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１． はじめに

　本工事は、岩国航空基地内における護岸改修工事として発注された、堤体工事・消波工事を

中心とした一連工事である。同時期に1～5工区が施工する為、隣接する工区との工程調整と

同一の工種についての施工方法の共通化が発注者より求められた。

２． 工事概要

２-１． 発注者

防衛省　中国四国防衛局　調達部

２-２． 工事場所

山口県　岩国市　岩国航空基地　地内

２-３． 工期

自　平成25年 3月14日 至　平成27年 3月13日

２-４． 工事内容

掘削工事・・・掘削工　532ｍ3,残土処理　532ｍ3

基礎工事・・・基礎捨石　1,020ｍ3,捨石本均し　480ｍ2,捨石荒均し　1,670ｍ2

堤体工事・・・堤体被覆工　コンクリート打設　1,100m3,鉄筋(D13)　3,120ｋｇ,鉄筋(D19)　5,650ｋｇ,

型枠　2,400ｍ2,足場　1,040掛ｍ2

消波工事・・・洗掘防止工　3,190ｍ2,消波ブロック工　1,902個

被覆･根固工事・・・被覆石　835ｍ3,被覆均し　2,020ｍ2

裏込工事・・・裏込工　638ｍ3

土工事・・・掘削工　197ｍ3,埋戻工　143ｍ3,残土処理　38ｍ3

舗装工事・・・アスファルト舗装工　下層路盤　1,470ｍ2,上層路盤　1,490ｍ2,表層　1,490ｍ2,

舗装止工　36ｍ

法面工事・・・現場打擁壁工　210ｍ

雨水排水工事・・・U型側溝　98ｍ,自由勾配側溝　143ｍ,街渠桝　5箇所,管布設工　4ｍ

環境整備工事・・・張芝工　72ｍ2,コンクリート張工(ｔ=100)　47ｍ2,コンクリート張工(ｔ=70)　79ｍ

取壊し撤去等工事・・・構造物取壊し　432ｍ3,舗装版取壊し(ｔ=5ｃｍ)　438ｍ2,

舗装版取壊し(ｔ=3ｃｍ)　728ｍ2,標識撤去･復旧工　1箇所

既設消波ブロック撤去工　241個

磁気探査業務・・・4,900ｍ2

岩国飛行場(24)護岸(439)(3工区)整備工事に関する施工管理上の所見

主な執筆者　　藤井　啓之　(現場代理人)
共同執筆者　　畑野　保司　(監理技術者)

