
主な執筆者：勝井建設株式会社
　桐田浩志（現場代理人）

共同執筆者：藤井啓之（監理技術者）

１．はじめに
　　　本工事は山口県岩国市の門前川に面する米軍岩国基地の経年劣化した護岸改修
　　　工事です。
　　　工事の大きな流れとして既設護岸前面（門前川側）に新設護岸施工後、既設護
　　　岸設備（波返し、As舗装）撤去を行いました。新設護岸背面は雨水排水工事及
　　　び道路工事を行い、既設護岸の機能を保持しました。
　　　参考として標準断面図を下に添付します。

　　　上記図面に示された通り既設護岸は石積構造ですが、表面の形状しか分かりま
　　　せん。発注者に問い合わせしましたが、既設護岸は年季が入ったものであり、
　　　施工時の構造図面は保管していないとのことでした。
　　　従って既設護岸構造を確認する作業から行う必要がありました。
　　　また材料搬入等行う際、車両通行道路から現場に入場するまでに3ｍの高低差があり、
　　　仮設道路が必要であったため、当社で仮設道路計画を行い、最終変更契約で計上して
　　　もらいました。

「岩国飛行場(27)護岸(439)(2工区)整備工事」に関する施工管理上の所見

　　　和八光彦

-1-



２．工事概要
　　2-1　発注者：中四国防衛局　調達部

　　2-2　工事場所：山口県岩国市三角町岩国米軍基地内

　　2-3　工　期：自）平成27年12月19日
　　　　　　　　  至）平成30年  3月30日
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　　2-4　工事内容
種　　別 細　　別 規　　格 単位 最終数量 摘　　要

掘削工 床掘 砂質土 m3 546 海上作業

床掘 捨石 m3 666 海上作業

発生土処理 砂質土 m3 546 海上作業、処分共

発生土処理 捨石 m3 666 海上作業、処分共

基礎捨石工 基礎捨石 (指示無)5～100kg m3 672 海上作業・割増前数量

基礎捨石 (指示有)5～100kg m3 155 海上作業・割増前数量

捨石本均し ±5cm陸上潮待 m2 359 海上作業

捨石荒均し ±50cm陸上潮待 m2 654 海上作業

捨石荒均し ±50cm水中潮待 m2 21 海上作業

堤体被覆工 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 σck=18N/mm2 m3 607

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 σck=24N/mm2 m3 224

鉄筋 SD295A　D13 kg 5,933

鉄筋 SD345A　D19 kg 3,238

型枠 無筋構造物 m2 1,327

型枠 鉄筋構造物 m2 242

止水板 CF200×5mm m 111

目地板 t=10mm m2 83

現場鋼材溶接 K型フレア m 112

止水工 鋼矢板打設
SP-Ⅱw　L=6.0m
(打設長L=5.0m)

枚 42 海上作業

鋼矢板打設
SP-Ⅱw　L=6.0m
(打設長L=4.9m)

枚 242 海上作業

被覆石工 被覆石 (指示無)200kg内外 m3 323 海上作業・割増前数量

被覆石 (指示有)200kg内外 m3 5 海上作業・割増前数量

被覆均し ±50cm　陸上潮待 m2 816 海上作業

被覆均し ±50cm　水中潮待 m2 24 海上作業

裏込工 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 σck=18N/mm2 m3 501

土工 床掘 砂質土　標準 m3 91

埋戻 最大埋戻幅1m未満 m3 21

発生土処理 m3 68 L=3.7km

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
工

表層
再生密粒度As(13)
t=60

m2 877

上層路盤 M-30　t=100 m2 877

下層路盤 RC-40　t=150 m2 877 不陸整正共

舗装止工
地先境界ﾌﾞ
ﾛｯｸ

m 170

排水側溝等布
設工

U型側溝 300×300 m 118 ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｸﾞﾚ蓋共

自由勾配側溝 300×400　縦断用 m 49 ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｸﾞﾚ蓋共

