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中 建 協 だ よ り    第 ６２ 号 

                                               平成２８年６月１７日 

札幌中小建設業協会 平成２８年度安全標語 

                  

〔 優秀賞 〕 

気配り 目配り 日常点検 

できる職場に事故はなし   

 

作者 長 屋 博 昭 氏 （第一建興江島㈱）

 

い ろ い ろ な 情 報  
                               

○「札幌中小建設業協会現場技術者研修会」が終わる 

５月２７日午後から、平成２８年度の現場技術者研修会を会員１０８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坪谷工

事四係長から｢市営住宅

の現状｣また、建設局土

木部工事課塚本道路工

事三係長から「道路の管

理瑕疵について」、同部

道路維持課市川主査か

ら「札幌市幹線道路等舗

装補修計画」、財政局管

財部工事管理室技術管

課野上技術調査担当係

長から「土木工事の検査

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     “現場技術者研修会風景” 

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。 
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現 場 技 術 者 研 修 会 

５月２７日（金）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「市営住宅の現状」 

   都市局建築部建築工事課工事四係長 坪谷 康弘 様 

 みなさんお疲れ様です。札幌市都市局建築工事課で市営住宅の建設を担当して

います。坪谷です。 

本日は、「市営住宅の現状」ということで、市営住宅がどんな問題を抱えており、

どういうことをやっているのか、という感じのお話をさせていただこうと思ってお

ります。（それでは、申し訳ありませんが、座って説明を・・・） 

では、まずは、市営住宅とは何かについて簡単に説明させていただきます。 

市営住宅の概要ということで、一言で言えば札幌市が用意した賃貸住宅というこ

とで間違いはないのですが、公営住宅法によれば、公営住宅とは「地方公共団体が、

建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及

びその附帯施設で、・・・」とされております。 

こちらで書いてありますように、市営住宅は生活に困窮する低額所得者に賃貸す

るための住宅というのが前提になっておりますので、入居の申請をできる方という

のは条件がありまして、例えば、こちらに記載されているように、入居しようとし

ている方全員に持ち家がないことや、世帯の月額所得が 158,000 円以下だとか、他

にもこちらには記載されていませんが、札幌市内に現に居住又は勤務されているこ

となど、いくつかの条件に合致していなければなりません。 

現在、札幌市では、概ね ７７０棟、２万８千戸弱の市営住宅を管理しておりま

して、募集は一部を除き年間で３～４回行われておりますが、近年における市営住

宅の応募倍率は、新設の市営住宅では４５～５０倍、空き家住宅で２０～３０倍と

なっているところでございます。 

さて、市営住宅について簡単に説明させていただきました。次に市営住宅がどん

な問題を抱えているのかというお話をしようと思うのですが、問題点については、

社会情勢とも密接に関わってくることから、ここで一旦札幌市の人口についての説

明をさせていただきます。 

こちらが、札幌市の人口の推移となっております。昭和２０年頃には３０万人程

度でしたが、昭和４７年に政令市となった頃に１００万人を超え、現在は１９５万

人に達しております。人口の増加率を見ますと、戦後経済復興とその後の高度経済

成長により急激に人口が増加しており、近年では緩やかな増加となっていることが

解ります。 
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なお、今後は人口減少社会に突入することが予想されており、１０年後には約１

