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１．会計検査院の概要 

 

 

(1) 会計検査院の地位 （「改訂９版 公共工事と会計検査」 572ページ） 

 

(2) 会計検査院の組織 （「改訂９版 公共工事と会計検査」 574ページ） 

 

(3) 会計検査院の業務 （「改訂９版 公共工事と会計検査」 583ページ） 

 

(4) 検 査 報 告 （「改訂９版 公共工事と会計検査」 596ページ） 
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(5) 会計検査院安中研修所 

安中研修所には工事検査実習施設があり、各種の実物大構造物モデルなどを使った、

実践的な研修が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計検査院安中研修所 工事検査実習棟全景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

擁壁モデル 河川護岸モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁モデル 建築モデル 
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２．工事関係の指摘の傾向 

  年度別指摘一覧 

年  度 

事  態 

平成 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

不 当 事 項    

設 計 不 適 切 10 18 10 11 15 21 19 13 7 12

積 算 過 大 5 1 4 2 2 6 5 5 5 0

施 工 不 良 3 3 2 7 2 1 5 3 5 4

そ の 他 1 1 0 1 2 0 7 3 3 3

計 19 23 16 16 20 27 34 24 19 18

処置済、処置要求    

設 計 不 適 切 2 0 0 0 1 7 2 2 1 1

積 算 過 大 6 6 4 5 3 1 6 3 5 2

そ の 他 0 0 0 0 3 3 1 0 5 2

計 8 6 4 5 7 11 9 5 11 5

合        計 27 29 20 21 27 38 43 29 30 23

設計不適切、施工不良にそれぞれカウントしているものがあるので計が合わない。 
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３．公共工事の指摘事例（平成22年度検査報告） 
 

 

(1) 落橋防止システムの設計を誤っている 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

13 68 橋りょうに必要な落橋防止を設置していない ほか多数 
 
●工事の概要 

この工事は、府が、橋りょう（上下線完成後の道路中心における橋長46.0ｍ、幅員22.8ｍ～24.5ｍ）

を新設するため、下部工として逆Ｔ式橋台２基の築造等を、下り線の上部工として鋼単純合成桁の製

作・架設等をそれぞれ実施したものである。そして、上部工については、上り線と下り線で分離した

構造となっていて、本件工事においては、下り線の上部工（２車線分）を上り線に先行して架設し、

これを上り下りで１車線ずつ供用することとしている。また、この下り線の道路中心における橋長は

50.3ｍとなっており、終点側の橋台において、橋軸と支承の中心線とのなす斜角が49.5度の斜橋とな

っている（参考図参照）。 

本件橋りょうの設計は、「道路橋示方書・同解説」（社団法人日本道路協会編）等に基づいて行わ

れている。そして、示方書によると、設計で想定されない地震動が作用するなどした場合でも上部構

造の落下を防止することができるように、落橋防止システムを設けることとされている。この落橋防

止システムの構成は、落橋防止構造、桁かかり長
（注1）

、変位制限構造
（注2）

等の中から、橋りょうの形式、地盤

条件等に応じて適切に選定することとされている。 

このうち落橋防止構造は、両端の橋台がⅠ種地盤
（注3）

に支持されていて上部構造の長さが50ｍ以下の橋

りょうについては、橋軸方向の変位が生じにくい橋りょうに該当して、その設置を省略することがで

きるとされている。ただし、所定の判定式により斜角の小さい斜橋であると判定される場合には、予

期しない大きな変位が生ずることがあるため、落橋防止構造の設置を省略してはならないとされてい

る。 

また、落橋防止構造と変位制限構造の機能は異なっていて、これらを兼用すると、一方の機能の喪

失が他方の機能の喪失に結びつくため、原則として兼用してはならないとされている。 

府は、本件橋りょうについては、上下線完成後の道路中心における橋長46.0ｍを基に、両端の橋台

がⅠ種地盤に支持された長さが50ｍ以下の橋りょうであるとし、また、所定の判定式により斜角の小

さい斜橋であると判定したが、終点側の橋台の変位制限構造が落橋防止構造の役割を兼ねているなど

として、落橋防止構造の設置を省略することとし、これにより施工していた。 

 

●検査の結果 

しかし、本件橋りょうの下り線については、所定の判定式により斜角の小さい斜橋であると判定さ

れていることから、落橋防止構造の設置を省略してはならない橋であること、前記のとおり落橋防止

構造と変位制限構造を原則として兼用してはならないとされていること及び下り線の道路中心におけ

る橋長が50.3ｍで50ｍを超えていることから、落橋防止構造を設置する必要があったと認められるの

に、府は、誤ってこれを省略していた。 
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したがって、本件橋りょうの下り線の上部工等（これらの工事費相当額208,772,000円）は、所要の

