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Ⅰ．調査の範囲および方法 

 工事技術調査は、技術的観点からの調査を主眼としているため、前回監査基準日以降、

今回の調査実施日までの間に竣工、又は施工中の工事の中から抽出された工事について

関係書類の提示を受け、関係者からの説明を聴取する方法により、工事の設計、積算、

施工、監督、検査等に係る書類調査及び現地調査を合規性、有効性、経済性、効率性の

観点から実施した。 

Ⅱ．調査対象工事 

 
工事件名   市営工業団地(相浦地区)造成工事 
  

１， 工事内容説明者・立会者 

                       説明者 

企業立地推進局 

                  主  査   吉田 健一 

主任技師   松本 裕樹 

立会者 

企業立地推進局   局  長   豊原 稔 

         次  長   前川 直也 

主任技師   高岡 宏延 

契約監理室 室長兼契約課長    小寺 紀彰 

           次長兼技術監理課長  福野 幸蔵 

           技術監理課課長補佐  東  隆信 

           契約課  係  長  山中 隆常 

２，工事概要 

（１）工事場所    佐世保市相浦町棚方町 

（２）背景と工事内容 

平成 26年に完成したウエストテクノ佐世保（16.2ha）においては、完成後早

期に約 9割の分譲が進んだことから、市内に一定規模以上の公的工業団地が不

足する状況に陥った。そのため、製造業系企業の受け皿と成り得る工業団地の

早期整備の必要が生じたことから、市内の候補地から当該工業団地を選定し、

造成工事に着手している。 

工事数量 

 工業用地  6.0ha（開発区域 11.0ha） 

   土工   切土工   V＝355,980㎥ 盛土工  V＝400,500 ㎥  

  擁壁工  補強土壁工 A＝1,620 ㎡  重力式擁壁  L＝104ｍ 

  排水工  管渠型側溝 L＝399ｍ   落蓋式側溝  L＝441ｍ 

       自由勾配側溝 (600)L＝161ｍ (800)L＝66ｍ 
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  法面工  植生シート A＝9,820 ㎡  厚層基材吹付 A＝1,790㎡ 

  上水道  給水管   L＝277ｍ 

  下水道  管渠工   L＝271ｍ 

（３）工事請負会社  堀内組・誠伸建設・谷村建設共同企業体 

（４）設計業務委託  株式会社ヨシダ  （造成設計：平成 29年 8月 31 日完了） 

           株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

（下水道設計：平成 29 年 6 月 30 日完了） 

   測量業務委託  株式会社堀内地研コンサルタント（平成 29 年 3 月 17 日完了）  

   地質調査業務委託 地盤テック株式会社（平成 29年 3月 15日完了） 

            株式会社大日ジオテック（平成 29 年 2月 28日完了）    

（５）工事監理     直営 

（６）工期       平成 29年 12月 21 日～平成 31年 3月 15 日 

（７）事業費         予定価格（税抜） 1,051,869,600 円 

落札価格（税抜）  957,228,000 円 

請負額（税込）  1,033,806,240 円  

落札率             91.0％ 

（８）工事進捗率    34％ (平成 30年 10月末) 当初計画（60％） 

   （工程見直し後） 49％（平成 30年 11月末見込み）変更計画（50％） 

３，工事技術調査の所見 

工事関係書類について調査した結果、書類はよく整理されていた。提示された

書類を調査し、疑問点は関係者に質問すると共に、当該工事の設計、積算、施工、

監督、検査等の各段階における技術的事項の実施状況について調査した。その結

果、設計業務での注意すべき事項、積算・契約面での改善すべき点が見られるが、

総括的には概ね良好であると判断された。なお各段階における個々の技術調査内

容は以下に示す通りである。 

４，工事着手前における技術的調査事項 

４－１ 設計図書 

（１） 計画 

当該工業団地工事計画（6.0ha）は、既設のウエストテクノ佐世保

(16.2ha)の分譲が約 9割完了し、市内に公的工業団地が不足する状況とな

ったため、製造業系企業の受け皿として計画され、工事が行われている。 

開発行為の許認可協議で、造成工事に係る開発許可（佐世保市都市整備

部）、林地開発許可（長崎県県北振興局）を受けて工事に着手している。

また MR 事業者とも適切に協議が行われている。 

現時点では分譲先企業を公募している状況であり、分譲先は決まってい

ない。 

  （２）調査 
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 測量業務委託 （(株)堀内地研コンサルタント）、地質調査（地盤テック