工事施工場所



３． 問題点・留意点の抽出と検討

工事着手前に、基地内の規則等を踏まえ問題点・留意点を抽出・検討をした。

・ 工事着手にあたり、基地内の規則の中に「護岸を越えて基地に立ち入ることはできない」と

あり、米軍基地 憲兵隊と協議をしない限り施工場所に近づけない現場環境であった。

協議に時間を要したが、陸上から護岸を越える者と海上から護岸に近づく者を区別できる

ようにヘルメットに目印を付けることにより施工ができるようになった。

・ 当工事が発注される前に、工事場所の前に広がる藻場造成地が施工されており、藻場の

育成状況等が監視されていた。しかし、当工事は海上作業が見込まれており、作業船舶に

よるアンカリング、停泊等によって藻場の損傷が無いか懸念された。

当社は大型クレーン(200tクローラクレーン)を所有している為、陸上から施工可能か検討

したが、支持地盤の地耐力、盛土による基地内一般道路の影響等を踏まえて海上作業の

陸上からの施工を不採用とした。藻場の損傷を軽減する為、アンカー式のクレーン付台船

からスパッド式のクレーン付台船に使用船舶を変更して施工した。

・ 土工、型枠大工、鉄筋工、舗装工 等の職人が不足しており、施工時の作業者の確保が

困難であった。特に岩国基地内の工事ということで、入場パスの申請･入場出場時の混雑･基

地規則による施工の制約 等の条件で施工業者も限られていた。当社の協力業者も繁忙期

の為に受注をして頂けない状況であった。しかし、護岸工事が1～5工区同時施工であった

ので、隣接工区で施工予定であった協力業者に工程調整を条件に受注して頂けた。

アンカー式クレーン付台船

スパッド式クレーン付台船施工場所周辺　藻場育成状況

工事施工場所

：藻場生育地



・ 消波ブロックの製作方法について、受注時は工場製作であった。しかし、発注者と港湾施設

管理者(山口県岩国港湾事務所)の協議の結果、由宇港公共岸壁が使用できるようになった。

その為、由宇港公共岸壁での現場製作に仕様が変更された。1～5工区が同時期に製作･仮

置き･積出しをすることは困難であった為に5社による調整を進めた結果、3社は発注者指定の

仕様から外れる施工となった。当社も由宇港公共岸壁以外で製作･仮置き･積出しができる港

湾施設を探したが、山口県内の港湾施設(野積み場 等)は工事に係るものの仮置き･積出しは

可能であるが、製作はできないという返答で見つからなかった。発注者と港湾施設管理者の協

議は特例で、由宇港公共岸壁以外は使用できなかった。由宇港公共岸壁を2社での共同使用

となったが、由宇港公共岸壁 2号野積み場の8,000m2のみの使用であった為にヤードが不足

していた。消波ブロックの製作･仮置き･積出し方法を社内で検討した結果、岩国市内の二次製

場で製作し、大型トレーラーにて陸上運搬し、積出しに必要な個数を考慮しながら仮置きする

施工方法となった。ただし、ヤードの広さに制限があり、最大400個しか仮置きができず、搬入

と積出しの数量を調整する計画が必要であった。作業工程にあわせた数量管理表を作成し管

理した結果、使用ヤードが最小限で済み、円滑に施工を進めることができた。

由宇港公共岸壁　使用例

使用状況　(全景) 数量管理表

勝井建設(株)
消波ブロック仮置きヤード

他社(護岸工事他工区)

消波ブロック仮置きヤード

勝井建設(株)

消波ﾌﾞﾛｯｸ運搬船(800ｔ積平台船)

引船

工
事
用
道
路仮設休憩所

トイレ

③岩国地基地へ出港

②大型クレーンにより積込み

①陸上運搬により搬入

使
用
不
可

由宇港公共岸壁

平成26年8月27日　作成

搬　　入 積　出　し 由宇港残り 搬入累計

5月8日 (木) 75 75 75

5月9日 (金) 70 145 145

5月10日 (土) 90 235 235

5月12日 (木) 68 303 303

5月13日 (金) 70 373 373

7月25日 (金) 198 175 373

7月31日 (木) 80 255 453

8月1日 (金) 80 335 533

8月2日 (土) 198 137 533

8月11日 (月) 64 201 597

8月12日 (火) 83 284 680

8月19日 (火) 80 198 166 760

8月21日 (木) 80 246 840

8月22日 (金) 80 198 128 920

8月27日 (水) 80 208 1000

8月28日 (木) 80 288 1080

9月1日 (月) 80 198 170 1160

9月2日 (火) 80 250 1240

9月3日 (水) 80 330 1320

9月4日 (木) 80 198 212 1400

9月5日 (金) 100 312 1500

9月6日 (土) 100 412 1600

9月12日 (金) 100 198 314 1700

9月16日 (火) 80 394 1780

9月18日 (木) 80 198 276 1860

9月19日 (金) 42 318 1902

9月22日 (月) 198 120

9月26日 (金) 120 0
勝井建設株式会社

消波ブロック数量管理表

日　　付



４． 施工中の留意点･工夫･反省点

４－１．工程管理

・ 堤体工事、裏込工事、法面工事、環境整備工事におけるコンクリート打設作業において、岩国

基地内に同時期に工事が集中した為にコンクリートの確保が困難であった。通常2週間前に連

絡し打設予定をおさえるところであるが、１ヶ月先は予定がいっぱいであった。その為、２ヶ月先

まで予定を組み、コンクリート打設日から逆算して工程を組んだ。作業者不足もあり、工程調整

が困難であったが、目標日を決めて施工を進めた結果、2ヵ月工程を短縮することができた。

また、堤体工事の工程を短縮することにより陸上作業も予定より早く着手することができ、全体の

工程も早期に完成することができた。

４－２．品質管理

本工事における品質管理は、

・ 堤体コンクリートの出来栄えとひび割れ防止

・ アスファルト合材の温度

・ 舗装面の出来栄え

に重点を置いて行った。

1) 堤体コンクリートの出来栄えとひび割れ防止

堤体コンクリートは、基礎部･表法被覆部･波返し部に分かれており、表法被覆部は1：1.2の勾配、

波返し部は1：0.4の勾配がついている。したがって、法面部に気泡やブリージング水の垂れ等の

跡が残りやすく見栄えが悪くなりやすい。事前に施工方法を検討し、

・ 法面部のコンクリート打設時は入念に棒バイブレータ、型枠バイブレータをかける。

・ コンクリート打設完了後、再度、型枠バイブレータをかける。

を実施した。しかし、残念ながら良い結果は得られなかった。バイブレータをかけ過ぎると細かい

気泡が表面に現れ見栄えが悪くなった。また、打設後に再度型枠バイブレータをかけたが、効

果はなかった。しかし、バイブレータを入念に

かけた結果、沈下クラックは概ね見受けられ

なかった。

　今後、法面部のコンクリート打設のモデリング

として透明のアクリル板の型枠で、コンクリー

トの打設時の表面の変化、効果的なバイブレ

ータのかけ方 等を実験したいと思った。

また、ひび割れについては、乾燥収縮ひび

割れが1ブロック10m間の真ん中付近に入った

が、0.2m以下のヘアークラックであった。

裏込め部と同時打設であった為、部材厚が1m

を越えるものとなり、マスコンクリートの施工を考慮

すべきであった。温度ひび割れの対策として、

散水車を用い十分散水養生を行ったが、型枠の

存置を長くできなかった。 現場状況写真

法面部型枠脱型直後

気泡・ブリージング跡が

残りやすい。

真ん中付近に全スパン

ではなかったが、クラッ

クが見つかった。



2) アスファルト合材の温度

全体工程の仕上げとなるアスファルト舗装工は、工期末となる冬季の施工が必然であった。

そこで、良い品質を確保するために合材の温度管理が重要となった。岩国基地での作業では、
渋滞･入門チェック･基地内徐行 等の条件で運搬時間のロスが予想されるので対策が必要と

なった。施工業者と打合せをした結果、以下の対策を講じた。

・ 運搬時の温度低下を考慮して、工場練り上げ温度を通常より若干高く出荷する。(180℃以上)

・ 合材のシート養生を2層式で行う。

(1層目:保温重視の布製、2層目：外部への温度発散防止の保温シート)

結果として、外気温5℃の施工で、合材の到着温度を

160℃以上を保つことができた。

3) 舗装面の出来栄え

結果として、舗装面の出来栄えは一部ヘアークラック

が入り補修することとなり、見栄えが悪くなった。表面に

入ったヘアークラックであった為、舗装性能には問題は

無かった。原因は、転圧機械の線圧過大・転圧温度が

高すぎた・過転圧が考えられる。舗装当日の低外気温に

対して合材温度が高すぎたのかもしれない。

後日、専用器具でクラック部を再加熱し、コテでなじませた。

５． 総括

約2年にわたる長期間の工事で、無事故無災害を

達成できたのと、海岸に面した工事で、台風等による

水害もなく無事に完工できたのは非常に幸いである。

しかし、見栄えの良いかつ品質の良い構造物を使用

者に提供できなかったのが、残念である。工事評定点

においても発注者から品質管理の評価が低かった。

仕様書どおりの施工だけでなく、現場の状況に適合

した施工方法を常に考えながら工事を進める大切さを

身に染みて感じた。この工事の良かった点･悪かった

点を今後に行きたいと思う。

シート養生状況

ヘアークラック


