
項　目

新　旧　対　照　表

旧 【土木請負工事必携 P39-2】 新 【土木請負工事必携 P39-2】

39.施設台帳等作
成の手引き
P39-2

第２章 作成対象となる施設台帳等 

 

施設台帳等の作成対象は、表 1.1、表 1.2、表 1.3 に示すものとする。 

 (1) 施設台帳 

表 1.1：施設台帳の種類と作成単位 

分野 対象施設 
施設台帳等の種類 

作成単位 
名称 帳票様式※ 

道路 

橋梁(横断歩道橋含む) 橋梁台帳 帳票 1-1-01 1 橋 

トンネル ﾄﾝﾈﾙ台帳 帳票 1-1-02 1 箇所 

道路付属物 

道路照明灯台帳 帳票 1-1-03 1 基 

道路標識台帳 帳票 1-1-04 1 基 

組立歩道台帳 帳票 1-1-05 1 区間(詳細は監督員と協議) 

立体横断施設 ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ台帳 帳票 1-1-06 1 箇所 

道の駅 道の駅台帳 帳票 1-1-07 1 駅 

道路情報管理施設 

道路情報提供装置台帳 帳票 1-1-08 1 基 

異常気象時通行規制装置台帳 帳票 1-1-09 1 区間(異常気象時通行規制区間) 

積雪ｾﾝｻ台帳 帳票 1-1-10 1 基 

凍結ｾﾝｻ台帳 帳票 1-1-11 1 基 

除雪機械 除雪機械台帳 帳票 1-1-12 1 台 

消雪施設 
消雪施設台帳 帳票 1-1-13 1 区間(詳細は監督員と協議) 

消雪ﾎﾟﾝﾌﾟ遠隔制御盤管理台帳 帳票 1-1-14 1 箇所 

河川 

排水機場 排水機場施設台帳 帳票 1-2-01 1 箇所 

水門・堰 水門・堰施設台帳 帳票 1-2-02 1 箇所 

樋門・陸閘 樋門・陸閘施設台帳 帳票 1-2-03 1 箇所 

矢板護岸 矢板護岸施設台帳 帳票 1-2-04 1 区間(詳細は監督員と協議) 

河川情報管理施設 

河川情報ｼｽﾃﾑ台帳 帳票 1-2-05 1 施設(詳細は監督員と協議) 

多重無線設備台帳 帳票 1-2-06 1 施設(詳細は監督員と協議) 

超短波無線設備台帳 帳票 1-2-07 1 施設(詳細は監督員と協議) 

ﾃﾚﾒｰﾀ施設台帳 帳票 1-2-08 1 施設(詳細は監督員と協議) 

河川監視ｶﾒﾗ台帳 帳票 1-2-09 1 施設(詳細は監督員と協議) 

河川増水警報ｼｽﾃﾑ台帳 帳票 1-2-10 1 施設(詳細は監督員と協議) 

ダム施設 ﾀﾞﾑ施設台帳 帳票 1-2-11 1 ダム 

海岸 

排水機場 排水機場施設台帳 帳票 1-3-01 1 箇所 

水門・堰 水門・堰施設台帳 帳票 1-3-02 1 箇所 

樋門・陸閘 樋門・陸閘施設台帳 帳票 1-3-03 1 箇所 

矢板護岸 矢板護岸施設台帳 帳票 1-3-04 1 区間(詳細は監督員と協議) 

潮位等観測施設 
検潮儀台帳 帳票 1-3-05 1 基 

風向風速計台帳 帳票 1-3-06 1 基 

港湾 港湾施設 港湾施設台帳 帳票 1-4-01 1 施設(詳細は監督員と協議) 

空港 空港施設 空港施設台帳 帳票 1-6-01 1 空港 

下水道 
処理施設 下水道施設台帳 帳票 1-7-01 1 施設(詳細は監督員と協議) 

管渠 管渠・マンホール台帳 帳票 1-7-02 1 区間(詳細は監督員と協議) 

第２章 作成対象となる施設台帳等 

 

