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１．はじめに 

本工事は、県道岩国玖珂線の岩国市移管の前提として行われた新愛宕橋補修工事の内、

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伸縮装置交換を

中心とした別工事を他社が受注しており、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 岩国市牛野谷町 地内 

２－３．工期 

自 平成 27年 4月 10日、至 平成 27年 9月 7日 

 

２－４．工事内容 

 主要工種 

舗装工 

 路面切削工         1,790m2 

 基層(車道・路肩部) 1,790m2 

 表層(車道・路肩部) 1,790m2 

 表層(歩道部)      420m2 

コンクリート工 

 軽量 1種 Con         27m3 

橋面防水工 

 シート系防水工     1,790m2 

 塗膜系防水工         420m2 

※ 他、添付「工事概要」参照 

 

 



３．問題点・留意点の抽出と検討 

受注契約から着工までに、隣接工事の都合上時間があったことから、調整会議・設計

照査等により下記の問題点・留意点を抽出・検討した。 

 工程上、別工事の伸縮装置交換が完了しないと着手できないため、別工事の進捗

に併せて当方が乗り入れる工程調整が必要であった。 

 施工時期が梅雨期に相当するため、降雨による日程調整を綿密に行うことが重要

と考えられた。 

 現場の交通量が非常に多く（平日約 1万台／12h、同 1万 5千台／24h 山口県交通

量図 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18300/census/h22census.html よ

り）、作業日毎に交通開放を要するため、時間単位での綿密な施工計画が求められ

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、1 径間(38m)に 1 回の割合

で、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。 

 



 
 
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 80%

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から 80%設定としたが、やはり高

評価は得られず、50%を目標とするべきだった（結果としては 50%に収まらない箇所が

生じたため 80%で問題なかったが、管理に対する姿勢の問題として課題であった）。 



 

 

 

3) 間詰コンクリート工 

当初計画では歩道部の舗装剥取後、充填された砕石を撤去し間詰コンクリート（軽

量 1 種）に置き換える予定だったが、実際にはコンクリートが充填されていた。この

ため表面の脆弱な調整コンクリートを除去し、必要な厚さだけ軽量コンクリートを充

填する工法に変更した。その分の数量調整は、追加指示にて歩道部施工面積を増量

（228m2→420m2）して対応した。 

 



4) 橋面防水工 

片面ずつ施工する関係で、センターラインの取り合いが留意点となった。検討の結

果、角材を舗装型枠兼シート系防水端部の重ね部確保の目的で利用することとした。

なお角材配置については後述の通り創意工夫としても留意した。 

5) その他 

歩道部排水のため縁石に導水管を設置するところ、縁石の劣化が深刻で削孔時に破

損の懸念が生じたため新品に予め削孔加工を施した上で現場で置き換えることとした。

いざ実施してみると斜めに削孔する作業は現地ではとても実施できるものではなく、

スムーズな施工に大きく貢献する判断であったと考える。 

なお振り返ってみると、事前のコア抜きによって強度を確認する選択肢もあったが、

施主側を説得する簡便な資料としてはひび割れが入った劣化状況写真がもっとも簡便

かつ確実であった。 

 

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

数の抑制並びに施工日当たりの規制時間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) 先行する業者との打合せで作業手順を調整し、伸縮装置交換が完了した工区から順次

当方が乗り入れを行うこととした。この結果、歩道部の施工を中心に 13 日着工を前

倒しし、その分全体の作業日数を削減することができた。 

2) 全体として 6月の降雨は少なかったが、7 月に入ってからは台風もあり雨天休工が相

次いだ。最終的には当初7月16日完了予定を同25日まで延期せざるを得なくなった。 

3) 施工日当たりの規制時間短縮については工種の削減を図り、床版削孔等当初予定して

いた工種の一部を先行業者規制期間中に実施した。この結果施工日数は 4日増加した

が全て先行業者規制期間に組み込んだため全体としての作業日数は増加させず、また

当方施工日当たりの作業時間を 1時間短縮できた。 

実際の施工に当たっては、切削→シート防水→舗装復旧（2 層）の流れを確認しなが

ら実施したところ、初日は 20時交通開放となる。初日作業終了後に業者間で打合せ、

防水業者の作業開始を早める工夫にて全体の作業時間を短縮可能であると結論し、切

削作業中に防水業者の段取りを開始し、切削が 4分の 1程完了・清掃を済ませた区間

から防水工事を後追いで着手していく段取りとした。このため規制区間内での工事車

両の停車位置を調整し、互いの作業の邪魔にならぬよう配慮した。これらの配慮の結

果、2 日目以降の交通開放は 18時半～19時まで短縮できた（別図参照）。 

 

 