安全度が確保されていない状態になっており、不当と認められる。 

 

●発生原因 

このような事態が生じていたのは、府において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのにこ

れに対する検査が十分でなかったこと、示方書についての理解が十分でなかったことなどによると認

められる。 

（注1） 落橋防止構造、桁かかり長  桁と橋台の胸壁をPC鋼材で連結するなどして、上下部構造間に予期しな

い大きな相対変位が生じた場合に、これが桁かかり長（桁端部から下部構造頂部縁端までの長さ）

を超えないようにする構造 

（参 考 例） 

 

 

 

 

 

 

 

（注2） 変位制限構造  支承と補完し合って、上下部構造間の相対変位が大きくならないようにするためのも

ので、桁と橋台をアンカーバーで連結するなどしてその相対変位を制限する構造 

（参 考 例） 

 

 

 

 

 

 

 

（注3） Ⅰ種地盤  地震による揺れの大きさは、地盤の硬さなどにより異なり、耐震設計上ではこれを考慮す

る必要がある。示方書では、地盤の揺れの程度に応じて、Ⅰ種地盤、Ⅱ種地盤及びⅢ種地盤に分類

している。概略の目安としては、良好な洪積地盤及び岩盤等はⅠ種地盤に該当する。 

（参 考 図） 

橋りょう概念図 
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(2) 沈砂池の斜路の設計を誤っている 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

110 282 地覆・壁高欄に目地を施工していない 
 
●工事の概要 

この工事は、市が、二級河川Ｔ川を流れる土砂等を堆積させるため、沈砂池設置工を実施したもの

である。 

この沈砂池設置工は、鉄筋コンクリート構造の沈砂池（設計堆積土砂量800㎥）、沈砂池に堆積した

土砂等の搬出等に利用する鉄筋コンクリート構造の斜路（延長40.1ｍ、幅3.2ｍ、スラブ厚50㎝）等を

築造するものである（参考図参照）。 

このうち沈砂池の設計については、沈砂池の側壁（高さ4.0ｍ～6.1ｍ、壁厚80㎝）が底版に固定さ

れた一体の構造となることから、コンクリートの収縮等によるひび
．．

割れを考慮する必要があるとして、

コンクリート標準示方書（社団法人土木学会編）等に基づき、あらかじめ定めた場所にひび
．．

割れを集

中させて他の場所におけるひび
．．

割れを防ぐため、コンクリートに溝状の切込みを入れるなどしてひび
．．

割れ誘発目地を所定の間隔で設けることとしていた。 

 

●検査の結果 

しかし、斜路の設計については、斜路のスラブが、鉄筋コンクリート構造で沈砂池の側壁と一体の

ものとして築造されているため、側壁の目地に集中するひび
．．

割れの影響を受けるものとなっているの

に、側壁と同様の目地を設けるなどのひび
．．

割れの対策を行うこととしていなかった。 

そこで、現地の状況を確認したところ、斜路において、沈砂池の側壁の目地と接している箇所を中

心に、スラブ上面で13本のひび
．．

割れが生じており、斜路の鉄筋コンクリート内部に雨水等が浸透する

状況となっていて、このうちの７本はスラブを貫通していた。 

したがって、本件沈砂池の斜路（工事費相当額7,909,596円）は、設計が適切でなかったため、鉄筋

コンクリート構造物としての耐久性等が著しく低くなっていて、工事の目的を達しておらず、不当と

認められる。 

 

●発生原因 

このような事態が生じていたのは、市において、委託した設計業務の成果品の内容が適切でなかっ

たのに、これに対する検査が十分でなかったことなどによると認められる。 
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（参 考 図） 

沈砂池の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 斜路のスラブに側壁と同様のひび
．．

割れ誘発目地を設けるなどのひび
．．

割れの対策を行うこととしていなかった。 

 

 

斜路の断面図 
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(3) 沈砂池等の設計を誤っている 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

53 156 調整池の洪水吐の強度が不足している 

54 158 反応タンク等の応力計算を誤っている 
 
●工事の概要 

この工事は、市が、既存の簡易水道施設の処理能力不足、老朽化等の問題を解消するなどのために、

河川から取水した表流水の除砂を行う沈砂池（鉄筋コンクリート造、幅4.4ｍ、長さ10.6ｍ、高さ4.7

ｍ）及び浄水場から送水された水道水を給水区域へ配水する配水池（鉄筋コンクリート造、幅4.9ｍ、

長さ9.9ｍ、高さ5.1ｍ）を築造するなどしたものである（参考図参照）。 

市は、上記の沈砂池、配水池等の設計については、「水道施設の技術的基準を定める省令」及び「水

道施設耐震工法指針・解説」（社団法人日本水道協会発行）等に基づいて行っている。 

省令によると、沈砂池、配水池等については、レベル２地震動
（注1）

に対して、生ずる損傷が軽微であっ

て、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないという要件を備えるものとされ、また、指針等による

と、これらの構造物の耐震設計に当たっては、構造物を支持する地盤の特性、構造物の変形特性（じ

ん 性
（注2）

）、構造物に作用する地震動の強さなどの要因を考慮し、対象構造物に対して適切な耐震設計手

法を選択する必要があるとされている。 

そして、全ての施設をレベル２地震動に対して完全に耐震的にすることは、技術的にも経済的にも

極めて困難であることなどから、レベル2 地震動時の部材の断面の照査において、じん性を考慮して

設計水平震度
（注3）

を低減する場合があるが、この場合には、部材において曲げ破壊とせん断破壊
（注4）

のどちら

が先行して生ずるかを判定（破壊モードの判定）し、曲げ破壊がせん断破壊よりも先行して生ずるこ

とを確認することとされている。 

また、上記とは別の耐震設計手法として、設計水平震度を低減しない場合には、当該部材に作用す

るせん断力がせん断耐力
（注4）

に対して1.0を上回らないことを確認することとされている。 

したがって、レベル２地震動時の部材の断面の照査においては、破壊モードの判定又はせん断に対

する照査のどちらかを行う必要がある。 

 

●検査の結果 

しかし、市が委託した設計コンサルタントの本件工事に係る構造計算書では、本件沈砂池及び配水

池について設計水平震度を低減していたにもかかわらず、レベル２地震動時の部材の断面の照査にお

いて、破壊モードの判定が行われておらず、また、設計水平震度を低減しない場合のせん断に対する

照査も行われていなかった。 

そこで、沈砂池及び配水池の底版等の鉄筋コンクリートの部材について、破壊モードの判定及びせ

ん断に対する照査を行ったところ、次のような結果となり、いずれも設計計算上安全とされる範囲に

収まっていなかった。 

ア 破壊モードの判定を行ったところ、当該部材については、せん断破壊が曲げ破壊より先行して生

ずることが確認された。 

イ せん断に対する照査を行ったところ、当該部材に作用するせん断力がせん断耐力に対して、沈砂
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池の底版下面で1.137、外壁内面で1.167と1.0を上回っていて、配水池のピット壁で1.232、底版下

面で1.316と1.0を大幅に上回っていた。 

したがって、本件沈砂池及び配水池の築造工（これらの工事費相当額34,233,000円）は、設計が適

切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態になっていて、工事の目的を達しておらず、

不当と認められる。 

 

●発生原因 

このような事態が生じていたのは、市において、耐震設計に対する理解が十分でなく、委託した設

計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったこと、また、府において、

市に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。 

（注1） レベル２地震動  発生の確率は極めて低いが大きな地震強度を持ち一度発生すれば大災害になり得る

地震動 

（注2） じん性  外力に抗して破壊しにくく、衝撃力にも耐えるような粘り強い性質 

（注3） 設計水平震度  耐震設計において、水平方向の慣性力を算定するために構造物等の重量に乗ずる係数 

（注4） せん断破壊・せん断耐力  「せん断破壊」とは、せん断力（材を切断しようとする力）を受ける部材

断面に生じる破壊をいい、せん断破壊に対する耐荷力を「せん断耐力」という。 

 

（参 考 図） 

沈砂池の概念図           配水池の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沈砂池の断面図           配水池の断面図 
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(4) 擁壁の設計を誤っている 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

