
工事名 ：

作成日 ：

発注者 ：

条件明示チェックリスト



１．工事全般関係

対象　有無 特記該当項目

1

2 補正の有無［全体］※明示事項以外も含む

①主たる工種

②施工地域補正

③積雪寒冷地補正

④イメージアップ経費

⑤その他補正　　　　該当補正→（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2-1 補正の有無［○○工区］※明示事項以外も含む

①主たる工種

②施工地域補正

③積雪寒冷地補正

④イメージアップ経費

⑤その他補正　　　　該当補正→（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2-2 補正の有無［○○工区］※明示事項以外も含む

①主たる工種

②施工地域補正

③積雪寒冷地補正

④イメージアップ経費

⑤その他補正　　　　該当補正→（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

3

4

5

①余裕工期が設定されている工事であることを明示する。

　

余裕工期を設定した工事

④新技術歩掛調査の対象工事の場合の明示

施工時期及び施工時間帯に制約がある場合

①制約内容の明示

　a.時期の制約　：

　b.時間の制約　：

　c.その他　：

調査対象工事の場合

②施工状況調査の対象工事の場合の明示

③施工合理化調査の対象工事の場合の明示

①諸経費動向調査の対象工事の場合の明示

条件明示事項

①見積活用方式

②施工箇所点在

③間接工事費実績変更方式

各種積算の取り組みの有無



２．工程関係（１）

対象　有無 特記該当項目

1

①先に発注された工事で、当該工事の工程が影響される工事の有無

②後から発注する工事で、当該工事の工程が影響される工事の有無

③その他工事で、当該工事の工程が影響される工事の有無

2

条件明示事項

①交通規制や工事内容により、工事の施工期間又は時間帯に制
約が生じるか。

　d.具体的な制約　：

　e.その他事項　：※公表の可否等

　a.工事名　：

　b.上記工事の発注者　：

　c.影響内容　：

　d.具体的な制約　：

　e.その他事項　：

　a.工事名　：

　b.上記工事の発注者　：

　c.影響内容　：

　a.工事名　：

　b.上記工事の発注者　：

　c.影響内容　：

　d.具体的な制約　：

　e.その他事項　：

　a.要因　：

　b.施工内容　：

　c.施工箇所　：

　d.施工時期　：

　e.施工時間　：

　ｆ.具体的制約内容　：　

自然的・社会的条件で制約を受ける施工の内容、時期、時間及び工法等

影響を受ける他の工事



２．工程関係（２）

対象　有無 特記該当項目

④自然環境の保全に関しての制約の有無を明示する。

②出水期や積雪・融雪期において、施工を中止あるいは休止する
必要があるか。

③漁期や農業・用排水の使用時期、また地場産業の影響により、
施工期間又は時間帯に制約が生ずるか。

条件明示事項

　a.要因　：

　b.施工内容　：

　c.施工箇所　：

　ｆ.具体的制約内容　：　

　d.施工時期　：

　e.施工時間　：

　a.要因　：

　b.施工内容　：

　c.施工箇所　：

　d.施工時期　：

　e.施工時間　：

　ｆ.具体的制約内容　：　

　a.要因　：

　b.施工内容　：

　c.施工箇所　：

　d.施工時期　：

　e.施工時間　：

　（猛禽類等の保護動植物の生息する可能性のある地域での施工
制約）

　ｆ.具体的制約内容　：　



２．工程関係（３）

対象　有無 特記該当項目

3

①協議の成立時期が具体的に見込める場合はその内容を記載。

③協議の必要性はあるが、未実施である場合はその内容を記載する。

4

①施工時期等について付された条件を具体的に明示する。

条件明示事項

　a.関連機関　：

　b.制約内容　：

　c.協議内容　：

②協議の結果、工程等に制約を受けることが予想される場合は、
あらかじめその協議内容及び制約される内容等を明示する。

　d.成立見込時期　：

　a.関連機関　：

　b.制約内容　：

　c.協議内容　：

　d.成立見込時期　：

