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調査対象工事 

尾崎西１地区急傾斜崩壊対策工事 

 

 

１ 工事内容説明者 

調査出席者 

  都市建設部 道路課    課長            鈴木 章弘 

  〃    〃     保全係長          山田 孝太郎 

  〃    〃     主任技師            柿元 幸徳 

企画総務部 契約経理課 課長              杉岡 エリカ 

  〃    〃    契約第一係長        廣瀬 暁子 

           

工事受注者 

    横建・岐阜アイシー特定建設工事共同企業体 

現場代理人兼監理技術者           小島 秀三 

主任技術者               後藤 和彦 

        

２ 工事概要 

(1) 工事場所 ：各務原市尾崎西町 地内  

 

(2) 工事背景 

本工事は、尾崎西１地区の要配慮者関連施設及び避難所が土砂災害特別警戒区域（レッ

ドゾーン）※１に指定されており、安全確保及び指定解除のために国交省の交付金を活用

し、急傾斜崩壊対策工事を行う。 

ア 工事内容 

施工延長 Ｌ：136.1 m 

土工   Ｎ＝１式 

法面工 植生基材吹付  Ａ＝1,070 m2 

擁壁工  重力式擁壁   Ｌ＝136 m 

落石防護柵工   Ｌ＝135 m 

排水構造物工 ベンチフリューム Ｌ＝104 m  

             ＰＵ側溝 Ｌ＝107 m、集水桝 Ｎ＝12箇所 

附属施設工  Ｎ＝１式 

構造物撤去工  Ｎ＝１式 

仮設工   Ｎ＝１式 
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イ ※１ 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン） 

〇土砂災害 

がけ崩れ・土石流・地滑り、あるいは火山の噴火に伴う溶岩流・火砕流・火山泥流などによ

り人の生命や財産が脅かされる災害のことである。 

『土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（以下「土砂災害防止

法」という。）』第 2条では「土砂災害」を「急傾斜地の崩壊（傾斜度が 30度以上である土地が

崩壊する自然現象をいう。）、土石流（山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体

となって流下する自然現象をいう。）又は地滑り（土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現

象又はこれに伴って移動する自然現象をいう。）を発生原因として国民の生命又は身体に生ずる

被害」と定義している。 

※山地などの森林内で発生するものについては、「山地災害」と言い分ける。 

※道路や住宅地などの人為的に造られた法面は、「土砂災害」に分類しないことが多い。 

※「土石流」「地滑り」「がけ崩れ」（急傾斜地崩壊、ともいう）などは集中豪雨及び台風などを

原因（誘因）として発生する。 

 

○土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）        

急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動・堆積により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物

が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある崩壊を生ずるこ

となく耐えることのできる力を上回る区域。 

※ただし、地滑りについては、地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等により力が建築物に作用

した時から 30分間が経過した時において建築物に作用する力の大きさとし、地滑り区域の下端

から最大で 60m 範囲内の区域。              （土砂災害防止法施行令第 3条） 

 

 土砂災害特別警戒区域では、土砂災害警戒区域と同様に警戒避難体制の整備を行うとともに、

都市計画法に基づく特定開発行為（住宅宅地分譲、社会福祉施設等の建設）に許可を要すること

（土砂災害防止法第 10条、11条）や建築基準法に基づく建築確認の際に建物構造上で建築基準

法第 20条に基づく土砂災害対策が施されているかどうかの確認を行う（土砂災害防止法第 24

条）などの制限事項を定めている。             

 

○土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）         
◆急傾斜地の崩壊 
 ・傾斜度が 30度以上で高さが 5m以上の区域 
 ・急傾斜地の上端から水平距離が 10m以内の区域 
 ・急傾斜地の下端から急傾斜地高さの 2 倍（50mを超える場合は 50m）以内の区域 
◆土石流 
 ・土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が 2 度以上の区域 
◆地滑り 
 ・地滑り区域（地滑りしている区域又は地滑りするおそれのある区域） 

