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中 建 協 だ よ り    第 ４４ 号 

                                               平成２７年６月１９日 

札幌中小建設業協会 平成２７年度安全標語 

                  

〔 優秀賞 〕 

無理と油断が招く事故 

一歩先読みゼロ災害

 

作者 高 野  竜 氏 （㈱園建）

 

い ろ い ろ な 情 報  
 

札幌市平成２７年度『補正予算の概要』について 

平成２７年度の『補正予算の概要』（第２回定例市議会提出：会期６月２

４日から７月１７日）が発表されましたので、お知らせします。 

今回の予算額は、市長選挙ため、第１回定例市議会で可決されました骨格

予算を補充するための補正あり、特に道路・街路・公園などの社会基盤整備

の建設事業費２３８億円をこの補正で計上したものであります。 

 一般会計の平成 27 年度当初予算額は、8,722 億円で今回の補正額は、288

億円で、トータル、9,010億円で対前年比１．８％増であります。 

 全会計の建設事業費は、27年度当初 1,365億円で対前年比１２．２％減で

あったが、今回の補正 238億円をプラスすると建設事業費は、1,603億円で、

対前年比３．２％（49億円）増となりました。 

 

◎局別主な建設業（協会関係分） 

【環境局】 

 ○安全安心な公園再整備事業費 

   身障者対応トイレ整備、園路段差解消等 ４億１４３３万円 

 ○熱帯動物館解体工事費 

   熱帯動物館の解体工事、電気設備及び屋外給排水設備の移設 

   ２億３４２０万円 
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【建設局】 

 ○歩行者と自転車の共存する空間の創出事業費 

   再開発に合わせた地下駐輪場の整備、都心部の自転車の走行空間の整備、及

び自転車の走行空間の確保 ２億１６００万円 

 ○道路橋りょう等補修費 

   幹線オーバーレイ５．９ｋｍ、補助幹線オーバーレイ８．０ｋｍ、生活道路 

等舗装補修 １３億２６００万円 

 ○交通安全施設整備費 

   歩道整備；厚別副都心地区（バリアフリー）１地区 

歩道改良等；栄町８号線等 ６路線  ８億９４７６万円 

 ○道路改良費 

   道路改良；花畔札幌線等 ２路線 

電線類地中化；旭山公園米里線 １路線 

生活道路整備等；大通東１０丁目２号線等 １２路線 

交差点改良；もみじ台西２号線１箇所 ４億３２２６万円 

 ○道路橋りょう整備費 

   橋りょう長寿命化；平和大橋等 １７橋 １０億２７０２万円 

 ○街路改良費 

   街路改良；屯田・茨戸通等１４路線 

電線類地中化；西５丁目・樽川通等 ３路線 ４７億７５５０万円 

 ○街路橋りょう整備費 

   新設；仮称）北２４条大橋 １橋 ７億９７２万円 

 ○河川整備費 

   治水整備の実施；モエレ中野川線 ５河川 ６億４５４８万円 

【都市局】 

○市営住宅改修費 

 給湯暖房設備更新、転落防止柵設置工事 ４億３０００万円 

 ○市営住宅改修（26~27）費 

労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費の追加 

住戸改善分 光星 ３９６０万円 

 ○市営住宅建設（25~27）費 

労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費の追加 

建替分 下野幌 140 戸 ９２００万円 

 ○市営住宅建設（26~27）費 

労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費の追加 

新設 東雁来 40 戸 １６００万円 
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 ○市営住宅建設（27~28）費 

労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費の追加 

建替分 月寒 54 戸 発寒 60 戸 ３８００万円 

【教育委員会】 

 ○施設改修等整備費 

   小学校延べ１５校、中学校２校、高等学校２校 ２億１２５０万円 

 ○豊成・北翔養護学校改修費 

   豊成・北翔養護学校の小・中学部併設のための改修 ８０５０万円 

 ○学校新築費 

労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費の追加 ４３０万円  

 ○学校増築費 

   労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費の追加 ２２７０万円 

 ○学校改築費 

   労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費の追加 ７９５０万円 

 ○仮称）南部高等支援学校整備費 

   労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費の追加 ５１０万円 

 ○格技場整備費 

丘珠中学校の設計費及び労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費の追加 

８６０万円 

 ○耐震補強事業費 

労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費の追加 ７０４０万円 

 ○災害対策環境整備費 

労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費の追加 ４００万円 

                               