(株)、(株)大日ジオテック）、工業団地造成設計測量業務（(株)ヨシダ）

等の業務が、平成 28年 11月 22日から並行して実施されている。設計業務

は測量・調査業務の成果を踏まえて実施するものであり、業務の並行実施

では発注者としても、測量・調査業務成果の確認、資料引き渡し等の手続

等が生じるため、測量・調査等の事前業務は早期発注、早期完了に努めら

れたい。 
（部分使用：測量業務共通仕様書第 11027条、地質・土質調査業務共通仕様書第 30127条） 
（引渡し前における成果物の使用：委託業務契約書第 33条） 
（資料の貸与及び返却：設計業務共通仕様書第 1112条） 

測量業務は地形測量・基準点測量等について実施し、適切な報告書が提

出されている。地質調査は調査ボーリングを区域内で 10箇所実施してい

る。作業工程、資料の早期収集等を考慮し、工区内を 2業者で分割し調査

を行っている。地質調査は地山全体の地層把握と擁壁工施工場所の基礎地

盤調査も実施している。調査個所、調査内容ともに適切である。また環境

調査も同時期に実施され、植生、生物調査が実施されている。保存の必要

な植生等は工事着手前に移設を行い、トンボ等の生息保護のためビオトー

プ（生物生息空間：約 500 ㎡）整備を計画し、適切な環境対策が計画・実

施されている。 

（３）設計委託業務 

   ア）設計委託業務の入札・契約 

      造成工事設計委託業務の入札は、指名競争入札方式で実施され、8社が

応札している。入札の結果、株式会社ヨシダが受注し、業務を行ってい

る。業務期間は平成 28年 11月 22 日～平成 29年 8月 31日である。また造

成地内の管渠実施設計業務委託は、株式会社オリエンタルコンサルタンツ

が受注し、設計業務を行っている。業務期間は平成 28年 2月 14日～平成

29年 6月 30日である。 

      当設計業務委託の管理技術者には、測量士資格の技術者が配置されてお

り、設計業務共通仕様書第 1107 条の規定を満足する技術者配置となってい

ない。設計業務の管理技術者は、業務に該当する技術士又は RCCMの配置、

もしくは同等の能力、経験を有する技術者の配置が必要である。特記仕様

書等で設計業務の管理技術者（照査技術者）の資格要件を明示するととも

に、管理技術者（照査技術者）届の受領時に、資格内容、能力、経験を十

分審査し、有資格者の下で、適切に設計業務が実施されるよう、十分な配

慮と指導を行われたい。 
     参照：土木設計(測量､調査)業務等共通仕様書 第 1107条 管理技術者 第 1108 条 照査技術者 

「土木設計(測量､調査)業務等委託契約書の運用基準について」長崎県:21建企第 751号 H22.3.28 

イ）設計委託業務の内容、実施事項 

当設計業務の業務計画書は必要事項が記載されている。業務内容は整地
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設計、仮設設計、施工計画、擁壁設計、流末設計、公園・道路・上水道設

