
⑨施工条件 関係者の出入りについては発注者と協議のうえ、安全を確保しながら工事を行う事。 ①浄化槽・排水槽等  ⑥舗装版切断時に

③ 発生する湧水の

土壌汚染 解 ②杭の解体 処理

　 　建物下含め敷地全域調査未実施である。 体 ③樹木等

土地の貸借 施 ④残地物の処分

Ⅰ 　隣接病院敷地を利用　※要相談 工 ⑤土壌汚染除去

1 工事場所 真岡市台町字出口2456番地1、2456番地3、2457番地、2461番地2
   ⑩施工数量調査 〈1.5.2〉 ⑥地下埋設物 〈3.12.1〉

2 建物概要 １．共同宿舎　鉄筋コンクリート造陸屋根4階建塔屋2階（782.78㎡） 　　　　・埋設配管 ◎行う　　・行わない

２．倉庫　　コンクリートブロック造陸屋根平屋建（17.28㎡） ⑪近隣に対する周知 〈１.3.6〉

◎工事に先立ち病院と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して ⑦設備機器等

延床面積合計：800.06㎡ 　　工事説明会を開催する。

残置建物　なし ◎工事に先立ち、｢工事のお知らせ｣等を配布し、周知する。

3 敷地面積 4,266.81㎡ ⑫完成時の ［1.9.1］

　　　　提出図書等 ◎境界杭の着工前、後、逃げの写真　　◎インフラ引き込み位置の図面及び写真

4 工事範囲 上記施設の解体目的物に係る建築解体工事、電気設備解体工事、
機械設備解体工事他特記が無い限り、本工事対象となる建物及び ⑬完成図 ［1.9.2］

付属設備を解体撤去する。 ⑧屋外設備等

⑭完成写真 〈1.2.3〉

5 工　　期 2022年11月1日～2023年4月30日
①騒音・粉塵等 騒音・粉塵等の対策 〈2.2.1〉 ⑨医療機器等

② 　　　　　　　の対策 ・防音パネル　　※防音シート

Ⅱ 解体工事仕様 仮 設置範囲及び高さ ⑩医療廃棄物等

設
1 共通仕様 工 ⑪解体後の整地 解体後の埋戻し及び盛り土 〈3.13.1〉

（1）図面、特記仕様書及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、 事 ②足場その他 〈2.2.2〉 ⑤ ①施工計画調査 ※特別管理産業廃棄物の調査を次により行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈5.1.2〉

すべて国土交通相大臣官庁営繕部監修｢建築物解体工事共通仕様書（令和4年度版）」により、これら共通 等 足場を掛ける場合、｢「手摺先行工法に関するガイドライン」について」 特
仕様書に記載されない事項は、国土交通相大臣官房長営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書（令和4年版） 平成21年4月）の手摺先行工法に等かんするガイドライン」によるものとし、 別
」及び「公共建築改修工事標準仕様書（令和4年版）」による。 足場の組み立て、解体、変更の作業時を呼び仕様時には、常時、全ての 管

作業床について手摺、中さん及び幅木の中さん及び幅木の機能を有する 理
2 特記仕様 ものを設置しなければならない。 　　　埋め戻し及び盛土に当たっては、各層30㎝程度毎に締め固めること。 産

（1）項目は、番号に○のついたものを適用する。 なお、設置においては、「手摺先行工法による足場の組み立て等に関する 業
（2）特記事項は◎印のついた項目を適用する。 基準」における2の（2）手摺据え置き方式又は、（3）手摺先行足場方式 廃  ②分析調査

　　◎印の付かない場合は、※印の付いた項目ものを適用する。 により行うこと。 ①再資源化等 棄 分析調査を行う特別 摂取する部位

　　◎印と※印の付いた場合は、共に適用する。 ④ 物 管理産業廃棄物等の種類 又は箇所等

（3）特記事項に記載の〈　. . 〉内の表示記号は、｢建築物解体工事共通仕様書の当該項目を示す。 ③工事概要案内板 ※設置する　　・設置しない 建 ◎コンクリート の ･PCB含有ｼｰﾘﾝｸﾞ ･図示

（4）特記事項に記載の[　. .  ]内の表示記号は、｢共通建築改修工事標準仕様書の当該項目を示す。 設 ◎コンクリート及び鉄からなる 処 分析調査第一次判定 ･箇所