○「札幌中小建設業協会現

場技術者研修会」が終わる 

６月４日午後から、平成２

７年度の現場技術者研修会を

会員９３名の参加で開催しま

した。講義の内容ですが、①

都市局建築部建築工事課岡崎

耐震工事担当係長から｢東札

幌小学校体育館高断熱化につ

いて｣また、建設局土木部技術

管理担当課青木技術管理担当

係長から②「品確法と建設局     “現場技術者研修会風景” 
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土木部の取り組みについて」③同係長から「北 3 条広場に眠る土木遺産」     

④財政局管財部工事管理室技術管理課近藤土木検査担当係長から「工事検査

と成績評定について」というタイトルで、本協会の現場技術者に対する講義が行

われました。        

主な内容は、この号に掲載しております。また、この研修会の資料がほしい方は、

事務局まで。 

 

現 場 技 術 者 研 修 会 

 ６月４日（木）にすみれホテル３Ｆ「ヴィオレ」で行われました「現場技術者研

修会の以下主な講演内容です。 

タイトル「東札幌小学校体育館の高断熱化について」 

   都市局建築部建築工事課耐震工事担当係長 岡崎 正晃 様 

 だいまご紹介いただきました札幌市都市局建築部の岡崎と申します。 

 私からは「東札幌小学校体育館の高断熱化について」ということで、お話しさせ

ていただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは早速ですが、東札幌小学校の体育館を高断熱化するに至った背景からご

説明いたします。 

 これは、東日本大震災の時の写真です。 

 地震などの影響で東北地方の製油所は操業停止となり、さらに道路網は寸断して

しまったため、関東など他の地域から石油を搬入できず、各所で暖房用燃料が不足

する事態に陥りました。そして、このようにガスリンスタンドの周りでは灯油を買

い求める方々が長蛇の列をなしております。 

 東日本大震災は３月でしたが、もし１月や２月の厳冬期に札幌で災害が起きてラ

イフラインが停止してしまったら、当然ですが、避難施設の室温が低下します。 

 そして、この写真の時のように暖房用の燃料が不足するという事態におちいり、

ひいては、避難者の健康被害を招くといったことが想定されます。このような被害

を何とか和らげたい！そういう思いから、札幌市では寝袋や毛布に加え、高齢者や

障がい者等が専用スペースで暖を取ることができるよう、移動式灯油ストーブを備

蓄し、小中学校などの基幹避難所の基本対策を進めてきました。 

 一方で施設そのものを高断熱化し、収容する人からの発熱だけで避難施設の室内

環境を維持することも検討し、当時、改築予定の東札幌小学校体育館を試行的に高

断熱化しようということになりました。ただ、高断熱化すると言いましても、具体

的にどのような性能にするか、ということになりますのでイメージで説明させてい

ただきます。 
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 今までの断熱仕様ですと、このような感じで、避難してきた方々から発する熱と

