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N=1,128

NO 項　　　　目
中間・
完成別

頻度 指摘・注意事項 根拠・対応等

1
現場代理人等通
知書 完成

★

下請金額の総額が4,000万円未満
の場合に監理技術者が設置されて
いる。

【国交省監理技術者制度運用マニュアル】
下請金額の総額が4,000万円未満の場合は主任技術者を設置。事前に監理技術者
を設置する工事に該当すると判断される場合は監理技術者を設置。監理技術者を
設置する工事か流動的な場合は監理技術者になり得る者を主任技術者として設置
する。

2 中間 ★

下請総額4,000万円を超えている
にもかかわらず、監理技術者が配
置されていない。

【建設業法第26条 主任技術者及び監理技術者の設置等】

3
中間
完成

★

請負金額3,500万円以上の工事は
主任技術者は専任のため、専任欄
に表記すること。

【建設業法第26条 主任技術者及び監理技術者の設置等】

4
中間
完成

★

監理技術者が監理技術者証を携
行していない

【建設業法第２６条第４項、第５項】
「発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならな
い。」

5 工程表
中間

★★

工程表に中間検査予定日、完成
検査予定日が記入されていない。

【埼玉県建設工事契約約款第３条請「負代金内訳書及び工程表」】
中間検査予定日、完成検査予定日を目標に適切に工程管理を行う。
なお、平成３１年４月改訂版の実務要覧の工程表様式は中間・完成検査予定日を記
載るよう示されている。

6 中間 ★

工程表が契約約款に基づいた期
間以内に提出されていない 【埼玉県建設工事契約約款第３条「請負代金内訳書及び工程表」】

同条により契約締結後１４日以内に工程表を作成し甲に提出しなければならない。

7 中間 ★

工期の変更に伴い変更工程表が
提出されていない。

【共通仕様書1-1-1-17 工期変更】
工期変更において延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上
監督員と協議しなければならない。

8
中間
完成 ★

契約時の確認票が取り交わされて
いない。又は旧様式
H30年4月～内容変更有り

【共通仕様書1-1-1-10 工事の着手】
契約後、最初に監督員及び総括監督員と打合せをする時に、契約時における確認
票の確認事項を両者で確認する。

9
中間
完成

★★
★★★

運搬車両（トラック等）等に「県工事
使用車両」であるものの表示がされ
ていない

【共通仕様書1-1-1-10工事の着手】
「契約時における確認票」には１２条団体の使用促進に加え、「県工事車両であるもの
の表示をすること」を現場代理人は自ら署名・捺印している。

10
中間
完成

★★

契約時における確認票は、発注者
が作成すること（受注者が作成して
いる）。写しは受注者に渡すこと。

【共通仕様書1-1-1-10工事の着手】
監督員は、契約後、最初に現場代理人と打合せをする時に、契約時の確認票を作
成し、その写しを現場代理人に提出しなければならない。

11
ＣＯＲＩＮＳへの登
録

中間
完成

★

受注時に土日祝日を除き１０日以
内に登録されていない。

【共通仕様書1-1-1-7 ＣＯＲＩＮＳへの登録】
受注時、変更時において監督員の確認を受け、土日祝日を除き１０日以内に登録し
なければならない。

12 完成 ★

「監理技術者」として当初登録した
技術者が最終的に「主任技術者」
になったことを変更で登録していな
い。

【共通仕様書1-1-1-7CORINSへの登録】
変更登録時は工期、技術者に変更があった場合に行う。

13
建設リサイクル
法第１１条に基づ
く通知

中間
完成

★★

建設リサイクル法第１１条に基づく
通知をしていない。

【建設リサイクル法第11条】
請負金額500万円以上の工事は、分別解体等と再資源化等の工事内容を建築安
全センター又は特定行政庁に通知する。

14
中間

★

請負代金内訳書が提出されていな
い。

【契約約款第3条 請負代金内訳書及び工程表】【共通仕様書1-1-1-4請負代金内
訳書】
契約後１４日以内に請負代金内訳書を提出しなければならない。（契約約款に定め
ている場合）

15
中間
完成

★★
★★★

請負代金内訳書に法定福利が計
上されていない、又は他経費に含
め「法定福利含む」としている

【契約約款第3条 請負代金内訳書及び工程表】【共通仕様書1-1-1-4請負代金内
訳書】
契約後１４日以内に請負代金内訳書を提出しなければならない。（契約約款に定め
ている場合）

16 履行報告書
中間
完成 ★★

進捗状況がわかる写真が添付され
ていない。（写真について撮影箇所
を同一方向、同一箇所で撮影して
いない）

【契約約款第11条 履行報告】【共通仕様書1-1-1-29 履行報告】【実務要覧第２
巻P-544撮影時一般的注意事項 1】
書面の進捗率だけでは進捗状況が確認しにくいため（電子納品の写真で確認可）。写
真での報告の場合、同じアングルで撮影するとよい

17
中間
完成 ★★

建退共証紙購入状況報告書が提
出されていない。 【共通仕様書1-1-1-46保険の付保及び事故の補償】

契約後１ヶ月以内に建退共証紙購入状況報告書を提出しなければならない。

18
中間
完成 ★★

建退共証紙購入状況報告書が
「下請」と「元請」けそれぞれの報告
書が作成されていない。（証紙貼り
付け不足の理由の記載がない）

【共通仕様書1-1-1-46保険の付保及び事故の補償】
契約後１ヶ月以内に建退共証紙購入状況報告書を提出しなければならない。下請、
元請けそれぞれ作成し、元請けは取りまとめて報告する