９１万人、２０年後には約１８２万人となることが予測されております。 

次にこちらが年齢別の人口構成の推移図になります。６５歳以上の方の割合は増

加が続き、平成２２年では２０％を超え、高齢化が進行している一方で、１５歳未

満の方の割合は昭和５０年以降減少が続き、平成２２年では１１．７％となってお

ります。 

１５～６５歳の方の比率についても、平成７年の７２．８％をピークに減少傾向

に転じており平成２２年には６７．７％となっております。 

先程と同様に、将来の人口構成の予測になりますが、６５歳以上の方の割合が１

０年後には３０％、２０年後には３５％を超え、増加が続く一方、１５歳未満、そ

して１５～６５歳の方の割合は減り続けていくということが予測されております。 

ということで、札幌市は今後、社会的な問題として人口減少と高齢化という二つ

の問題を抱えているということが解ります。 

では、次に市営住宅の抱える問題点について説明させていただきます。 

さて、こちらが市営住宅の管理数の経緯と人口を比較した表になります。戦後か

らの急激な人口増加による住宅不足に対処するため、建設を進めてきたわけでして、

昭和４７年度から平成３年度までは年間８００戸以上、多い年は１１５０戸という

ペースで建設を進めてまいりました。なんと、この間だけで、現在の管理戸数の６

５％を占める約１万８千戸の市営住宅を建設していることになります。 

管理数の経緯という意味では同じですが、市営住宅の建設戸数を年毎にまとめた

のがこちらの表になります。先程お話しました、昭和４７年度から平成３年度のと

ころが他のところより高くなっており、この時期に建設戸数が集中していることが

解ります。 

さて、この状況が何を導き出すのかということになりますが、当然建物には更新

時期というものが訪れるものでして、札幌市では、市営住宅を概ね築後４５～５０

年程度で建替等の更新を実施する計画としております。そうなりますと、今お話し

た昭和４７年度以降、順次建築された市営住宅が、今後更新時期を迎えるというこ

とになっております。 

札幌市の人口の推移をご紹介したときに、今後人口減少というお話を差し上げま

して、単純に人口が減るということであれば、更新時期に合わせて除却ということ

も考えられるのですが、高齢化が進んでいるという状況もお話しました。高齢者の

方々で年金以外収入がない方などはやはり生活が苦しくなるわけで、そうなると市

営住宅の需要というのは減らないわけです。そうなれば、基本的には市営住宅の戸

数をある程度の数で維持管理していく必要が出てくるわけで、そうなると、建替等

の適切な更新を進めていかなければなりません。 

さて、こちらは、今お話したように４５～５０年経過した市営住宅を単純に建替
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えるとした場合の事業費を示したものとなっております。平成３５年頃から５５年