いうのは、屋根や壁、窓などから外気に放出され、外気温－10℃の時の室温は 1～2℃

まで低下してしまいます。それを高断熱化することにより、熱の放出を食い止め、

室温を 10℃に保つということを目標とすることにいたしました。 

具体的に断熱仕様を説明しますと、旧仕様の時は屋根は硬質ウレタンフォーム保

温板などの発泡系断熱材を 20mm、外壁は発泡ウレタン、床は押出法ポリスチレン

フォーム板などの断熱材を 25mm、窓は普通ペアガラスを使用していました。 

それを東札幌小学校の体育館では、屋根の断熱材を 120mm に、外壁は旧仕様と

比較して高性能なフェノール系の断熱材を 60mm、床は旧仕様と同じ材料ですが２

倍の 60mm に、窓は熱が放射しにくい Low-E ペアガラスを用い、さらにガラスと

ガラスの間には通常封入する空気よりも断熱性能が高いアルゴンガスを入れたもの

を用いました。 

ちなみに、それぞれの断熱性能を比較しますと、床と窓が約 1.5 倍に屋根と外壁

は約 3 倍まで向上する計算となっております。 

しかし、高断熱化することにより、考えておかなければならないことがあります。

それは、夏のオーバーヒート現象への対策です。断熱性能の高い建物というのは、

冬の場合、外からの冷気が建物の中に伝わってくるのを防ぎ、室内を快適に保つの

に有効なのですが、夏の場合はこの性能が逆効果となり、日射や体育活動等で発生

した熱が室外に放出されずに室内に蓄えられ、室温が過度に上昇してしまい、中に

いる人にとっては不快となってしまう場合があるのです。 

このようなことを防ぐため、通常、湿度のみに対応して稼働させていた換気設備

を温度にも対応して稼働するよう設定するとともに、ナイトパージ設備というもの

を導入しました。 

一般的にナイトパージ設備と申しますと、冷房設備が設置されている建物におい

て、夜間の冷たい外気を室内に取り入れ、その冷気を活用することにより、日中に

稼働する冷房設備の負荷を軽減しようとするものなのですが、東札幌小学校ではこ

の原理を換気設備に応用しました。 

具体的なイメージを図で説明しますと、夜になって冷やされた空気を機械で強制

的に吸気します。そして、この冷気はダクトを通って行き、床から吹き出され、室

内にこもった熱を排気口から屋外に排出します。 

このような性能を盛り込んだ東札幌小学校体育館は、平成 25 年度に校舎棟の改

築と併せてしゅん功し、平成 26 年度からはその効果を検証していくことといたし

ました。 

そして、体育館の室内環境測定についてですが、室内環境を測定するに当たり、

既に厳冬期の収容避難施設について研究している北海道大学に研究を委託し、共同

で進めてまいりました。 
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では、どのように測定機器を設置していったかについて説明してまいります。 

測定項目は温度、湿度、二酸化炭素濃度としまして、それぞれの測定器を図のよ

うに設置していきました。 

まず、東札幌小学校の１階についてですが、体育館はこのあたりになりまして、

図面の上の方つまり北東側の壁面と、図面の下の方南西側の壁面に設けられた消火

器スペースに２か所ずつ温湿度計を設置しました。そのほかにも、体育館とは直接

関係ありませんが参考として校舎の廊下や図書室にも温湿度計と二酸化炭素濃度計

を設置しました。 

 次に階部分になりますが、北東側と南西側のキャットウォークに２か所ずつ温湿

度計を、そして南西側のキャットウォークに二酸化炭素濃度計を設置しました。最

終的に室温の変化などを検証するときに、日射の影響を考慮する必要が生じるかも

しれないということで、念のため南西側のキャットウォークに日射計も配置しまし

た。そのほか、東札幌小学校の比較対象として、先ほど旧仕様として示したものと

ほぼ同じ断熱性能の仕様で平成 23 年度に改築した桑園小学校の体育館においても、

東札幌小学校と同様に温湿度計を１階に４か所２階にも温湿度計を４か所、二酸化

炭素濃度計を１か所配置しました。 

 ちなみに、東札幌小学校、桑園小学校ともに昨年の７月上旬から今年の３月まで

測定機器を設置しました。それでは、設置した測定機器からのデータをもとに検証

した結果をこれから説明してまいります 

 まず、オーバーヒート対策の検証についてご説明いたします。 

 まず、体育館の室温の測定結果についてでありますが、夏の間、全般的に桑園小

学校より東札幌小学校の室温の方が低く安定していまして、過度な温度上昇も認め

られませんでした。 

 その要因を換気設備の運転状況から確認していきたいと思うのですが、まず、先

ほどご紹介しましたナイトパージ設備についてですが、こちらは、外気温 15～28℃

かつ外気湿度 0～80％を稼働条件として設定しました。そして、標準校で設置して

いるものと同じ換気設備を通常条件の湿度 70％以上で稼働させるということに加

え、室温 27℃以上でも稼働するように設定しました。 

 そして、それぞれの設備の使用率を見てみますと、ナイトパージ設備は夜間の使

用率は 100％で、東札幌小学校の室温の方が低かったという結果につながると考え

られるのですが、室温よりも外気温が高い日にも稼働していたようなので、今後は

設定温度などの稼働条件を見直す必要があるかと思われます。 

 一方、外気温連動運転の方ですが、こちらも日中に 26％ほど使用されており、東

札幌小学校の体育館の室温を下げる役割を担っていたのだろうと推測されます。 

 また、夏のオーバーヒート対策からは外れるのですが、断熱性能とともに冬季の

室内環境を維持するうえで重要な要素となり、通常時の暖房エネルギー消費量との
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関連も深い気密性能についても確認するため、東札幌小学校、桑園小学校ともに気