計・調整池設計等の設計業務及び一部の測量業務、交通量調査等も実施事

項として、特記仕様書で明確にされている。また開発許可協議書、林地開

発許可協議書、急傾斜地崩壊危険区域協議書、MR 協議書作成等が指示され

ている。設計照査は 3回実施されているが、照査技術者によるコメント等

の記入がされていない。照査時の確認事項、実施事項について適切に記載

するよう指導されたい。 

  （４）設計 

   ア）設計基準・設計資料等の整備状況及びその運用は適切か 

      設計に使用している主な基準書、仕様書等は下記の通りであり、業務計

画書に適切に記載されている。 

      開発行為指導要綱（佐世保市）          平成 28年 4月 

      宅地防災マニュアルの解説（宅地防災研究会）   平成 20年 12月 

      道路構造令の解説と運用（日本道路協会）     平成 16年 2月 

      道路土工要綱（日本道路協会）          平成 21年 6月 

      道路土工-切土工・斜面安定工指針（日本道路協会） 平成 21 年 6月 

      道路土工-盛土工指針（日本道路協会）       平成 22 年 5月 

            道路土工-擁壁工指針（日本道路協会）       平成 24 年 7月 

      舗装設計便覧（日本道路協会）          平成 18年 2月 

      土木工事設計要領第 1編 共通編（九州地方整備局）平成 23年 7月 

      土木工事設計要領第Ⅲ編 道路編（九州地方整備局）平成 28年 4月 

      水道施設設計指針（日本水道協会）        平成 24年 

      林地開発許可申請の手引き（長崎県農林部林政課） 平成 27年 3月 

     その他 指針、基準 

イ） 事業の目的に適合した設計となっているか 

 分譲先企業としては製造業を想定しているが、販売先企業が未定のた

め、企業要望に柔軟に対応するため 1面仕上げとしている。取付道路は工

業団地へのアクセスが目的であるため、道路区分を都市部第 4種 3級とし

て計画している。道路幅員は、開発行為指導要綱（佐世保市）に従い 12.0

ｍとしている。上水道は水道局と協議を行い、当地区での最大給水可能量

300ｔ/日を基準に設備を設計している。防災施設として沈砂池を造成工事

完了後も存置させるなど、事業目的を考慮した設計が行われている。 

   ウ）現場状況に適合した経済的な設計となっているか 

      造成整地工は、測量結果及び地質調査結果をもとに、切土と盛土のバラ

ンス（切土量×土量変化率＝盛土量）を考慮し、客土、捨土等の発生を抑

制した土配計画が行われている。岩質区分は地質調査結果及び一軸圧縮強

度等から推定し、岩掘削方法を周辺地域への騒音・振動を考慮して、大型
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ブレーカー（低騒音型）及びリッパ付ブルドーザー掘削としている。適切