頃までの期間には近年、札幌市が住宅政策として使っている予算の４倍以上の費用

が必要になると見込まれており、資金面においても大きな問題を抱えているところ

です。 

こういった問題にどのように対処していくかということについては、札幌市の住

宅政策に関する部門別計画である「札幌市住宅マスタープラン」の見直しに併せて

検討していくことになると思いますが、問題点についてのお話はこれくらいにして、

次はその維持管理や更新の手法について説明をさせていただこうかと思います。 

それでは、まずは建替事業についてお話させていただきます。 

建替事業については、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、厚別区の新

さっぽろ駅から近い下野幌団地、今は青葉団地などと呼ばれていますが、こちらや

北２４条駅近辺の幌北団地などで実施済みでして、現在は豊平区の月寒団地の一部

や西区の発寒団地の一部で実施中でございます。 

建替事業では、団地内の住棟を順次建替えていき、団地全体を建替えるまでに何

年もかけることになります。例えば先程お話しした下野幌団地では、平成１２年か

ら事業を開始し、今年度最後の解体を行うことから、団地全体の建替ということで

は実に１６年もかかっております。 

これは、当然全ての建物を同時に建替えるだけの資金や人の確保ができないこと

もございますが、市営住宅には当然住んでいる方がいらっしゃいますので、その方

達には建て変わるまでの間、別な場所に住んでいただかなければなりません。その

移転場所として、建替前の住棟の空き部屋を使用する必要があるため、少しずつ建

替を進めることになります。 

図でイメージを説明しますと、最初、このように市営住宅が建っていたとします。

まずは、この中のＡを建替えるためＡの中の住人に移転していただくことになりま

す。団地内のそれぞれの住棟には当然多少の空き部屋がございますので、Ａの住人

はＢ～Ｄの空き住戸に分かれて移転してもらいます。そしてＡが建て替わったら、

元Ａの住人に建て替わったＡに戻ってもらい、併せてＢ～Ｄの住人の希望者にＡの

空き部屋に入っていただきます。次に先程のＡと同様にＢの住人にＣ～Ｄの建物に

移転してもらい、建て替わったら戻る。併せてＣ～Ｄの住人の希望者にＢの空き部

屋に入っていただく。とするわけです。そして最後は、Ｃの住人にＤの空き部屋に

移転してもらい、建て換わったＣに全ての住人に入っていただく。こうすることで、

建替後には建替え前と比較して集約された状態で建替えを終了することができます。 

札幌市の住宅政策では、市営住宅の数を増やすことは考えていないことから、例

えば、建替えにより建築する住棟を高層化するなどして、従前より住戸数の多いも

のとすることができれば、建替後の住棟数はより少なくなり、空地いわゆる余剰地

を生み出すことができ、他の政策での活用や売却などを行うことができるようにな
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るということです。これが建替事業のイメージとなります。 

こちらは下野幌団地の全体図ですが、図面左側やや下にあるＡ団地から建替を順

次進めていきまして、途中、９階建てや１４階建ての高層棟の建築もあり、最終的

には図の右上の方、新さっぽろ駅の周辺に余剰地を生み出す形で建替事業を終える

ことができました。 

建替事業を実施するうえでは、当然事前に計画を立てるわけですが、各住棟の空

き部屋の数などを踏まえたうえで、建替後の建物規模をどうするか、どこに集約し

てどこに余剰地を作るか、などを綿密に考えながら何年も後に完成する団地の最終

系を作り上げる大変な作業となっております。 

また、下野幌団地内の建築物は、昭和４０年代に建築されたものであることから、

エレベーターが設置されていないだけではなく、段差に配慮されていない造りとな

っているほか、住戸内に風呂が設置されていない場所もありました。当然建替後は

エレベーター、風呂の設置は当然、バリアフリーにも配慮した建物となっておりま

す。 

さて、建替事業のお話をさせていただきましたが、全ての建物を建替が行われる

までほったらかしにしているというわけではありません。次は計画的な修繕につい

てお話させていただきます。 

修繕と言ってもいろいろなタイプがあるわけですが、こちらでは全面的改善事業

とでも言いますか、いわゆるリノベーションのような事業について紹介いたします。 

一昔前に建てられた建物というのは、先程出ましたバリアフリーという考え方は

ない時代であったことから、住戸内にも段差があったり、５階建てでもエレベータ

ーがなかったりしますが、一部の団地では建替ではなく、こちらの改善事業を行い

団地の再整備する場合があります。 

具体的には、東区にある光星団地というところで、現在、順次進めているところ

ですが、こちらの写真のように、内部を主要な構造部分以外一旦撤去してしまい、

バリアフリーに配慮した形状で住戸を再整備いたします。光星団地は昭和４０年代

後半に建築されているので、本来の建替のタイミングはもう少し先になるところで

すが、このタイミングで改善事業を行うことにより、最終的に建替を行う時期を格

段に先延ばしすることができます。 

これは、建物自体の改善によるところもありますが、一旦内部が撤去されること

から、これに併せて建物の躯体と比較して更新時期の短い設備配管などについても

全面的に更新を行うことができることも大きな要因となっております。 

更に、一旦内部が撤去されるということは、間取りをある程度自由にすることが

できますので、既存と比較して使いやすい部屋の間取りに直したり、各階で住戸だ

った部分の一部をトランクルームとして整備することにより各住戸の収納能力を向

上させたり、元３住戸だったスペースを２住戸として整備することにより従前より
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広い部屋として整備し直したりということを行って、より住みやすい建物として整