　a.関連機関　：

　b.制約内容　：

　c.協議内容　：

　d.成立見込時期　：

　a.関連機関　：

　b.影響内容　：

　c.規制期間・時間　：

関連機関等との協議に未成立なものがある場合の制約等

関係機関との協議の結果、工程に影響を受ける条件等



２．工程関係（４）

対象　有無 特記該当項目

5

③埋蔵文化財の発掘調査が必要な場合の状況を明示。

6

①工程に影響を与える特殊な工法がある場合は明示。

7

　b.物件管理者　：

　c.事前調査・移設の期間　：

　a.物件内容（場所含む）　：

　b.物件管理者　：

　a.物件内容（場所含む）　：

①必要な事前調査の期間等を明示し、その管理者の都合により変
更がある場合には別途協議することを合わせて明示。

条件明示事項

　b.区間　：

概数発注・概略設計による発注工事の場合

①概数発注、概略設計、修正設計中の工事の場合、詳細設計の
完成時期について明示。

　c.詳細設計完成時期　：

占用物件（地下物件、架空線など）・埋蔵文化財等の事前調査・移設の制約

設計工程上の作業不能日数

　b.場所　：

　c.日数　：

　a.物件内容（場所含む）　：

　b.物件管理者　：

　c.事前調査・移設の期間　：

　a.対象工種　：

  d.内容　：

　a.対象工種　：

　c.事前調査・移設の期間　：

②移設や撤去・保存等が必要になり影響を受ける場合は、施工方
法や工程等について協議状況を明示。



３．用地関係（１）

対象　有無 特記該当項目

1

③保安林解除や用地の規制等の有無

2

条件明示事項

①工事用地使用後の条件の有無

　a.場所・範囲　：

　b.面積　：

　c.協議状況、確定見込み　：

　a.場所・範囲　：

　b.面積　：

　a.場所・範囲　：

　b.面積　：

　c.復旧完了期日　：

　d.復旧条件　：

④官民境界の未確定部分がある場合の内容明示

　c.解決見込み時期　：

　d.当面の対応　：

②期日までに用地取得できない場合の対応を明示

①用地・立木の取得が終了していない場所の有無

工事用地等に未処理部分がある場合

使用後の復旧条件がある場合

　a.内容　：

　a.場所・範囲　：

　b.面積　：

　c.取得見込み時期　：



３．用地関係（２）

対象　有無 特記該当項目

3

4

　c.使用期間　：

　d.使用条件　：

　a.場所・範囲　：

　a.場所・範囲　：

　b.面積　：

　c.借地期間　：

　d.復旧条件　：

①使用する官有地の有無

　b.面積　：

工事用仮設道路、資機材置き場等の用地を借地させる場合

官有地等を使用させる場合

①工事用仮設道路、資機材置き場等の借地の有無

条件明示事項



４．環境対策関係（１）

対象　有無 特記該当項目

1

①施工方法等において、公害防止の為の制限がある場合の明示

2

③公害に関する特定地域指定がある場合はその地域を明示

　c.制限内容　：

　b.対象箇所　：

　a.対象工種　：

　b.対象箇所　：

水替、流入防止施設が必要な場合

　b.対象箇所　：

　c.制限内容　：

条件明示事項

公害防止の為の制限がある場合

　a.対象工種　：

　b.対象箇所　：

　c.制限内容　：

②騒音・振動等の測定を指定する箇所がある場合の明示

　a.対象工種　：

①水替、流入防止施設が必要がある場合の明示

　a.対象工種　：

　c.制限内容　：



４．環境対策関係（２）

対象　有無 特記該当項目

3

4

5

　e.その他　：　

①油漏れ、重金属等の対策が必要な場合の内容の明示

　d.実施方法・必要な資材等　：　

　f.排水場所　：　

事業損失等、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合

　c.時期　：

条件明示事項

濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする場合

①騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇、電波障害等の事業損
失が懸念される場合の事前・事後調査を行うことを明示