街渠桝設置工 街渠桝 300×600 箇所 3 ｸﾞﾚ蓋共

管布設工 下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VUφ300 m 3

舗装版取壊工
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
版撤去

ｱｽﾌｧﾙﾄ　t=30 m2 802

構造物取壊工 構造物取壊し 無筋構造物 m3 88 殻処分共

足場工 足場 単管傾斜足場 掛m2 677

仮設道路 式 1

工　　種

１．掘削工事

３．堤体工事

２．基礎工事

４．被覆・根固工事

７．舗装工事

５．裏込工事

６．土工事

９.取壊し撤去工事

１０.仮設工事

８.雨水排水工事
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３．問題点、留意点の抽出と検討
設計照査・現地踏査より
3-1　既設石積護岸の状態
潮位が下がった状態で既設石積護岸を目視にて確認しました。
特徴
１．既設石積護岸法面は吸出防止で目地にモルタルが施工されていたが、+3.0ｍより
上部のみの施工でした。それより下は潮位の干満による砂の堆積にて対策が施されて
いませんでした。

写真　捨石、体積砂撤去　既設石積 写真　　既設石積　目地状況
既設石積色の変化点は堆積物の有無

２．既設石積護岸前面は捨石が施工されていたが、捨石の間隙は潮位の干満による砂
の堆積にて塞がれていた。測点によっては捨石量が多い箇所があり、戦後の施工とい
えども違和感を覚えました。

　　着工前写真　既設石積前面捨石状況
３．発注者と協議を進めていく過程で前年度発注工事の情報を得ました。
前年度工事と当社受注工事は既設護岸の形状が違い（当社受注工事は石積護岸に新設
護岸を施工するが、前年度発注工事は海に近いため石積護岸前面に張コンクリートが
施工されていたものに新設護岸を施工するものでした。）ましたが、木工沈床を確認
したとの事でした。鋼矢板打設位置からは離れており、問題はなかったとの情報でし
た。
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上記1~3までの不確定な内容を整理するために試掘を行いました。
試掘時期が11月末であったため昼間は潮位が下がらないため、試掘作業は夜間に行い
ました。

試掘結果
１．木工沈床は鋼矢板打設位置より門前川側に存在する測点があり、鋼矢板打設位置
の変更は認められなかったため石積護岸及び木工沈床を撤去する必要が生じた。

２．既設護岸の状態でNo.54にて木工沈床が押し出されていた形跡が認められ、既設
石積護岸が不安定な状態であることが把握できました。なおその部分は多くの捨石が
施工されており、既設石積護岸の法尻押さえで使用されていると推測できました。

３．石積護岸は通常積み上げる石の重量（自重）で安定する構造であるが、途中から
勾配が急になっており、その部分は石積目地が開いていました。
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3-2　試掘結果からの対策
試掘結果より木工沈床撤去後の長期解放は不可能と判断しました。
岩国米軍基地付近であるため、振動・騒音を伴う鋼矢板打設は昼間しか許可されませ
んでした。従って鋼矢板打設前の夜間に鋼矢板打設可能延長である20ｍを上限として
バックホウにて所定位置まで床掘を行い、昼間に床掘延長分の鋼矢板を打設しました。
この昼夜での繰り返し作業を基本とし、可能な限り木工沈床を撤去した状態での開放
時間を短縮しました。
既設石積護岸は木工沈床を撤去することにより一時的に不安定となり、練石が剥落す
る可能性が生じたため、対策としてD25鉄筋を1ｍ間隔で法尻に打ち込み、単管にて横
方向を全て連結しました。この対策は木工沈床撤去による練石の剥落防止というより、
剥落した練石空間上部の経時による練石剥落助長を防止する目的で行いました。
床掘作業時、一時的に沈下が生じ、既設石積が滑りましたが、この対策で既設石積護
岸機能を保持したため、問題なく次工程に移行することが可能となりました。

写真　既設石積護岸剥落防止対策効果確認
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４．施工中の留意点・工夫・反省点

4-1　工程管理について
27年度護岸工事は3工区に分けて発注されました。当社は2工区を受注し、受注した時
点で仕様書に明記されている現場施工条件、気象条件を考慮した工程表を作成した結
果、工程に余裕がありませんでした。原因として特記仕様書に海上工事は11月~2月と
明記されており、止水工ー鋼矢板打設における鋼矢板セクションの連結は１~3工区連
続であったため、1工区の鋼矢板打設が完了しないと2工区が着工できない条件が挙げ
られました。この条件を3工区まで当てはめて1~3工区現場代理人が打合せした結果、
27年度発注工事として考えたとき、工期を守れない可能性が生じるという結論に至りま
した。
また当初は床掘土を船舶にて床掘完了後、止水工ー鋼矢板打設を行う予定であったた
め、その時点でも鋼矢板打設作業までのロスが生じ、条件として厳しい意見もでまし
た。

対策
まず着工前に発注者－受注者間で行う工事連絡会議（着工前会議）で海上工事施工期間
限定理由を確認しました。理由は文章の通り鮎の遡上時期考慮によるものであり、河川
管理者の許可があれば4月まで海上工事を行っても発注者は問題にしないとの回答でし
た。
27年度発注護岸工事1~3工区各現場代理人と河川管理者との協議で、河川管理者は現
況から海上工事による鮎の遡上に問題は認められていないと認識されており、問題な
く11月~4月までの海上工事施工許可を頂けました。
27年度発注護岸工事1~3工区のクリティカルパスは止水工ー鋼矢板打設であったため、
鋼矢板打設のための床掘はバックホウで事前に行いました。発生する床掘土は床掘範
囲外に仮置きし、鋼矢板打設完了後、作業船にて床掘土の撤去、運搬、処分を行うよう
に工夫しました。
27年度に発注された護岸工事、各工区ともに鋼矢板打設完了後、床掘土撤去・処分、
基礎工事ー基礎捨石工に移行するため、船舶据付位置、船舶アンカー設置位置等で隣
接工区との工事連絡調整を綿密に行い、他工区への影響を最小限に抑えました。
結果としてどの工区も他工区に影響を及ぼさず、予定通り4月までにクリティカルパス
である止水工事－鋼矢板打設、基礎工事ー基礎捨石工１次基礎捨石投入完了までの進捗
が得られました。平成29年11月から再着工可能であった海上工事残工事量が減少したた
め平成30年3月までかかる予定が平成30年1月で完成となりました。

＊海上工事：大型船舶を使用した工事
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4-2　出来形管理について

4-2-1　掘削工事ー掘削工　床掘量について
当初の請負契約の掘削工事－掘削工の数量は100ｍ間隔の横断測量結果から求められて
いました。理論上、設計数量が合わないと判断し、建設工事請負契約書19条に従って
監督員に通知しました。

第19条　受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見し
　　　　たときは、その旨を直ちに監督官に通知し、その確認を請求しなければならな
　　　　い。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
（これらの優先順位が定められている場合を除く。）

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自

然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件に付いて予期することのできない特別の

状態が生じたこと。

上記19条（3）項目に従って通知した結果、測点毎（20ｍ）で着工前測量を行い、数量
を算出するよう発注者より指示されました。なおその際に掘削工には砂質土と捨石があ
り、それぞれの単価が異なるため分別して数量管理するよう発注者から求められまし
た。
着工前測量横断図に試掘結果を記入し、砂質土と捨石の範囲を明確にし、設計数量の
算出を行いました。
現地での床掘作業はクレーン付台船または起重機船でオレンジバケットを使用し、まと
めて床掘するため、船上に積み上げた床掘土では分別不可能と判断し、管理方法につ
いて更に発注者と協議を重ねました。結果、現地では床掘した範囲での計算床掘量と

船上での検収量を比較し、計算書の正確性を確認しながら管理を行いました。
結果として全体的に8％程度の余掘りで施工しました。
竣工検査で使用した対比表を示します。
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設計数量は砂質土546m3、捨石666m3ですが、鋼矢板
打設のため承諾断面で比較した表です。
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4-3　品質管理について

4-3-1　舗装工事－ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工ー表層温度管理について
防衛省　整備計画局発行　土木工事共通仕様書に記されている合材温度については
敷均時のみ規定されていました。発注者に承諾を頂き、プラント発行の事前審査認定
混合物の目標温度総括表に従って合材の温度管理をしました。
下にその総括表を示します。

合材温度管理は合材積み下ろしまでについては全台測定、合材積み下ろし後は測点管理
を行いました。
測定結果一覧表を次頁に示します。
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合材出荷・現場着温度

合材作業毎の温度管理

全て目標基準値を満足しており、品質の高い施工が出来ました。
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4-4　安全管理について

4-4-1　英字看板設置
施工条件によって10ヶ月着工不可であったため、その期間、現場状況を把握しました。
岩国米軍基地内では既設石積護岸背面をランニングロードと呼び、米兵及び自衛隊員
が数多くランニングしており、ランニングロード使用者に工事中の意識を持たせる必
要性を感じました。
防衛局発注工事と米軍間の調整を行う機関（JED)と打合せを行い、英語の看板を設置
する事、入場禁止のフェンスを設置すれば入場した米軍側の責任と指示がでました。

写真　立入禁止措置 写真　立入禁止看板

4-4-2　熱中症対策について
近年、増加している熱中症に対して重点的に対策を行いました。
熱中症は高温にさらされることにより引き起こされますが、それに加えて作業員の激
しい作業によりリスクが高まります。現場には日陰もなく作業員の高齢化もあり、熱
中症発症の可能性は高いと判断しました。
毎月開催する安全衛生協議会の機会に熱中症対策について元請方針を伝えました。
5月から熱中症に対する作業員への教育・対策実施を行い、体調管理の重要性を理解し
てもらいました。

写真　立入禁止措置
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結果、当工事に従事する工事関係者から1人も熱中症患者を出すこと無く完成しました。

写真　牛乳摂取

4-4-3　不測事態対応について

作業員の高齢化に伴い、生活習慣病及び気温等の作業条件により併発する事故が懸念
されました。作業員が不測の事態に陥った時、現場に居合わせた人員に迅速な救命措
置が求められ、速やかに二次救命措置へ引き継ぐことが重要です。従って一次救命措
置を確実に行えるよう、定期的に行われる岩国地区消防組合主催の普通救命講習を受
講した者を現場に常駐させ、不測の事態に備えました。

写真　給水関係

写真　空調服支給

写真　休憩所内　ｴｱｺﾝ、ｳｫｰﾀｰｻｰﾊﾞｰ設置
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一次救命措置として行わなければならないのは以下の2項目です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①人工呼吸・心臓マッサージによる心肺蘇生
②心室細動になった心臓に対してできるだけ早くAEDにて電気ショックを与え、除細
動を行う。

素人では除細動ができないため、AEDを現場事務所に常備しました。
現場事務所にAEDを常備していることを周知してもらえるよう、現場事務所の扉と安
全掲示板にAEDｼｰﾙにて掲示しました。同時に第三者の非常時にも対応可能な状態で工
事に臨みました。幸いなことに使用する機会はありませんでした。

普通救命急講習受講書 普通救命急講習受講書
平成27年10月から2年間 平成29年10月から2年間

写真　AEDシール（事務所） 写真　AEDシール（掲示板）

写真　AED常備
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4-6　環境対策について
4-6-1　騒音・振動低減への取り組み
新設護岸完成後、既設護岸波返し撤去が設計となっており、この作業を圧砕機を取り
付けたバックホウにて行いました。設計はブレーカーが見込まれていましたが、騒音
振動は著しく低減しました。

　　　　写真　圧砕機使用状況

4-6-2　流出油処理
当工事は門前川に面しており、油の流出は河川に限らず海への流出につながる重大な
環境問題となります。海上工事(河川工事)のみならず、陸上工事においても降雨によ
る河川への流出と全体の工事が油流出の可能性がありました。
海上工事、陸上工事ともに、使用機械・船舶の始業前・作業中・終業時点検を実施・
徹底することによって機械故障の防止に努めました。また給油作業も防油堤等の設備を
使用し、細心の注意を払って行うよう徹底しました。
それでも防ぎきれない不測の事態（原因不明な現場周囲の油拡散等）に備えて、油処
理剤・油吸着マットを常備し、万全を期しました。

写真　吸油マット、油処理剤 　　　　　写真　吸油マット

　　　　　写真　油処理剤
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※エコG-10-C・・・流出油の処理に使用、あらゆる油汚れも完全に水溶分解する。
　処理後の液も二次汚染がない。
※油吸着マット「吸ちゃん」・・・工場内や、機械回りなどの漏油吸着用として使
　用。ポリプロピレン製で、親油性が高く、撥水性に富んでおり、吸着した油を保
　持できる性能がある。素材の比重が小さいので、水中に沈まない。