（5）特記事項に記載の(　. .  )内の表示記号は、｢公共建築工事標準仕様書」の当該項目を示す。 ④打合せ事務所 ※設置する　　・設置しない 廃 　建築資材 理 ･図示

棄 ◎木材 ･箇所

⑤工事用水 構内既存の施設　　※利用出来ない　・利用出来る（※有償　・無償） 物 ◎ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ ･図示

章 項　　目 特　記　事　項 受注者側で準備すること。 処 ◎金属類 ･箇所

①適用基準等 ◎建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編） 理 ・小型二次電池

① ◎建設副産物適正処理推進要綱 ⑥工事用電力 構内既存の施設　　※利用出来ない　・利用出来る（※有償　・無償）　 ◎蛍光ランプ ・PCB含有ｼｰﾘﾝｸﾞ分析調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈5.4.1〉

一 ◎建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 受注者側で準備すること。 ◎蛍光ランプ

般 ◎硬質塩化ビニル管

共 ②官公署その他 解体工事の通知書の提出等 〈1.1.3〉 ⑦仮囲い等 図示の有無に関わらず、発注者と協議の上、的確に対応すること。 〈2.2.2〉 ◎ガラス ・PCBを含む機器の数量PCBの分析調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈5.4.1〉

通 への届出手続き等 　※建設ﾘｻｲｸﾙ法第11条の規定による通知書を作成し、適正に提出する。

事 　※上記通知書の各事項（変更がある場合は、変更後の内容）について、下請け業者に ⑧交通整理員工 作業期間中は搬入路付近等に交通整理員を配置する。

項 　　周知徹底すること。

再資源化等完了の報告と記録 ⑨山留め ◎山留めの設置 〈2.4.1〉

　※廃棄物の資源化が完了したときは、建設ﾘｻｲｸﾙ法第18条第1項の規定により （a)山留めは、労務安全衛生法、建築基準法、災害防止対策要綱その他

再資源化等の実施状況に関して記録を作成し、保存すること。 　　関係法令等に従い、安全に設置する。  ②現場利用する 〈4.4.1〉

その他の届出手続き等 （ｂ）山留めは、適切資材に基づき構造計算を行い、地盤の過大な変形や 　  再資源化された 名　　称 数　　量 ・ダイオキシン類のサンプリング調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈5.4.1〉

　※栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 　　崩壊を防止出来る構造及び耐力を有するものとする。 　　建設廃棄物

　※一定の規模以上の土地の形質の変更に係る届出（土壌汚染対策法） ◎山留めの管理

　※その他、関係官公署その他の関係機関への必要な届け出手続きを遅延なく行う。 　　山留め設置期間中は常に周辺地盤及び山留めの状況を点検・計測し、

　　異常を発見した場合は、直に適切な処置を取り、報告すること。

 3下請け業者の 県内業者の活用 ◎山留めの撤去 ③特別管理産業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〈5.4.1〉

選定 ・各種下請に解体工事業者を選定する場合は栃木県知事登録をしている者を 　　山留は残置物を含め、すべて撤去すること。 　 廃棄物の処理

選定すること。 　　山留め撤去は、撤去しても安全であることを確認したのち、慎重に行う。  ③産業廃棄物広域 〈4.4.2〉

④施工監理 ※現場代理人は現場に常駐し、現場の運営、取締りを行う。 〈1.3.1〉 　　また、鋼製矢板等の抜き跡は直ちに砂で充填するなど、地盤の変形を   　認定制度の活用

※選任された「建設業法」に基づく主任技術者、又は専任された「建設工事に係る資材の 　　防止する適切な処置を取る。 ･廃石綿等

再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」という。）に基づく技術監理者は、 ・PCBを含む機器類（低濃度）

現場に常駐し、技術監理にあたる。 ⑩騒音震動計 ・記録が出来るもの。設置位置は表示盤が近隣住民から見える位置とし、

             の設置

⑤工事の記録 工事写真の整備 〈1.2.3〉

※工事写真は、着工前、各工程における作業状況、解体材の分別状況、完了について、 ・ダイオキシン

 ④最終処分する 〈4.4.3〉

　　建築廃棄物 名　　称 数　　量

◎石綿吹付材　  ④ PCBを含む

⑥電気保安技術者 適用する 〈1.3.3〉 ◎石綿含有建材 　　　機器類

 ⑤ PCB含有

⑦条件、項目 ※請負者は工事内容に応じた火災保険、建設工事保険その他の保険に加入すること。 ･レベル1、2は管理型最終処分場にて廃棄処分すること 　　　ｼｰﾘﾝｸﾞ材