備を行っているところです。 

また、これらの改善に併せて建物としての他の問題点へも同時に対応をしており

まして、５階建てだった光星８号棟はエレベーターが設置されておりませんでした

ので、今回の改善に併せてエレベーターを増築しております。 

こちらは光星４号棟になりますが、こちらの建物については建物としての耐震性

能を向上させるため、改善に併せて耐震改修を行っております。耐震改修の方法と

しては、住戸や廊下などの内部空間を既存よりなるべく狭くならないようにするた

め、建物外部で耐震性を向上させる方法として北海道内ではあまり使用事例のない

ＰＣフレーム工法を採用しております。 

ＰＣフレーム工法は、ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、ＰＣつまりプ

レキャストコンクリートですから、工場で生産されたコンクリートの柱と梁を搬入

し、現場で組み上げていくという工法となっております。 

右側の写真のとおり、今回の改修では、光星４号棟のバルコニー側にＰＣフレー

ムを組み上げ、バルコニーの内側にある４号棟の外壁と接続させることにより、耐

震性能を向上させております。 

さて、次は計画的外部改修についてです。 

建替や全面的改善事業などを行うような時期に達していなかったとしても、建物

は使っていれば当然痛みなども出てくることから、長く維持管理していくための取

り組みとして、一定期間が経過したものについては計画的な外部改修などを行って

いく必要があります。 

札幌市で行っている外部改修の主な項目としては、屋根又は屋上防水の改修、バ

ルコニー防水の改修、外壁の破損部の補修及び塗装などになります。屋根やバルコ

ニーについては、漏水などが起きないよう防水工事を行い、外壁についてはひびが

入ったりはがれかけているところを直して塗装をするという作業を行います。 

外部改修の時期については、建替の目安が４５～５０年というお話を差し上げま

したが、概ねその半分である２５年前後を目標としておりして、その目標年数に近

づいている建物の劣化の度合いを比較して、最終的に優先順を決定することとなり

ます。 

さて、今お話した外部改修についても問題を抱えているところでして、まずは建

替事業などと同様に、計画修繕の時期を迎える建物が大量にまとめてくるものです

から、既に外部改修の時期を過ぎ、積み残しとなっている建物が多数存在している

ということと、こちらは外部改修だけではなく解体などでも関連することではあり

ますが、外壁材へのアスベスト含有についてです。 

アスベスト自体が話題になったのは結構前の話になり、市営住宅では住戸内部の

断熱材やバルコニーに設置されている隔板などに含有されていることが解っており
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ましたが、最近になって外壁の下地調整剤や塗材にも含まれている可能性があると

いうことが判明したのです。 

アスベストについては、飛散させないように配慮して作業を行わなければならな

いことから、まずはアスベストがどの部分に入っているのかを、成分分析をするな

どしてきちんと把握しなければなりません。そして、その部分に手をつける際には

基本的に養生をするということが必要となってきます。 

今ご紹介している計画的外部改修については、入居者がいる状態で行うものです

から、外壁の修繕において養生を行うとなると、入居者は料理をする際に換気扇を

回せないとか、給湯器が使えないので風呂が沸かせないとか、夏であれば窓が開け

られない、冬であれば暖房が使えないなど、生活に支障をきたすことになります。 

短時間ですむのであれば、入居者に協力を求めることで実施することは可能なの

でしょうが、外壁面全面を補修することを考えると、何日間も窓を開けられないな

どの状況が発生することが想定されるわけです。 

例えば解体のように入居者がいない状態であれば、養生をする労力や時間がかか

ったとしても、建物全体をくるんでしまいアスベストの撤去作業を行うことができ

るわけですが、外部改修のためにその建物の入居者全員を退去又は移転させるなど

ということは非常に難しく、今後、外部改修を行う際に入居者がいる状態でどのよ

うに工事を進めることができるかということを、現在、検討しているところであり

ます。 

皆様も、昔のものでリシンやマスチックなどの塗材を使用している場合には、気

をつけていただければと思います。 

以上で「市営住宅の現状」についてのお話を終わらせていただきます。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

    タイトル「道路の管理瑕疵について」 

建設局土木部工事課道路工事三係長 塚本 智明 様 

  ※資料による概要 

道路管理瑕疵に関係する法令 

  ①道路法～道路の維持又は修繕 

  ②国家賠償法～公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく障害の賠償責任 

  ③道路交通法～安全運転の義務など 

  ④民法～不法行為による損害賠償請求権の期間の制限（時効） 

道路管理者の義務（道路法第 42条第１項） 

  道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一 

 般交通に支障を及ぼさないよう努めなければならない。 
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国家賠償法（第２条第１項） 

  道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損 

 害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 

  法律効果が発生するために必要な事実は、設置・管理に瑕疵があり、損害が発 

 生し、因果関係があることが必要です。 

国家賠償法「公の営造物」 

 道路、河川のほか公園施設等、公の目的に使用されているすべての施設をいい、 

道路本体のほか、道路の附属物を含む。 

 ①道路上の柵 ②道路上の並木又は街灯で道路管理者が設けたもの ③道路標 

 識 ④道路情報管理施設 ⑤道路管理者が設ける共同溝又は電線共同溝 ⑥道 

 路の防雪又は防砂のための施設 ほか 

国家賠償法瑕疵とその種類 

 設置の瑕疵～道路等の営造物に設計・構造に不完全な点があること。 

 管理の瑕疵～道路等の営造物に維持・修繕に不完全な点があること。 

国家賠償法道路の管理瑕疵 

  道路の管理行為等が不完全なために、道路が通常有すべき安全性を欠き、他人 

 に損害を与えること 

 ※「通常有すべき安全性」とは、「当該営造物の構造、本来の用法、場所的環境及 

  び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的、個別的に判断」されます。 

国家賠償法責任を負わなくて良い場合 

 ①予見可能性がない ②回避可能性がない ③通常の用法に従って使用されて 

いない場合 

 損害賠償請求に関する法令（民法第 724条～不法行為による損害賠償請求権の期 

 間の制限） 

  不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害 

 者を知った時から３年間行使しないときは、時効によって消滅する。 

  不法行為の時から 20年を経過したときも、同様とする。 

初動対応 

 ①事故のお見舞い・挨拶 

 ②事故発生状況の把握～事故発生現場の確認、車両等に関する情報、関係者へ 

  の事情確認、警察への届け出状況などの確認 

 ③（車両事故）損害状況の確認～補償の範囲の決定 

 ④（人身事故）怪我の状況の確認～補償の範囲の決定 

道路管理瑕疵事故の分類 

 ①穴ぼこ、段差、蓋不全 

 ②スリップ 
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 ③道路崩壊、落石、崩土 

 ④路上障害物 

 ⑤工事不全、安全施設不備 

 ⑥脱橋、親柱衝突 

 ⑦その他 

    タイトル「札幌市幹線道路等舗装補修計画」 

建設局土木部道路維持課主査 市川 聖芳 様 

   ※資料による概要 

１．計画の背景 

 ①札幌市の道路延長と舗装率 

  札幌市管理の道路延長 5,597㎞～Ａ級舗装延長 4,793㎞、簡易舗装延長 772㎞、 

                 自歩専用道等 105㎞ 

  Ａ級舗装率≒８６％ 

 ②道路維持管理基本方針（H22．３） 

  基本的な考え方～長期的な視点に立って、ライフサイクルコストの最小化、事 

          業の平準化等による継続的な事業執行を確保 

  ４つの視点～ア）長寿命化の推進 ィ）ライフサイクルコストの縮減 

        ウ）事業の平準化 ェ）市民ニーズの反映 

  アクションプログラム 

   ・橋梁長寿命化修繕計画（H24．3） 

   ・幹線道路等舗装補修計画（H24．３） 

   ・道路トンネル補修計画（H28．3） 

   ・その他道路施設の補修計画策定に取り組む 

２．舗装補修計画策定フロー 

 計画対象路線の選定⇒路面性状調査・FWD調査結果⇒計画策定方針 

 ⇒管理目標の設定⇒①劣化予測・LCC の検証②中長期シミュレーション③補修路

線・工法の選定⇒舗装補修計画・舗装補修計画実施マニュアル（案） 

３．路面性状調査 

 調査項目～ひび割れ、劣化度、路面凹凸、総合評価 

 調査箇所～車道＝機械点検（1回∕３年）目視点検（1回∕５年） 

      歩道＝目視点検（1回∕５年） 

 ※機械点検～路面性状測定装置を搭載した車両により、路面のひび割れ率、わだ 

       ち掘れ量、平たん性を測定 
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○幹線道路等（約 570㎞）全市平均の路面性状データ 

  調査年次＝H21（幹線道路）、H22（緊急輸送道路） 

 ひび割れ率４．６％、わだち掘れ量９．８ｍｍ、平たん性６．１ｍｍ 

4．管理目標の設定 

○グループ分け、延長 

 総交通量（20,000台∕日以上）＝グループ①123㎞（22％）グループ②51㎞（9％） 

 総交通量（20,000台∕日未満）＝グループ③63㎞（11％）グループ④320㎞（58％） 

○グループ別の管理目標 

 ①、②グループ＝ひび割れ率 20％、わだち掘れ量 25ｍｍ、平たん性 5ｍｍ 

 ③、④グループ＝ひび割れ率 25％、わだち掘れ量 30ｍｍ、平たん性 6ｍｍ 

５．劣化予測、ＬＣＣの測定 

 大型車交通量の分布を見ながら、劣化予想式により測定、また、ＬＣＣの算定し、

最終的には、グループ別に補修工法パターンの設定を行う。 

６．中長期シミュレーション 

１）対象路線は幹線道路等約 570㎞ 

２）道路管理者費用には、建設費用は含まない。 

３）ＬＣＣを考慮した最適工法（シール材注入、オーバーレイ）を設定した上で補 

 修費を計算 

４）試算期間 50年間は、疲労による舗装の破壊はない（２次改築なし） 

 

タイトル「土木工事の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技術調査担当係長 野上  徹 様 

※資料による概要 

１．評定結果の動向 

①平成 27年度土木系工事の検査件数は、７９７件 

②平成 27年度土木系工事の評定平均点は、７５．５点 

③平成 26年度土木系工事の評定平均点７４．９点で多少点数が上がっている。 

④評定点の点数分布は、65～74点が全体 45.5％、75～79点は全体の 40.9％、 

80点以上は全体の 13.4％ 

２．成績採点表のポイント 

①採点方法～工事主任；４割、工事主任の上司；２割、検査員；４割 
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 ②計算式～工事主任×０．４＋上司×０．２＋検査員×０．４＝評定点計※ 