密測定を行いました。 

 結果については、東札幌小学校で約 800c ㎡、桑園小学校で約 1000c ㎡となって

おりました。これは 1980 年代に建設した鉄骨造の小学校の体育館と比べると 1/5

～1/4 程度となっており、冬季の急激な熱流出を防ぎ、より安定した室内環境の維

持につながると考えております。 

 それでは、最後に冬季の高断熱化の検証について説明いたします。 

まず、検証方法についてですが、設計で想定した収容人数 480 人からの発熱量を１

人当たり 72w とすると、34.56kw の熱量が発生することになりますので、この熱量

をポータブルストーブに置き換えて検証することにしました。ちなみに、検証では

１台当たり約 6kw のストーブを使用しましたので、約 6 台分が 480 人分に相当す

ることになります。 

 また、設計時の目標値は、体育館の暖房が停止している状態であっても、外気温

－10℃のときに室温 10℃以上を確保するということでしたが、熱の移動は温度差に

よって決まるため、検証にあたっては室内外の温度差を 20 度以上に保てているか、

というところを目標値としました。 

 それでは、実験の概要について説明いたします。 

日時といたしましては、今年の 1 月 9 日と 13 日から 16 日までの 5 日間で、 

いずれも 9：30 から 16：30 まで測定しました。 

 また、ストーブの設置にあたっては、台数によるばらつきも考慮して２台から８

台まで台数を変えながら設置しました。 

 そして、測定した項目は、外気温や室内温度、二酸化炭素濃度のほか、ストーブ

を燃焼させるということで一酸化炭素についても測定することとしました。 

 こちらはストーブ６台を育館内にまんべんなく配置しまして、さらにストーブの

周りには撹拌用の扇風機を配置しました。この扇風機によりストーブからの熱が体

育館全体に行きわたっていると思います。480 人相当の熱量を発すると想定したス

トーブ６台の場合ですが、１月９日の室内外温度差は 13.8 度、16 日は 16.2 度と、

目標値の室内外温度差 20 度を大きく下回る結果となってしまいました。 

 しかし、実験に用いたストーブは全て同じ型式であったにも関わらず、よく燃え

ているストーブとそうでないストーブがあり、各ストーブの発熱量に対して疑問に

思うところがありましたので、発生した二酸化炭素量をもとに実際のストーブの発

熱量を推測してみることにしました。 

実際にどのように発熱量を推定したかと申しますと、先ほど示しました増加分の二

酸化炭素濃度を体積に置き換えます。そして理論上、灯油１L が燃焼すると約 1．

28 ㎥の二酸化炭素が発生するということが分かっておりますので、それを逆算する

ことで灯油の使用量を推定することができます。こうして推定した灯油使用量をも
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とに算出した燃焼率を見てみますと、ストーブの台数が２台から８台のどの場合に

おいても約 50％程度となっており、 

カタログ値の約半分しか燃えていないようでした。 

 そして、推定灯油使用量からストーブの台数ごとの発熱量を推定した結果がこち

らになるのですが、８台の場合であっても 480 人分として想定した発熱量 34.56kw

に達していないことがわかりました。そこで、台数ごとの室内外温度差と推定発熱

量を抜き出し、その関係をプロットしていきます。 

 次に、双方の関係から近似直線を導きだします。そして、480 人相当の熱量であ

る 34.56kw のときの室内外温度差を推定しますと、ほぼ目標値の 20 度に到達して

いると判断できそうな結果となりました。 

 というわけで、最後にまとめに入らせていただきます。 

今回、設計で目指した性能、つまり室内外の温度差を 20 度以上に保つということ

に対してですが、今、お話したとおり概ね目標性能を達成していると判断できる結

果となりました。 

そして、今後についてですけれども、今回の東札幌小学校体育館は、あくまで試行

的に高断熱化したものでしたので、さらに費用対効果等を考慮しながら他の学校体

育館や市有施設への適用について検討してまいりたいと考えております。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

    タイトル「品確法改正と建設局土木部の取り組みについて」 

建設局土木部技術管理担当課技術管理担当係長 青木 浩彦 様 

 私は、建設局土木部技術管理担当課の青木と申します。 

 本日は、平成１４年４月１日施行され、今年度改正いたしました「品確法」につ

いてご説明させていただきます。 

 改正理由としては、「建設業は、東日本大震災に係る復興事業や防災・減災、老朽

化対策、耐震化、インフラの維持管理などの担い手として、その果たすべき役割は

ますます増大しています。一方、建設投資の急激な減少や競争の激化により、建設

業の経営を取り巻く環境が悪化し、ダンピング受注などにより、建設企業の疲弊や

下請企業へのしわ寄せを招き、結果として現場の技能労働者の高齢化や若年入職者

の減少といった構造的な問題が生じています。こうした問題を看過すれば、中長期

的には、建設工事の担い手が不足することが懸念されています。また、維持管理・

更新に関する工事の増加に伴い、これらの工事の適正な施工の確保を徹底する必要

性も高まっております。 

 これらの課題に対応し、現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工及び品質の

確保と、その担い手の確保を目的として、法改正が行われました。」（国土交通省通

ちょう）であります。 
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 その改正の概要でありますが、４つの基本理念があります。 