・レベル3は安定型最終処分場にて廃棄処分すること

⑧環境保全等 建設機械

※建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低振動型を使用する。 ⑤ 処理に注意を要する 〈4.5.1〉

　　建築廃棄物

◎石綿含有せっこうボード  ⑥ダイオキシン類

◎ひ素・カドミウム含有せっこうボード

･上記以外のせっこうボード

・CCA処理木材 処分方法

発注者と協議の上、決定する。

レベル1、レベル2

備　　　考

特別管理廃棄物の種類 備　　考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　分析方法規定（電気技術規定JEAC1201-1991)　」により行う。

　　　･現場説明書による

　　　　「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検討方法

廃棄物の種類

仕　　様 備　　　考

　ばならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と締結した委託業者の写し

　受注者は、バキューム式以外の工法（舗装版切断時に濁水を生じない等）を使用する場合

 隣地側で急激な高低差がある場合は法面を作り、かつ雨水の流出が無い状態とする。

・行う　　◎行わない（発注者と要協議）

・行う　　◎行わない　　

　必要に応じて残油を抜きとり燃料を土壌に流失させない様に注意する。

医療廃棄物の撤去　・行う　　◎行わない

　整地高さ　近隣地盤、隣接道路レベルになだらかに合わせる。

外灯の撤去　　◎行う　　・行わない

（2）特別管理産業廃棄物に応じた、収集運搬業者、処分業者、回収業者、産業廃棄物処理

　　施設、処分条件等を調査する。

　解体事前処理（油類タンク）

◎行う　　・行わない

備　　　考摂取する数量

　　　ｱｽﾍﾞｽﾄ及び汚染物質の混入が無い物とする。

・行う　　◎行わない

　・山砂の類　　◎他現場の建設発生土の中の良質土　◎再生砕石（表層5cmまで）

　◎行う

建築物の種類

種類　　汚泥

　及び許可証の写しを添付すること。

　においては、事前に発注者と協議するものとする。

4．受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に

1．受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに

　回収した濁水を産業廃棄物の汚泥として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2．受注者は、汚泥の中間処理の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結