・地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離（250mを超える場合は 250m）の範

囲内の区域 

（土砂災害防止法施行令第 2 条） 

 

  土砂災害警戒区域では行政が当該区域における警戒避難体制の整備を図ることを義務づけられ

ている。                           （土砂災害防止法第 8条） 
 

＜関係法令等＞ 
〇土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 

がけ崩れや土石流、地すべりなどの土砂災害の発生するおそれがある区域を指定し、警戒避難

態勢の整備や開発行為の制限など土砂災害の防止のための対策の推進を図るための法律である。 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/がけ崩れ
https://ja.wikipedia.org/wiki/土石流
https://ja.wikipedia.org/wiki/地滑り
https://ja.wikipedia.org/wiki/溶岩流
https://ja.wikipedia.org/wiki/火砕流
https://ja.wikipedia.org/wiki/火山泥流
https://ja.wikipedia.org/wiki/生命
https://ja.wikipedia.org/wiki/財産
https://ja.wikipedia.org/wiki/法面
https://ja.wikipedia.org/wiki/土石流
https://ja.wikipedia.org/wiki/地すべり
https://ja.wikipedia.org/wiki/がけ崩れ
https://ja.wikipedia.org/wiki/集中豪雨
https://ja.wikipedia.org/wiki/台風
https://ja.wikipedia.org/wiki/都市計画法
https://ja.wikipedia.org/wiki/開発許可制度
https://ja.wikipedia.org/wiki/建築基準法
https://ja.wikipedia.org/wiki/建築確認
https://ja.wikipedia.org/wiki/がけ崩れ
https://ja.wikipedia.org/wiki/土石流
https://ja.wikipedia.org/wiki/地すべり
https://ja.wikipedia.org/wiki/土砂災害
https://ja.wikipedia.org/wiki/法律


3 

〇土砂災害対策を定めた法律 

『急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（通称：急傾斜地法）』『砂防法』『地すべり

等防止法』などがあり、土砂災害防止施設（がけ崩れ防止用の擁壁や砂防ダムなど）を設置する

際の根拠法として定められたもの。 

  『土砂災害防止法』は、人家に影響を及ぼすおそれのある土砂災害の発生する可能性のある区

域を、土砂災害防止施設の有無にかかわらず全て明らかにすることを目的としている。 

※国土交通省では、施設（ハードウエア）の整備を前提とする「ハード対策」に対して、『土砂

災害防止法』に基づく情報伝達の整備や広報活動などの施策をまとめて「ソフト対策」として

いる。 

 

＜参考＞ 
〇土砂災害危険箇所 

砂防施設の設置などのハード対策を主目的に、国土交通省（旧建設省）の指示により都道府

県が調査公表するもので、土砂災害防止法の制定以前から行われており開発規制等はない。た

だし、土砂災害危険箇所が土砂災害警戒区域に重複して指定されることはあり、この場合は土

砂災害防止法による規制がある。「土石流危険渓流」「地すべり危険箇所」「急傾斜地崩壊危険箇

所」の 3 種類がある。 

 
〇山地災害危険地区 
   治山事業などのハード対策を主目的に、農林水産省（旧林野庁）の指示により都道府県が調

査公表するもので、こちらも土砂災害防止法の制定以前から行われており開発規制等はない。

「崩壊土砂流出危険地区」「地すべり危険地区」「山腹崩壊危険地区」の 3 種類がある。 
 

〇地すべり防止区域 
地すべり等防止法に基づいて指定される地すべりを起こす可能性のある一定規模以上の斜面

で、掘削造成などに制限がある。 

 
〇急傾斜地崩壊危険区域 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づいて指定されるがけ崩れを起こす可能

性のある一定規模以上の斜面で、掘削造成などに制限がある。 

 

(3) 工事請負業者 

    横建・岐阜アイシー特定建設工事共同企業体     

【１回目落札】  

「一般競争入札(３ＪＶ参加）、電子入札、入札後審査方式」  

 

(4) 設計会社・工事監理 

  設  計：株式会社テイコク 

  工事監理：直営 

 