な工法選択ではあるが、地山の約 9割を岩盤が占めており、深部では一部

に硬質な岩盤等の出現が想定されることから、経済性、工期等を考慮し、

他の破砕方法との併用工法の検討が必要である。地震時の盛土工（南側盛

土面）の安定は、Fellenius 法で安定計算を行い安全率（Fs＝1.352）が確

認されている。 

排水工は、降雨強度（確率年 5 年、10分）を 125.3mm/hrとして排水系統

ごとに許容通水量を確認している。一部流速が速くなる部分は、落差工を

設置するなど対策が計画されている。整地面の排水は、法肩周囲に素掘側

溝を設置して集水を行う計画であるが、素掘側溝の一部では、許容通水量

に余裕がない状態である。整地面が片勾配（0.5％）で計画されており、降

雨時には表層土の流亡が想定される。流出土砂が水路に堆積し、通水断面

を阻害した場合、越流水で法面崩壊が生じる危険がある。整地面を適切に

区分し、表層土の流亡を抑制するとともに、素掘側溝の維持管理方法につ

いて十分な検討を行われたい。補強土壁上部の雨水は集水後、パイプ排水

管で排水する計画である。パイプ配水管の許容通水量の確認、集水桝接続

部での溢水に注意し、雨水の補強土壁内部への浸入を防止されたい。 

盛土内排水として「宅地防災マニュアルの解説 Ⅳ.8 P220」を参考に

水平排水工が設置されている。当造成工事の盛土材は礫質材であり、造成

形状からも盛土の大部分では、地下水による崩壊、土砂の流出等の懸念は

少ないと思われる。同マニュアルの解説（P220）にも記載されているよう

に、経験的に設置されてきた水平排水層は、自然条件を十分考慮して、技

術的に合理性のある設計、施工が必要である。 

法面工は、土質状況に応じて、現場吹付法枠工、モルタル吹付、厚層基

材吹付工等が設計されている。 

擁壁工は、県警本部との協議で取付道路の位置が変更になったため、当

初の有効敷地面積を確保するため、北側盛土下部に補強土壁工（テールア

ルメ擁壁）3箇所（H=9.0ｍ～12.0ｍ）、取付道路側に 1箇所（H=8.5ｍ）計

画している。宅地造成工事で擁壁を設置する場合は、宅地造成規制法施行

令第 14条の規定による国土交通大臣認定の擁壁でなければならない。今回

設計のテールアルメ擁壁は上載盛土高を含めると約 30ｍとなり、大臣認定

の高さ（15ｍ）を上回っている。今回設計では開発許可権者（佐世保市）

の「構造及び設計計算において宅地防災マニュアルに準拠する擁壁であれ

ば、認定擁壁とみなす」との判断により、設計・施工を行っている。テー

ルアルメ擁壁の設計は設計手順に従い、外的安定及び内的安定検討を常

時、地震時について行い安定性を確認している。またテールアルメ擁壁工

の基礎部は地盤改良工を施工し、基礎地盤の強化を図っている。 
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今回の取付道路の位置変更に伴う、造成面積の確保方法、擁壁工選定で

