
平成３０年６月１４日（木） 

埼玉県県土整備部 建設管理課 



 業界団体からの意見 

 

・監督員が変更を認めてくれなかった 

 

・設計変更の協議が遅く、工事に支障が出た 

 

・概算額の提示がなく、変更額に差異があった 

 

・変更額の予定が立たず、下請負人との契約に支障が 

あった 



(1) 「埼玉県土木工事実務要覧」の一部改正 

  ア 工事記録の様式変更 

    

  イ 出来形数量の算出及び提示の簡略化 

 

  ウ 工事現場における施工体制の確認要領 

  

  エ 段階確認検査一覧表の簡略化 

 



(2) 設計額２５０万円未満の工事における工事書類の省略 

   設計額２５０万円未満の工事について、工事書類への記載  

  を省略、あるいは提出を不要とする 

 

(3) 「下請負人通知書」の提出について 

   下請負人の商号又は名称その他必要な事項については、 

  施工体制台帳により確認するため、提出を求めないことと 

  する。 

 

(4) 安全教育・訓練等の記録の提示について 

  安全教育・訓練等の記録は、監督員の要請があった場合は 

  提示するものとなっている。（提出は要しない。） 

 



・工事記録の様式を左のものに変更 

 一枚の工事記録に協議、回答をまとめる 

 ことで協議事項の明確化及び適正化を 

 図った。 

 

・回答予定日の記載によりクイックレスポン 

 スを意識づけを図った。 

 

・変更によって生じる変更金額についてど 

 のくらいの増減があるか概算額を記載し、 

 金額についての協議も行うようにした。 

 

・概算変更増減額は、請負額ベースの 

 参考額であり契約変更額を拘束する 

 ものではない。 

（監督要綱第16条関係）
様式1号

FALSE FALSE

FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

FALSE FALSE

FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

※回答予定日は、工事の進捗や協議に対する検討期間を踏まえ、受発注者

　間で協議して設定する。

※概算変更増減額は、原則として請負額ベースで記載する。

※概算変更増減額は、参考額であり契約変更額を拘束するものではない。
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・施工後の出来形測量の結果が 

 規格値を満足している場合の出 

 来形数量は設計数量とし、出来 

 形数量の算出は不要とした。 

完成図（出来形図）

出来形管理図表
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出来形数量算出



・今までは規格内の数値で 

 あっても数量計算書を作成 

 していた。 

 

・出来高が数位で切られる数 

 値でも出来高計算をしてい 

 た。 



作成不要

出来形数量算出

個々の出来形数量の算出を不要とする

出来形数量は設計数量とする

・規格値内であれば個々の 

 出来形数量の算出を不要 

 とする。 

 

・計算の必要がないため、出 

 来形数量は設計数量とする。 



・従来の方法では監督員が現場等で確認をするたびに直筆による確認内 

 容及び署名捺印の必要があった。 
 

・新たな様式では段階検査実施記録と位置づけることで、署名捺印を要し 

 ないこととした。 

段階確認予定時期 確認事項 段階確認実施日 確認事項 立会方法

1 切削工 平成○年２月中旬 切削後高さ 平成○年２月１５日 切削後高さ 立会
総括監督員 埼玉太郎

担当監督員 浦和二郎

2 表層工 平成○年２月中旬 高さ、幅 平成○年２月１６日 高さ、幅 立会 担当監督員 浦和二郎

3 区画線工 平成○年２月中旬 厚さ、幅 平成○年２月１７日 厚さ、幅 机上 担当監督員 浦和二郎

4

段階確認検査一覧表

番号 工種（細別）
予　定 実　施

確認者



下請技術者
通知 

・従来では下請負人通知書の提出を求められた場合、施工体制台帳と同
じ書類を添付して提出していた。 

・内容が類似しているため、建設業法上必要な施工体制台帳で内容を確 

 認することとし、県の様式である下請負人通知書の提出を要しないことと 

 した。 

下請技術者
通知 下請契約書 

下請負人通
知書 

下請契約書 

再下請負人通
知書 

施工体制台
帳 



・施工体制の確認について 

 技術者の専任確認が別の要 

 領と重なっており、必要のな 

 いチェックをしていたため、施 

 工体制の確認に統合した。 

 

・また、施工体制台帳の確認内 

 容も細分化されていたため、 

 記載内容の全般をお確認す 

 るようにし、他の確認項目を 

 削除した。 

平成30年4月1日から適用

／ ／ ／ ／ ／

１．技術者の専任等確認（請負代金額５００万円以上の工事において確認する） ※当初の実施時期は、本要領第１０条を参照

確認時期 確認頻度

工事着工前

・

工事施工中

受注・変
更・完成・
訂正時

当初
・

変更時

確認結果

CORINSの確認
　登録前の事前内容確認。登録後の登録内容確認書の写
しの収受

[１]直接的雇用

現場代理
人等通知
書提出時

当初※
・

変更時

　主任技術者又は監理技術者の雇用の状況、従事中工事
の有無、資格者証保持の確認、監理技術者講習修了証の
有効期限の確認を、発注者支援ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･ｼｽﾃﾑ(JCIS)に
て確認する。
　JCIS未配置課所は建設管理課に「現場代理人等通知
書」を送付し確認を行う。
　ＪＶ工事においては、構成員の技術者についても確認す
る。
　請負代金額3,500万円以上の工事は、主任（監理）技術
者は専任を要する。
　下請負契約の額の合計4,000万円以上の工事は、主任
技術者に代えて監理技術者を設置する。