　b.対象箇所　：

　a.対象工種　：

　f.その他　：

　d.処理施設　：　

　e.排水の水質目標値　：　

　a.懸念事項　：　

　b.事前・事後調査の有無　：

　d.調査時期　：

　c.調査箇所　：

油漏れ等に対策を必要とする場合

　e.調査方法　：　

　b.対象機械　：

　c.時期　：

　a.対象工種　：

①濁水、湧水等の処理で特別な対策が必要な場合は明示



５．安全対策関係（１）

対象　有無 特記該当項目

1

2

①車線減少等の規制を伴う場合の明示

　a.対象施設・管理者　：

　b.対象箇所　：

　a.内容　：

　b.対象箇所　：

　c.期間　：

④現場特有の交通規制を行う場合の明示

　a.内容　：

　b.対象箇所　：

　c.期間　：

　（例：鉄道、ガス、電気、電話、上下水道、光ファイバ、その他施設）

対策をとる必要がる他施設との近接工事がある場合

条件明示事項

交通安全施設等の指定

　a.規制内容　：

　b.規制箇所　：

　c.規制期間　：

②歩道通行帯を確保する場合の明示

　a.内容　：

　b.対象箇所　：

　c.期間　：

③夜間作業を伴う場合の明示

　c.施行条件　：

　d.その他（協議状況他）　：　

①対策をとる必要がある他施設と近接する工事がある場合の明示



５．安全対策関係（２）

対象　有無 特記該当項目

3

4

5

　d.対象工種　：　

　e.対象期間　：　

　f.その他　：　

発破作業等の制限

①発破作業等に制限がある場合の明示

保全設備・保安要員の配置等が必要な場合

①交通誘導警備員・保安要員等の配置が必要な場合の明示

　a.対象工種　：　

　b.対象箇所　：

　c.対象期間　：

　d.対象要員　：　

　e.その他　：　

　c.対策内容　：

条件明示事項

施工上、防護施設等必要な場合

①防護施設等が必要な場合の明示

　a.必要な防護施設　：

　b.危険要因　：

　（例：落石、雪崩、土砂崩壊、土石流、その他補強が必要な施設等）

　a.対象工種　：　

　b.対象箇所　：

　c.対象期間　：

　d.制限内容　：　

　e.その他　：　



５．安全対策関係（３）

対象　有無 特記該当項目

6 有害ガス及び酸素欠乏等の対策

①喚起設備等が必要な場合の明示

　a.危険要因　：　

　b.対象工種　：

　e.その他　：　

条件明示事項

　c.対策内容　：



６．工事用道路関係（１）

対象　有無 特記該当項目

1

条件明示事項

一般道路を搬入路として使用する場合

　b.制限内容　：

　c.制限期間・時間　：

　d.その他　：

  a.経路　：　

①運搬経路に制限がある場合または経路を指定する場合の明示

②搬入路の使用中及び使用後に配慮すべき事項がある場合の明示

　a.内容　：

　b.対象区間　：

　c.期間　：

③地元対応等の特筆すべき事項の明示

　a.内容　：

　b.対象区間　：

　c.期間　：



６．工事用道路関係（２）

対象　有無 特記該当項目

2

　b.対象区間　：

　c.期間　：

　d.その他　：　

　a.内容　：

仮道路を設置する場合

①仮道路の構造等を指定する場合の明示

④仮道路に安全施設が必要な場合は明示

  a.必要な施設内容　：　

　b.対象区間　：

　c.対象期間　：

②借地により仮道路を設ける場合の明示

　d.その他　：　

　b.維持補修内容　：

　d.その他　：　

⑤地元対応等の特筆すべき事項の明示

　　（存置、撤去等わかるようにする）

条件明示事項

  a.区間　：　

　b.指定する内容　：

　c.その他　：

  a.区間　：　

　b.借地料等　：

　c.維持補修内容　：

③維持修繕の必要がある場合の明示

  a.区間　：　



６．工事用道路関係（３）

対象　有無 特記該当項目

3

4

5

　e.配慮事項　：　

　d.期間　：　

一般道路を交通規制等により占用する場合

①交通規制を行う場合の関係機関協議の有無の明示

　a.協議機関　：

他工事と工事用道路を共有する場合

①他工事と工事用道路を共有する場合の明示

　a.共有する他工事　：　

　b.工事用道路の管理者　：

　c.共有する区間　：

　d.規制内容　：　

　e.その他　：　

工事用道路の使用に制限がある場合

①工事用道路に制限がある場合の明示

　a.対象区間　：　

　b.対象期間・時間　：

　c.制限内容　：

　d.その他　：　

条件明示事項

　b.対象区間　：

　c.対象期間・時間　：



７．仮設備関係（１）

対象　有無 特記該当項目

1

2

3

　d.施工方法　：　

引き継いで使用する場合

条件明示事項

他の工事に引き継ぐ場合

  a.仮設備の名称　：　

　b.引き継ぎ先の受注者　：

　c.撤去・損料などの条件　：

　c.規模・規格・数量等　：

構造及び施工方法を指定する場合