4) 本工事においては、発注者である岩国土木建築事務所側の姿勢も工程管理上多大な寄

与があった。特に通常の場合片側交互通行規制で実施されるところ、本工事について

は上り車線を完全通行止めとする一方通行規制を指示されたことは誘導員配置や作

業性向上に大変有利に働いた。 

以上のように、工程管理には特に留意して施工を行ったが、評定上は 0.3点／2.6点

と不満の残る結果となった。大きな反省点として、規制期間の見積が甘すぎたことが

挙げられる。雨天中止を考慮して 1 週間の余裕を見込んだ設定としたが、結果はさら

に 10日の延長となり、延期の事実が減点の大きな要因になったことが推定される。仮

に当初から 25日までの規制を設定していれば、0.3点の評価が 0.6～1.0点程度にはな

ったと思われる。 

 

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一方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。しかし施工中に数台、一方通行規制に気づかず進入・

逆走する一般車両があり、規制を行っているからと安心することはできず十分な警戒を

要した。 

作業員への配慮事項としては、暑中作業であるため熱中症に留意した。十分な水分・

塩分補給と休憩は当然であるが、当現場で特に行ったこととしては冷凍庫の導入で飲料

水を凍結させた状態で配布し、即興の氷嚢としても利用してもらった。 

 



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と交通規制を共同した結果、当初想定していた規制日数を

半減させることができ、原価上大きな寄与があった。 

施工日当たりの規制時間短縮により、協力業者の残業時間の低減が実現できた。 

現場事務所は発注者側との協議で国有地に構え、賃料その他の負担を排除することが

できた。 

 

４－６．工事特性・創意工夫・社会性等 

1) 工事特性 

本工事は交通量が多い主要幹線案件であるため、1.0点／3.0点の評価をいただいた。 

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。 

 舗装打継目の工夫（センターライン） 



 

センターラインの打継目に角材で段差を設け、防水シートの保護と打継目におけ

る舗装定着性の向上を図った。 

 

 間詰コンクリートの配合 

設計図書における指定呼び強度 18N/mm2 に対して、工程上早期に所用強度まで達

することが望ましいため 24N/mm2 にて打設し、また現場養生供試体を用意して 1

週間強度にて所用の 18N/mm2に達していることを確認した。 

 既設舗装厚の調査（試掘） 

長期に亘る供用の結果、路面状態が歪で舗装厚がバラバラであったため、舗装切

断・路面切削等で床版を傷付けないよう、予め試掘調査にて各スパン毎の舗装厚

を事前確認した。 

全部で 0.5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、着工前・施工中・完了後の 3 度にわた

り回覧板にて周知した。完了後まで丁寧に周知したことが評価され、0.5 点／2.0点の

評価をいただいた。 

4) その他の工夫 

  



５．総括 

 

本工事では先行して伸縮装置交換を行う業者の存在が非常に大きく影響した。工程上

は施工日数を増やしてでも先行業者の規制期間に組み込むことで当方の負担を減らすこ

とができ、また各種規制看板を共有することで互いに設置・撤去の手間を半減すること

もできた。交通誘導員の半減は原価上非常に好影響となり、当現場を黒字決算で終えた

大きな要因となった。 

一方で工程管理は悩まされ、着手が 6 月下旬と入梅以降になったことや台風の影響も

あり、当初の規制期間内に完了せず延期のやむなしに至ったのは残念だった。 

（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、渋滞による苦情、振動・

騒音に関する苦情を考慮し、交通規制回数の削減・規制時間短縮の実現を図る必要があ

ると考えられた。 

  交通規制回数の低減については、隣接工事との調整を密に行い、規制を供用して作業 

 を行った。(結果 13日分の交通規制共用) 

  梅雨時期での施工であったため、当初施工完了予定していた期日より延期となったが、

実規制回数については、工程調整により、当初予定より 1日短縮が出来た。 

  規制時間短縮について、施工初日は規制開放予定時間より 1 時間開放が遅れたので、

すぐさまフォローアップを行い、翌日より予定時間に交通開放を行えたが、工程管理で

の評点では 0.3点/2.6点となり残念だった。                (和八) 

  



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 2.50 点／ 3.25 点 77% ◎

Ⅱ．工程管理 0.30 点／ 2.6 点 12% ×

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 2.80 点／ 5.6 点 50%

Ⅱ．品質 4.05 点／ 8.1 点 50%

Ⅲ．出来ばえ 1.25 点／ 2.5 点 50%

工事特性 1.00 点／ 3.0 点 33%

創意工夫 0.50 点／ 1.5 点 33%

社会性等 地域への貢献等 0.50 点／ 2.0 点 25% ×

16.35 点／ 35.0 点

81.4 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

81

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）

 

 