 まず第１は「将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及

び確保」で、２番目は「適正な利潤が確保できる予定価格の適正な設定など、地方

自治体等公共工事の発注者の責務を明確に定める」３番目は「公共工事の性格や地

域の実状に応じて、多様な入札・契約方法を適切に活用することを求める」４番目

は「品確法を中心に、密接に関連する「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に

関する法律」「建設業法」も一体として改正」の４つの理念であります。 

 この理念に基づく土木部における入札等の対応でありますが、主に入札不調、く

じ引き入札の対策として、①ＳＱＭＳなどを入札参加要件とした工事を本格実施し、

工事施工の品質を図る・②ゼロ市債など取り入れ更なる早期発注進め、工事の人手、

資材などの準備期間の確保、経営の見通し、現場確認等の対応を進めることがあり

ます。 

 また、人材確保・育成事業としては、特に女性が就労できる労働環境、就労サポ

ートの推進、学生の受け入れ企業へのサポート、人材の確保としては、除雪オペレ

ーターの免許取得のサポーとが挙げられます。 

 今後は、品確法の趣旨を踏まえ、更に建設業の経営の安定化を積極的に進めてい

きます。 

 また、これの実現のためには、皆様のお力添えが必要です。引き続きご協力をお

願いいたします。 

 ご静聴ありがとうございます。 

 

    タイトル「北３条広場に眠る土木遺産について」 

建設局土木部技術管理担当課技術管理担当係長 青木 浩彦 様 

 引き続き私から、北３条広場に眠る土木遺産についてお話しさせていただきます。

本日は、舗装技術者の研修であり、舗装技術のお話しを計画しておりましたが、生

憎会計検査がありまして、舗装技術専門の技師がおりませんので、私がお話しいた

します。 

 タイトルが「北３条広場に眠る土木遺産」で、この講話は、北３条広場の珍しい

木塊舗装の保全についてであります。 

 この北３条広場でありますが、この広場は、大正１３年(1924年)北３条線の道庁

赤レンガ庁舎正面から札幌駅前通までの区間（延長 117.27ｍ、車道幅員 14.54ｍ）

に、札幌で最初の舗装道路である木塊舗装（車道）とアスファルト舗装（歩道）が

施工された場所であります。 

 この木塊舗装は、道南のブナ材から、幅 90 ㎜、長さ 150 ㎜、厚さ 85 ㎜の大きさ
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の木ブロックを約 12万 4千個採り、クレオソート油とコールタールの混合液を注入

し防腐処理したものを設置しております。 

 その後、昭和 5 年、膨れ浮き上がってしまった木塊舗装の上にアスファルト舗装

によるオーバーレイを施工した。 

 平成元年に、大規模な修景工事を行い、木塊舗装を保存したまま上からインター

ロッキング舗装を施工しました。 

 平成 23年度には、この木塊舗装とイチョウ並木が、札幌で最初に整備された近代

街路で、当時の道路設計を今に伝える現在最古のものとして、土木学会から市施設

で３番目となる選奨土木遺産に認定されました。 

 この木塊舗装の保全ですが、平成 19年都市計画決定で、整備区間を南側に隣接す

るビル建設に併せて、自動車を通行止めとした「北 3 条広場」として整備すること

とした。 

この広場の保全は、平成 25 年、有識者の技術的助言のもと、概ね延長 80ｍ、幅

10ｍの範囲にある木塊舗装の保全工事を実施しました。 

 この様な経緯により、この木塊舗装は札幌の選奨土木遺産として現在に至って

おります。 

 以上です。ご静聴ありがとうございます。 

 

