
令和２年５月19日

関係者各位

国県対策課長 宮部 智己

工事検査指摘事項から見る「施工管理の留意点」について（お知らせ）

日頃より工事検査業務に関しご理解ご協力いただき誠にありがとうございます。

直方市は、平成１７年の品確法の施行により工事品質の向上を目的に検査機関の充

実を図り、監督職員や受注者の技術力向上に努めてきたところです。

その結果、適正かつ高品質な工事成果を確保することができ、更には工事目的物等

の長寿命化にも繋がり公共工事財源をより有効に活用できたと感じております。

しかしながら厳しい財政事情は変わらず、今後も更なる効率的な公共工事の実施が

要求されることから、検査時に指摘が多かったものを集約した「施工管理の留意点」

（別紙、計12Ｐ）をお知らせし、更なる工事成果の品質向上に努めたいと考えてお

ります。

工事関係者の皆様におかれましては、これまでのご理解とご協力に感謝するととも

に、今後もより適正かつ適切な施工管理に努めていただきますようよろしくお願いい

たします。

国県対策課

工事検査係

係長 和泉 貴盛
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「施工管理の留意点」

1. ＣＯＲＩＮＳの受注登録

①期限内に登録し、「登録内容確認書の写し」を直ちに監督員へ提出して

ください。【施工管理のてびき（Ⅰ－５）】

②直方市は、工事主管課が「完了届」を受理した時点で技術者の専任を

解きます。よって、竣工登録はその時点で速やかに行い、工事検査まで

に「登録内容確認書の写し」を監督員へ提出してください。

2. 建退共掛金収納書

①「証紙購入状況報告書」に必要事項を記入し、収納書の上部のみに糊

付けしてください。また、率表にマーキングし、購入金額が適正である

旨を証明する計算式を記入してください。

②中小企業退職金共済等退職金制度にすでに加入している場合は、その

証明書を添付してください。下請業者等が加入していない場合は、下請

業者分を購入し報告してください。

3. 工事外注計画書

①令和２年度より廃止します。よって、令和２年４月１日以降の契約工

事は提出不要となります。

4. 施工計画書

①標準的な施工方法等を示すだけでなく、本現場に特化した施工計画書

を作成してください。

②全体的な作業フロー図を作成するなど、本工事の作業順序が分かる様

に作成してください。

③資格が必要な作業がある場合は、有資格者の「氏名」「所属会社名」「資

格証の写し」等を記載・提出してください。他の提出書類で作業従事者

名簿等を提出している場合は、重複して提出する必要はありません。た

だし、その時はその旨を施工計画書に記載し作業従事者名簿等の該当者

をマーキングする等、工夫をお願いします。
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④工期や数量だけの軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合は、

「変更施工計画書」を提出する必要はありません。ただし、軽微な変更

がある場合は、朱書きにて修正してください。

⑤施工計画書にて提出したものは、重複して提出する必要はありません。

5. 施工体制台帳

①金額に関係なく下請契約がある場合は、必ず提出してください。

②作成後、遅滞なく（対象業者が現場着手する前に）提出してください。

③記入内容に変更がある場合は、その都度更新し速やかに「変更」を提

出してください。

④下請金額が500万円未満であっても、建設業の許可を持っている場合

は「建設業許可証の写し」を添付してください。

⑤技術者を実務経験で配置する場合は、その経歴書を添付してください。

実務経験とは職務に従事した期間で、雇用期間ではありませんので注意

してください。

⑥「施工体系図」は、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲示してくだ

さい。

⑦注文書・請書の明細が一式で積上げられており、元請と下請の施工内

容が不明確なものが多くみられます。工種や作業内容を明確に記載し、

契約することを心掛けましょう。

6. 出来形・品質管理計画書

①請負金額に係わらず、全ての工事で提出してください。この計画内容

により品質や出来形、写真管理の良し悪しが決まります。監督員と協議

のうえ、適切に作成してください。

②総括表（出来形：管理項目、管理基準、規格値、測定方法、頻度等）

（品質：試験・測定項目、頻度、回数、規格値等）を作成し提出してく

ださい。基準欄や摘要欄に「施工管理のてびき」のページ数を記入する

など、その項目を管理する根拠を示すとより分かりやすくなります。
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③特殊な工法等で「施工管理のてびき」等に特に基準等がない場合は、