3．受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と

　おいて定める産業廃棄物処理表（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

　産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

　しなければならないものとする。

（提出書類等）

1．受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなけれ

「建築物解体工事共通仕様書」「営繕工事写真撮影要領」参考に撮影する。

特にアスベスト含有建材については良く撮影すること。

発注者との協議による。

◎完成図　　・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の処分に関する書類　　※完成写真

工　事　名 旧 芳 賀 赤 十 字 病 院 東 館 解 体 工 事

仕　様　書

工事概要

調査範囲及び調査方法　

◎A1版を１部提出する。　（残置杭、インフラの引き込み位置記入）

写真帳を一部提出する。

◎行う　　・行わない

◎行う　　・行わない

地下埋設物及び埋設配管の解体

解体事前処理（油類タンク）

◎燃料槽は洗浄のうえ中和処理を行う。

◎解体に先立ち、燃料配管、燃料槽等に残油がないことを確認する。

　解体事前処理（冷媒）

電柱の撤去　　◎行う　　・行わない

備考

種　　類

仕　　様

（湧水の処理）

中間処理施設を選定する場合には事前に発注者の承諾を得るものとする。

(共通事項）

埋戻し及び盛土の材料

2．受注者は、工事完成後速やかにマニフェストの写しを発注者に提出しなければならないも

　のとする。

（その他）

･絶縁油のPCB含有量の分析調査

　　　　〈平成4年7月3日厚生省公示第192号）　」又は、「絶縁油中のポリ塩化ビフェニルの

　　　「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策要綱

汚水・汚物等の改修、洗浄、消毒槽の措置

◎行う　　・行わない

備　　　考

備　　考

（1）特別管理産業廃棄物の使用状況について、設計図書及び目視により製造所名、製造年、

　　型式、種類、数量等を調査する

（3）調査結果は、調書にまとめ、発注者に提出する。

（平成13年4月25日付基発第401号）　」により行う・

廃棄処理を要する機器類の保管場所

・発注者と協議の上、決定する。なお、解体に先立ちダイオキシン分析調査を実施すること。

撤去方法

・「標準施工要領書（日本ｼｰﾘﾝｸﾞ工事業協同組合連合会／日本ｼｰﾘﾝｸﾞ材工業会）」による。

・

撤去範囲

廃棄物焼却施設の解体

解体方法

レベル3



①　周辺建築物等調査

⑥ ④アスベスト含有 ⑧
ア ①アスベスト含有 〈6.1.2〉 　　吹付材の撤去 除去対象範囲　・図示　・ 周
ス 建材の事前調査 　　（レベル1） 辺
ベ 建
ス 　※密封処理　　※湿潤化　　・セメント固化 築
ト 　除去したアスベスト含有吹付け材等の飛散防止 物
含 ・埋立処分〈管理型最終処分場） 等
有 ・中間処理　〈溶融施設） 調
建 ②アスベスト含有 査
材 分析調査 　分析対象 ⑤アスベスト含有 アスベスト含有保温材の撤去

の 　　アモサイト、クリンタイル、クロシロライト、アクチノライト 　　保温材等の撤去 除去方法　　　　※6.4.3(a)による（原型のまま、手ばらしが可能な場合） 〈6.4.1〉

除 　　アンソフィライト、トレモライト 　　（レベル2） 　　　　　　　　　　撤去対象範囲　　･図示　　　　･

去 分析方法

等 　　※JISA1481　「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による。 　　　　　　　　　　※6.4.3(a)による（損傷、劣化等で石綿粉塵を発散するおそれがある場合）

・ 　　　　　　　　　　撤去対象範囲　　･図示　　　　･

材　料　名 調査方法（1材料あたりの試験数）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※定性分析（※3　　・　　）　　　・定量分析（・3　　　・　） 除去したアスベスト含有吹付け材等の飛散防止

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※定性分析（※3　　・　　）　　　・定量分析（・3　　　・　） 　　※密封処理　　※湿潤化　　・セメント固化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※定性分析（※3　　・　　）　　　・定量分析（・3　　　・　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※定性分析（※3　　・　　）　　　・定量分析（・3　　　・　） 除去したアスベスト含有保温材の処分

試料は、1材料あたりの箇所から採取する。 　　　・埋立処分　（管理型最終処分場）

吹き付け材及び保温材等は　　　　※　10ｃ㎥/箇所　　　　　　　・　　　　　　　／箇所とする。 　　　・中間処分　（溶融施設）

成形版は　　　　　　　　　　　　　 　　※100ｃ㎡/箇所　　　　　　　 ・　　　　　　　／箇所とする。

摂取箇所　　　　・図示 ⑥アスベスト含有 アスベスト含有成形版の除去

分析結果については発注者に提出すること。 　　成形版の撤去 除去の対象範囲　　　・図示　・ 十　　外構

　　（レベル３） 除去したアスベスト含有成形版の処分 2　　 建物の全体又は一部に傾斜又は沈下が発生しているときは、次の調査を行う

・アスベスト含有せっこうボード

③アスベスト粉じん アスベスト粉じん濃度測定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈6.1.3〉

濃度測定 アスベスト含有せっこうボードを除く（アスベスト含有成形版）

測定点 ･埋立処分（管理型最終処分場）

レベル1 レベル2 レベル3 （処理作業室ごと）

※ ※ ・ 測定1 処理作業前 処理作業室内 2点 （注意2）

※ ※ ・ 測定2 施工区画周辺 4方向　各1点 （注意3）

又は敷地境界 ⑦
・ ・ ・ 測定3 処理作業中 処理作業室内 2点 （注意2） 特 ①施工計画調査 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〈7.1.3〉

※ ・ ・ 測定4 ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ 1点 空気の流れを 別 分析調査を行う特殊な 採取する部位