タイトル「工事検査と成績評定について」 

財政局管財部工事管理室技術管理課土木検査担当係長 近藤 勲 様 

ただいまご紹介をいただきました、札幌市財政局管財部工事管理室技術管理課土

木検査担当係長の近藤でございます。 

最初に工事検査について、お話しさせていただきます。 

まず工事検査の目的でありますが、地方自治法では、給付の完了の確認をするた

めに検査をしなければならないと規定されており、この規定は、発注者は請負代金

を支払う前に契約書どおりに工事目的物が完成しているか、確認を行う事を目的と

しております。 

検査の方法としては、地方自治法施行令で「検査は、契約書、仕様書及び設計書

その他の関係書類について行わなければならない。」また、札幌市工事施工規定では

「検査は、工事主任及び請負人が立会いのうえ、設計書、契約書その他関係書類に

基づき、厳正公平に行わなければならない。」と規定しております。 
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これらの取扱いは、札幌市ホームページの観光・職業・ビジネスの中の「入札・

契約」中「工事管理室」中「監督・検査」中「検査の手順」に詳しく掲載されてお

ります。 

工事検査にあたり受注者から説明を受ける事項といたしましては、①受験体制②

労働災害及び公衆災害等の有無③工程を含む工事施工上での問題点とその対策があ

り、また、主任技術者が行う行為としては、どのような施工管理を行ったかを説明

することであるが、その時どのような工夫を行ったかもアピールする機会でもある。 

次に、検査員が行う工事評定①施工状況～施工管理②出来形～出来形、品質、出

来ばえがあります。 

この施工管理の要注意例としては①現場条件と施工計画書の記載内容の不一致②

本工事に必要のない事柄の掲載、現場固有条件の記載不足③段階確認・社内検査項

目の不整合④作業計画と道路使用許可書の不整合⑤検査、写真撮影箇所、時期が不

明⑥土留め等の仮設物に対する作業計画の不足⑦使用機械の計画と実際の不整合⑧

施工体制における下請・主任技術者の不整合が挙げられる。 

この施工管理における「評定項目例」としては①施工計画書～設計図書の照査を

行い、監督職員の確認を受けて施工しているか。②管理記録・写真等～実際に必要

な管理項目を確認しているか。③安全管理・施工体制～工事機材等の資料の整理が

なされ及び管理されているか。施工体制台帳の添付がもれなくされているか。であ

ります。 

次に、「施工管理の管理例」ですが、①記載すべき内容のチェックリストを作成し、

内容が網羅されているか。②現場周辺環境を把握し、内容を現場内で共有している

か。③管理計画・集計表・図面・写真にくい違いがないか。が主に挙げられます。 

次に、「出来形」について、主に検査員が確認するものを説明いたします。 

まず、「出来形」ですが、①測定項目、頻度、方法が適切に計画され管理されてい

るか。②社内の管理基準に基づき管理していることが確認出来るか。③出来形管理

図及び出来形管理表を創意工夫していることが確認出来るか。④出来形測定におい

て不可視部分が写真で的確に判断出来るか。⑤写真管理基準の管理項目を満足して

いるか。⑥出来高値について確認できる記録・資料等が整っているか。⑦出来高数

量の算出根拠は整理されているか。⑧出来形管理基準が定められていない工種につ

いて、監督員と協議の上で管理していることが確認出来るか。が挙がられます。 

最後に工事評定でありますが、検査員の工事評定は、全体の評定の４０％を占め
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ます。この検査員（４０％）の評定項目の中身は、施工管理約２１％（満点８．５

点）、出来形約２６％（満点１０．５点）、品質役３１％（満点１２．５点）、出来ば

え役２１％（満点８．５点）となります。 

この評定は、あくまでも公平で判りやすく配分されておりますので、どうか工事

施工にあたっては、高得点が得られるようがんばって頂きたいと思います。 

以上です。ご静聴ありがとうございました。 

最 近 の 会 議 か ら  

○ ６月定例役員会 

６月１８日午後定例役員会が開催され、最初に新入会会員の事後説明を事務

局から、また、先に行われた「安全大会」について、千葉安全委員長から、６

月に実施した「現場技術者研修会」について、松本土木技術委員長から報告さ

れ、また、今後行う予定の関係各部との「意見交換会」の議題及びアンケート

調査結果について、事務局から説明されました。 

また、「建設技能者の社会保険加入問題の現状について」加藤建築技術委員

から説明がありました。 

   

 

会 員 の 動 き   

○ 会員の入会 

    〒001-0908 

北区新琴似８条２丁目１－１４ 

            株式会社 ホ ー ム ク リ エ イ ト 

             代表取締役 右 近 鷹 彦 氏 

 

 

  以上 

 

 