の工法比較、コスト比較等が、調査時には提示されなかった。造成区域に

隣接し松浦鉄道も運行していることから、造成計画、擁壁工選定等では

種々の工法比較・検討を行い、コスト比較等も適切に行う必要があった。 

仮設計画は切取防護柵、汚濁防止膜、仮設沈砂池、板柵工、土のう板柵

工等の設備、対策工が計画されている。切取防護柵は国道沿いに設置し、

長崎県仕様の鋼矢板式防護柵を設置し上部にネットを張り、岩掘削時の岩

塊崩落、礫・粉じんの飛散防止を図っている。適切な配慮である。 

  エ）特記仕様書 

      特記仕様書は工事施工特記仕様書（契約条項の補足）、施工条件明示特

記仕様書(整地工)､(上水道)､(下水道)､(建設副産物)に区分して記載されて

いる。必要事項は記載されているが、重複項目も多いため、共通項目は纏

めて記載し、見やすく編集を行われたい。記載内容では、仮設工での指

定・任意の区分、保安関係での指示、舗装切断水の処理方法、平板載荷試

験等の実施個所、生コンクリートの仕様及び打設箇所の明示、補強土壁工

の施工仕様等を、三者会議の開催要領等を記載し、施工上の指示・基準を

明確にした特記仕様書とされたい。 

４－２ 積算内容 

（１）積算に用いた基準                 

    積算は 

（一般工種）土木工事標準積算基準書(平成 28年 10月)長崎県土木部 

（整地工） 土木・造園工事積算要領(平成 28年度）(独法)都市再生機構 

を使用して適切に行われている。 

（２）歩掛及び単価表           

    単価表は平成 28 年 9月を使用している。労務単価等の変更は、受注者よ

り申請があったため、スライド試算を行っている。竣工時に契約変更予定

である。重機運搬費の計上、建設副産物処理費用の計上等が適切に行われ

ている。 

使用資材では、テールアルメ擁壁工の壁面材が 3,000 万円を超えている

が特別（臨時）調査が行われていない。単価は、1業者のみの単価が採用さ

れており、公正な積算が担保されていない状況である。積算基準の規定に

従った適切な単価決定が必要であった。規定に従い、適切な積算業務を行

うとともに、審査・検算を確実に実施されたい。その他資材は、物価資料

の平均単価、3社より徴取した見積単価を、規定に従って採用している。 
      参照：（平成 28年度積算基準（単価・歩掛）（長崎県土木部） 

4）見積りまたは特別（臨時）調査による場合 
（ロ）1工事当たりの資材調達価格（資材数量×単価）が 500万円は特別（臨時）

調査により単価を決定する 
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４－３ 入札・契約 

（１）入札 

      入札公告は平成 29年 10 月 25日に行われ、入札は平成 29年 11月 14 日

に実施されている。 

 入札は制限付き一般競争入札で行われ、堀内組・誠伸建設・谷村建設共

同企業体が 91.0％で落札して工事を行っている。 

（２）契約関係書類 

      工事の監理技術者は、1級土木施工管理技士の有資格が配置され、構成

員からも、有資格者の主任技術者が配置されている。契約時の履行保証

は、三井住友海上火災保険株式会社が行っている。また前払金保証は、西

日本建設業保証株式会社が行っている。法定外労災保険は（公財）建設業

福祉共済団に加入している。 

５，工事着工後における技術的調査事項 

５－１工事測量・設計図書の照査 

      共通仕様書 1-1-42に規定される工事測量は、工事着手後に実施し、測量

精度を確認した報告書が提出されている。設計図書の照査（共通仕様書 

1-1-3）については、報告書の提出が行われていない。疑義、質問事項等が

ない場合でも、設計照査の完了報告は行うように指導をされたい。 

５－2 工事施工に関する諸官庁への事務手続きは適切に行われているか 

   労働基準監督署への労災保険手続き等は適切に行われている。 

５－3 施工体制について 

      施工体制台帳、施工体系図等は適切に作成され、提出されている。社会

保険への加入は、2次業者も含めすべて加入している。必要な有資格者の

配置も適切であり、有資格者一覧表も現場に掲示されている。 

５－4 施工計画書 

ア） 施工計画書、変更計画書 

（施工方法） 

施工計画書は共通仕様書、施工計画作成の手引きに従い作成されてい

る。準備工、工事測量、伐採、構造物取壊し等が適切に記載されてい

る。防災設備（沈砂池、切取防護柵）等についてもフロー図、略図等を

使用して記載している。しかし整地工では工事用道路計画、地山掘削順

序、運土計画、大型重機の使用区分、岩の破砕方法、小割作業、運搬方

法等の記載がされていない。大型重機を使用しての工事であり、詳細な

施工計画の立案・記載が必要である。吹付法面取壊・法面工（モルタル

吹付、現場吹付法枠工）等では、ライフラインの設置（安衛則第 539 条

の 2）、特別教育受講者での作業等が記載されていない。安衛則の規定に

従った作業計画の立案が必要である。補強土壁工（テールアルメ工）
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は、基礎掘削、地盤改良について記載がされていない。施工高が高い擁

壁であり、安定性を確保する最重要な事項である。構造物の重要性を認

識し、詳細な施工計画を立案し、施工を行う必要がある。小構造物（ガ

ードレール、縁石工）管布設工等は、材料仕様、取付方法、作業手順が

詳細に記載されている。 

（工程管理） 

工程遅延時のフォローアップ基準が定められていない。基準を 10％程

度の定め、工程管理に努めるよう指導されたい。 

（品質管理・出来形管理） 

盛土の締固め度、補強土壁の盛土材の締固め度、構造物の出来形の社

内基準（80％）等が示されている。適切な内容である。 

施工計画書は設計図書、仕様書に示された工事目的物を完成するため

の手順、工法、管理方法等を定めたものであり、施工及び施工管理の基

本となるものである。従って十分な審査を行って追記等が必要な場合は

適切な指示を行う必要がある。 

イ） その他計画書 

変更施工計画書で UAV（無人航空機）による出来形管理の実施が計画さ

れている。本工事は「長崎県におけるＩＣＴ活用工事の試行要領」に準じ

た工事でないため、「ICT活用工事積算要領」を適用しない「創意工夫」

として取り扱われている。しかし、実施内容から出来形数量、出来形寸法

等に係る管理方法であるため、「空中写真測量（無線航空機）を用いた出

来形管理の監督・検査要領」による監督・検査が必要である。実施項目と

して①施工計画書の受理・記載事項の確認②基準点の指示③設計図書の 3

次元化の指示④工事基準点の設置状況の確認⑤3次元設計データチェック

シートの確認⑥カメラキャリブレーション及び精度確認試験結果報告の把

握⑦出来形管理状況の把握等を確実に実施することが必要である。 
参照：平成 29年度長崎県におけるＩＣＴ活用工事の試行要領  平成 29年度               長崎県 

空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）H28年 3月       国土交通省 
空中写真測量（無線航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）(案）H28年 3月 