  ※評定点計四捨五入により整数とする。 

 ③検査員の考査項目～施工管理、出来形、品質、出来ばえ 

  ※評定点＝各項目に６５点±加減点合計 

３．施工管理の評価項目 

 ①施工に関する独自の工夫、工事記録等の整理に工夫、現場に独創的な取り組み 

  が確認されるか。 

 ②工事に変更が生じた場合、工事着手前に変更計画書を提出しているか。 

 ③工事機器材等の資料が整理され、管理されているか。 

 ④段階確認等計画どおりに実施されているか。 

 ⑤建設廃棄物等の取り組みが確認されているか。 

 ⑥施工管理台帳等添付書類がもれなく整備されているか。 

 ⑦施工体制図等文書等が下請業者も含めた関係者にもれなく周知しているか。 

 ⑧社内検査の書類や出来形、品質等の確認を工事全般にわたって行っているか。 

４．出来形の評価項目 

 ①出来形管理が容易に把握出来るよう創意工夫しているか。 

 ②出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議しているか。 

５．品質の評価項目 

 ①有害物や不良個所等取り除かれているか。 

   ※有害物例～路床面、路盤面等の浮き石等 

 ②構造物の隣接箇所、狭い箇所、狭い箇所や細部についてもきめ細やかに施工し 

  ているか。 

６．出来ばえの評価項目 

 ①配慮、創意工夫をしているか。 

 ②現場内の清掃を十分して、美観が保たれているか。 

７．検査時のチェックポイント 

 ①検査体制～社内検査員はしゅん工検査に立会する。 

 ②施工計画書～ア）変更計画書は、施工前に必要な項目を追加し提出する。 

        ィ）計画行程書は、現場着手日を明記しているか。 

        ウ）主要資材には、規格等を明記しているか。 

        エ）段階確認計画書は、共通仕様書の一覧表にある工種をいれて 
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         いるか。 

       オ）工事関係書類に金額等の記載漏れがないかどうか。 

 ③施工体制台帳～ア）提出不要な資料は添付しないこととしているか。 

         ィ）適正な時期に契約変更を行っているか。 

         ウ）支払はできるだけ現金としているか。また、手形期間は 90 

日以内で、できるだけ短い期間としているか。 

 ④施工協議簿～契約変更は、必ず協議簿に記録しているか。 

 ⑤社内検査～ア）不可視部分は重点的にかつ計画どおりに検査しているか。 

       ィ）指導内容を記録しているか。 

       ウ）検査結果は監督員に報告しているか。 

 ⑥出来形管理・品質管理～施工計画書の計画どおりに実施し、共通仕様書の必須 

             項目をもれなく管理しているか。 

 ⑦創意工夫～品質確保のため独自の工夫を行っているか。 

 ⑧写真（舗装の場合）～ア）有害物等の除去が行われているか。ィ）締固が丁寧 

に行われているか。ウ）乳剤を丁寧に散布しているか。エ）適正な温度で施工 

されているか。オ）舗装の継ぎ目を仕様書以上ずらしているか。カ）目地の処 

理が仕様書どおりになっているか。キ）区画線が適切に施工されているか。 

 ⑧現場検査（舗装の場合）～ア）舗装端部の仕上げが丁寧に行われているか。ィ） 

導線を一致されているか。ウ）枡の上部と下部がずれないようにしているか。 

エ）縁石は車道面から正規の高さが確保されているか。オ）目地モルタルを丁 

寧に仕上げているか。カ）小型標識等は建築限界に注意して設置しているか。 

８．情報提供 

 ①下請契約について～ア）社会保険料相当額及び消費税相当額を適切に計上する 

こと。ィ）法定福利費を明示すること。 

 ②工事管理室ホームページ～ア）監督・検査＝検査の手引き等、施工体制の点検 

要領等イ）技術基準＝工事及び業務仕様書、土木工事標準設計図書等ウ）工事 

管理室からのお知らせ＝仕様書、積算基準、単価等の改定のお知らせ 

                                以上 
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最 近 の 会 議 か ら  

○ ６月定例役員会 

６月１６日午後定例役員会が開催され、最初に新入会会員の説明を大東の吹

田氏から、また、先に行われた「安全大会」について、宮浦安全委員から、６

月に実施した「現場技術者研修会」について、鈴木建築技術委員長から報告さ

れ、また、特別講演会について嘉屋副会長から、最後に自民党へ提出する重点

政策要望事項を事務局から説明されました。 

   

会 員 の 動 き   

○ 会員の代表者の変更 

   宮 浦 興 業 ㈱ 

       ○新代表者 宮 浦 征 宏 

    ○旧代表者 宮 浦 征 夫 

 

○ 会員のメールアドレスの変更 

㈱丸金金澤建設工業 

 ○新アドレス 

   Kanazawa-8124@marukane-kabazawa.jp 

 

○ 会員の新入会 

   〒006-0032 

手稲区稲穂２条５丁目６番１０号 

             株式会社 鈴 木 工 業 

           代表取締役 鈴 木 光 良 氏 
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