
工事特別仕様書（推進）

1 工事名 繰末耕 29・30-1耕作条件改善事業 寺園地区用水路改修工事

2 工事場所 曽於市 末吉町深川 地内

3 工期 令和元年 10月 28日限り
（ただし，事業における工期延長の承認を得た際には工期を変更する。）

第1章 総則

本工事の施工にあたっては，工事特別仕様書（一般）によるほか，共通仕様書に対する特記及び追

記事項は，この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

主な工事内容，材料，条件は下記のとおり。

第1条 管渠工（φ800mm）刃口推進工法
1. 刃口推進工 L=165.0m （最大推進力 1000ｋN×4基）

(1) 推進管・・・推進工法用鉄筋コンクリート管（φ800 50N/mm2 1種管）
2. 仮設備工（刃口）

(1) 支圧壁・・・1箇所
(2) 立坑基礎・・・鋼矢板Ⅲ型（製品長 L=7.5m打込み長最大 L=7.0m）

3. 地盤改良工

(1) 薬液注入・・・二重管ストレーナ複相方式（削孔長 L=3.86m，2セット，注入量 669L/本）
第3章 一般事項

第1条 一般事項

刃口推進工法，セミシールド工法，小口径推進工法に共通する事項について適用するもの

とする。なお，各工法の詳細については，設計図書の特記仕様書によるものとする。

第2条 適用基準

推進工法は，JDPA T 33（ダクタイル管による推進工法），JDPA T 36（ダクタイル鋳鉄管に
よるパイプ・イン・パイプ工法 設計と施工），WSP018-2001（水道用推進鋼管設計基準）及び
日本下水道協会（2010年版）「下水道推進工法の指針と解説」に基づき施工するものとする。

第3条 現地調査

1. 工事に先立ち，立地条件，支障物件，地形及び土質条件，環境保全等の調査・確認を行わ

なければならない。

(1) 立地条件

① 道路種別と交通状況

② 工事用電力及び給排水設備

③ その他

(2) 支障物件

① 地上，地下構造物及び架空線

② 地下埋設物

③ 井戸及び古井戸

④ 構造物跡，仮設工事跡

⑤ その他

(3) 地形及び土質条件



① 地層構成

② 土質状況

③ 地下水

④ 酸欠空気，可燃性及び有毒ガスの有無

⑤ その他

(4) 環境保全

① 騒音，振動

② 地下水

③ 酸欠空気，可燃性ガス及び有毒ガス

④ 薬液注入による影響

⑤ その他

2. 施工路線の土質調査資料は，原則として本市が提供するものとする。

3. 土質調査結果に基づいて，土質の縦断的な連続性や整合性について検討しなければなら

第4条 施工計画

施工計画書には，次の事項に関する検討内容並びに実施計画を明記して，監督員に提出しなけ

ればならない。

1. 事前調査の結果

2. 立坑の築造計画，または既設立坑の使用計画

3. 管推進工法の選定照査

4. 掘削機器及び推進機器並びに付属機器計画

5. 仮設備計画（支圧壁，坑口，鏡切り，クレーン設備等）

6. 坑内及び坑外設備計画（換気，照明，通信，昇降，坑内排水，基地内使用（立坑位置照査，

資器材等置場，建設機械及び設備類の配置，現場事務所等を含む。），基地仮囲い等）

7. 推進計画（推進管割付（空伏せを含む。），推進管耐荷力照査，掘進管理，推進管の据付け・

接合，裏込め・滑材注入等）

8. 建設発生土等（汚泥を含む。）（本節において，以下「発生土」という。）の処分計画

9. 発進及び到達計画

10. 管目地及び空伏せ計画

11. 補助工法計画

12. その他必要な事項

第5条 地盤沈下対策

掘進に伴う周辺地盤の沈下検討を行わなければならない。検討の結果，有害な沈下が生じるお

それがある場合は，その対策について検討し，監督員と協議しなければならない。

第6条 酸素欠乏症防止対策

管内作業は，「酸素欠乏症防止等規則」（昭和 47年９月 30日労働省令第 42号，平成 15年 12
月 19日改正）に基づき，換気等を十分に行い安全に施工しなければならない。