（注意1） 入口 確認 な 建設副産物の種類 又は箇所等

※ ・ ・ 測定5 集じん･排気 １点 集じん･排気 建 　･図示

（注意1） 装置の排出口 装置の性能確認 設 　･     　箇所

（処理作業室 副 　･図示

外の場合） 産 　･     　箇所

※ ※ ・ 測定6 施工区画周辺 4方向各1点 （注意3） 物 　･図示

　　　　 の 　･     　箇所

※ ※ 測定7 処理作業後 処理作業内 2点 （注意2） 処 　･図示

（隔離シート （レベル3は1点） 理 　･     　箇所

※ ※ 測定８ 撤去前） 施工区画周辺 ４方向各１点 （注意3）

又は敷地境界 ②回収及び処分 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎フロン（冷媒）

　　　　　300㎡を超えるものは、発注者と協議する。 ･建材用断熱材フロン

･ハロン

　　　　　範囲でセキュリティーゾーン、集じん・排気装置の出口が施工区画周辺に設置さ ◎イオン化式感知器

　　　　　れている場合の測定点は2点となる ･六ふっ化硫黄（ＳＦ６）ガス

・ＰＦＯＳ（ベルフルオロ（オクタン－１－スロホン酸））

　アスベスト粉じん濃度の測定は、ＪＩＳ　Ｋ　3850-1　（空気中の繊維状粒子測定方法- ･特定化学物質（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　第1部光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法）による。 ･その他の特殊な建設副産物（　　　　　　　　　　　　）

　測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。

　アスベスト粉じん濃度における計数分析は、第1号登録の第1種作業環境測定士が、行

　うものとする。

測定5

47ｍｍ

10　ｌ/min

 240min

0.3f/ｌ

　ウ、測定位置（測定高さとともに図面上に記載する。）

② 調査対象範囲

⑨
近 ブルを未然に防ぐよう努める事とする。

隣
対 発生した事案に関しては些細な事でも、速やかに発注者へ報告する。

策

該当建物内部のアスベスト含有調査は発注者にて調査済み。調査完了区範囲においては

アスベスト含有物質（レベル1、2）の検出は認められない。

　　　追加調査を行う必要が生じた場合は、受注者は発注者の指定する調査会社が行う

調査に協力をすること。

　　　該当建物内部及び外壁の定性分析を実施したが、アスベストは検出されなかった。

適　　用
測定名称 測定時期 測定場所

(調査)

二　　軸部

四　　床

※埋立処分〈管理型最終処分場） 一　　傾斜又は沈下の状況を把握するため、原則として、当該建物の四方向を

点とするため、沈下等のおそれのない堅固な物件を定めて併せて計測を

3　　 軸部（柱及び敷居）に傾斜が発生しているときは、次の調査を行うものとする。

三　　敷居の傾斜の計測位置は、柱から１メートル離れた点とする。

一　　原則として、当該建物で建付不良となっている数量調査を行った後、主たる

一　　えん甲板張り等の居室（敷居の居室を除く。）について、気泡水準器で直行

二　　床上げ材に亀裂及び縁切れ又は剥離、破損が生じているときは、それらの

6 　　天井に亀裂、縁切れ、雨漏等のシミが発生しているときの調査は、内壁の調査に

試料の吸引流量 1　l/ｍｉｎ

11 　水廻り（浴槽、台所、洗面所等）に亀裂、破損、漏水等が発生しているときは、次の

測定1.2.4.6.7.8.測定3

位相差顕微鏡

25ｍｍ

係数機器　　　　　　　　　　　　

ﾒﾝﾌﾟﾚﾝﾌｲﾙﾀの直径　　　　　　                      

アスベスト含有吹付け材の除去 １　　調査は一般的事項調査、事前調査及び事後調査に区分して行うものとする。 　　調査を行うものとする。

一　　浴槽、台所、洗面所等の床、腰、壁面のタイル張りに亀裂、剥離、目地切れ等

除去工法　　※6.3.2による (一般的事項) が生じているときは、すべての損傷を第８項に準じて行う。

除去したアスベストｘ含有吹付け材等の飛散防止 １　　事前調査の実施に当たっては、調査区域内に存する建物等につき、建物の所有 二　　給水、排水等の配管に緩み、漏水等が生じているときは、その状況を調査する。

　　　者ごとに次の各号の調査を行うものとする。 12 　外構（テラス、コンクリート叩、ベランダ、犬走り、池、浄化槽、門柱、塀、擁壁等の屋外

一　　建物の敷地ごとに建物等（主たる工作物）の敷地内の位置関係 　　工作物）に損傷が発生しているときは、前11項に準じて、その状況等の調査を行うもの

二　　建物ごとに実測による間取り平面及び立面 　　とする。この場合において、必要に応じ、当該工作物の平面図、立面図を作成し、損傷

三　　建物等の所在地及び地番並びに所有者の氏名及び住所 　　箇所、状況等を記載する。

現地調査において所有者の氏名及び住所が確認できないときは、必要に

　　の調査を行うものとし、当該調査は、原則として、次の部位別に行うものとする。 二　　撮影対象箇所数を指示棒等により指示し、各事項を明示した黒板等と同時に

一　　基礎 撮影する。

（1） 調査番号、建物番号及び建物所有者の氏名

三　　開口部 （2） 損傷名及び損傷の程度（計測）

応じて登記簿謄本等の閲覧等の方法により調査を行う。 (写真撮影)