監督員と協議のうえ採用した基準等に関する資料を添付してください。

なお、材料承認願等に添付している資料等にその基準等が記載されてい

る場合は添付を省略できますが、その旨を摘要欄に記入してください。

④小規模な場合や維持工事の場合等において、出来形や品質管理を一部

省略することができます。その場合は、その旨を「摘要欄」に記入する

か「工事打合簿」等で両者で確認するよう心掛けてください。

⑤管理不足でよく指摘される内容は次のとおりです。

・出来形

☆路盤厚、舗装厚の管理は、掘り起しによる厚さ管理（t=）と施

工完了後の基準高の差による厚さ管理（h=）の二通りが必要で

す。総括表や管理図も二通り記入してください。

☆舗装工の平坦性試験は「１車線幅以上の幅員で規定の厚みの舗

装版を舗設する場合は、Ｌ=100ｍ以上の施工について測定管理

する。」こととなっています。

ただし、その他維持工事においては省略することができますの

で、監督員と協議のうえ決定してください。

・品質

☆小規模なアスファルト舗装の品質管理について、施工量が５０

ｔ未満あるいは４００㎡未満であっても出来形管理用コアを用

いて現場密度の測定を実施するようになっていますので注意し

てください。なお、点在する維持工事等は監督員と協議のうえ省

略することができます。

7. 安全訓練活動計画書・報告書

①個々の工事現場の作業内容に応じた安全訓練活動を実施してください。

②工事関係者はもとより直接作業を行う作業員が参加してください。

③工期末にまとめて提出するのではなく、実施都度（毎月）速やかに提

出してください。

④令和２年４月１日以降の契約工事は、状況写真、参加者名簿、活動内

容資料等の提出が不要となります。工事安全対策自己点検チェックリス

トのみを報告書に添付し提出してください。
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⑤監督員や検査官が状況写真、参加者名簿、活動内容等の資料の提示を

求めることがあります。活動や報告書の作成を怠らないように注意して

ください。

8. 交通安全管理計画書

①道路使用許可が必要な工事は、その許可証の写し（許可条件や指導事

項等を含む）を添付してください。工期等の関係で更新がある場合は、

更新分の許可証の写しも提出してください。

②計画書や道路使用許可条件等との整合が確認できるように写真を管理

してください。

③道路使用許可証は必ず現場に携帯してください。

④指定路線等により誘導員Aの配置が義務付けられている場合は、資格

証の写しを添付してください。

9. 交通誘導員総括（集計）表

①警備会社が証明した集計表を提出してください。

②伝票の写し等、配置員数が確認できる資料を添付してください。

10.着工前測量・測量成果簿

①着工前測量成果簿等を提出し、監督員の承諾を得たうえで施工を行っ

てください。

②測量標及び仮BMは移動の恐れがない場所に設置してください。また、

測点名を明示し、工事完成時にも明確に存知するようにしてください。

③測量標及び仮BMは全景・アップで撮影し、管理状況を写真で報告し

てください。

④設計図書に計画高が示されていない場合は、監督員と立会のうえ計画

高を決定しましょう。その際、その状況写真や計画高が把握できる図面

（縦横断図や展開図など）を添付してください。

⑤成果簿等には測定者の氏名を記入してください。
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11.詳細計画工程表・実施工程表

