４　通信ケーブル接続

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第３編 － 19



北海道開発局　電気通信工事仕様書　新旧対照表

           第４編　電気設備編            第４編　電気設備編
　　            第1章　総　　則 　　            第1章　総　　則

最新改正の反映

最新改正の反映

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

　　第7章　道路照明設備

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第４編 － 20



北海道開発局　電気通信工事仕様書　新旧対照表

　　　　　　　第５編　通信設備編 　　　　　　　第５編　通信設備編

　　　　　　　　第1章　総　　則 　　　　　　　　第1章　総　　則

最新改正の反映

最新改正の反映

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第５編 － 21



北海道開発局　電気通信工事仕様書　新旧対照表

　　　　　　　第６編　電子応用設備編 　　　　　　　第６編　電子応用設備編

　　　　　　　　　第1章　総　　則 　　　　　　　　　第1章　総　　則

道路・河川工事仕様書と整合

最新改正の反映

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

第６編 － 22



北海道開発局　電気通信工事仕様書　新旧対照表

　　付　　表

規格名称変更

道路・河川工事仕様書（令和2年版）

改定の反映

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

付表－23
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規格名称変更

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

付表－24



北海道開発局　電気通信工事仕様書　新旧対照表

規格名称変更

道路・河川工事仕様書と整合

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

付表－25
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規格名称変更

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

付表－26
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規格名称変更

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

付表－27
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規格名称変更

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

付表－28
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規格名称変更

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

付表－29
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規格名称変更

道路・河川工事仕様書と整合

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

付表－30
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道路・河川工事仕様書と整合

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

付表－31
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道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

付表－32
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道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

付表－33
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道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

道路・河川工事仕様書と整合

現　　　　　行 改　　　　　定 適　　　　　用

付表－34