①構造及び施工方法の条件を明示

　a.対象物　：

　b.存置期間　：

　d.維持管理条件　：

①引き渡しの条件明示

　e.引き渡し等の時期　：　

　g.その他　：　

　e.その他　：　

　f.構造等安全性確認や検査の実施日時　：　

　d.その他　：　

　b.時期　：

　c.条件　：

  a.内容　：　

①引き継ぎの明示



７．仮設備関係（２）

対象　有無 特記該当項目

4

5

①設計条件を指定する場合の条件明示

　a対象物　：　

　b.設計条件　：

条件明示事項

　c.その他　：

設計条件を指定する場合

除雪が必要となる場合

①除雪が必要な場合の条件明示

　a.対象箇所　：　

　c.制限内容　：

　b.対象期間　：

　d.その他　：　

　c.その他　：

②指定仮設がある場合の条件明示

　a対象物　：　

　b.指定条件　：



８．建設副産物関係

対象　有無 特記該当項目

1

　a.内容　：

③処理施設等の条件明示（３）

　c.運搬方法　：

　a.種類　：　

　b.運搬経路　：

条件明示事項

　d.その他　：　

②処理施設等の条件明示（２）

　a.種類　：　

　b.運搬経路　：

処理施設等への運搬経路・方法等の規制・制限

①処理施設等の条件明示（１）

　a.種類　：　

　b.運搬経路　：

　c.運搬方法　：

　c.運搬方法　：

　d.その他　：　

④仮置きが必要な場合の内容明示

　d.その他　：　



９．工事支障物件関係

対象　有無 特記該当項目

1

　c.物件位置　：

条件明示事項

占用物件等の工事支障物件がある場合

①工事支障物件の明示（１）

  a.物件名　：　

　b.物件管理者（連絡先等）　：

　d.物件管理者との協議状況　：

　e.移設時期　：　

　ｆ.その他　：　

②工事支障物件の明示（２）

  a.物件名　：　

　b.物件管理者（連絡先等）　：

　d.物件管理者との協議状況　：

　e.移設時期　：　

　ｆ.その他　：　

③工事支障物件の明示（３）

  a.物件名　：　

　c.物件位置　：

　b.物件管理者（連絡先等）　：

　c.物件位置　：

　d.物件管理者との協議状況　：

　e.移設時期　：　

　ｆ.その他　：　



１０．薬液注入関係

対象　有無 特記該当項目

1

2

条件明示事項

薬液注入を行う場合

①薬液注入の条件明示

  a.設計条件　：　

　b.工法区分　：

　c.材料種類　：

　d.施工範囲　：

　e.削孔数量・延長　：　

　ｆ.注入量・注入圧　：　

　g.その他　：　

②注入の管理の明示

  a.注入圧・速度　：　

周辺環境影響調査を行う場合

③産業廃棄物が発生した場合の処分方法の明示

  a.内容　：　

　b.注入順序　：

　c.ステップ長　：

　d.材料（購入・流通経路等）　：

　e.ゲルタイム　：　

　ｆ.配合　：　

④地下埋設物がある場合の防護方法の明示

  a.内容　：　

①周辺環境影響調査の明示

  a.調査内容　：　

　b.調査箇所　：

　c.調査回数　：

　d.その他　：　



１１．その他（１）

対象　有無 特記該当項目

1

2

3

条件明示事項

工事用資機材の保管及び仮置きが必要な場合

①仮置きが必要な資機材の内容を明示

  a.資機材の種類　：　

　b.数量　：

　g.機械の分解・組立等ある場合の回数　：　

　c.保管・仮置き場所　：

　d.期間　：

　e.保管方法　：　

　f.積込・運搬方法　：　

　h.その他　：　

工事現場発生品がある場合

①現場発生品の明示

  a.品名・数量　：　

　b.再使用の有無　：

　c.引き渡し時期・場所　：

　d.品質検査　：　

　e.運搬方法・費用　：　

　f.その他　：　

　e.引き渡し場所　：　

　f.返納方法等　：　

　g.その他

支給品・貸与品がある場合

①該当品の明示

　a.品名・数量　：

　b.規格等　：

　c.使用場所　：

　d.積算条件　：　



１１．その他（２）

対象　有無 特記該当項目

4

5

6

7

　a.関係機関名　：　

条件明示事項

部分使用を行う場合

①部分使用の内容の明示

　b.使用条件　：

　e.使用期間　：　

　b.引渡日　：

給水の必要がある場合

①給水内容の明示

①新技術・新工法の内容の明示

　a.工法名称　：　

　b.施工場所　：

指定部分の引渡しを行う場合

①指定部分の内容の明示

　a.指定部分　：　

　c.施工条件　：

　d.NETIS番号　：　

　e.その他　：　

　a.使用箇所　：　

新技術・新工法・特許工法を指定する場合

　e.その他　：　

　f.その他　：　

　b.協議時期　：

　c.取水箇所　：

　d.取水時期　：　

　e.取水方法　：　
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