[２]従事中工事

[３]技術者要件

[４]恒常的雇用（３ヶ月）　【専任の場合に確認】

[５]営業所の専任技術者　【専任の場合に確認】

[６]技術者講習　【監理技術者の場合に確認】

工 事 名：

受注者名：

施工体制チェックポイント

決
　
裁
　
区
　
分

「○」は問題なし
「△」は軽微な不備、あるいは一括下請負の軽微な疑義
「×」は重大もしくは悪質な不備、あるいは一括下請負の重大な疑義
「－」は確認対象外項目または未確認項目 確　認　日

チェックポイント 備　考

技術者の専任等確認を、「技術者専任等

確認実施要領」から移行

確認結果チェックリストをチェックポイントと

併記する



No 事項名 備 考 

１ 施工計画書の記載のうち次の事項 

（１）工事概要     （２）計画工程表 

（４）指定機械     （５）主要機械 

（６）主要資材     （12）環境対策 

（13）現場作業環境整備 （15）その他 

共通仕様書１－１－１－６ 

２ 材料承諾書（主要なものを除く） 監督要綱第36条 

設計額２５０万円未満の工事において工事書類の記載を省略する事項 

（３）現場組織表、（７）施工方法（主要機械、仮設備計画。工事用地等を含む）、 

（８）施工管理計画、（９）安全管理、（10）緊急時の体制及び対応、 

（11）交通管理、（14）再生資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法 

 

 以上の７項目について施工計画書として提出してもらう 



設計額２５０万円未満の工事において提出を不要とする工事書類一覧 

No 工事書類名 備 考 

１ 工事測量結果 共通仕様書１－１－１－43 

２ 工事履行報告書 共通仕様書１－１－１－29 

３ 出来形管理図表の記載のうち出来形管理図   

４ 品質管理図表の記載のうち品質管理図   

上記の書類については提出を不要とし、設計金額２５０万円以下の工事に 

ついて書類を大幅に削減した。 



提出 

提示 

・安全教育・訓練等の記録について今まで提出を求められること 

 があった。 

・埼玉県土木工事共通仕様書では安全教育・訓練等の記録につ 

 いては、監督員の求めがあった場合は直ちに提示することと 

 なっているため提出は求めないように徹底した。 



 平成30年３月31日をもって建設リサイクルデータ統
合システム（CREDAS)がセキュリティ上の問題のため
廃止となった。 

 

 埼玉県では廃止に伴い、平成３０年６月１日からシス
テムを建設副産物情報交換システム（COBRIS)に移
行することとした。 



 



 CREDAS の廃止による利便性の低下を抑えること、
ならびに平成30 年度のセンサスの対応の効率化など
を踏まえて、現在COBRIS を利用していない「県市町
村工事の受発注者の皆様」を対象に、平成30 年度に
ついては無料で利用できるサービスを提供します。 

 

※：現在COBRIS に加入している皆様は対象外です。 

  県市町村以外の工事を受注した企業は対象外です。 



 ① 工事開始日の協議 

  工事開始日について協議して決める 

 

 ②現場代理人等通知書の提出 

  監理技術者等の欄は空欄で提出し、工事開始日ま 

 でに、監理技術者等を記載して提出をする 

 

 ③「ＣＯＲＩＮＳ」への登録 

  ＣＯＲＩＮＳの登録期間は、現場代理人は契約日から、 

  監理技術者等は工事開始日からとしてください。 

 

 



 契約締結後、速やかに現場代理人と監督員は工事開
始日について協議をし、工事記録により相互に確認
することとします。 

 

 

 

 

 

 なお、工事開始できない理由を整理するなど極端に
工事開始日が遅延することのないよう協議してくださ
い。 

 

工事記録の記載例 

  

施工体制及び資機材の確保等に要する期間を考慮し、工事開始

日は平成△△年○○月○○日となる。 

 

工事開始日までの間は、現場代理人の常駐及び主任（または監

理）技術者の設置を要しない期間とする。 

 

以上の内容を確認する。 

 

指
示 

承
諾 

協
議 

事
項 



協議により工事開始日を決定 

工事開始日 

契約締結 

現場代理人通知書の提出 
（現場代理人のみ記載） 

現場代理人通知書（変更）の提出 
（監理技術者等も記載） 



 現場代理人通知時及び、監理技術者等の通知の時
点で、技術者の専任等に問題がない場合は、速やか
に受注者に「ＣＯＲＩＮＳ」の登録を行うよう指示してくだ
さい。「ＣＯＲＩＮＳ」の登録期間は、現場代理人は契約
日から、監理技術者等は工事開始日からとしてくださ
い。 



 目的 

  建設現場を働きやすい環境とする取組の一環として、 

 男女ともに快適に使用できる仮設トイレ（以下、「快適 

 トイレ」という。）の設置を試行している 。 

 

 対象工事  

 原則として、以下の条件を満たす工事を対象とする。  

 （１）設計金額３，０００万円以上の屋外工事  

 （２）準備工、後片付け工、休工を除き、実工期が 

    １か月以上の屋外工事  

 

 



 



受
注
者 

発
注
者 

施工計画書の提出（快適トイレの仕様等を記載） 

契約締結（特記仕様書により快適トイレ適応記載） 

快適トイレについて受発注者間で協議 

提出された快適トイレの仕様をチェックリストで確認 

快適トイレの設置費用が確定後、支出実態の分かる資料を提出 

支出資料を確認して、設計変更を行う 

変更契約の締結 