①「直方市工程表作成基準（案）」に基づいて作成してください。

②測点や路線を記入する等、作業順序が分かる様に作成してください。

③特記事項欄に当初は「段階確認」「材料確認」等を、実施はそれ以外に

「検査等」「打合せ協議」「変更指示」「契約変更」等を記入してください。

12.段階確認願・確認書

①段階確認項目の不足が多く見受けられます。「施工管理のてびき」等に

記載されている項目のみが確認対象ではありません。完成後に不可視と

なる工種など、監督員と協議のうえ確認項目を決定してください。

②確認の種別欄には「工種」を、細別欄には「確認内容」を具体的に記

入してください。漠然とし過ぎていて、何を確認するのか分からない場

合がありますので注意してください。

③「施工管理のてびき」に準じて作成、実施、保管、提出してください。

【施工管理のてびき（Ⅲ－68～75）】

④段階確認は、原則、臨場確認です。やむを得ず机上確認とする場合は、

写真を詳細かつ鮮明に撮影するなど充実した資料を提出し確認を受けて

ください。

⑤確認の都度、確認者にボールペン（鉛筆は不可）でサインをもらって

ください。清書しないように注意してください。

⑥実施工程表の特記事項に確認日等を記入してください。

⑦令和２年４月１日以降の契約工事は、監督員の臨場確認状況写真の撮

影が不要となります。確認状況写真が不要となるだけで、確認しなくて

良いということではありませんので注意してください。

13.建設廃棄物処理計画書

①令和２年４月１日以降の契約工事は、様式が変更されていますので注

意してください。

②計画書に添付する書類は、産業廃棄物処理業許可書の写しのみとなります。

産業廃棄物処理契約書の写し、中間処理施設・最終処分場への経路・地図及び
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写真の提出は不要となります。

③工事期間中に産業廃棄物処理業許可が切れた場合は、「継続申請書の写し」

等を提出してください。

14.産業廃棄物マニフェスト伝票（E票の写し）

①集計表に運搬車両ナンバーを記入してください。

②マニフェストに車両ナンバー記入欄がない場合は、余白に車両ナンバ

ーを記入してください。

③マニフェスト（E票）の写しが薄く、会社名や処分完了印、処分数量等

が確認しづらい場合は、A票の写しを追加添付してください。

④「有価物」として引き取られる金属類（スクラップ処理）についても、

引き取り状況が確認できる資料（写真、伝票等）を提出してください。

15.建設発生土処分地計画書・確認書

①計画書の処分場の資料は、位置図・埋立許可証の写しとします。処分

場の写真は提出不要です。

②処分場を追加・変更する場合は、計画書を再提出してください。ただ

し、数量のみ変更の場合、再提出は不要です。

③処理場に持込んだ場合は、処理場が発行する残土チケット等の写しを

確認書に添付してください。

④自由処分の場合は、運搬台数や築立状況を報告するなど処分量を証明

する写真や資料を確認書に添付してください。

16.材料承認願・確認書

①材料承認を受けず材料を使用していることが多く見受けられます。監

督員と十分に協議し、対象材料を決定してください。なお、福岡県では

工事に使用する材料は原則として全て材料承認を受けるよう指導されて

います。承認を受けず不適切な材料を使用するとその工事目的物の品質

が確保できず、手直しや修補が必要となることがあります。仕様が指定

されている材料は、特に注意してください。
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②同等品以上の材料を使用する場合は、その品質が同等以上であること

を証明する資料を提出し監督員の承認を得てください。

③材料承認の添付資料には、宛名（受注者宛）、日付等必要事項を記入し

てください。

④カタログ等を添付する場合は、使用する規格が分かるようにマーキン

グする等の工夫をお願いします。また、カタログの一部を抜粋するとメ

ーカーが不明となることがありますので注意してください。

⑤インデックス等を使用し、添付資料を見やすく整理してください。

⑥設計変更等により使用材料が増える場合は、材料承認願いを追加提出

し承認を得て使用してください。ただし、使用数量のみ変更になる場合、

追加提出は不要です。

⑦実施工程表の特記事項に確認日等を記入してください。

17.材料出荷証明書

①出荷証明書が提出されていないことがあります。材料承認と同様に、

監督員と十分に協議して対象材料を決定してください。

②鏡に設計数量と出荷（実施）数量を記入した総括表を添付し、対比で

きるようにするとより確認しやすくなります。

③材料承認の型番と出荷証明書の型番に違いがあり、承認された材料を

適切に使用しているか確認できないことがあります。同一材料であるこ

とが確認できるよう工夫願います。

18.品質管理総括表（報告書）

①測定した各実測（試験・検査）値は、すべて規格値を満足しなければ

なりません。

②管理項目や記入内容に漏れや不備が無いか、再度確認してください。

③公的機関で実施された品質証明書を保管・整備できる場合は、撮影を

省略することができます。
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19.出来形管理総括表（管理図・管理表）