国土交通省 
UAV 用いた公共測量マニュアル（案）平成 28年                                国土交通省 
マシンコントロール/マシンガイダンス技術(バックホウ編)の手引き(発注者用)平成 26年 3月 

           情報化施工技術（MＣ／ＭＧ技術） 
ＩＣＴ活用工事積算要領                                       国土交通省 

５－5 施工管理 

ア） 材料承認関係 

     使用材料は配合計算書、試験成績表、規格証明、カタログ等を添付し

て提出し、承認を得て使用している。生コンクリートは共通仕様書規定

の水セメント比を確保するため、上位配合のコンクリートを使用してい

る。上下水道菅の使用材料も規格に合った機材が使用されている。    

コンクリート 2次製品の総アルカリ量については、一部材料で試験表が
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添付されていない。植生シート工に使用している種子は、特定外来生物

に指定された品種の混入してないことを確認している。 

   イ）品質管理関係 

     現在までの品質管理データは現場事務所で管理されており、今回調査

時には提出されなかった。建設工事施工管理基準（佐世保市読替版）4、

管理の実施（４）には、“受注者は、測定(試験)等の結果を、その都度

逐次管理図等に記録し、適切な管理のもとに保管すること”が規定され

ている。連続作業が行われるコンクリート強度、土の締固度等は逐次管

理図表に記載し、品質状況・工程能力を把握し、次工程への反映に努め

られたい。 

   ウ）出来形管理・写真管理 

構造物の出来形等は段階確認、立会等により適切に確認を行ってい

る。UAV（無人航空機）による土工事の出来形寸法・出来形数量の確認及

び竣工時の精算数量の確定については、受注者と協議を行い、適切な方

法を定めて実施されたい。 

建設副産物の処理数量はマニフェスト数量により出来高数量を把握し

ている。伐採材は換算係数（0.5㎥/ｔ）を用いて数量を確認している。 

工事写真は撮影要領に従い、必要箇所の撮影が行われている。立会

時、段階確認時の記録も適切に撮影・整理されている。 

    エ）その他事項 

造成区域は振動・騒音規制区域のため、「特定建設作業実施届出」を

提出し作業を行っている。 

 ５－6工程管理 工事履行報告は適切に行われているか 

履行報告は毎月行われている。工程のフォローアップを 8月末に実施し、

工事の進捗を図っている。  

6，監理監督 

   段階確認検査及び立合は適切に行われ、記録も整理されている。軟岩判定試験、  

試験盛土・平板載荷試験の立会及び試験結果の確認も適切に行っている。 

   設計変更については、単価変更に伴うスライド金額試算を行っているが、数量変

更等については、今回調査では把握できなかった。 

7，現場調査について 

 7－1 施工状況 

       土工事の最盛期であり、大型重機による切土・盛土工事が行われている。切

土工事は計画に従い、大型ブレーカーで作業を行っている。転石状の岩塊や地

層の一部に硬質な岩が挟在しているため、盛土材としての小割を十分行う必要

がある。重力擁壁は完成し、上部の盛土工が施工中である。補強土壁について

は現在施工中である。現場内工事用道路が急勾配であるため、工事用車両の走
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行時の安全確保に努められたい。 

 7－2 施工管理 

    盛土工の現場密度試験結果等が現場事務所に報告されている。また打合せ

簿、協議文書等も整理されて事務所に備えられている。適切な対応である。 

補強土壁施工状況も目視する限り、適切な施工状況である。伐根が現場内に

集積されている。速やかに搬出を行い、盛土内への混入を防止されたい。 

 7－3 安全管理 

現場の安全標識、防護柵等は適切に設置されている。また建設業許可票、労

災保険成立票、建退共加入票等の必要な掲示物は、事務所前の掲示板に掲示さ

れている。現場事務所には新規入場者面接記録、安全教育実施記録、安全日

誌、KYK等の記録が整理、保管されている。現場代理人は腕章等を着用し管理

を行っている。 

 

 

     切土施工状況                 盛土施工状況 

 補強土壁工（テールアルメ工）           事務所掲示板 

 


