「土木工事の技術基準」に関する質疑応答
番号

1

基準名・ページ
06品質管理基準
P.8
07写真管理基準
P.5

質問
回答
舗装工事の品質管理(温度管理)で、合材出荷前の温度 合材出荷前の温度管理（品質・写真）は、必ずしも受注者
写真の写真を撮影して管理をしているのですが、プラン が対応するものではなく、出荷プラントの責任者に依頼す
ト側から、「プラントの場内は関係者立入り禁止であり、 るなど、適切な管理手法を活用していただければ良いと考
危険なので止めてほしい。今まで通り、日常管理での温 えています。
度記載ではダメなのですか。」という意見があった。出荷
前の温度の写真撮影は必要か。

工事請負契約約款第18条

10ｃｍ厚みの均しコンクリートで40mm骨材が設計になっ 均しコンクリートは地盤または基礎砕石等の表面の凹凸
ているが20mmにならないか。
を平均化し、鉄筋組立やすみ出し作業を容易にする目的
のコンクリートであり、粗骨材の最大粒径は４０ｍｍを標準
としております。

3

00土木工事共通仕様書
P.3-1-2

段階確認の項目の一覧にない工種・項目でも段階的確 段階確認は、共通仕様書第３編1-1-6に基づき実施しま
認しなければ次の作業に進めない工種・項目がある
すが、例えば不可視部となる部分の構造物出来形確認な
が、段階確認と立会との区分を明確にしてほしい。
どは、6(4)に基づく段階確認とすることが適切です。
その他、判断しにくい工種については、施工計画段階で
監督員と協議してください。

4

06品質管理基準
P.2

2

生コン等の塩分など材料が変わらなければ、塩分など
当初の1回程度でいいのではないか。

塩化物総量規制については、コンクリートの耐久性向上
につながることから、品質管理基準に定められた試験が必
要です。

06品質管理基準
P.2

生コンの単位水量の測定は山間部の生コン業者は、デ 単位水量の測定は、レデーミクストコンクリートの品質確
ジタルはかりの運搬すると故障する恐れがあり、測定を 保につながることから、受注者ではかり等を現場に準備す
現場で出来ない所がある。
るなどの対策を実施し、品質管理基準に定められた試験
を実施してください。

6

00土木工事共通仕様書
P.1-1-5

指示書の発行に時間が掛かり、口頭での指示で現場を 指示書は所属長までの確認が必要とされています。緊急
進めなければならない。総括監督員等からの口答指示 の際に監督員が口頭で指示をする場合も、後日、所属長
は出来ないのか。
まで確認の上で書面をお渡しします。
できるだけ、速やかに書面をお渡しできるよう、さらに意
識を高めます。

7

04土木工事施工管理基準
09土木工事施工管理の統一事項
P.2-6-1～2-6-3

実施工程表は提出はしてないが、作成・保管して 実施工程表は、工程管理において作成するべきもので
いる。今後、当初工期内に完成した場合は監督員・ す。
検査員の請求をしない対策をお願いできないのか。 提出は不要ですが、検査等において検査員や監督員が
提示を求めることがあります。

5
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「土木工事の技術基準」に関する質疑応答
番号

基準名・ページ

質問
回答
出来形写真で、リボンテープとスチールテープの 工事写真のうち、出来形写真については、明視できない
併用は簡素化できないものか。
箇所(不可視部分)の出来形寸法を確認するための写真撮
影で、被写体の映像及び目盛りを明確に撮影しなければ
ならないと管理基準に定めてあるので、これに該当する写
真管理箇所については、鋼製巻尺を使用して検測したうえ
で、繊維製巻尺を添えて写真撮影を行うようお願いしま
す。
なお、床堀延長や可視部分(完成後測定可能部分)につ
いては、鋼製巻尺で検測したのち、繊維製巻尺のみで写
真管理を行ってください。

