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１．はじめに 

本工事は、銭壺山公園線防衛道路整備の一環として発注された、アスファルト舗装工を

中心とした一連の工事である。施工に関しては同工区にて他社が施工中であり、路床の整

正後に当社が引き継ぎ、アスファルト舗装を行う工事であった。 

工程調整の結果、当初よりの工事着手が不可能だったので工事一時中止となり、解除後

に施工を行った。 

 

２．工事概要 

２－１．発注者 

山口県 岩国港湾管理事務所 

２－２．工事場所 

山口県 岩国市由宇町有家 地内 

２－３．工期 

自 平成 25 年 2月 8日、至 平成 26年 3月 25日 

（但し平成 25年 2月 8日～平成 25年 12月 27日まで一時

中止） 

２－４．工事内容 

 主要工種 

アスファルト舗装工 表層工 1,340m2 

アスファルト舗装工 上層路盤工 1,350m2 

排水構造物工 暗渠排水工 106m 

道路付属物工 路肩コンクリート 50m 

縁石工 アスカーブ 67m 

視線誘導標 車線分離標 2本 

 

 

 

 



３．問題点・留意点の抽出と検討 

工事一時中止解除後、会議・測量・設計照査等により下記の問題点・留意点を抽出・検

討した。 

 路床が全体の 2/3 程度しか仕上がっていなかった為、測量及び数量の拾い出しを

行い、設計変更数量の算出・発注者への提示が必要となった。平成 24年度工事で

予算上限が定まっていたため、追加工種の検討・計画が頻繁に行われ、数量が施工

直前まで確定しなかった。 

 路床の状態が部分的に悪い箇所があり、他工区にて調整・対応が難しかった為、当

社のほうで対応・改善が必要であった。 

 近隣住民の要望で、セメント改良は不可とのことだったので、暗渠排水管の設置・

砕石にて置換えを行った。 

 工程調整より、年度末時期に舗装を行うようになった為、舗装業者の繁忙期が予想

され、又、天候不順期でもあった為、施工班の段取りは頻繫に連絡を取り合い、作

業可能日に合わせた臨機応変の準備を必要とした。 

 

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午前午後２回ずつ計４回のところ、搬入全車について合材

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。 

特に合材プラントから現場までの運搬距離は約 25kmあり、時間にすると片道約 1時

間かかるので合材現場到着温度には注意して合材の受け入れを行った。(外気温 10℃、

養生ｼｰﾄにて温度低下防止) 

合材材料の到着待ちで施工が 30分～60分程度中断した結果、アスファルトフィニッ

シャーの真下にあった合材の温度が低下して、再開時には、バーナーにて合材を温め施

工を継続したが、後日、その部分が(約 1m2)見た目の悪い仕上りになった。 

その部分については打換えを行ったが、施工の手戻り・無駄な経費が発生した。 

温度管理の重要性を改めて痛感した。 



 

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 50%

以下の社内基準値を設定した。(厚さ規格値-3、社内管理値-2) 

厚さについては、コア採取時の厚さ管理と、オートレベルにて路盤天・表層天を測定

し、その差で厚みの管理を二通り行った。但し、上限値については、他者が路床整正を

行い、当社が上層路盤から施工をする工事であった為、厚くなる傾向が考えられたので

設定を行わなかった。 

結果、完成検査時の出来形及び出来栄えの項目については、厚みのバラツキもあり、

又、上限値の設定もなされてなかったので、評価の対象とされなかったのは残念だった。

(C評価) 

 



 

3) その他 

アスファルト乳剤の使用量について、確認出来る資料というものが材料の納入伝票

でしかなかった。今後は使用前・使用後の残量確認(計量)をするようにしたい。 

 

４－２．工程管理 

記載のとおり、他工区施工が終わり次第の施工だった為、当初予定していた工期の短縮

を実現出来なかった。 

施工乗込み時期についても、他工区の絡みがある為、はっきりと分からず、又、舗装業

者の繁忙期と重なり、思うような工程管理が出来なかった。 

施工時期が確定してからは、実施工程表を提出して工程調整に留意した。 

 

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。 

一般車の通行を妨げないように施工を行う為、1車線ずつ施工を行い、片側交互通行で

施工を行った。 

舗装時の材料搬入車については、誘導者が居ないと後退しないようにルールを定め施

工を行った。 

 

４－４．環境対策 

現場付近にて酪農をされている民家もあり、コンクリート打設時の流出防止を図った。 

濁水の流出がないように、法肩部に枕土嚢の設置も行った。 



現場常備品として、重機による油漏れに対応できるよう、吸着マットを常備した。 

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 

本工事では特筆すべき原価管理上の工夫はなかった。 

 

４－６．工事特性・創意工夫・社会性等 

1) 工事特性 

本工事は施工数量・施工条件等から特殊な工事には該当せず、加点評価は得られなか

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。 

 良質土・砕石の置換え(路床の不良箇所) 

 雨養生の為の土嚢設置 

 過積載防止のとりくみ 

 雨養生の為の縁石設置 

全部で 1点の加点となった。本工事では路床改良に特に重点を置いたため、相応に評

価いただいたと思っている。 

3) 社会性 

本工事にて施主に提案した社会性等は下記の通りである。 

 歩行者・二輪車通路設置 



 地域住民へ回覧板の配布 

通路の設置は通行者の転倒事故発生を受けて緊急に行ったものである。 

他社から引き継ぐ直前の事故だったが、早急な対応を評価いただき、1点の加点とな

った。 

4) その他の工夫 

 

５．総括 

 

 今回の工事は工事数量の割には 2 人職員が配置されたことで、コスト的にも厳しい

と予想された為、早期完成を目指していましたが、他工区との調整、舗装業者との調整も

あり実現出来なかった。 

出来形管理については、施工後の出来形ではなく、施工段階で管理し、バラツキを抑え

るように努力していきたいと思う。 

発注者からの求められた書類・要望については、早急に対応できたと思う。今後も発注

者のニーズに応えられるように仕事を進めていきたい。 

（和八） 

 

 本工事は最初の打ち合わせが１０月に行われ、その時点では１２月には現地入りを

予定していたが結果的には２月中旬まで延期となり、主たる工種を担当する舗装業者の

段取りが４回も５回も変更になる工程調整に難航する工事となった。 

現在、岩国市では飛行場関連工事が最盛期を迎え、下請業者や材料、さらには工事車両

等の確保が非常に難しく、機会を逃すと１週間も２週間も工程がズレる懸念と隣り合わ

せだった。そのため、通常なら避けるべき雨天での施工も視野に入れることとなった。幸

い悪天候には巡り会わず、降雨の際も小雨に留まったため、施工上の問題には発展しなか

ったが、もっと余裕のある段取りができなかったのか、次の機会に生かしたいと思う。 

（勝井） 

 

  



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 1.30 点／ 2.6 点 50%

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 4.35 点／ 8.1 点 54%

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 0.50 点／ 1.5 点 33%

社会性等 地域への貢献等 0.00 点／ 2.0 点 0% ×

17.20 点／ 35.0 点

82.2 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

82

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）

 

 