第7条 可燃性ガス対策

事前調査の結果，掘進路線に可燃性ガスが存在する場合は，「トンネル工事における可燃性ガ

ス対策技術基準」（大阪市建設局）(技術関係集参照)に基づいて対策を検討し，計画書を作成の
うえ監督員と協議を行い，施工計画書に収録しなければならない。

第4章 材料規格



第1条 遠心力鉄筋コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管は，日本下水道協会規格 JSWAS A-2（下水道推進工法用鉄筋コン
クリート管）に適合するものとする。

第5章 刃口等推進設備

第1条 刃 口

刃口の製作に当たっては，土質条件，推進条件に応じて貫入抵抗に耐え，切羽の安定と作業性

を考慮したもので，作業休止時の切羽防護も容易に行える構造とし，その製作図を監督員に提

出し，承諾を得なければならない。

第2条 押輪

押輪の厚さは，管の暑さと同一とする。押輪の断面は箱型とし，十分なひずみ取りを行い片面

は機械加工とする。

第3条 ストラット

呼び径で必要な最大の推進力に耐えるものとする。

第6章 工事基地

第1条 基地用地

基地の位置・面積等は，設計図書の定めによるものとし，原則として，用地は本市が提供する

ものとする。

第2条 基地の設備配置

基地内は，シールド作業が安全，かつ効率的に施工できるように，坑内外設備・セグメントス

トックヤード・加泥設備等を合理的に配置するものとする。

第3条 防音・防振対策

事前調査の結果，防音及び防振措置が必要となる場合は，その措置方法について検討し，監督員

と協議しなければならない。

第7章 立 坑

第1条 計画

1. 立坑の位置・構造等は，設計図書の定めによるほか，以下の規定によるものとする。

2. 立坑の大きさは，発進坑口の寸法，推進（又はシールド機）の寸法，支圧壁の寸法，仮発進

に必要な作業空間，支保工寸法，配水管の吊り降ろしなどを考慮して定めるものとする。

3. 道路使用許可条件等の制約により，掘削土の搬出や資器材の搬出入等を発進立坑から行うこ

とが困難な場合は，別途に作業用の立坑を設置する等について検討し，監督員と協議するも

のとする。

4. 立坑には，昇降設備を設置するものとする。

第2条 施工

1. 受注者は，工事内容・施工条件等を考慮して，これに適合する安全かつ効率的な施工方法に

ついて検討の上，施工計画書に明記し監督員に提出しなければならない。

2. 発進立坑の土留め壁は仮発進時の推進反力を受けるため，掘削工事においては，背面地盤の

緩みを少なくするように配慮しなければならない。

第8章 仮設備工

第1条 支圧壁

1. 支圧壁はコンクリート造を標準とする。なお，これにより難い場合は監督員と協議しなけれ

ばならない。



2. 支圧壁は，ジャッキの支圧力に対して破壊や変形を生じることのない構造としなければなら

ない。また，工事現場条件・環境に応じて，撤去時の騒音・振動の抑制に配慮できる構造を

検討しなければならない。

3. 支圧壁の壁面は，推進管の管軸と直角方向に設置するものとし，平滑に仕上げなければなら

ない。

4. 支圧壁には，支保工材を巻込んではならない。

第2条 クレーン設備

クレーン設備は，推進作業における最大吊り重量に対して，余裕を持った能力を有していなけ

ればならない。

第3条 機器類

1. 発進立坑には，推進工に必要な推進用機器（推進ジャッキ及び油圧機器，押輪，ストラット，

トロバケット等）を設置するものとする。

2. 推進ジャッキ及び油圧機器は，計画推力に対して余裕を持った能力を有していなければなら

ない。

3. 本工事における標準的な油圧機器は下記を予定している。

第4条 推進架台

1. 発進立坑内には，推進架台を設置するものとする。

2. 推進架台は，所定の高さ及び方向に基づいて設置するものとし，推進管の自重等により沈下