8

09土木工事施工管理の統一事項
P.2-8-31

掲示物の写真について、建設業許可票と体系図の 掲示物（施工体系図、建設業許可票等）の近影写真は、
アップ写真を撮影したが、検査時に必要か。
撮影不要です。

9

09土木工事施工管理の統一事項
P.2-8-31
工事書類簡素化試行要領
番号77

現場立会確認を行った物を自主で写真管理が必要 材料確認時に写真を撮影した材料については、検収写
なのか。特に二次製品等の検収写真は必要か。
真を改めて撮影・提出を行う必要ありません。

10

09土木工事施工管理の統一事項
P.2-8-30
工事書類簡素化試行要領
番号82

休日夜間作業届けは、1ヶ月分をまとめたものを
休日・夜間作業届は、まとめて１ヶ月程度提出しても構い
提出することはできないのか。
ません。

11

00土木工事施工管理の統一事項
P.2-4-3
工事書類簡素化試行要領
番号44

12

13

工事請負契約約款第18条

設計者は計画のみで現地測量を実際されているの 計画検討段階では、測量と設計とが分離されていること
でしょうか？
が一般的です。ご意見のようなケースが無いよう、発注者
測量業務と設計業務が分離され別業社であるの としても成果品のチェックに務めてまいります。
で、現場と図面の整合がとれていないような気がす また、共通仕様書や契約約款に基づき設計図書の照査
る。
を行い、不整合等がある場合は監督員と協議をお願いし
ます。

工事請負契約約款第18条

設計図書（図面）と現場の整合がとれていない場 発注者は、計画段階で測量図のチェックや設計（工事目
合が多い。また、設計者の仮設計画が現地踏査を 的物、仮設計画）が現場条件等を反映しているかなど、十
行ったのか疑問に思うようなものがあるので、設計 分な確認が必要であり、今後も啓発に努めます。
段階で現地調査及び問題点調書を作成し、現地を十 なお、設計図書と現場条件とが乖離している場合には監
分把握していただきたい。
督員と協議してください。
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「土木工事の技術基準」に関する質疑応答
番号

14

基準名・ページ

工事請負契約約款第18条

H23.6.16版
質問
回答
備考
現地仮設水替工の排水時間に関して、主として作 「作業時排水」とは作業前（１～３時間）から排水を行うも 標準歩掛Ⅱ-5-⑩-1
業時排水８ｈで設計されていますが、実際は２４ｈ のであり、工種によっては一時的に昼夜排水するものも含
発電機をかけた状態での作業です。再度御検討願い まれています。
ます。
発注段階で想定している現場条件と実際の現場状況と
が乖離している場合には、監督員と協議してください。

工事書類簡素化試行要領全般

提出は不要と言うのがあるが、作成しなければな 従前は、提出するために複数（提出用、受注者控用）作
らない方が多い。簡素化と思っていない。
成していただいた書類等を、受注者が所有する一部のみ
とし、複数作成を不要としたものであり、簡素化の意義が
あると考えています。

16

ワンデーレスポンス

ワンレスを実施する為に、監督員と協議するが回 ワンレスの実践のために書類作成が増えることは望んで
答を早く得る為に書類を多量に作成しなければなら いません。
ないので何とかならないか。
双方が、日頃から情報共有や事象の事前想定などを行
い、指示が必要な際には速やかに対応できる体制づくりに
取り組んでください。

17

05出来形管理基準
P.1-32

15

18

09土木工事施工管理の統一事項
P.2-10-5

19

00土木工事施工管理の統一事項
P.2-4-3
工事書類簡素化試行要領
番号44

20

工事請負契約約款第25条

橋梁下部工の場所打杭工の出来形管理にある鉛直 鉛直度の測定方法は、杭基礎施工便覧を参照してくださ 杭基礎施工便覧（H18改
度の測定方法はどのようにすれば良いか？
い。
訂版）
P281参照
材料検収 宮崎県型の二次製品はＪＩＳ製品扱い 「土木工事の技術基準」の「土木工事施工管理の統一事
できないのか。
項」の「セメントコンクリート製品使用の取扱要領」に管理
方法がありますが、JIS表示認証製品以外については材料
確認が必要になります。
メールでの工事書類の提出を進めてほしい。（Ｐ 簡素化要領に基づき、メールでの提出ができるものは活
ＤＦでの提出・工事打合簿）
用してください。
簡素化要領以外でメールを希望される書類が有れば、そ
れを具体的に示したうえで技術企画課にご相談ください。
生コンの場合、組合による一方的な値上げが行わ 県の設計単価は、できるだけ実勢価格が反映できるよ
れるが、設計単価の向上が間に合っていない。単品 う、調査頻度を増やして対応しています。
スライドの対象とできないのか。
なお、本県では平成20年10月より、工事の総価に大きな
影響を及ぼす価格上昇があったものも、単品スライドの適
用対象としております。
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単品スライドは県庁ホー
ムページ参照
http://www.pref.miyazaki.l
g.jp/contents/org/doboku
/gijutsu/tanka/tanpin_slid
e.html

「土木工事の技術基準」に関する質疑応答
番号

基準名・ページ

質問
施工計画書の「指定機械」と「主要船舶機械」の違い
がよく解らないので教えてほしい。

回答
「指定機械」とは、設計図書で使用を指定した機械を言
い、通常は、排ガス対策型や騒音振動規制など、環境対
策として規格を指定しているケースが大半です。また、特
殊作業のため、機種規格を限定している場合もこれに該
当します。
「主要船舶・機械」とは、当該工事で受注者が使用する主
要な機械を言います。

21

00土木工事共通仕様書
P.1-1-14、15

22

09土木工事施工管理の統一事項
P.2-8-31、2-9-6
工事書類簡素化試行要領
番号82

現場における監督職員の立会、確認等について写 監督員が段階確認や立会により確認を行う場合、監督
真が多すぎる。何の為に監督職員が写真に写ってい 員が確認を行っている状況写真を、必要最小限、撮影す
るのか。その上細部に渡って接写真・寸法写真が必 れば結構です。
要か。

23

工事請負契約約款第7条

乳剤散布業者の一部下請は必要か。生コン業者と 下請の作業内容が、「建設工事の完成を目的とした作
は同じではないか。
業」であれば下請契約に該当します。
乳剤散布は、オペレータ付き建設機械のリースして作業
しており、オペレータの行為が「建設工事の完成を目的とし
た作業」であるため、下請通知は必要です。

24

04土木工事施工管理基準
工事書類簡素化試行要領
番号60、68
工事成績評定要領

検査評点で工程能力図がない場合は評価が低くな 測定数が１０点未満の場合、工程能力図の作成は省略
るため、測定数が10点未満でも作成している。評価 できます。作成しないことが成績評定のマイナス要因にな
の内容を検討できないか。
ることはありません。
なお、本件は監督員や検査員へのいっそうの徹底を図り
ます。

06品質管理基準
P.2

コンクリートの塩分測定試験の中で型枠のセパ
平成22年7月に改正した土木共通仕様書の「無筋コンク
レータを使用した構造物も試験を実施するとなって リート（用心鉄筋（差し筋、型枠を固定するためのセパレー
いるが、セパレータのない構造物は非常に少ないの タなど）があるものを含む）」が無筋コンクリートの定義にな
ではないのか。
ります。
なお、最新の工事書類簡素化試行要領は平成22年4月
版であり、近日中に改正します。

09土木工事施工管理の統一事項
P.1-3-1～

施工体制台帳に備えるべき書類を明確にしてほし 施工体制台帳に備えるべき書類は、施工体制台帳に記
い。
載されている内容を確認するための書類です。
契約書関係・技術者関係・建退共関係等、全て必 その他施工体制点検時の点検項目につきましては、県
要か。
庁ホームページの「工事現場における施工体制の点検に
ついて」をご覧になり、点検内容が確認できる書類を備え
付けてください。

25
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