四　　その他調査書の作成に必要な事項 1　　（事前調査）に掲げる建物等の各部位の調査に当たっては計測箇所を次の各号により

　　写真撮影するものとする。この場合において、写真撮影が困難な箇所又はスケッチによ

(事前調査) 　　ることが適当と認められる箇所については、スケッチによることができるものとする。

1　　受注者は（一般的事項）の調査が完了したときは、当該建物等の既存の損傷箇所 一　　カラーフィルムを使用する。

（3） 撮影年月日、撮影番号及び撮影対象箇所

五　　天井

六　　内壁 (事後調査)

七　　外壁 1　 　受注者は、事前調査で行った建物等について損傷箇所等の変化及び工事によって

　　ものとする。 調査書の作成

(事前調査等の作成)

　測定時期　場所及び測定点 水準測量又は傾斜計等で計測する。この場合において、事後調査の基準 1　　受注者は、次の各号の事前調査書及び図面を作成するものとする。

八　　屋根 　　新たに発生した損傷について、その状態及び程度を調査するものとする。

九　　水回り 2 　　事前調査の調査対象外であって、事後調査の対象となったものについては、（一般的

　　事項）に準じた調査を行ったうえで損傷箇所の調査を行うものとする。

一　　調査区域位置図

･中間処理（溶融施設） 行う。 二　　調査区域平面図

二　　コンクリート布基礎に亀裂が生じているときは、建物の外周について、発生 三　　建物等調査一覧表

備　考

する。 (事前調査書及び図面)

1 　　受注者は、事前調査事項及び図面を次の各号により作成するものとする。

一　　原則として、当該建物の工事箇所に最も接近する壁面の両端の柱及び建物 一　　調査区域位置図は、工事の工区単位ごとに作成するものとし、調査区域と
　　　　　　　　　　　　　　　　　

箇所及び状況（最大幅、長さ)を計測する。 四　　建物等調査書（平面図・立面図等）

三　　基礎のモルタル塗り部分に剥離及び浮き上がりが生じているときは、発生 五　　損傷調査書

箇所及び状況（大きさ）を計測する。 六　　写真集

四　　計測の単位は幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルと

単位又は調査単位ごとに次により作成する。

四　　計測の単位は、ミリメートルとする。 （1） 調査を実施した建物については、建物等調査一覧表で付した調査番号

4　 　開口部（建具等）に建付不良が発生しているときは、次の調査を行うものとする。 及び建物番号を記載し、建物の構造別に色分けし、建物の外枠（外壁）を着色

中央部の柱を全体で３箇所程度計測する。 工事箇所を併せて表示する。この場合の尺度は、5,000分の1又は10,000分

二　　柱の傾斜の計測位置は、直行する２方向の床（敷居）から１メートルの高さの の1程度とする。

点とする。 二　　調査区域平面図は、調査区域内の建物の配置を示す平面図で工事の工区

する。この場合の構造別色分けは、木造を赤色、非木造を緑色とする。

居室のうちから一室につき１箇所程度とし、全体で５箇所程度を計測する。 （2） 縮尺は500分の1又は1,000分の1程度とする。

（注意1）除去にあたり、搔き落し、破砕、切断による方法の場合に適用する。 回収及び処分を行う特殊な建設副産物の種類 二　　測定箇所は、柱又は窓枠と建具との隙間との最大値の点とする。 三　　建物等調査一覧表は、工事の工区単位又は調査単位ごとに調査を実施した

5　　 床に傾斜等が発生しているときは、次の調査を行うものとする。 四　　建物等調査図（平面図・立面図等）は（一般的事項）及び（事前調査）の結果を

基に建物等ごとに次により作成するものとする。

測定方法 する二方向の傾斜を計測する。 （1） 建物平面図は、縮尺100分の1で作成し、写真撮影を行った位置を表示する

（注意2）処理作業室の面積が、50㎡以下までは2点、300㎡以下までは3点とする。 三　　建具の開閉が滑らかに行えないもの、又は開閉不能及び施錠不良が生じ 建物等について調査番号、建物番号（同一所有者が２棟以上の建物等を所有

