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１．はじめに 

本工事は、県道岩国佐伯線に架設された出合橋、並びに長谷大橋補修工事の内、橋面

防水工を中心とした一連の工事である。施工に際しては同現場にて多数の業者がそれぞ

れ担当工事を請け負っており、綿密な工程調整を必要とした。 

 

２．工事概要 

２－１．発注者 

山口県 岩国土木建築事務所 

２－２．工事場所 

山口県 岩国市美和町下畑 地内 

２－３．工期 

自 平成 28年 2月 10日、至 平成 28年 12月 26日 

２－４．工事内容（主要工種） 

 出合橋 

 路面切削工  900m2 

 As舗装工  835m2 

 塗膜系防水工  835m2 

 長谷大橋 

路面切削工  1,209m2 

As舗装工  1,209m2 

塗膜系防水工  1,209m2 

※ 他、添付「工事概要」参照 

 

 

３．問題点・留意点の抽出と検討 

本工事は当社を含めて下記の通り、都合 5 社が順次施工を行うものであり、特に工程

管理に大きな問題があった。 



10月 11月 12月4月 5月 6月 7月 8月 9月

サン・ロード(株)

ショーボンド建設(株)

(有)平田工務店

(株)九内

勝井建設(株)

 
ショーボンド ：落橋防止装置 
平田工務店 ：踏掛板 
九内  ：伸縮装置 
勝井建設 ：橋面防水並びに舗装更新 
サン・ロード ：高欄 
 

 基本的に各業者は順に現地入りする段取りとなるため、各々の業者が自社担当工

事に着手する際に準備を万端に整え、速やかに工事を終え次の業者に引き渡す必

要があった。 
 工期中には梅雨期や秋雨期等の影響で作業を中断せざるを得ない時期が発生する

が、各業者との調整が必要なため、その影響を予め折り込みつつ、最短の工程を

組む必要があった。 
 

４．施工中の留意点・工夫・反省点 

４－１．品質管理 

本工事における品質管理は、 

 アスファルト合材の温度 

 舗装面出来形 

に特に重点を置いて行った。 

1) 合材温度 

通常の施工管理基準では作業日当たり２回ずつのところ、合材搬入車両毎に、合材

現場到着温度・敷均し温度・初期締固め温度を測定管理した。 

評価としては 3.75／8.1 点と必ずしも振るわず、50％社内規格値管理以外の手法を

検討する必要が今後考えられた。 



 

 
 
2) 舗装面出来形 

舗装面の出来形管理においては、測定各項目について、通常の施工管理基準値の 50%

以下の社内基準値を設定した。 

既設橋の舗装であるため現況合わせとなること、その現況が轍掘れ等によって厚さ

のバラツキが大きく管理値との整合が取り難いこと等問題があったが、縁石や地覆部



の通りが良かったため、通り芯からの下がり寸法にて計測管理した。 

出来形検測に際しては 1mm 単位で計測可能なよう器具を工夫して緻密な検測を実現

し、4.35／5.6点と高評価をいただいた。 

 

 

 

3) 橋面防水工 

本工事では塗膜系防水材を使用したため、使用数量は空缶検収により確認したが、

実際の塗膜厚を検測する方法・機器類について今後検討・導入することでより緻密な

施工管理が可能と思われた。 



4) その他 

業者間引継の関係で、先行業者撤収時に橋梁前後の路盤を仮復旧の状態にて引き継

ぎ、本復旧を当社が実施することとなった。 

 

４－２．工程管理 

３．に示した通り、本工事において最も留意すべきは一連の工程管理であり、施工日

数の抑制がもっとも周辺住民に迷惑をかけず工事を完了する手法と考えられた。 

そのため下記の方策を実施した。 

1) 先行する業者と作業時期を調整するため、

綿密に打ち合わせを行った。 

2) 事前の交通量調査に基づき、県側との協議

にて当工事では終日片側交互通行規制を実

施することとした。このため、工程上は１

作業日に１業者乗り込みが基本となり、施

工管理や安全管理が容易となった。 

3) 工程は先行業者の都合から随時変更となり、当初予定工期の 3 月 31 日から計 3 回も

工期延期となった。評価点は 0.6/2.6点と不満の残る結果となったが、基本的に加点

は工期短縮の実績が強く反映されるとの回答であり、本工事においては高評価を得る

ことは当初から困難であったが、各業者との調整を主導したことが認められ、対外関

係の評価は 0.9/0.9点で満点をいただいた。 

 

４－３．安全管理 

本工事では多数の舗装車輌が同時に動き回るので、重機災害の防止を重視した。 

４－２でも示したように、発注者側の配慮により終日片側交互通行規制となったこと

は安全管理上も有利であり、橋上片側一車線全体を施工ヤードとして利用できたため比

較的余裕をもって各種車両を配置できた。 

一方で交通量が少ないため、通行車両はかなり速度を出して通過するため、作業中の

接触リスクには特に留意し、作業車脇に特に誘導員を配置して警戒した。 

 

４－４．環境対策 

本工事においては切削作業中に騒音や粉じんの発生が留意されたが、橋上の作業で、

周辺地域への影響は考慮せずに済んだ。作業員への配慮はマスクや防塵メガネにて対応

した。 

床版削孔時は処理水が河に落下する恐れがあったため、橋梁点検車を使用し下方で排 



水を受け止めることとした。 

                                                                     