19
中間
完成 ★

建退共証紙を辞退する業者がいる
場合、辞退届と一緒に辞退の根拠
となる内容を確認しておくこと（中退
共、自社退職制度等）

【共通仕様書1-1-1-46保険の付保及び事故の補償】
下請業者から建退共証紙購入辞退の理由を記した届けを提出させる。

20
下請負人通知書
施工体制台帳
施工体系図

中間
完成

★★
★★★

下請注文書が一式になっている。
また、法定福利費を見込んでいる
かわからない。

【契約約款第7条 下請負人等の選定、7条の２ 下請負人の通知】
【共通仕様書1-1-1-11工事の下請負】
下請負人へのしわ寄せがないかなど、適切な下請契約になっているか下請注文書は
一式ではなく契約内容がわかる内訳書を添付する。
また、法定福利費を見込んだ内訳書とする。

平成３０年度  工事検査における指摘・注意事項

頻度凡例 ： ★ →　★★　→　★★★　→　★★★★　→　★★★★★

　　　　少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　多

契約時における
確認票

請負代金内訳書

建設業退職金共
済証紙購入状況

報告書
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21
中間
完成 ★

法定福利が国の算定ﾏﾆｭｱﾙでの
目安に対して大きな乖離がある。

【建管第525-1　H30.9.10付通知】
「法定福利費の算定に当たって、国土交通省作成のﾏﾆｭｱﾙに準拠すること等、適切
な方法で行っていること」を確認し、必要により指導する。

22 完成
★

下請負人の建設業許可の期間が
期限切れになっている。

【共通仕様書1-1-1-11 工事の下請負】
下請負人が建設業許可を受けていることが確認するため、更新した許可の写しを添
付する。

23
下請負人通知書
施工体制台帳
施工体系図

中間
完成 ★

二次下請業者との契約書類（注文
請書）の写しを施工体制台帳に添
付しておくこと。

【入札契約適正化法】公共工事においては、施工体制台帳の写しを発注者に提出し
なければならず、下請負人の範囲「建設工事の請負契約」における全ての下請負人
であるため、一次、二次、三次等も対象。

24
中間
完成 ★★★

下請との契約書類（注文書・内訳
書・契約約款）を一冊綴じしている
のであれば、割り印を押しておくこ
と。

【建設業法第19条第１項】
注文書・注文請書で契約する場合は、基本契約約款を添付するか、事前に基本契
約書を締結し、建設業法で定められている14項目を網羅する必要がある。

25
中間
完成 ★★

下請内容や工期等が変更になった
場合に、変更下請負人通知書が
提出されていない。

【契約約款第7条 下請負人等の選定、7条の２ 下請負人の通知】【共通仕様書1-
1-1-11工事の下請負】
下請内容や工期等が変更になった場合は、速やかに下請負人通知書を変更する。

26
中間
完成 ★

下請負人との契約が、元請工事の
変更に伴った変更（内容、工期）を
行っていない。

【建設業法第19条第２項、３項】
元請け工事の内容変更に伴い、下請契約の内容も変更しなければならない。（例え
工期の変更だけであっても）

27
中間
完成

★★
★★★

最新の施工体系図が現場に掲示
されているか確認できない。

【共通仕様書1-1-1-12 施工体制台帳及び施工体系図】
施工体系図を工事関係者と公衆が見やすい場所に掲示し写真を撮影する。下請契
約が変更になった場合は体系図も変更する。

28
中間
完成 ★★★

下請工事の完成検査を実施してい
ない、写真での記録がない又は時
期が遅い、黒板で日付が確認でき
ない。記録が残っていない。日付の
整合性不足

【建設業法24条の4 検査及び引渡し】
元請会社は下請工事完成後２０日以内に完成検査を実施し、引渡しを受けなければ
ならない。

29 中間 ★

下請業者との注文書（請書）での工
種数量が「１式」としており、その根
拠となる見積書などが添付されて
おらず１式の内訳数量が確認でき
ない。

【契約約款第7条 下請負人等の選定、7条の２ 下請負人の通知】【共通仕様書1-
1-1-11工事の下請負】
数量計上が「１式」では、現場で数量が変更となった場合に注文書（請書）の数量変
更に反映できず、適正な変更が行われない可能性があるため、１式の根拠となる「見
積書」などにより数量を確認する必要がある。

30 中間 ★

下請負の次数が３次以降となる場
合には、重層下請理由書を発注者
に提出すること。

【平成29年度における「重層下請改善工事」の試行について　建管第1114号
H29.3.9】下請負の次数が３次以降となる場合には、重層下請理由書を発注者に提
出するものとする。