ているものは、その程度と数量を調査する。 している場合）の順に建物等の所在地及び番地、所有者並びに建物等の概要

（注意3）施工区画とは、処理作業室、セキュリティーゾーン、廃棄物置場、資材置場を含む 四　　計測の単位は、ミリメートルとする。 等必要な事項を記入する。

とともに建物延べ面積、各階別面積及びこれらの計算式を記入する。

箇所及び状況（最大幅、長さ又は大きさ）を計測する。 （2） 建物立面図は、縮尺100分の1により、原則として、四面（東西南北）作成し、

三　　束又は大引、根太等床材に緩みが生じているときは、その程度を調査する。 外壁の亀裂等の損傷位置を記入する。

四　　計測の単位は幅についてはミリメートル、長さ及び大きさについてはセンチ （3） その他調査図（基礎伏図、屋根伏図及び展開図）は、発生している損傷を

メートルとする。 表示する必要がある場合に作成し、縮尺は100分の1又は10分の1程度とする。

この場合において写真撮影が困難であり、又は詳細（スケッチ）図を作成すること

　　準じて行うものとする。 が適当であると認めたものについては、スケッチによる調査図を作成する。

7　 　内壁にちり切れ（柱及び内法材と壁の分離）が発生しているときは、次の調査を （4） 工作物の調査図は、損傷の状況及び程度により建物に準じて作成する。

る。 (事後調査書の作成)

総アスベスト繊維数200本又は視野数50視野

直径3μｍ未満、長さ5μｍ以上、長さと直径比3：1以上

50ｆ/ｌ 0.5ｆ/ｌ

　　行うものとする。 五　　損傷調査書は一般的事項及び事前調査の結果に基づき、建物ごとに建物等の

一　　居室ごとに発生箇所数の調査を行った後、主たる居室のうちから一室に 所有者名、建物の概要、名称（室名）、損傷の状況を記載して作成し、損傷の状況

つき１箇所、全体で６箇所程度計測する。 については、事前調査の損傷名（亀裂、沈下、傾斜等）及び程度（幅、長さ及び

二　　計測の単位は、幅についてはミリメートルとする。 箇所数）を記載する。

5 ｌ/min

5min試料の吸引時間 120 min

三　　亀裂が一壁面に多数発生している場合にはその状況をスケッチするととも 1 　受注者は、事後調査を行ったときは、事前調査書及び図面を基に建物等の概要、損傷

　ア、測定結果 に、壁面に雨漏等のシミが生じているときは、その形状、大きさの調査をする。 　　箇所の変化及び工事によって新たに発生した損傷について、事前調査等の作成の調査

試料の透明化  　              

係数条件 　　　　　　　　　　　

係数アスベスト　　　　　　　　

定量限界　　　　　　　　　　　　　　                       　                                         

アセトン－トリアセチレン法又はシュウ酸ジエチル法

　イ、測定時間 9　 　外壁に亀裂が発生しているときは、次の調査を行うものとする。 　　書及び図面を作成するものとする。

報告書の作成〈記録する項目）

　キ、測定時〈各測定場所ごと〉天候、温度、湿度、外気の風速及び風向 10 　屋根（庇、雨樋を含む。）に亀裂等の損傷が発生しているときは、当該建物の屋根 受注者は工事で発生する騒音・粉塵・交通規制などについて十分に配慮し、近隣住民とのトラ

　　伏図を作成し、次の調査を行うものとする。

尚、工事で発生した近隣の不具合への保証は受注者側で対応する。一　　仕上げ材ごとに、その損傷の程度を計測する。

二　　計測の単位は、原則として、センチメートルとする。ただし、亀裂の幅について

　エ、サンプリング条件（メンブレンフィルタ直径、吸引時間、吸引空気量） 一方向の最大の亀裂から２箇所程度を規則する。 ・受注者の判断で調査範囲を決定し行う。

　オ、マウンティング方法 二　　計測の単位は幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとす 　対象範囲は確定後速やかに発注者に報告する。

　カ、顕微鏡視野面積、係数視野数 る。

はミリメートルとする。

備考

〈7.3.1〉

採取する数量 備考

一　　四方向の立面に生じている亀裂等の数量、形状等をスケッチするとともに、

8 　　内壁に亀裂が発生しているときは、次の調査を行うものとする。 六　　写真は、撮影したものをカラーサービス判で焼付し、撮影箇所及び状況の記載を

一　　原則として、ずべて亀裂の計測をする。 行ったうえでファイルする。

二　　計測の単位は幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとす


