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中 建 協 だ よ り    第 ４４ 号 

                                               平成２６年６月１３日 

札幌中小建設業協会 平成２６年度安全標語 
                  
〔 優秀賞 〕 

その油断 自分の工具が 凶器にも 

妥協を許さぬ安全確認

 

作者 佐 藤   章 氏 （㈱オオイ工務店）

 

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２３日午後から、平成２

６年度の現場技術者研修会を

会員９５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永井工

事三係長から｢現場の安全管理

について｣②建設局土木部工事

課坂本道路工事三係長から「宮

城県山元町の復興支援につい

て」③同局土木部道路維持課佐

藤計画係長から「札幌市幹線道

路等舗装補修計画について」    “現場技術者研修会風景” 
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「工事の品

質確保について」というタイトルで、本会の現場技術者に対する講義が行われま

した。        
詳しくは、この号に掲載しております。 

 

○ 札幌地区トラック協会から要望を受ける 
４月２５日（金）に札幌地区トラック協会ダンプカー部会の西川明敏部会

長から当協会安田会長へ「公共工事に係るダンプトラック土砂運送に関す 
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る要望」が出されました。 

その主な内容は、「長引く不況の影響により、事業の経営が極めて困難な 

状況」となっている中、「請負業者からダンプトラック事業者に支払える運

賃が、原価を補うことが出来ない単価」になっている事例が散見される事、

また、「ヘルメットの装着が義務付けられていない地域での装着」や「不必

要なシートがけ」を要望されているケースがある事等、今後見直し改善をお

願いしたい旨の要望であります。 

 以上お知らせします。 

                  

現 場 技 術 者 研 修 会 

 ５月２３日（金）に経済センター８ＦＢホールで行われました「現場技術者研修

会の以下講演内容です。 

タイトル「現場の安全管理について」 

都市局建築部建築工事課工事三係長 永井 雅規 様 

  私は、都市局建築部建築工事課工事三係長の永井でございます。 

  本日、私の方から「工事現場の安全管理」についてお話しさせていただきます。 

  札幌市都市局建築部におきましては、工事の安全管理を推進するために、「工事

安全管理委員会」を立ち上げまして、その委員会において「工事安全管理ニュース」

を発行し、安全管理の推進を図っております。 

 その「工事安全管理ニュース」の主な項目は、①平成 26 年度の重点目標と環境ス

ローガン、②全国安全週間（本週間７月１日～同 7 日）、③平成 25 年度建築部発注

工事の事故報告、④平成 25 年度業種別労働災害発生状況（労働基準監督署）の４項

目です。 

 まず第１点目の項目「重点目標・環境スローガン」でありますが、平成 26 年度建

築部工事安全重点目標は、「危険予知教育の実施 墜落・落下事故防止 交通安全・

火気管理の強化」です。次にスローガンですが、「資材の分別 リサイクル 現場に

植えよう“エコの種”」です。 

 次に第２点目の項目「全国安全週間」でありますが、2014 年７月１日から同７日

の１週間で、今年度は８７回目となります。この週間のスローガンは「みんなでつ

なぎ 高まる意識 達成しようゼロ災害」です。この週間（準備期間６月１日～同

３０日）の中で特に実施していただきたい事項としては、①職場の安全パトロール

等の実施、②関係者の意思の統一及び安全意識の高揚、 ③標語、公園かい等の安

全活動、④安全活動等の社会への発信、行事の実施、⑤労働者の家族への呼びかけ

等があります。 

 次に第３点目の項目の「平成 25 年度建築部発注工事の事故報告」ですが、平成
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25 年度の建築部発注工事（建築・電気・機械工事件数は約３００件）で工事安全委

員会に報告された事故は、全部で７件です。その主な原因は、慣れた作業や足元の

確認不足が多数を占めています。また、今年度は降雨によるスリップで脚立から転

落する事故等、すでに３件の事故が発生しています。作業の順守事項を再確認し、

安全対策を具体的にした安全計画を行って下さい。 

 最後に第４点目の項目の労働基準監督署発表「平成 25 年度業種別労働災害発生状

況」についてですが、平成 25 年度の建設業の死亡事故は、３件（土木工事業２件、

建築工事業１件）で、昨年と比べ全体１件減（土木１件増、建築２件減）で、休業

４日以上では、平成 25 年度の建設業の休業事故は、３００件（土木工事業９４件、

建築工事業１４０件）で、昨年と比べ全体１６件増（土木２４件増、建築２件減）

で、昨年と比べ死亡、休業４日以上の災害とも土木工事業での増加が目立っていま

す。 

 以上が「工事安全管理ニュース」でお伝えした主な内容です。 

 各現場を管理している皆様方もこの内容を十分熟知され、工事の安全管理に努め

ていただきたいと思います。 

 ご静聴ありがとうございました。 

タイトル「宮城県山元町の復興支援について」 

建設局土木部工事課道路工事三係長 坂本 一浩 様 

私は、建設局土木部工事課道路工事課三係長の坂本です。 

私は、東日本大震災の復興支援で宮城県山元町へ自治体からの派遣職員として、

札幌市から出向を命じられ、今年３月までの２年間その勤務を終えてまいりました

ので、その報告をいたしたいと思います。 

まず、山元町の概要ですが、町の面積は６５ｋ㎡（東西５㎞、南北１１㎞）で、

地勢は、西に標高３００ｍの阿武隈山地、東に仙台湾南部白砂青松の海岸線で、気

候としては、平均気温１２．２度、年間降水量 1,250 ミリで東北の湘南と言われて

おります。 

人口は、13,776 人（平成 24 年 12 月末）です。 

また、主要都市までの所要時間は、東京～新幹線と常磐線で２時間３０分、仙台

～ＪＲ常磐線で４０分、仙台から高速道路使用で４５分です。 

 山元町被災の概要ですが、平成 23 年３月１１日１４時４６分三陸沖を震源とする

マグニチュード９．０の巨大地震が発生、町は震度６強を観測。１５時５０分大津

波襲来。 

 被災概要は、死亡者６３２人（遺体未発見の死亡届１６人及び震災関連死１６人
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含む）、町内で遺体発見者数６７４人。 

 行方不明者１人（死亡届提出１６人を除く）、負傷者数は重傷者９人、軽傷者８１

人。 

 家屋被害は、全壊2,217棟（50.0％）、大規模半壊534棟(12.0％)、半壊551（12.4％）、

一部損壊（25.6％）、合計 4,438 棟。 

 避難所は、避難所数１９か所、避難者数 5,800 人。一次避難所は８月１６日閉鎖、

二次避難場所は１０月１日閉鎖。 

避難指示区域（津波浸水域）は、１０行政区（沿岸部６）、面積２４ｋ㎡（40％）、

2,500 世帯 7,500 人、一部を除き１１月７日までに段階的に解除。 

浸水エリアは、町の訳 40％（２４ｋ㎡）が浸水。 

巨大津波の襲来状況は、海岸線で１２ｍ（防波堤高６．２～７．２ｍ）。 

産業の被害状況について、基幹産業が壊滅的被害を被った。水田の６９％、畑地

の４５％で冠水被害。イチゴ農家被災件数１２９戸のうち１２５戸が被災。町の三

大ブランドは、丘通りの「山元リンゴ」を除き、「仙台イチゴ」と「山元ホッキ」が

壊滅的な被害。 

このような被害状況の中、山元町は、復興の将来像を「キラリやまもと！みんな

の希望と笑顔が輝くまち」をスローガンに全員が一致団結し、復興事業を進めてい

ます。 

主な進捗状況ですが、被災した区域内においては宅地の買い取りが始まり、新市

街地においては、災害公営住宅の建築が進んでいます。 

復興計画の具現化に向け、多くの支援に感謝しながら、町全体で新たなまちづく

りに取り組んでいます。 

以上が復興の進捗状況であります。 

ご静聴ありがとうございました。 

タイトル「札幌市幹線道路等舗装補修計画について」 

建設局土木部道路維持課計画係長 佐藤 智昭 様 

私は、建設局土木部道路維持課計画係長の佐藤です。 

すでに皆様はご存じと思いますが、先に札幌市が策定いたしました「札幌

市幹線道路等舗装補修計画」について説明させていただきます。 

 この計画は、計画的かつ効率的な道路の維持管理を実現させるために策定

されたものであります。 

現在の札幌市管理の道路延長５，５８０ｋｍで簡易舗装を除く本舗装延長
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４，７１０ｋｍで舗装率は約８４％。です。 

 舗装関係費については、Ｈ５～Ｈ１０までは約５０億円で推移していたが、

Ｈ１１から減り始め、Ｈ１９は、約２６億円までになった。現在は、約３４

億円。特に舗装補修費については、Ｈ１０には２１億円あったが、Ｈ２０に

は３億円までに減少した。 

これに対応するために、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するために、４つの視

点に基づく「道路維持管理基本方針」を策定した。 

この４つの視点とは、①長寿命化の推進②ライフサイクルコストの縮減③ 

事業の平準化④市民ニーズの反映である。 

この基本方針のアクションプログラムの１つに「幹線道路等舗装補修計画」 

がある。 

 先程説明したとおり舗装関係予算の推移は、道路維持費に準じて減って来 

ており、Ｈ２０では、舗装道路維持費約２２億円、舗装補修費約３億円まで

になったが、現在は、舗装道路維持費は約２０億円と減ったが、舗装補修費

は、１３億円回復し、全体では、舗装補修費の占める割合は。高くなって来

ている。 

 最近舗装補修費の占める割合が高くなってきているが、全体の予算が削減

されており、舗装の劣化が著しい。 

 これに対応するために「舗装路面点検マニュアル」を定め、路面性状調査

行っている。 

 この調査の延長は、幹線及び幹線以外の緊急輸送道路全体で約５７３㎞を 

実施している。 

 この調査に基づいて、「舗装補修計画」を策定し、「管理目標」を設定して

いる。 

 この計画の中で「中長期シミュレーション」を次の４点を設定条件として

設定。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修繕工法は、打ち換え、オーバレイ、オーバレイ（改質Ⅱ型）、

クラックシール組み合わせ、最適工法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。 

 舗装補修計画策定にあたっては、①舗装補修のための管理目標を設定し、

管理目標に基づく必要な補修費を試算②今後も路面性状調査を継続的に実

施し、データを蓄積・検証するなど、計画を見直ししていくことが重要であ

る。 

 以上が「札幌市幹線道路等舗装補修計画」です。 

 ご静聴ありがとうございました。 
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タイトル「工事の品質管理について」 

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。 

私から工事の品質確保について、お話しさせていただきます。 

工事の品質確保についてでありますが、まず品質の定義でありますが、品質とは

ＪＩＳが定めている品質とは「品物又はサービスが、使用目的を満たしているかど

うかを決定するための評価の対象となる固有の性質・機能の全体」であり、良し悪

しを判断する際に用いる、その「もの」が持っている性質、性能、機能、形状等の

多様な価値軸のすべて、のこと」と定義されております。 

この中で、公共工事に求められる品質といたしましては、工事目的物である「公

共施設」に求められる品質と「公共工事」の工事という行為そのものに求められる

品質とに大別されます。 

工事目的物である「公共施設」の品質は、①「安全性」②「耐久性・保全性」③

供用性」④美観・見栄え」があり、また、工事そのものの品質といたしましては、

①「安全性」②工期・工程」③環境保全」④「施工状況・施工体制」があります。 

この品質管理をベースにした工事しゅん功時の検査で特に感じた事は、現場条件

と施工計画書の記載内容の不一致や不整合等や提出書類等の不整合が見受けられ、

その主な原因は、類似の工事の施工計画書等をそのまま流用し、実際の現場条件と

違う状況が多々確認されます。特に、「建設廃棄物の適正処理計画」に添付されるべ

き①産業廃棄物処理委託契約書②処理業者の許可証③産業廃棄物収集運搬業許可書

の不備、申請不記載が多く見られた。また、発電機（１０ｋｗ以上）の場合、電気

事業法の自家用電気工作物にも関わらず、①主任技術者専任の届出②保安規定の届

出が義務付けられているが、関係機関に届出が行われていない場合もある。更に、

工事監督員への社内検査等の結果報告についても、検査の都度、報告されていない。

この報告は、検査の都度、検査状況写真を添付し、報告するものとなっている。こ

れらの不備が多く見受けられる。 

最近特に工事成績等の評価に利用される実施状況報告書の説明資料に記載される 

「創意工夫」について説明します。 

 この「創意工夫」とは、工事共通仕様書に記載されている「工事施工において自

ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価



 7

できる項目に関する事項について、施工計画書、又は施工協議簿により事前に工事

監督員へ提出すること。実施状況については、工事完了時までに別に定める工事特

性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書により、工事監督員に提出する事

が出来るものとする。」によるところの「創意工夫」であります。 

 この「創意工夫」の要件でありますが、①工事の独自の意義のある自主的な提案

②工事中において常に実行されている③工事において効果的な、特筆すべき便益が 

確認されれば評価④説明資料に実施内容が適切に説明され、かつ、工夫・効果内容

が確認できれば評価される。の４つの要件があります。 

 最近特に創意工夫の考え方を確認しないで、例えば、目新しいものを購入してき

て現場に置いただけのものや効果がよく分からない高価なものを「創意工夫」とし

ている場合もある。この場合の目的から逸脱し該当しないものとしては、①社会性

（地域貢献）の項目で評価すできもの②共通仮設費、現場管理費、一般管理費に含

まれているもの③イメージアップ経費及びイメージアップとして計上すべきもの④

設計変更で対応すべきものをサービス工事で行ったもの等があります。 

 その他工事の品質確保につきましては、コンクリート強度、薬液注入工、塗装工

等の品質管理や出来高管理等があります。 

 最後になりますが、皆さんもすでにご承知のことと思いますが、昨年１０月と今

年４月に土木工事共通仕様書の改定がありました。 

 この改定は、主に出来高管理、品質管理、写真管理を進めるものであります。詳

しくは、札幌市のインターネットサイトで出ておりますので、是非一度お開き下さ

い。  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１２日午後定例役員会が開催され、最初に退会会員の事後説明を嘉屋総

務委員長から、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、５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。 
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会 員 の 動 き   
○ 会員の退会 

    〒062-0041 

豊平区福住１条３丁目２０番８号 
             小 島 綜 合 建 設 株式会社  

             代表取締役 大久保  圭 氏 
  以上 

 

 