やズレが生じないように堅固に組立てなければならない。

3. 標準推進台質量表は下記のとおり。標準によらない場合には監督員と協議すること。

最大配置設備推進力（ｋN) 4,000

ジャッキの公称揚力（ｋN) 1,000

ジャッキの装備台数 4

連数 4

分流器の使用台数 1

油圧ポンプの公称出力（ｋW) 7.5

油圧ポンプ使用台数 1

高圧ホース（呼び径×本数） 12×4

〃 9×8

種目 規格寸法等 単位 数量
質量

（kg）

Ｈ鋼定規 H150×150×7×10 ｔ 0.22 220

Ｈ鋼定規リブ板 PL-9 ｔ 0.01 13

腹底敷板 PL-12 幅 150 ｔ 0.05 50

鋼まくら木 H100×100×6×8 ｔ 0.12 120

鋼まくら木リブ板 PL-9 ｔ 0.01 14

取付ボルト M18×40 本 40.00

さらボルト M16×50 本 20.00



第5条 鏡切り

1. 鏡切り時の地山の安定について検討するものとする。検討の結果，地山の強度増加や止水が

必要な場合は，地盤改良等について検討の上，計画書を作成し監督員と協議しなければなら

ない。

2. 鏡切りは，地山の安定状況を確認後に施工しなければならない。

3. 鏡切りは，全断面を一度に施工することなく区画を定めて順次行うものとし，区画の規模・

施工順序等の詳細について，監督員に報告しなければならない。

第9章 推進工

第1条 準備工

1. 刃口の据付

(1) 刃口の据付に当たり，変形（ひずみ，摩耗，溶接部の亀裂等）の有無，山留め機構の作動状

況，その他必要な事項について，点検し整備を行わなければならない。

(2) 刃口は，衝撃を与えないよう静かに吊り降ろし，推進方向に狂いのないようにセットしなけ

ればならない。

2. 推進口の切断

(1) 推進口の切断は，刃口外径よりやや大きな径で矢板等を切断するものとする。

(2) 推進口と管の隙間には，土砂の流入，地山のゆるみ防止のため，土のう等で土留めを行わな

ければならない。なお，土質が悪く，土砂の流入が激しいと予想される時は，薬液注入等に

より地盤強化を図り切断するものとする。

第2条 推進作業

1. 発進及び到達に関する事項は，第２編第７章第２節一次覆工の規定によるものとする。

2. 管の推進に当たっては，管先端部及び管周囲の土砂の崩壊，ゆるみを起こすような先掘り，

余掘り等を行ってはならない。なお，地盤の隆起，沈下の監視及び推進力と土圧，掘削土量

と排出土量の管理を十分に行い，裏込め注入はその都度行わなければならない。 また，非常

時には，速やかに土留めができるよう常に準備をしておかなければならない。

3. 推進を開始するに際し，ジャッキ圧力を徐々に上昇させ，推進管の接合部や推進方向に異状

が無いことを確認しなければならない。

4. 作業休止時は，刃口の山留め機構等により切羽の崩壊を防止する措置を講じ，安全を確保し

なければならない。

5. 推進に当たっては，管内にゴムシート等を敷き，管体を損傷させないようにしなければなら

ない。特に本管推進については，管内面塗装を損傷しないように注意を怠ってはならない。

なお，推進終了時に内面塗装の状況を確認し，監督員に報告しなければならない。

6. 推進に当たっては，管体の強度を考慮し，管の許容抵抗力以下で推進しなければならない。

また，推進力の上昇により，支圧壁に影響が出る恐れがある場合は，速やかに監督員と協議

しなければならない。

7. さや管の接合部は，地下水及び砂等が流入しないようなシーリング材を充填しなければなら

ない。また，押込み口には水替え設備を設けて排水を行わなければならない。

8. 管目地及び注入孔・緊結孔の仕上げは，モルタル充填を標準とする。
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第10章 注入工