①展開図は、設計値が黒、実測値が赤、差が青の３段３色書で記入して

ください。

②展開図に出来形・品質管理箇所を明示してください。

・アスコンのコア位置：出来形、品質（公的・自主）など

・区画線：テストピース位置、刻印位置など

③管理項目や記入内容に漏れや不備が無いか、再度確認してください。

④管理基準により測定した各実測（計測）値は全て規格値を満足し、か

つその平均値（延長はその合計延長）は設計値を下回ってはなりません。

⑤実測値は規格値内に収まれば良いというだけでなく、ばらつきを小さ

くする努力が必要です。

⑥規格値内であっても目的物がその目的どおり機能しないと判断した場

合は、手直しや修補を指示することがありますので注意してください。

20.工事打合簿・変更指示書

①質疑や軽微な変更を伴う内容は打合簿により監督員と協議を行い、承

認を受けてから施工してください。なお、口頭による指示・協議があっ

た場合は、後日でも構いませんので打合簿にて記録するよう心掛けまし

ょう。

②工法や工期の変更が伴うなど重要な変更については、指示書により監

督員の指示を受けてください。

③打合簿・指示書ともに、設計変更の対象・非対象、設計変更の時期、

概算変更金額等を監督員から具体的に回答してもらいましょう。また、

工期の変更が伴う場合は、速やかに変更工程表を作成し監督員の承認を

得ましょう。

④実施工程表の特記事項に打合せ日や変更指示日を記入してください。

21.現場掲示物

①建設業許可票の掲示は、業法上、下請業者全て（許可業者のみ）掲示

する必要があります。ただし、令和２年１０月より元請のみに緩和され

るかもしれません（建設業法に準ずる）。
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②工期変更がある場合は、工事看板等がその都度適切に更新してくださ

い。また、更新を確認できる写真を撮影してください。

③緊急時の体制連絡系統図に合わせて病院までの経路図を掲示してくだ

さい。

22.工事写真

①安全管理

・作業員の服装の乱れ（袖まくり、半袖等）や危険な作業状況（機械

と作業員の距離、安全帯の未装着など）が写真に写り込んでいます。

日頃から適切な指導をお願いします。

・夜間や不稼働日、使用機器や車両等の管理などの安全対策を写真で

報告しましょう。写真での報告を成績評定にて評価しています。

②建設副産物処理

・建設廃棄物の品目毎に適切な処理状況が確認できる写真（運搬車両

ナンバー等）を撮影してください。

☆代表車番にて、積込～運搬～処分（荷下し）状況など

・令和２年４月１日以降の契約工事は、建設廃棄物及び建設発生土の

追跡写真は提出不要となります。

③現場掲示物

・現場に必要な掲示物を適切に掲示し、写真等で報告してください。

その際、平面図等に各種看板設置位置、管理番号等を記入し写真管理

するとより分かりやすくなります。

・内容を確認できるように全景とアップで鮮明に撮影してください。

④段階確認

・黒板には、種別、細別、確認項目を記入し撮影してください。

⑤材料検収、材料確認

・承認された材料と同じものが搬入されたことを証明する写真を提出

してください。材料または箱・容器等に JIS マーク、製品名、製造

会社名が入っている場合は、必ずその表示面を撮影してください。

・使用材料は、最低でも１個を梱包から出して撮影してください。

・材料検収等は、地面に直置きでするものではありません。枕木やパ
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レット、ブルーシート等を敷いて現場に搬入された状態で実施・撮影