31
施工体制、一括
下請等チェック

中間 ★

発注者側において施工体制チェッ
クポイント、又は一括下請けチェッ
クポイントの表が作成されていない

「工事現場等における施工体制の確認要領」又は「一括下請負の疑義に関する確認
要領」に基づきチェック票を作成し、定期的なチェックを行う

32
課税事業者届出
書

中間 ★

課税事業者届出書が未提出

受注者が課税事業者であるか、免税事業者であるか確認する必要がある。

33
中間
完成 ★★

課税期間が工期より短い。

工期延長になった場合は課税期間を延長し再提出する。

34 立会確認
中間
完成 ★

立会確認の手続きを事前に行って
いるか確認できない。 【埼玉県土木工事成績評定マニュアル 施工管理】

電話では事前に段階確認の手続きを行っているか確認できないため、書面で確認で
きるようにする。（例えば週間工程表に次週の立会予定を記載するなど。）。

35 段階確認
中間
完成

★★
★★

段階確認検査の段階確認予定時
期は、実施月だけでなく「初旬・中
旬・下旬」などの時期まで記載す
る。

平成３０年４月１日「埼玉県土木工事共通仕様書に基づく様式」第３号「段階確認検
査一覧表」による。

36 中間 ★★
段階確認検査の様式が旧様式で
作成されている 平成３０年４月１日「埼玉県土木工事共通仕様書に基づく様式」第３号「段階確認検

査一覧表」による。

37 中間 ★

段階確認検査の「確認事項」に
「何」を検査したかを記入すること 平成３０年４月１日「埼玉県土木工事共通仕様書に基づく様式」第３号「段階確認検

査一覧表」による。

38
中間
完成 ★

段階確認検査の一覧表がない

平成３０年４月１日「埼玉県土木工事共通仕様書に基づく様式」第３号「段階確認検
査一覧表」による。

39 中間 ★
段階確認で実施すべき工種が漏
れている。（プルーフローリング等） 実務要覧に記載されている工種を確認すること。

40 工事記録
中間
完成

★★
★★★

設計図書の照査結果が確認でき
ない、又は照査が不十分。契約約
款第18条１号～５号に基づく照査
が確認できない。

【実務要覧第１巻1-1-1-3設計図書の照査等、契約約款第18条 条件変更等】設
計図書の照査（１８条１号～５号）を行い、その実施結果を提示できるようにする（１号
～５号に該当する事実を発見した場合は監督員へ通知し確認請求する）

41 中間 ★★

事前測量の結果が報告されていな
い

【共通仕様書1-1-1-43 工事測量】
受注者は埼玉県公共測量作業規定に基づき、次のような事前測量（起工測量）を行
い、結果を監督員に報告します。
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42
中間
完成

★★
★★★

レディーミクストコンクリートの配合、
材料が変更となった場合工事記録
で協議し承諾を得ること。

実務要覧共通編1-3-3-3配合（第１巻P188）の５号「材料変更等」
受注者は使用する材料や示方配合の修正が必要と認められる場合は事前に監督員
に協議しなければならない

43 中間 ★

コンクリート壁面（橋台、橋脚）への
削孔において不達孔となる“ダメ
孔”の埋め方について工事記録で
協議、施工計画をに反映させるこ
と。

設計図書と工事現場の状況の不一致等によるものは、工事数量及び構造変更等の
設計変更に関わることが多いので協議内容を工事記録にて明記する必要がある

44 工事記録 中間 ★

電子納品のチェックについて工事
記録で取り交わしていない 電子納品のチェックについては「土木工事着手時チェックシート」により確認したものを

工事記録として取り交わすこと。

45 中間 ★

工事着手日が報告されていない。
【共通仕様書1-1-1-10 工事の着手】
着手日の工事記録を提出すること。共通仕様書に定める工事開始日期日以降３０日
以内に着手できない場合には、着手時期について協議する。

46
中間
完成

★★
★★★

出来形管理基準、品質管理基準
が定められていない工種又は、管
理困難部について監督員に協議し
ていない。

【共通仕様書1-1-1-28　土木工事施工管理基準】
「土木工事施工管理基準」が定められていない工種については、監督員と協議の上、
施工管理を行う。

47 中間 ★

汚泥（発生土等）の処分に関する
事項について工事記録に残してい
ない

【共通仕様書1-2-3-1一般事項５発生土受入地等】
施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土又は建設廃棄物を処分する
場合には、事前の設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

48
施工計画書
 (全般）

中間
★

設計図書の照査等を行う前に施工
計画書が提出されている。

【共通仕様書1-1-1-6 施工計画書】
設計図書の照査及び現場を確認し、速やかにその結果を反映し着手前に施工計画
書を提出する。

49 中間 ★

施工計画書の提出日が確認でき
ない。 【共通仕様書1-1-1-6 施工計画書】

施工計画書の表紙に提出日を記入する。

50
中間
完成

★★★

施工方法等が変更になったが、着
手前に変更施工計画書が提出さ
れていない。

【共通仕様書1-1-1-6 施工計画書】
施工数量、施工方法、工期、下請負人等が変更になった場合は、その都度着手前
に変更施工計画書を提出する。

51
中間
完成

★★

当該工事に必要な施工方法、現
場特性の反映内容が漏れている。
関係ない施工方法等が記載されて
いる。

【共通仕様書1-1-1-6 施工計画書】
当該工事に必要な項目だけを記載する。

52
中間
完成

★

変更施工計画書は目次に変更項
目がわかるようにし、インデックスを
貼る。

【共通仕様書1-1-1-6 施工計画書】
当初施工計画書にインデックスを貼ってあるが、変更施工計画書に変更した項目の
インデックスを貼ってほしい。（変更箇所がすぐにわかるように）

53
中間

★
中間検査予定日、完成検査予定
日が記入されていない。 中間検査予定日、完成検査予定日を目標に適切に工程管理を行う。

54 中間 ★

変更で追加となった工種が変更工
程表に反映されていない。

【契約約款第3条、共通仕様書1-1-1-5工程表】
契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し発注者に提出しなけ
ればならない。

55
施工計画書
（指定機械）

中間
完成

★★
★★★

指定機械と主要機械の記載が統
一されていない。（例：どちらかしか
記載がない、一緒に記述している、
使用機械として記載している）

【共通仕様書1-1-1-36 環境対策】
設計図書に指定されている排出ガス対策型建設機械、低騒音・低振動型建設機械
は指定機械とする。主要機械は指定機械以外の主要な機械を記載する。

56
施工計画書
（主要資材）

中間 ★
主要資材は材料承諾書で承諾して
いる材料を表記すること。

【共通仕様書1-1-1-6 施工計画書】
主要資材は材料承諾書の内容と整合した内容とする。

57
施工計画書
（施工方法）

中間
完成

★★★

施工する順番に施工方法及び施
工上の留意事項が記載されていな
い。（施工方法が記載されていな
い）

【共通仕様書1-1-1-6 施工計画書】
施工方法は、施工手順のとおりとし、当該工事と整合した内容とする。

58
中間
完成

★★

記載内容で使用量の誤りや、現場
で使用しない機種や施工方法が記
載されている。

【共通仕様書1-1-1-6 施工計画書】
工事目的物を完成するために必要な手順や工法等となる計画書を監督員に提出す
る。

59
中間
完成

★

舗装の縦継目及び横継目施工方
法を施工計画書に明記すること。

【共通仕様書3-1-6-7 アスファルト舗装工】
表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を15cm以上、
横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。

60
中間
完成

★

吸出し防止材のラップ長の施工方
法を施工計画書に明記すること。 【共通仕様書3-1-3-32 かごマット工】

吸出し防止材のラップ長の施工方法を施工計画書に明記すること。

61
施工計画書
（施工管理計画）

中間
完成

★★
★★

社内規格値で管理する場合は施
工計画に明記すること（県規格の
何％を社内規格とするか明記す
る）

【考査項目別運用表　出来形】
考査の該当項目に「社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる」とあり社
内管理する場合は施工計画で明記しておく必要がある。

62
中間

★★

出来形管理基準又は品質管理基
準の管理項目が漏れている。

【埼玉県土木工事成績評定マニュアル 出来形】
出来形管理基準、品質管理基準は、県管理基準か社内管理基準か明記し、管理項
目は漏れなく記載する。

63
施工計画書
（施工管理計画）

中間
完成

★★★

県管理基準が定められていない工
種について、監督員に協議してい
ない。

【共通仕様書1-1-1-28　土木工事施工管理基準】
土木工事施工管理基準が定められていない工種については、監督員と協議の上、施
工管理を行う。

施工計画書
（計画工程表）

3
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NO 項　　　　目
中間・
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頻度 指摘・注意事項 根拠・対応等
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頻度凡例 ： ★ →　★★　→　★★★　→　★★★★　→　★★★★★
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64 中間 ★★★

アスファルト合材の温度管理が記
載されていない。 【品質管理基準 アスファルト舗装 温度測定】

アスファルト合材の温度管理を記載し、材料承諾書の転圧温度と整合を図る。

65
中間
完成

★

写真管理項目について、実務要覧
の出来形及び品質写真撮影一覧
に基づいて行うことを明記すること。

【写真管理基準】
出来形管理写真撮影箇所一覧表、品質管理写真撮影箇所一覧表

66 中間 ★

現場作業管理の項目で、夏の高温
注意報などに対する健康対策を反
映させること。

【建設工事現場における猛暑への対応について建管第424-1　H30.7.31】受注者に
対して改めて工事現場における熱中症対策の再点検、徹底を求める旨の通知があ
り、該当する工事現場での反映させる。

67
中間
完成

★★★

架空線の調査結果報告を監督員
へ報告していない

【共通仕様書1-1-1-32 工事中の安全確保 22架空線事故防止対策】
架空線の調査結果報告は、架空線の有無に限らず監督員へ調査結果を報告しなけ
ればならない。

68
中間
完成

★★
★★★

工事中止の判断基準、確認方法
が記載されていない。 【共通仕様書1-1-1-32 工事中の安全確保 13施工計画立案時の配慮事項】工事

中止の判断基準（河川水位又は降雨量、風速等）を具体的に記載する。

69
中間
完成

★★

工事中の安全確保において「定期
安全研修・訓練等」で義務付けの
ある研修・訓練の頻度・要領が記
載されていない。また、実施の有無
が確認できない。

【共通仕様書1-1-1-32工事中の安全確保】では10　定期安全研修・訓練等は月
当たり、半日以上の時間を割り当て、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しな
ければならないとしている

70 中間 ★
安全管理に関する組織分担を明
記すること 【共通仕様書1-1-1-32工事中の安全確保　安全衛生協議会の設置】　労働安全

衛生法で定められた責任者について安全管理組織表を記述する。

71 中間 ★

鉛やクロム等の有害な化学物質の
除去作業において保護具等の記
載なし

【共通仕様書1-1-1-32工事中の安全確保　安全優先】　鉛等有害物を含有する塗
料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止を行うため、保護具等安
全管理を記述する。

72
中間
完成

★★

安全研修の内容が一般的な内容
になっており、定められたテーマか
ら抽出していない。

【共通仕様書1-1-1-32 工事中の安全確保 　10定期安全研修・訓練等】
安全研修等は(1)～(6)の中から選択して研修・訓練等を実施する。

73
中間
完成

★★
大雨、地震時等の対応が確認でき
ない。 【共通仕様書1-1-1-32 工事中の安全確保 14関係機関との連絡】

災害発生時において第三者及び作業員等の人命の安全確保について記載する。

74
中間
完成

★★
緊急連絡表に下請負人等、当該
現場で必要な連絡先が記載されて
いない。

【共通仕様書1-1-1-32 工事中の安全確保 14関係機関との連絡】
緊急連絡表に下請負人を記載する。また、関係機関やバス路線、通学路がある場合
はバス会社や学校も記載する。

75
中間
完成

★

過積載防止対策が記載されていな
い。 【共通仕様書1-1-1-38 交通安全管理 3交通安全等輸送計画】

過積載防止対策について自重計、目視等具体的方法を記載する。

76
中間
完成

★★
★★★

交通誘導員の配置計画や保安管
理図等が記載されていない。

【共通仕様書1-1-1-38 交通安全管理】
交通の安全について監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに道
路工事現場における表示施設等の設置基準及び道路工事保安施設設置基準に基
づき安全対策を講じなければならない。

77
施工計画書
（環境対策）

中間
完成

★★★

機械燃料の不正軽油対策が記載
されていない。 【共通仕様書1-1-1-48 不正軽油の使用の禁止】

不正軽油を使用していない確認方法（クマリン検査等）を具体的に記載する。

78
施工計画書
（建設副産物）

中間
完成

★

建設副産物の収集運搬、処分の
契約書及び許可の写しが添付され
ていない。又は期限が切れている。

【建設副産物の手引き】
建設副産物の収集運搬、処分がある場合は、契約書及び許可の写しを添付する。ま
た、許可の有効期限切れに注意する。

79
中間
完成

★★

再資源利用計画（実施）書及び再
資源利用促進計画（実施）書が
CREDASからCOBRISに切り替わっ
ていない。

【建設副産物の手引き】
砕石等を搬入する場合は再資源利用計画、コンクリート塊等を搬出する場合は再資
源利用促進計画を作成する。（H30.6.1以降完成工事はｼｽﾃﾑ廃止によりCREDASか
らCOBRISへ移行）

80
中間
完成

★★

COBRISの証明書（計画）が添付さ
れていない。 【建設副産物の手引き】

COBRISを利用している証明書を添付する。施工計画書では計画段階の証明書。（な
お、完成時は計画・実績の証明書を添付）

81 材料承諾書
中間
完成

★★★

材料承諾書において、当該工事で
使用する材料の漏れがある。

【共通仕様書第2巻 材料編】
材料の品質を証明する試験成績表等の証明書を提出する。
（スペーサー、ボルト、ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤、樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ等）

82 中間 ★

材料承諾書の様式に記述すべき
「県産品不使用理由」の選択が行
われていない。

【埼玉県土木工事監督要綱36条（材料承諾書）　様式５号】
使用する材料が県産品ではないときは、その理由を確認する。

83
中間

★

使用材料が変更になった場合は材
料承諾書を提出すること。

【共通仕様書第2巻 材料編】
材料の品質を証明する試験成績表等の証明書を提出する。

84
完成
中間

★★
★★★

アスファルト乳剤の使用期限が過
ぎているが、現場での品質確認が
行われていない。

【共通仕様書　3-1-6-3ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の材料】
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ及びﾀｯｸｺｰﾄに使用する瀝青材料は、製造後６０日を経過した材料は、品
質が規格に適合するかどうか確認する。

85 中間 ★★
材料書に宛名・日付等が空欄であ
る 受注者名・日付を記入しておくこと

86
中間
完成

★★
★★★

コンクリート配合計画書に「打込み
箇所」の記述がない。 コンクリート配合計画書の打込み箇所記載欄へ、「打込み箇所」を記述すること。

施工計画書
（安全管理）

施工計画書
（交通管理）

施工計画書
（緊急時の体制

及び対応）
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87 中間 ★
材料承諾書での品質証明は外国
語表記で確認できない（例：アン
カー）

材料承諾書での品質証明は日本語のものを入手・添付しておくこと。

88 完成 ★

材料の強度証明において実務要
覧に基づく試験頻度での結果であ
るか確認できない

【共通仕様書第2巻 品質管理基準】
品質管理基準に基づいた試験基準（頻度）を確認できるよう写真で記録する。

89 中間 ★

使用材料でロット番号等の「品質証
明書」が確認できない。（例：塗装
剥離剤）

【共通仕様書第2編 材料編　第1章一般事項】
工事に使用した材料の品質を証明する証明書は監督員又は検査員の請求があった
場合は速やかに提示しなければならない。

90 材料承諾書
中間

★
カタログにおいてどの材料を使用す
るのかわかりにくい。

カタログ等に使用する材料について、材料名、寸法等をマーキングする。

91
中間

★

試験成績表の日付が古い。また、
材料承諾の日付とメーカーによる
作成日に不整合（日付が逆）があ
る。

【共通仕様書第2編 材料編】
試験成績表は最新の結果を使用し、日付の漏れがないようにする。

92 完成 ★

材料の一部について現場搬入時に
寸法や状態等の確認を行っていな
い。

【共通仕様書第2編 材料編】
材料の現場搬入時に寸法/等を確認し写真を撮る。

93 完成 ★
ＪＩＳ製品の材料かどうかわかりにく
い。

【共通仕様書第2編 材料編】
ＪＩＳ製品の材料は、承諾書の表紙にＪＩＳと記載しＪＩＳマーク等を撮影する。

94
中間
完成

★★
★★★

材料の保管状況がわからない、ま
た、「保管状況確認」として黒板表
示がない。（保管状況がたまたま別
写真で映っていた）

【共通仕様書第2編 材料編】
材料の品質に変質が生じないよう保管している状況について写真を撮る。
【写真撮影要領 撮影箇所一覧表(全体）　保管状況】
材料の品質に影響がないように保管している状況を撮影し提示できるようにする。

95 中間 ★

地盤改良材、薬液注入材について
納入伝票が提出されていない。

【共通仕様書1-1-1-51 提出書類】
地盤改良材、薬液注入材、その他監督員が指示した材料は納入伝票を提出しなけ
ればならない。

96
中間
完成

★★

レディーミクストコンクリートの配合設
計者の資格をつけてください。 【共通仕様書1-3-3-２　工場の選定】

コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力の
ある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適
切に実施できる工場から選定しなければならない。

97 出来形管理
中間
完成

★

総括数量の根拠がわからない。 【共通仕様書1-1-1-23 数量の算出及び完成図】
総括数量の根拠がわかるよう数量内訳書を添付する。
変更契約に添付された数量総括表と出来形総括表を合わせる。

98
中間
完成

★★

出来形管理項目が漏れている。
【土木工事施工管理基準 管理項目及び方法】
施工手順に沿って工種ごとに管理項目をチェックして漏れがないようにする。
（例：下層路盤基準高、均しコンクリート、基礎砕石、現場CBR等）

99 完成
★

施工計画書の出来形管理項目の
一部工種で実施が確認できない。 【土木工事施工管理基準 管理項目及び方法】

施工計画書に記載している出来形管理項目をよく確認する。

100 出来形管理 中間 ★

出来形管理表の規格値と実測値
の対比がわかりにくい。 【土木工事施工管理基準 管理項目及び方法】

出来形管理表に図やばらつきの線について凡例を記入しわかりやすくする。

101
中間

★

出来形管理表において、県規格値
の8割とした社内規格値とばらつき
を判定する規格値の80％を混同
し、ばらつきが確認できない。

【土木工事施工管理基準 管理項目及び方法】
【成績評定考査項目別運用表 出来形】
社内規格値とした場合、ばらつきを判定するラインは社内規格値の50％、80％とす
る。

102
中間
完成

★★

出来高管理図において、県基準が
マイナス管理値であっても、プラス
側にも50%、80%の範囲線を記入
すること。

【埼玉県土木工事成績評定要領　考査項目別運用表P41「出来高及び品質のばら
つきの考え方】
規格値が下限値のみ規定されている場合には、これと同等の値を上限値にも仮定
し、ばらつきを判断する。

103 完成 ★
出来形数値について平面図、展開
図と横断図が整合していない。 平面図、展開図と横断図を比較し正確な数値を記入する。

104
中間
完成

★

膜厚測定前に塗膜厚計測器の性
能（ゼロ調整）を実施しているか確
認できない。

測定前の塗膜厚測定器を予め付属の基準板等でゼロ調整などを実施している状況
を記録として残しておく。

105 中間 ★

塗装時の施工禁止条件を確認す
るための「温度」。「湿度」の測定記
録がない。

【実務要覧3-1-3-31 現場塗装工　９塗装の禁止条件】
禁止条件のもとでは、塗装を行ってはならないとしているため、条件となる気温、湿度
について記録しておく。

106 中間 ★
塗膜剥離出来形調書に部材箇所
を明確にしておくこと

橋梁の高欄で上面、下面、側面など面積の内訳が明記されていなため、図面等も含
め明確にすること。

107
中間
完成

★

出来形管理書類の数値と写真の
実測値が整合していない。 不可視部分となる出来形寸法は写真でしか確認できないため、写真の実測値を出来

形管理書類に反映する。

108 完成 ★

提出された出来形管理項目が施
工計画に抜けている

【共通仕様書1-1-1-28施工管理】
受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画に示される作業手順に従い施工し、
品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない

109 中間 ★

基層の各層ごとの幅員が計測され
ていない。 【共通仕様書3-1-6-7 アスファルト舗装工】

表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層ごとの幅員が計測する。
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110 出来高管理
中間

★
側溝等の排水構造物の基準高を
天端高で管理している。

【出来形管理基準 側溝工】
側溝等の排水構造物の基準高は敷高をレベルで測定して管理する。

111 品質管理
中間

★★★

品質管理項目が漏れている。 【土木工事施工管理基準 管理項目及び方法】
工種ごとに管理項目をチェックして漏れがないようにする。
（例：コンクリートひび割れ調査、テストハンマー強度推定調査、下層路盤プルーフロー
リング、透水試験、As外観検査、平坦性等）

112
中間
完成

★★

生コンの圧縮強度試験の供試体
が、現場採取の物か確認できな
い。

【成績評定考査項目別運用表 出来形】
圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認
できるよう名刺等を入れる。

113 完成 ★

鉄筋に刻印されているロールマーク
との照合がなされていない。 【材料規格編12-3-4 鉄筋コンクリート用棒鋼】

JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼の規定に適合するものとする。

114 完成 ★

鉄筋組立におけるスペーサーの材
質が確認できない。

【共通仕様書1-3-6-4 鉄筋の組立て】
スペーサーは、コンクリート製又はモルタル製で本体コンクリートと同等以上の品質を
有するものを使用しなければならない。
材料承諾書の提出と材料写真を撮る。

115 中間 ★

工場製作工の溶接検査の管理基
準が明確になっていない。

【実務要覧第２巻P518 品質管理基準 溶接工】
溶接試験方法は、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ
施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し、溶接施工試験を省
略することができる。

116 中間 ★

コンクリートのひび割れ調査は、写
真撮影だけでなく記録も作成するこ
と。

【品質管理基準 セメント・コンクリート ひび割れ調査】
実測値が規格値0.2mm以内か確認できる書類を作成する。

117
中間

★

出荷伝票を取りまとめた集計表を
作成し提示できるようにすること。 【共通仕様書第２編　材料編　第1章一般事項】

ミルシート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し監督員又は検
査員の請求があった場合には速やかに提示しなければならない。

118 中間 ★

塗装工事において塗料の空缶の数
量が確認できない。 【埼玉県土木工事成績評定マニュアル 品質　塗装工事】

塗料の空缶管理について確実に空であることがわかるよう写真を撮影する。

119 写真管理 中間 ★

全景写真あるいは近接写真のみの
写真になっている。 【写真撮影要領 撮影時の一般的注意事項】

同一箇所において全景写真と測定値の近接写真を撮影する。

120
中間
完成

★★

施工計画書に記載してある施工方
法がわかる写真になっていない

【工事成績評定マニュアル考査項目別運用表　検査員】
工事期間を通じて、施工計画の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認
できる。

121 中間 ★

舗装工（表層）について、整正状況
の写真がない 【土木工事写真作成要領の出来形管理写真撮影箇所一覧表P575】

表層工の整正状況は400ｍに1回の撮影頻度（時期）とする。

122
中間
完成

★

路盤や舗装前のごみ拾い状況は、
１度ではなく、それぞれ撮ること。

【考査項目別運用表　品質】
考査の該当項目に「路床面、下層路盤面、上層路盤面の浮石などの有害物を除去
していることが確認できる」とある。

123 中間 ★

特記仕様書に明記している施工上
の留意点に係る写真がない

【写真撮影要領 撮影時の一般的注意事項】
不可視となる出来形部分については、出来形寸法が確認できるよう、特に注意して撮
影する。

124 中間 ★

着工前と完成の写真が違う方向か
ら撮影されている。 【写真撮影要領 撮影時の一般的注意事項】

同一方向から着工前と完成の写真を撮影する。

125
中間
完成

★

黒板に測点等が記載されていな
い。
管理表と黒板の、測点、数値等が
整合していない。

【写真撮影要領 撮影時の一般的注意事項】
黒板に、撮影箇所を示す測点、工種、測定項目、測定値は設計値を（白色）、実測
値を（赤色）で記入する。

126
中間
完成

★

段階確認において、黒板に設計値
（白）、実測値（赤）、確認日が記入
されていない。

【写真撮影要領 撮影時の一般的注意事項】
段階確認は、確認内容と確認日を明確にするため、黒板に設計値（白色）、実測値
（赤色）、日付を記入する。

127 完成 ★

舗装工の解放温度が確認できな
い。 【写真撮影要領 撮影箇所一覧表(全体）　施工中の写真】

舗装の解放温度を撮影する。

128 中間 ★

コンクリート打設前に清掃を実施し
ていることが写真で確認できない。 【共通仕様書1-3-6-4 鉄筋の組立て】

コンクリート打設前に、鉄筋、型枠に油等の付着がないか点検し、清掃してからコンク
リートを打たなければならないため、その状況がわかる写真を撮影する。

129 中間 ★★

完成時に不可視となる部分の出来
形が写真で確認できない。

【写真撮影要領 撮影箇所一覧表(全体）不可視部分の施工】
不可視になる出来形部分については、出来形寸法が確認できるよう特に注意して撮
影する。（築堤盛土部の最初の掻起し、舗装継目）

130 完成 ★

モルタル吹付で作業中断時の吹付
端部処理などの状況が写真で確認
できない。

【実務要覧3-1-14-3吹付工「6.作業中断時の吹付端部処理」】
受注者は１日の作業の終了時及び休憩時にひゃ、吹付の端部が次第に薄くなるよう
施工するものとし、これに打ち継ぐ場合は、この部分のごみ、泥土等吹付材の付着に
害となるものを除去及び清掃し、湿らさせてから吹き付けなければならない。
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131 中間 ★

コンクリート表面のひび割れ調査を
実施していることが写真で確認でき
ない。

【写真撮影要領 撮影箇所一覧表(全体）　不可視部分の施工】
コンクリート表面のひび割れ調査実施状況を撮影する。

132 完成 ★

出来高や品質管理でのの測定状
況が写真で確認できない（撮影して
も数値が判読できない）。

【写真撮影要領 撮影箇所一覧表(全体）　不可視部分の施工】
基準高測定の測定状況及び設計値、実測値の写真を撮影する。

133 写真管理
中間
完成

★

現場の施工体系図の掲示状況が
写真で確認できない。 【写真撮影要領 撮影箇所一覧表(全体）　各種標識類の設置状況】

現場の施工体系図を撮影し提示できるようにする。

134 中間 ★

保安施設などの設置状況や工事
期間中の社内パトロール等が確認
できない。

【写真撮影要領 撮影箇所一覧表(全体）　各種保安施設の設置状況】
保安施設が、施工計画書に記載されている配置計画のとおりとなっているか確認でき
るよう写真を撮影する。

135 中間 ★

下層路盤、上層路盤の出来形管
理写真において、各層での写真が
無い。

【写真撮影要領 撮影箇所一覧表(一般舗装工）　下層・上層路盤工　】
下層路盤・上層路盤工において、複数層締固めがある場合、各層で出来形管理を確
認できるよう写真撮影する。

136
中間
完成

★

安全教育等の実施状況を撮影して
いるが、黒板に日付が記入されて
いないため、いつ実施されたものか
確認できない。（写真の疑義含）

【写真撮影要領 撮影箇所一覧表(全体）　安全訓練等の実施】
安全教育等の実施状況は、黒板に日付を記入し実施日が確認できるようにする。

137
中間
完成

★★
★★

安全教育等の実施状況が資料で
確認できない。実施していても時間
が確認できない。出席者名簿がな
い。

【共通仕様書1-1-1-32 工事中の安全確保】
安全教育等は月当たり半日以上実施し、内容がわかる資料を提示できるようにする。
また、実施ごとに日付及び時間を記入して実施状況の写真を撮影する。出席者名簿
を添付する。