第1条 注入設備工

注入設備については，滑材注入，裏込注入等に必要な計画容量に対して余裕のある設備容量と

し，安全な注入を行える機器を選定するものとする。

第2条 滑材注入工

1. 滑材注入は，推進管の全周へ均等にゆきわたるように，注入圧力を確認しながら行わなけれ

ばならない。

2. 注入孔には逆止弁を設置しなければならない。なお，裏込め注入においても同様の措置を施

さなければならない。

3. 滑材の配合は，表 6-1を参考とする。なお，地山の土質条件等により，これにより難い場合
は，配合表を提出し，監督員の承諾を得なければならない。

表 6-1（参考）1.0ｍ3当り

第3条 裏込め注入工

1. 到達立坑まで，または所定の推進完了後，速やかに裏込め注入を行わなければならない。

2. 注入圧力は，土被りや水圧等を考慮した適切な圧力を定めるものとする。

3. 注入は，圧力管理を標準とし，注入量の管理を併せて行わなければならない。

4. 裏込め注入材の配合は，表 6-2を参考とする。なお，地山の土質条件等から，これにより難
い場合は，配合表を提出し監督員に提出し承諾を得なければならない。

表 6-2（参考）1.0ｍ3当り

第11章 各種調査，測量及び観測

第1条 測定及び調査

管推進工に伴う測定及び調査は，次の事項について行うものとする。

1. 土質，地下水の確認

2. 推進管の縦断方向及び水平方向の偏位測量

3. 路面及び地下埋設物並びに近接構造物の沈下測量

4. 推進力（ジャッキ圧力）の測定

材料

ベント

ナイト

マッド

オイ

ル

ハイ

ゲル
黒鉛

中性

洗剤
CMC 石こう 水

備考

（ｋｇ） （L) （ｋｇ） （ｋｇ） （L) （ｋｇ） （ｋｇ） （ｍ3）

数量

100 40 2 - - 2 - 0.90 標準

100 20 - - - 2 1～4 0.95 粘性土

100 20 2 - - - 1～2 0.95 砂質土

- - -
300～

400
2～3 5～6 - 0.98

粗砂，

砂礫

材料
セメント

フライア

ッシュ

ベントナ

イト
分散剤 目詰材 水

備考

（ｋｇ） （L) （ｋｇ） （ｋｇ） （ｋｇ） （ｍ3）

数量 500 250 100 4 5 0.7



5. ジャッキ，支圧壁の状況

6. 立坑土留め壁の変形

7. 推進管の変状（割れ，欠け，クラック等）

8. 滑材及び可塑剤の注入量の測定

9. その他必要な事項

第2条 測定記録等の整理

管推進工に伴う測定は，施工中毎日行なうものとし，測定結果を出来形管理図及び管理表にま

とめて監督員に提出しなければならない。測定値及び調査内容に異変を認めた場合は，工事の施

工を一時中止し，原因と対策について監督員の承諾を得なければならない。

第3条 偏位測量

推進管の偏位測量は，管１本毎に行わなければならない。

第4条 沈下測量

路面の沈下測量は，縦断方向 10ｍピッチ以内で行なうものとし，１箇所の測量につき，推進管
の直上及びその両側３～５ｍ程度の位置に１点ずつ，都合３点の測点を設けることを目安とする。

ただし，沈下測量ピッチ・頻度について，監督員の指示がある場合は，これに従うものとする。

第12章 施工報告

工事完了後，次の事項について整理した施工報告書を速やかに作成し監督員に提出しなければなら

ない。

1. 推進工事日報

2. 路面及び地下埋設物並びに近接構造物の沈下等の測定記録

3. 推進工事出来形管理図

4. 工事の記録写真

5. 掘進管理記録

6. 推進管の品質管理記録

7. 滑材及び裏込注入材の使用材料及び使用量

8. その他必要な記録