してください。

⑥出来形、品質管理

・品質管理において試験等を自主管理で実施する場合は、その品質を

証明する資料（試験結果や根拠等）や写真を提出してください。

・出来形が確認でき、またスケールの判読ができるように撮影してく

ださい。特に完成時に確認できない部分（不可視部等）は撮影漏れが

ないように注意しましょう。写真で確認できない場合、受注者の費用

負担で掘削確認が必要となる場合があります。

・交通開放等により検査時に幅員等の検測が困難となることが予想さ

れる場合は、検測写真を必ず撮影しておきましょう。

・高さや深さを撮影するときは、アングルをなるべく水平に保ちまし

ょう。

・各工種の出来形の誤差が全て±0で報告されていることが多々あり

ます。設計値に合わせて写真管理するのではなく、実施結果を素直に

測定し管理してください。

⑦施工状況

全体的に施工状況写真が不足し施工詳細が不明なことから、その品質

が確保できているかどうかの判断が難しいことがあります。以下の内

容に注意し写真管理を行い、その施工が適切かつ適正であることを証

明してください。完了後不可視となる箇所については、特に注意して

管理してください。

・着工前及び完了の写真撮影箇所や撮影方向が分かるように整理して

ください。鏡に写真管理平面図等を添付し番号で管理したり、補足欄

に測点や方向を記入するなど工夫をお願いします。

・写真が不鮮明で施工状況が確認できないことがあります。撮影画素

数、紙とプリンターやインクの相性など、印刷写真が鮮明であること

を確認し提出してください。

・説明欄を活用し、より分かりやすく整理する工夫をお願いします。

・各工種の完了写真（全景）を撮影してください。
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・現場打コンクリート

☆打設高さ確認のため、コンクリートの投入状況（1.5ｍ以下、

砂防1.0ｍ以下）が分かるように撮影しましょう。

☆養生シートや養生マットの使用、散水状況等を撮影し報告しま

しょう。

・埋戻し

☆２層以上の埋戻しが必要な場合は、巻出し厚の検尺や締固め状

況写真を忘れないように撮影しましょう。

☆湧水等のため水替えを要する場合は、その施工状況写真を撮影

し、ドライな状況での施工を証明しましょう。

☆管布設後の埋戻し時に、管側面の転圧状況を撮影しましょう。

・排水構造物

☆排水構造物の既設との取付け状況やコーナー部の取付け状況

写真（型枠、配筋など）を撮影しましょう。

☆設置完了全景写真は、埋戻し材を投入する前に撮影しましょう。

・路盤

☆下層路盤工ではプルーフローリングの確認試験が必要です。段

階確認での必須項目となっていますので忘れず実施し、その状況

を写真で報告しましょう。

・アスファルト舗装

☆コアの採取位置が確認できる写真と、コア厚・最大骨材寸法・

締固め具合等が確認できるアップ写真を採取コアごとに撮影し

てください。

☆打継目のずらし幅（縦継目１５ｃｍ以上、横継目１ｍ以上）を

確保していることが確認できる写真を撮影してください。

☆縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を塗布してい

る写真を撮影してください。

・仮設

☆軽量鋼やアルミ矢板による掘削を行う時は、根入れ・腹起し位

置などが確認できるように撮影してください。
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・特殊資材

☆特殊な資材には、品質を確保するためにそれぞれの施工要領

（ラップ長、温度、オープンタイムなど）があるはずです。それ

をカタログやメーカー聞取り等により十分に把握し施工及び写

真管理を行ってください。

・マット、シート類

☆各種製品の適正なラップ長（重ね幅）の施工写真を撮影してく

ださい。

・空缶、空袋確認

☆空缶は、蓋をはずし寝かせて撮影してください。使用材料に余

りがある場合は、残重量を計るなど使用量が適切であることを証

明する写真を撮影しましょう。

・管布設

☆材料の保管状況、切管の管口仕上げ状況、施工中の濁流流入防

止状況、路線毎の洗管状況、管布設時の吊り込み状況など、それ

ぞれ最低でも１箇所撮影してください。注意を払って施工してい

ることをアピールしましょう。

☆管接合に滑剤を使用する場合は、管口の清掃、滑剤塗布、使用

滑剤（ポリカルボン酸塩系）を撮影し、適切な施工であることを

報告しましょう。

・塗装

☆ラップタイム等、使用材料の仕様に沿った施工が実施されてい

ることを証明する写真を撮影しましょう。

・後施工アンカー

☆ケミカルアンカー等を施工する場合は、一連の施工状況写真

（ボルト先端加工、削孔状況、挿入長、ブロアとブラシ清掃等）

を最低でも１箇所撮影してください。

・仮設足場等

☆関係者以外が容易に立ち寄れるような場所は、必ず侵入防止措

置を施してください。その際は、侵入防止措置、手すり、中桟、

幅木、敷板、根がらみ等の設置状況および組み上がった全景（シ

ートの設置前、設置後）を写真で報告してください。

以上