施設台帳等の作成対象は、表 1.1、表 1.2、表 1.3 に示すものとする。 

 (1) 施設台帳 

表 1.1：施設台帳の種類と作成単位 

分野 対象施設 
施設台帳等の種類 

作成単位 
名称 帳票様式※ 

道路 

橋梁(横断歩道橋含む) 橋梁台帳 帳票 1-1-01 1 橋 

トンネル ﾄﾝﾈﾙ台帳 帳票 1-1-02 1 箇所 

道路付属物 

道路照明灯台帳 帳票 1-1-03 1 基 

道路標識台帳 帳票 1-1-04 1 基 

組立歩道台帳 帳票 1-1-05 1 区間(詳細は監督員と協議) 

立体横断施設 ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ台帳 帳票 1-1-06 1 箇所 

道の駅 道の駅台帳 帳票 1-1-07 1 駅 

道路情報管理施設 

道路情報提供装置台帳 帳票 1-1-08 1 基 

異常気象時通行規制装置台帳 帳票 1-1-09 1 区間(異常気象時通行規制区間) 

積雪ｾﾝｻ台帳 帳票 1-1-10 1 基 

凍結ｾﾝｻ台帳 帳票 1-1-11 1 基 

除雪機械 除雪機械台帳 帳票 1-1-12 1 台 

消雪施設 
消雪施設台帳 帳票 1-1-13 1 区間(詳細は監督員と協議) 

消雪ﾎﾟﾝﾌﾟ遠隔制御盤管理台帳 帳票 1-1-14 1 箇所 

河川 

排水機場 排水機場施設台帳 帳票 1-2-01 1 箇所 

水門・堰 水門・堰施設台帳 帳票 1-2-02 1 箇所 

樋門・陸閘 樋門・陸閘施設台帳 帳票 1-2-03 1 箇所 

矢板護岸 矢板護岸施設台帳 帳票 1-2-04 1 区間(詳細は監督員と協議) 

河川情報管理施設 

河川情報ｼｽﾃﾑ台帳 帳票 1-2-05 1 施設(詳細は監督員と協議) 

多重無線設備台帳 帳票 1-2-06 1 施設(詳細は監督員と協議) 

超短波無線設備台帳 帳票 1-2-07 1 施設(詳細は監督員と協議) 

ﾃﾚﾒｰﾀ施設台帳 帳票 1-2-08 1 施設(詳細は監督員と協議) 

河川監視ｶﾒﾗ台帳 帳票 1-2-09 1 施設(詳細は監督員と協議) 

河川増水警報ｼｽﾃﾑ台帳 帳票 1-2-10 1 施設(詳細は監督員と協議) 

ダム施設 ﾀﾞﾑ施設台帳 帳票 1-2-11 1 ダム 

海岸 

排水機場 排水機場施設台帳 帳票 1-3-01 1 箇所 

水門・堰 水門・堰施設台帳 帳票 1-3-02 1 箇所 

樋門・陸閘 樋門・陸閘施設台帳 帳票 1-3-03 1 箇所 

矢板護岸 矢板護岸施設台帳 帳票 1-3-04 1 区間(詳細は監督員と協議) 

潮位等観測施設 
検潮儀台帳 帳票 1-3-05 1 基 

風向風速計台帳 帳票 1-3-06 1 基 

港湾 港湾施設 港湾施設台帳 帳票 1-4-01 1 施設(詳細は監督員と協議) 

空港 空港施設 空港施設台帳 帳票 1-6-01 1 空港 

下水道 
処理施設 下水道施設台帳 帳票 1-7-01 1 施設(詳細は監督員と協議) 

管渠 管渠・マンホール台帳 帳票 1-7-02 1 区間(詳細は監督員と協議) 

砂防 砂防関係施設 砂防設備台帳 帳票 1-8-01 1 箇所 



項　目 旧 【土木請負工事必携 P39-3】 新 【土木請負工事必携 P39-3】

39.施設台帳等作
成の手引き
P39-3

新　旧　対　照　表

(2) 点検台帳 

表 1.2：点検台帳の種類と作成単位 

分野 対象施設 
点検台帳の種類 

作成単位 
名称 帳票様式※ 

道路 

橋梁 

(横断歩道橋含む) 

橋梁点検調書 帳票 2-1-01 
1 橋 

橋梁簡易点検調書 帳票 2-1-02 

舗装 路面性状調書 帳票 2-1-03 
1 区間 

(詳細は路面性状調査業務仕様書) 

ﾄﾝﾈﾙ ﾄﾝﾈﾙ点検調書 帳票 2-1-04 1 箇所 

河川 

排水機場 排水機場点検台帳 帳票 2-2-01 1 箇所 

水門・堰 水門・堰点検台帳 帳票 2-2-02 1 箇所 

樋門・陸閘 樋門・陸閘点検台帳 帳票 2-2-03 1 箇所 

矢板護岸 矢板護岸点検台帳 帳票 2-2-04 1 区間(詳細は監督員と協議) 

ダム施設 ダム施設点検台帳 帳票 2-2-05 1 ダム 

海岸 

排水機場 排水機場点検台帳 帳票 2-3-01 1 箇所 

水門・堰 水門・堰点検台帳 帳票 2-3-02 1 箇所 

樋門・陸閘 樋門・陸閘点検台帳 帳票 2-3-03 1 箇所 

矢板護岸 矢板護岸点検台帳 帳票 2-3-04 1 区間(詳細は監督員と協議) 

防潮堤 防潮堤点検台帳 帳票 2-3-05 1 区間(詳細は監督員と協議) 

港湾 港湾施設 維持管理計画書 帳票 2-4-01 
岸壁、防波堤等の 1施設 

(詳細は監督員と協議) 

 

(3) 法定台帳 

表 1.3：法定台帳の種類と作成単位 

分野 
法定台帳の種類 

作成単位 
名称 根拠法令 帳票様式※ 

港湾 港湾台帳 港湾法 帳票 3-4-01 1 港湾 

公園 都市公園台帳 都市公園法 帳票 3-5-01 1 公園 

砂防 砂防設備台帳 砂防法 帳票 3-8-01 1 河川 

 

 

※帳票様式については以下を参照 

別冊１：施設台帳等様式集 

別冊２：施設台帳等作成事例集 

（参照 URL: http://web.pref.hyogo.lg.jp/ks04/shisetsudaicho.html） 

(2) 点検台帳 

表 1.2：点検台帳の種類と作成単位 

分野 対象施設 
点検台帳の種類 

作成単位 
名称 帳票様式※ 

道路 

橋梁 

(横断歩道橋含む) 

橋梁点検調書 帳票 2-1-01 
1 橋 

橋梁簡易点検調書 帳票 2-1-02 

舗装 路面性状調書 帳票 2-1-03 
1 区間 

(詳細は路面性状調査業務仕様書) 

ﾄﾝﾈﾙ ﾄﾝﾈﾙ点検調書 帳票 2-1-04 1 箇所 

河川 

排水機場 排水機場点検台帳 帳票 2-2-01 1 箇所 

水門・堰 水門・堰点検台帳 帳票 2-2-02 1 箇所 

樋門・陸閘 樋門・陸閘点検台帳 帳票 2-2-03 1 箇所 

矢板護岸 矢板護岸点検台帳 帳票 2-2-04 1 区間(詳細は監督員と協議) 

ダム施設 ダム施設点検台帳 帳票 2-2-05 1 ダム 

海岸 

排水機場 排水機場点検台帳 帳票 2-3-01 1 箇所 

水門・堰 水門・堰点検台帳 帳票 2-3-02 1 箇所 

樋門・陸閘 樋門・陸閘点検台帳 帳票 2-3-03 1 箇所 

矢板護岸 矢板護岸点検台帳 帳票 2-3-04 1 区間(詳細は監督員と協議) 

防潮堤 防潮堤点検台帳 帳票 2-3-05 1 区間(詳細は監督員と協議) 

港湾 港湾施設 維持管理計画書 帳票 2-4-01 
岸壁、防波堤等の 1 施設 

(詳細は監督員と協議) 

 

(3) 法定台帳 

表 1.3：法定台帳の種類と作成単位 

分野 
法定台帳の種類 

作成単位 
名称 根拠法令 帳票様式※ 

港湾 港湾台帳 港湾法 帳票 3-4-01 1 港湾 

公園 都市公園台帳 都市公園法 帳票 3-5-01 1 公園 

 

 

※帳票様式については以下を参照 

別冊１：施設台帳等様式集 

別冊２：施設台帳等作成事例集 

（参照 URL: http://web.pref.hyogo.lg.jp/ks04/shisetsudaicho.html） 