建設機械の機種、規格等については特に指定はなかったが、排出ガス対策型を使用し

た。 

 

４－５．原価管理 

本工事においては先行業者から仮設材その他を極力引き継ぐ方針とし、原価低減に相

当の寄与があった。 

また作業日毎の業者乗り込みを単純化できたことから作業効率が向上し、工数低減に

よる原価抑制も相応に認められた。 

 

４－６．工事特性・創意工夫・社会性等 

1) 工事特性 

本工事においては特段の工事特性は認められず、0/3点で評価はなかった。 

2) 創意工夫 

本工事にて施主に提案した創意工夫は下記の通りである。 

 出来映え向上を目的としてハイウォッシャーによる現場洗浄を行ったが、結果的

には創意工夫扱いで評価をいただいた。 

 事前の交通量調査にて適切な規制方法を検討し、特に信号機の設定に反映させる

こととしたが、これは NETIS にセンサーで車両の待機状況を把握し、信号間隔を

自動調整する製品が存在することから、今回の現場程度の交通量ではわざわざ調

査するほどの意味はないとの評価になってしまったが、信号機や工事灯等に NETIS

製品を採用したことで総合的評価として扱っていただいた。 

 鉄筋探査工において、3D 探査が可能な NETIS 製品を用いた探査を実施し、削孔時

に確実に鉄筋位置を把握した。これは前述の舗装厚 1mm 管理と併せて総合的評価

として扱っていただいた。 

全部で 1点／1.5 点の評価となった。 

3) 社会性 

本工事においては地域住民への周知のため、事業全体を俯瞰して各業者が入れ替わ



るタイミングにて順次進捗状況を広報した。 

また、現場作業中、仮設通路を設けて通行人の交通を妨げない配慮が必要であった

が、即ち現場を完全に閉鎖できないことを肯定的に捉え、周辺住民に作業風景を公開

することとした。 

その他、県側担当と相談し、加点評価を得るためにはかたちに残るものが良いとの

助言をいただき、摩耗した区画線の再生を行った 

これらはいずれも好評をいただき、2.0点／2.0点の満点となった。 

4) その他の工夫 

  



５．総括 

 

本工事は受注後に各社の作業が輻輳する事業であることが判明し、当社施工まで半年

もの待機を余儀なくされ、事前の準備としての情報収集の重要性を改めて認識させられ

るものとなった。 

その分、準備段階で構想を練る余裕はあり、現場公開を行うなど、地域への周知・理

解を促進する様々な方法を検討できた。一方で公共工事において高評価をいただくには

「かたちに残る」方法を検討する必要性を再確認することとなった。今回工事が比較的

工種も少なく難易度が低い割に創意工夫や社会性で高得点をいただけたことは収穫であ

り、今後に反映させたい。 

（勝井） 

 

  本工事は、交通規制を伴う主要県道での橋梁補修工事のため、渋滞による事故、振動・

騒音に関する苦情を考慮し、試掘等の余分な規制をやめ、無駄な作業の一切をはぶき交

通の渋滞をさせない工夫を行った。 

  交通規制回数の低減については、作業間の測量時間を可能な限り短縮し手待ち時間

を無くす工夫をした。例としは、防水工や舗装工において事前に高さを出しておき当日

すぐに作業が可能な状態にした。また、排水管の位置の割出しも規制なしで位置の割出

しを行い直ぐに作業が可能な状態にした。 

  業者間の作業の調整も密に行いスムーズな工程になるように工程調整を毎日行った。

工程管理での評点では 0.6点/2.6 点となり残念だった。 

  交通管理においては、長谷大橋において三叉路に追加で信号を配置し、万が一の交通

災害に備えた。また、追突防止対策として規制の各看板にピカピカライトを設置し看板

の明示に努めたため、事故なく工事を竣工出来た。              (西田) 

  



添付資料：工事成績評点 

 

Ⅰ．施工体制一般 0.75 点／ 0.75 点 100% ◎

Ⅱ．配置技術者 0.90 点／ 0.90 点 100% ◎

Ⅰ．施工管理 2.00 点／ 3.25 点 62%

Ⅱ．工程管理 0.60 点／ 2.6 点 23% ×

Ⅲ．安全対策 0.90 点／ 3.9 点 23% ×

Ⅳ．対外関係 0.90 点／ 0.9 点 100% ◎

Ⅰ．出来形 4.35 点／ 5.6 点 78% ◎

Ⅱ．品質 3.75 点／ 8.1 点 46%

Ⅲ．出来ばえ 1.25 点／ 2.5 点 50%

工事特性 0.00 点／ 3.0 点 0% ×

創意工夫 1.00 点／ 1.5 点 67%

社会性等 地域への貢献等 2.00 点／ 2.0 点 100% ◎

18.40 点／ 35.0 点

83.4 点／ 100 点

0.0 点

0.0 点

点

VE評価（VE追加点＋５点）

評定点（四捨五入による整数）

考査項目・細別

83

評定点　／　満点

出来形
及び

出来ばえ

施工体制

施工状況

加減点小計

基本評定点（６５点＋加減点小計）

法令順守等（減点のみ）

 

 