(5) 事業費       

  設計金額  127,487,800 円（税込） 

 請負金額  124,850,000 円（税込）（うち 11,350,000円 消費税及び地方消費税） 

 

(6) 工事期間  

 令和３年６月 22 日から令和４年３月 25 日まで 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/砂防法
https://ja.wikipedia.org/wiki/地すべり等防止法
https://ja.wikipedia.org/wiki/地すべり等防止法
https://ja.wikipedia.org/wiki/擁壁
https://ja.wikipedia.org/wiki/砂防ダム
https://ja.wikipedia.org/wiki/国土交通省
https://ja.wikipedia.org/wiki/ハードウエア
https://ja.wikipedia.org/wiki/土石流危険渓流
https://ja.wikipedia.org/wiki/地すべり等防止法
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律&action=edit&redlink=1
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(7) 進捗状況 令和３年 12月末日現在 （変更工程表出来高数値） 

計画出来高 33.1 ％ 実施出来高 33.1 ％                  【計画どおり】 

※ 残工事に重力擁壁の施工があり、工期までに完成できないと思われる。 

早めに工事完成までの実際工程表を提出させること。 

 

(8) 工事監督員 

    当該工事受注者に書面で通知し適正であった。（建設業法第 19条の２第２項） 

また、本工事に任命されている監督員は３名体制で、総括・主任・一般の権限分担も記載

されており、適正であった。 

総括監督員 都市建設部 道路課 課長        鈴木 章弘 

主任監督員    〃      〃  保全係長     山田 孝太郎 

一般監督員   〃      〃  主任技師     柿元 幸徳  

  

３ 調査所見 

３－1 書類関係 

(1) 地方自治法・金銭的保証制度として、履行保証制度の活用が図られている。 

契約保証金について、契約約款どおりであり適正である。 

12,485,000 円 

  【株式会社十六銀行各務原支店 請負金額の 10％以上】 

前払金保証について、契約約款どおりであり適正である。 

     49,940,000円 

【東日本建設業保証株式会社 請負金額の 40％以内】                

(2) 入札状況について 

本工事は、「各務原市入札後審査方式一般競争入札実施要領」及び「各務原市建設工事共

同企業体取扱要綱」に基づき、一般競争入札に付する条件が示され、適正に施行されてい

た。 

「各務原市建設工事の請負契約に係る入札及び契約情報等の公表に関する要綱」「各務原

市電子入札実施要領」「各務原市電子入札運用基準」に基づき、電子入札にて実施されてい

た。 

・公告日      令和３年５月 14日   

・参加申請期間      令和３年５月 14日 ～ 令和３年５月 28日 

・登録確認通知      令和３年６月 １日   

・入札書受付       令和３年６月 ２日 ～ 令和３年６月９日 

・開札日        令和３年６月 10日    

本工事の入札への見積もり期間：令和３年５月 15日～令和３年６月９日 

建設業法第 20条第 3項、建設業法施行令第 6条第 1項に規定された必要な見積期間（予

定価格 5,000 万円以上は、通知～応札期間 15 日以上）が確保されていた。適正であった。  
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(3) 建設業退職金共済に関する書類 

建設業退職金共済制度への適正な指導がなされ購入掛金収納書を確認し、適正であった。

協力会社への受払い現状を確認して頂きたい。 

工事完了後は、建設業退職金共済証紙貼り付け状況報告書等、配布枚数が確認できる書

類（受け払い簿等）を提出させることを検討して頂きたい。  

 

(4) 現場代理人、監理技術者、主任技術者等届 

現場代理人、監理技術者、主任技術者等届は、資格証（写）等を提出させ、適正に整備さ

れていた。また、監理技術者制度運用マニュアル （国土交通省不動産・建設経済局建設業

課）等を基に適切に運用をされていた。 

令和３年８月１日で現場代理人及び監理技術者が交代していたが、主任（監理）技術者

の交代には診断書等の写しを求めている自治体もあるため、変更手続について口頭での理

由の確認のみでなく、根拠書類による確認を行うことを検討して頂きたい。 

 

※ 主任（監理）技術者制度の詳細については、建設業法、監理技術者制度運用マニュアル （国

土交通省不動産・建設経済局建設業課）等を参照してください。  

1) 主任（監理）技術者の専任期間 主任（監理）技術者を工事現場に専任で設置すべき期間は

原則として、契約日から工事完成届 を受理した日までとなります。  

2) 主任（監理）技術者の途中交代は原則、本人の死亡、出産、育児、介護又は傷病、退職等、

真にやむを得ない場合等を除き認められません。  

やむを得ず交代する場合、受注者は理由を確認し、監督員（道路課）と契約経理課に事前に

協議を行って下さい。主任（監理）技術者の交代には診断書等の写しを求めている自治体もあ

ります。その後、請負工事現場代理人等変更届を両課に提出して下さい。 

 

 

３－２ 積算・設計に関する書類 

(1) 積算 

積算は、国土交通省発行の「土木工事標準積算基準書」に準拠した、岐阜県「令和３年度

積算基準及び歩掛表（共通編）（河川・道路編）」に準拠し基づき、適正に算出されていた。

また、年度当初に作成した「令和３年度設計単価表（岐阜県県土整備部都市建築部）」の設

計単価により、適正に単価の決定がなされていた。 

見積徴収した比較一覧表など積算の妥当性を示す根拠は、分かり易く整理されていた。 

また、「物価資料によらない場合」の原則として見積り業者数３社の徴取がなされ、各者の

比較を経て、公的単価（物価版等）との「適正スライド掛率」の設定を行い、各務原市採用

単価として積算し「予定価格」を算出していた。 

本工事の掛率設定は、適正であると判断される。 
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【参考図書 その１】 

基準等 発行年月 著者 

がけ崩れ対策設計要領（案） 平成 21年３月（平成 28年６月改正） 岐阜県  

設計業務委託共通仕様書 平成 ２年３月（令和２年８月改正） 岐阜県 

岐阜県建設工事共通仕様書 平成 10年６月（令和３年４月改訂） 岐阜県 

 

【参考図書 その２】 

基準等 制定又は監修 年版 

令和３年度版 国土交通省土木

工事積算基準書 
令和３年度 （一財）建設物価調査会 

建設物価 2021年４月 （一財）建設物価調査会 

積算資料 2021年４月 （一財）経済調査会 

土木コスト情報 2021年４月春号 （一財）建設物価調査会 

土木施工単価 2021年４月春号 （一財）経済調査会 

 

(2) 設計内訳書 

提出された「設計内訳書」をチェックしたが、内容的に問題なく適正に作成整備されて

いた。設計内訳書の表紙に「適用年月日：令和３年４月１日」と記載し、積算時根拠記述を

明確に示していた。設計内訳書は適正であった。 

 

(3) 計画・設計 

ア 計画について 

本工事は、土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）に指定されており、安全確保及び指

定解除のため、急傾斜崩壊対策工事を計画していた。 

 

イ 設計について 

① 設計方針 

詳細設計において、岐阜県発行の「がけ崩れ対策設計要領（案）」を基に、斜面安定対

策工を設計していた。 

② 設計について 

本工事設計は、株式会社テイコクに、「設計業務委託」していた。 

「尾崎西１地区法面測量設計業務委託 報告書（令和３年１月）」を確認した。 

設計図書は、適正に整備されていた。 

図面及び設計数量等は、照査設計者、監督職員チェックを実施しており、設計は適切

に作成されていた。設計は適正であった。 
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３－３ 施工に関する書類 

(1) 関係諸官庁への届出  

必要な諸手続は、適正に実施され、関連書類は整備・保存されていた。 

(2) 工事カルテ 

工事カルテの作成と（財）日本建設情報総合センター（JACIC）の CORINS（工事実績情報

サービス）登録は行われていたが、当初の現場代理人及び監理技術者のままであった。早

急に「小島秀三氏」に登録変更すること。 

(3) 施工体制台帳・施工体系図 

施工体系図及び施工体制台帳は、適時提出させ、整備・保管されていた。 

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「公共工事入札契約適正

化法」という）第 15条」「建設業法第 24条の８」及び「建設産業における生産システム合

理化指針について」（平成３年２月５日建設省通知）より元請事業者からの下請契約を確認

し適正であった。しかし、作業員名簿の添付がなかった。早急に準備させること。 

 

○ 施工体制台帳の記載内容と添付書類         （建設業法施行規則第 14 条の 2） 

○ 公共工事においては、H27.4.1 以降契約を行った工事で、工事を施工するために下請契約

を行った場合には、 施工体制台帳を作成しなければならない。 （建設業法第 24 条の 8） 

○工事中は、工事現場に備え置くことが義務づけられている。   （建設業法第 24 条の 8） 

○公共工事の場合は、施工体制台帳の写しを発注者へ提出することが義務づけられている。  

（公共工事入札契約適正化法第 15条第 2項） 

○ 帳簿の添付書類として、工事完了後は 5 年間（発注者と締結した住宅を新築する建設工事

に係るものにあって は 10年間）保存することが義務づけられている。  

（建設業法第 40 条の 3、建設業法施行規則第 26条第 2 項第 3号、建設業法施行規則第 28条） 

建設業法及び入契法の一部改訂に伴い 

※令和２年１０月１日より  

① 工事現場における建設業許可証の掲示義務は、元請けのみで良い。 

② 施工体制台帳に「作業員名簿」の添付が義務化された。 

③ 建設キャリアップシステム（CCUS）登録を促すこと。 

④ 社会保険加入の下請指導ガイドラインの改定案をまとめ、労働者単位での加入確認を徹

底。また、建設キャリアアップシステム（CCUS）の登録情報に基づき作成した作業員名簿

で技能者一人一人の加入状況を確認することを原則化。 

⑤ 元請は下請に対し、下請と個人事業主（一人親方）との関係を記載した再下請負通知書

の提出を求める。 

⑥ 一人親方を記載した適切な施工体制台帳、施工体系図の作成することも加える。 

※『「外国人建設就労者受入事業に関する下請け指導ガイドライン」の改訂について（国土

建第 377号・国土建整第 106号：令和元年 12月 23日）』に「外国人建設就労者等建設現

場入場届出書」の添付書類が示されている。外国人労働者が就業する場合は、管理徹底

をお願いする。 
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「添付書類」 

①建設特定技能受入計画認定書又は適正監理計画認定証 

②パスポート 

③在留カード 

④受入企業と外国人建設就労者との間の雇用条件書 

⑤建設キャリアアップシステムカード（登録義務のある者のみ） 

 

(4) 全体工程表及出来高管理表 

契約時及び施工計画作成時に実施工程表が、提出され整備されていた。 

月報（月末作成）は、各工種部分構成率が計算され、出来高工程曲線を業者に作成させ、

工程と出来高の進捗管理がなされていた。 

進捗管理の履行報告書は、適正に提出されていた。 

本工事においては、実施工程、施工各部分構成率、出来高工程曲線とリンクされ、適正な

工程管理であった。しかし、工種毎の出来高数値の記載がないため、出来高数値の根拠が

不明確であった。各月の出来高数値根拠を明確にするよう指導をお願いする。 

 

(5) 施工計画書 

施工計画書は、適切に作成させていた。 

組織表等が、当初のままであり、変更工程表を提出させること。 

残土処分の搬出経路及び処分地（許可）等を提出させること。 

 

(6) 写真管理 

施工進捗にともなった、適正な管理状態であった。監査日の部分確認となった。 

サンプリングで全てを確認できていないが、提示された写真については、適正に整理さ

れていた。 

 

(7) 検査及び確認 

監査日時点までの段階確認検査は、適正に実施され記録も整理されていた。 

 

(8) 主要使用材料承諾願 

現時点に於いての主要使用材料の承諾願いが適正に整理されていた。 

使用資材（機材）一覧表は、工事受注者から監督員に提出され、適正に整備・保管されて

いた。また、材料の品質を証明する使用材料調書も受注者から監督員に適正に提出させ、

整備・保管されていた。 

 

(9) 品質確認について 

設計図書に定める品質及び性能を有することを証明する資料として、「材料承認願い（岐

阜県建設工事共通仕様書第２編材料編１－２）」に基づき、適正に提出させていた。 
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材料承認書が提出されていて、監査日においては、適切な管理状態であった。 

工事の品質管理状況は、書面から判断して特に問題は認められなかった。 

 

３－４ 安全管理に関する書類 

(1) 安全管理のための組織図、緊急時連絡体制図など整備されていた。 

 

(2) 新規入場者記録、ＫＹ（危険予知）活動記録、など安全管理に対する書類の整備も適正

であった。 

 

(3) 作業員への安全管理は、毎日のツールボックスミーティング及びＫＹ(危険予知)活動記

録で周知徹底がなされていた。連絡調整もスムーズになされていた。 

 

３－５ 建設廃棄物処理及び残土に関する書類 

(1) 廃棄物処理計画書の整備、収集運搬業者及び処理業者との契約など適正に実施されてい

た。 

 

(2) 産業廃棄物管理票（マニフェスト票）は、施工中で確認できなかったが「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律」「資源の有効な利用の促進に関する法律」及び「建設工事に係る資

材の再資源化等に関する法律」などに遵守した再生資源実施計画書が提出されていた。 

竣工書類検査段階で、設計書、マニフェストの最終確認を行い、運搬状況写真、処分地写

真を確認するとのことである。 

 

(3) 受注者は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第５条２項」に該当する場

合、工事完成後、速やかに「建設副産物情報交換システム-COBRIS-」を利用し、再生資源

利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、電子媒体にて提出させるようして頂き

たい。 

・建設副産物情報交換システム 工事ID 11732537 を確認した。適正であった 

 

【参考】「COBRIS」Construction Byproducts Resource Information interchange System の略。 

・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書は、「建設副産物情報交換システム（COBRIS／

コブリス）」により作成する。 

建設副産物情報交換システム（COBRIS）は、次のＵＲＬからログインする。 

https://www.recycle.jacic.or.jp  

・次のものを添付する。 

ア 建設発生土受入地の関係法令に基づく許可証（民間受入地の場合に限る。）の写し  

イ 収集運搬、処理業者の許可証の写し（受注者が契約した収集運搬業者及び処分業者の もの）  

ウ 廃棄物処理委託契約書の写し（受注者が収集運搬業者及び処分業者と契約したもの） 

エ 受注者が契約した処分場までの運搬ルート図 写し COBRIS 登録  

https://www.recycle.jacic.or.jp/
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オ 工事場所から再資源化または最終処分場までの流れ、収集運搬業者、処分業者（処分 施設）

を記載した表（フロー図等） 

カ 収集運搬業者の運搬車両一覧表  

・岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱により、工事請負契約時に建設リサイクル法に

よる説明を行った上で、記載した施設から変更した施設で行う場合は、事前に発注者の承諾を得た

上で、工事請負契約の変更が必要となる。  

４ 現場施工状況調査における所見 

(1) 作業所において、作業員への指示、指導は適正に実施されていた。 

 

(2) 現状の管理体制は適切であり、管理された状態であった。 

 

(3) 品質管理については、書面及び現場から判断して特に問題は認められなかった。 

管理は、良好であった。 

 

(4) その他 

① 掲示物について、作業工程表、建設業許可票の記載項目、労災保険関係、施工体系図、

「監理技術者」「主任技術者」「専任」など、再確認をお願いする。 

②  保険契約関係（火災保険・労災保険・法定外保険・賠償責任保険等の加入契約関係書

類(協力会社分も含む)）を一連のファイルで取りまとめておくと、不測の事態での対応

が速やかに対応できるため指導の程、お願いする。 

 

(5) 現場施工管理 

工事施工状況は、書面と同様適切に施工していた。 

①  作業所において、作業員への指示、指導は適正に実施されていた。 

安全管理に努め無事故、無災害であるよう今一度の安全指示、指導の徹底を図ってい

ただきたい。 

②  日常の安全日誌、重機等の点検簿が確認できなった。日誌は、毎日作成し、工事現場

に常備しておくこと。 
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 ③ 建設業許可票等の（掲示物）は、一部記載誤りがあったので、その場で指摘済。 

早急に修正するとのことである。 

※建設業法等による工事現場掲示物、受注者への指導徹底をお願いする。 

 

 

専任 

監理技術者の資格者証の番号 

監理技術者でない場合は、 

空欄 
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参考 建設業法等により工事現場への掲示が必要な許可票等 

掲示するもの 掲示場所 対象工事等 摘 要 

建設業の許可票 公衆の見やす

い場所 

元請け建設業者 建設業法第 40条 

建設業法施行規則第 25条 

施工体系図 工事関係者が

見やすい場所

及び公衆が見

やすい場所 

下請負契約を締結

した場合 

建設業法第 24条の７第 4項 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律第 15 条 

岐阜県建設工事共通仕様書 P9  

第１編１-１-11  

再下請負通知書の

提出案内 注) 

工事現場の下

請負人が見や

すい場所 

施工体制台帳作成

対象の工事 

建設業法施行規則第 14条の 3第 1 項 

建設リサイクル法

通知済ステッカー 

工事現場の標

識など公衆が

見やすい場所 

同ステッカーを監

督員から受領した

工事 

建設リサイクル法第 10 条第１項､第 11 条

に基づく届出及び通知をされた対象工事 

労災保険関係成立

票 

労働者に見や

すい場所 

全ての工事 労働者災害補償保険法施行規則第 49 条 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

施行規則第 77条 

「建設業退職金共

済制度適用事業主

工事現場」の標識 

工事現場又は

事業場内 

建設業退職金共済

制度に該当する工

事 

「公共工事の入札及び契約の適正化を図

るための措置に関する指針」において、現

場標識の掲示について明記 

作業主任者一覧表 関係労働者が

見やすい箇所 

作業主任者を選任

しなければならな

い工事 

労働安全衛生規則第 18 条 

 

解体等工事の事前

調査結果 

工事関係者が

見やすい場所

及び公衆が見

やすい場所 

建築物等の解体、

改築、補修作業を

伴う工事 

大気汚染防止法第 18条の７ 

石綿障害予防規則第３条 

 

注) 再下請負通知書の提出案内の工事現場への掲示文例 

この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請

け負わせた方は、遅滞なく、工事現場内建設ステーション／△△営業所（注１）まで、

建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第 14 条の 4に規定する再下請負通知

書を提出して下さい。 

一度通知した事項や書類に変更が生じたときも、変更の年月日を付記して同様の書類

の提出をしてください。 

（注１）提出すべき場所を明確に記載すること 
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５ 技術調査全般 

本工事について、工事監査における、書類検査、現場監査を通して特に問題は認められ

なかった。施工及び管理は、書類はもとより、現場での監理が大切である。 

今回は、サンプリング監査であり詳細まで検証することができなかったが、施工管理（工

程内検査、段階検査）は、工事監督職員の指導的立場が発揮され適正に実施されていた。 

現場は、重力擁壁工が未施工状態であり、工期内完成は厳しい状況あったため、早急に

実際工程表を作成させ、工程管理の徹底指導をお願いする。また、竣工後に提出される書

類は、単に整備・保管する形式的なものでなく、当該工事に関して必要な処理を迅速・的確

に指示した記録となる。 

工程及び安全管理の徹底指導の継続を行い、無事故、無災害で工事が完了するよう指導

をお願いする。 

以 上 

文書中の 

   部分は、留意事項 

   部分は、今後に向けての提案及び要望 

 