結果として幸いにも使用する機会はありませんでした。

4-7　原価管理
本工事では特筆すべき原価管理上の工夫はありません。

4-8　工事特性・創意工夫・社会性等
工事特性について
工事特性は３．問題点、留意点の抽出と検討で述べた内容が評価されたと思います。

安定計算上、所定深度まで鋼矢板打設完了することによって既設石積護岸が安定する
結果を得ていたため、昼夜作業でその区間の開放時間を最小限にしたことが評価され
ました。

社会性について
社会性は以下の項目をあげました。

１． 門前港の清掃活動・錦川清掃活動への参加
２． 既設階段の補修と再塗装

１．は対外的（中四国防衛局と無関係）２．は防衛局発注工事と米軍間の調整を行う

機関（JED)であり、双方、積極的に参加及び打合せを行った姿勢が評価されました。

創意工夫について
創意工夫は以下の項目をあげました。

１． 既設護岸形状と新設構造物の現況確認の為の全測点試掘調査
２． 既設石積の剥落防止対策
３． 鋼矢板打設箇所における転石対策
４． 工程調整による既設石積の剥落対策
５． 現場鋼材溶接　溶接部におけるサビラーズ塗布
６． 堤体工事 堤体被覆工 ロングPコン・無収縮モルタル使用による塩害対策
７． レディーミクストコンクリート現場試験の単位水量試験の実施
８． 堤体工事 堤体被覆工 基礎工部におけるコンクリートポンプ圧送車使用による

コンクリート打設時間の短縮
９． コンクリート打継箇所における打継処理剤(ジョインテックス)の使用

１０． コンクリート打設時における材料分離対策
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１１． 出来栄えの良いコンクリート打設方法について
１２． 堤体工事 堤体被覆工 使用鉄筋すべてに防錆処理実施
１３． 油処理剤(洗浄剤)と油吸着マットの常備
１４． 工事関係者の熱中症対策の実施
１５． AED(自動体外式除細動器)の常備と普通救命講習受講
１６． 舗装工事 舗装止工 舗装止コンクリートのひび割れ対策
１７． 既設雨水管等撤去時の新設堤体への悪影響軽減の為の裏込コンクリート縁切り
１８． 舗装工事 アスファルト舗装工 既設街灯の摺付部への耐水シール設置
１９． (27)3工区 仮設道路完成までの工程調整
２０． 台風接近に伴う堤体工事 堤体被覆工の工程短縮
２１． 仮設事務所防災設備（窓ガラス破片飛散防止フィルム）
２２． 現場進入路フェンス設置

１．２．及び４．は　３．問題点、留意点の抽出と検討で述べています。
１３．は4-6-2　流出油処理で述べています。

１４．は4-4-2　熱中症対策についてで述べています。
１５．は4-4-3　不測事態対応についてで述べています。
２２．は4-4-1　英字看板設置で述べています。

５．総括
今回の工事の大きな特徴として海上作業に施工可能期間が設けられたことです。
２７年度工事は３工区に分けて発注され当社は２工区を受注しましたが、隣接工区
の工程、進捗状況を互いに把握しながら工事を進めていかなければなりませんでした。
毎週、現場代理人が打合せを行っていましたが、他工区の作業内容、重要性も考えな
がら打合せを行いました。それぞれの工区が各自の現場を調整したため、大きなトラ
ブルもなく順調に完成しました。

３．問題点、留意点の抽出と検討で述べていますが、現地踏査及び試掘作業が今回の
工事の結果を左右したと思っています。現地踏査で不安に感じたことを試掘作業で確
認しましたが、着工前の既設石積護岸があれほど不安定な状態で使用されているとは
想像できませんでした。
既設石積護岸状態を事前に把握し発注者へ報告・協議できたこと、対策を実施し効果
が得られたことを目の当たりにし、現地踏査・試掘作業の意義を再確認しました。

安全の重点項目であった熱中症対策により１人も体調不良者を出すことなく、現場完
成しました。これから地球温暖化等で条件は悪くなると思いますが、これからも熱中
症患者を出さないよう、日々、努力します。
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