138
中間
完成

★★

新規入場者に対する教育が、健康
状態を確認するアンケートのみで、
具体的な安全教育が行われてい
ない。

【共通仕様書1-1-1-32 工事中の安全確保】
アンケートだけでなく、現場の状況、危険箇所や現場のルールなどについて具体的な
内容を教育し、内容がわかる資料を提示できるようにする。

139 中間 ★

安全教育の内容が施工計画書と
違う、又は現場施工とその施工に
対する安全研修のタイミングが悪
い。

【共通仕様書1-1-1-32 工事中の安全確保 18災害発生時の応急措置】
安全教育は当該工事の内容に応じて実施する。

140 建設副産物
中間
完成

★★
★★

再生資源利用計画書（実施書）及
び再生資源利用促進計画書（実
施書）が提出されていない。

【共通仕様書1-1-1-20 建設副産物】
施工計画時（①再生資源利用計画書、②再生制限利用促進計画書、③工事登録
証明書【COBRIS入力証明】）、完了時（①再生資源利用実施書、②再生資源利用促
進実施書、③工事登録証明書【COBRIS入力証明】）を提出する。

141 中間 ★

産業廃棄物収集運搬及び処分の
委託契約書の写しが添付されてい
ない。

【共通仕様書1-1-1-20 建設副産物】
産業廃棄物収集運搬及び処分の委託契約書の写しを添付する。

142
中間
完成

★★

工期延期があったが、建設廃棄物
処理委託契約書の契約期間を変
更していない。産業廃棄物収集運
搬及び処分の許可書の有効期限
が切れている。

【共通仕様書1-1-1-20 建設副産物】
工期を延期した場合は、委託契約書を変更する。また、許可書の有効期間を確認し
切れている場合は再提出する。

143 完成 ★

マニュフェストの写しが不鮮明だっ
たため、マニフェスト原本の提示を
求めたが、用意していない。

【共通仕様書1-1-1-20 建設副産物】
マニフェストの原本を検査時に提示できるよう持参する。
建設副産物手引きの改正によりH30.4.1以降に「提出」から「提示」へ変更

144 環境対策
中間

★

施工計画書において、機械燃料の
不正軽油対策（クマリン検査等）を
実施することになっていたが、実施
されていない。

【共通仕様書1-1-1-48 不正軽油の使用の禁止】
施工計画書に基づき、クマリン検査等を実施し、実施状況を撮影して提示できるよう
にする。

145 中間 ★

工事標示板等の工期を修正してい
ない、工事看板が通行者に対して
見づらい

工期延長が生じた場合、速やかに工事標示板等の工期を修正する。

146 現場
中間

★

コンクリート側溝の吊りこみに際して
ワイヤーを製品に直接かけている。

【共通仕様書3-1-3-30　集水桝工】
側溝や集水桝など吊りこみに際しては吊り具と製品に緩衝材などを挟んで製品が損
傷を受けないよう吊り上げる。

147 中間 ★

桁下部で一部塗装の塗り忘れがあ
る。 横断歩道橋の塗り替え塗装において、橋面排水を受ける鋼材の内面の塗装忘れが

あった。

148 完成 ★

河川法面での張芝工において、法
肩へ耳芝の施工が未実施であっ
た。また、張芝の張り付け目地で縦
目地が通しで張り付けられていた。

【実務要覧第１巻3-1-14-2植生工】
受注者は、張芝、筋芝、人工張芝の法肩に耳芝を施工しなければならない。
張芝の張り付けにあたっては芝の長手を水平方向とし、縦目地を通さず施工しなけれ
ばならない。

149 中間 ★

目地材が突出してしまっている箇
所がある 不必要な出っ張りとなった目地材をカッターなどで切り取っておくこと

150 完成 ★

かごマットの端部から大きくはみ出
している吸出し防止材は切断してお
くこと。

フェルト製の吸出し防止材が施工箇所の端部から大きく余計にはみ出しており、つま
ずく恐れもあることから、余り部分を切断しておくこと。

安全管理
（安全教育・訓練

等）
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151 中間 ★

盛土箇所に大粒径の石や木の根
が混入している。 【実務要覧1-2-3-1　土工　一般事項 9伐開発生物の処理方法】

伐開発生物の処理方法については、設計図書によるものとするが、設計図書に示さ
れていない場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない

152 現場 中間 ★

排水構造物の埋戻しに際して、１層
あたりの撒きだし状況が確認できな
い。

【実務要覧第１巻3-1-3-3作業土工】
「埋戻しにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し１層の仕上がり厚を
30cm（路床部においては20cm以下）を基本として十分締め固めながら埋戻さなけれ
ばならない」としている。

153 完成 ★

現場に設置している工事中標示板
が高輝度反射式となっていない 【道路工事保安施設設置基準（実務要覧P1391】では「高輝度反射式又は同等以

上のもの」と規定されており、素材選定にあたり実務要覧での規格を満たすこと。

154 完成 ★

土砂搬出のダンプ搬出実数管理に
おいて、台数の再確認を行うこと 搬出実績として管理している数値（合計）の誤り

155 中間 ★

伐採枝等をトラックで運搬するとき
にはブルーシートで覆うようなど走
行時の飛散に配慮すること。

【共通仕様書1-1-1-38交通安全管理】
安全輸送上の事項について計画を立て、災害の防止を図らなければならない。

156 中間 ★

当該工事現場に対する火災保険
等の加入有無を確認しておくこと 埼玉県建設工事契約約款第５０条（火災保険等）により、保険契約を締結した時は、

その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者へ提示しなければならない。
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