81 214 腹起し材に使用するＨ形鋼の強度が不足している 

95 246 擁壁の応力計算を誤っている 
 
●工事の概要 

この工事は、県が、主要地方道の幅員を拡幅するため、土工、擁壁工等を実施したものである。 

このうち擁壁工は、Ｈ鋼杭（杭長10.0ｍ～14.5ｍ）計32本を２ｍ間隔で建て込むなどして構築した

山留壁から、アンカー計34本を背面地山の斜め下方向に打ち込んだ後、アンカー頭部に鋼製台座、腹

起し材、ブラケット等を設置して擁壁（延長計65.5ｍ）を築造するものである。そして、腹起し材は、

鋼製台座を介して作用するアンカーの張力を山留壁に均等に伝えるためＨ形鋼を水平方向に２段設置

するものであり、ブラケットは、この腹起し材を支えるために上段のＨ形鋼の下に溝型鋼を、下段の

Ｈ形鋼の下に等辺山形鋼を三角形に組み立てたものをそれぞれ配置して、Ｈ鋼杭に溶接して固定した

ものである（参考図参照）。 

県は、本件擁壁の設計を「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説」（社団法人地盤工学会編）

等に基づいて行っている。 

これらによると、下段ブラケットとＨ鋼杭との溶接部には、アンカーの張力による鉛直力と腹起し

材の自重により、せん断力と曲げモーメントが同時に作用することから、これらを合成した応力度に

対して安全であることを確認する必要があるとされている。このため、同県は、下段ブラケットにつ

いて基準等に基づき設計計算を行い、下段ブラケットとＨ鋼杭との溶接部の縦方向及び横方向の必要

溶接長をそれぞれ530㎜及び150㎜とすれば、溶接部に作用する合成応力度が許容せん断応力度を下回

ることから、応力計算上安全であるとしていた。そして、上記に基づき、下段ブラケットのうちＨ鋼

杭に溶接する部材の縦方向及び横方向の長さを、上記の必要溶接長とそれぞれ同じとすることとして

いた。 

 

●検査の結果 

しかし、設計図面を作成する際に、縦方向の長さを530㎜とすべきところを、誤って500㎜と記載し

て、この図面により施工していた。 

そこで、本件下段ブラケットについて、改めて設計計算を行ったところ、腹起し材で一体となって

いるＨ鋼杭10本のうち９本の溶接部に作用する合成応力度は64.65N／㎟～79.17N／㎟となり、許容せ

ん断応力度64N／㎟をいずれも上回っていて応力計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。 

したがって、本件擁壁は設計が適切でなかったため、上記のＨ鋼杭10本に係る擁壁（延長22.0ｍ、

これらの工事費相当額26,109,000円）は、所要の安全度が確保されていない状態になっており、不当

と認められる。 

 

●発生原因 

このような事態が生じていたのは、県において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、

これに対する検査が十分でなかったことなどによると認められる。  
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（参 考 図） 

アンカー頭部の拡大図             断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンカー頭部の概念図 
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(5) 擁壁の設計を誤っている 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

89 232 擁壁の安全が確保されていない 
 
●工事の概要 

この工事は、町が、農道を拡幅するなどして改良するために、擁壁工、防護柵工、盛土工等を実施

したものである。 

このうち擁壁工は、農道の路体等の安定を図るために、ブロック積擁壁（高さ0.6ｍ～5.4ｍ、延長

計102.0ｍ）を築造するなどのものであり、防護柵工は、車両が路外に逸脱するのを防止するために、

ガードレールを設置するものである。 

町は、本件工事の設計を「土地改良事業計画設計基準・設計「農道」」（農林水産省農村振興局制

定）等に基づき行っており、擁壁については、転倒等に対する安定計算を行い、安全であるとして、

これにより施工していた。また、ガードレールについては、路側が盛土となっている区間については

盛土の上に、車道が擁壁天端に近接していて盛土がない10.8ｍ区間については擁壁の頂部に直接設置

することとして、これにより施工していた。 

 

●検査の結果 

しかし、設計基準等によると、ガードレールを擁壁の頂部に直接設置する場合には、車両がガード

レールに衝突する際の荷重を考慮して擁壁の安定計算を行うこととされているのに、町は、衝突荷重

を考慮していなかった。 

そこで、ガードレールを頂部に直接設置した前記区間の擁壁（高さ3.9ｍ～5.4ｍ）について、設計

基準等に基づき衝突荷重を考慮して改めて安定計算を行ったところ、擁壁の重量と土圧に衝突荷重を

加えた合力の示す線が、転倒に対して安定計算上安全とされる範囲（擁壁断面の中央３分の１の前端

より後方）に収まっていなかった（参考図参照）。 

したがって、本件10.8ｍ区間の擁壁等（工事費相当額1,597,002円）は、設計が適切でなかったため、

所要の安全度が確保されていない状態になっており、不当と認められる。 

 

●発生原因 

このような事態が生じていたのは、町において、ガードレールを頂部に直接設置した場合の擁壁の

安定計算について理解が十分でなかったことなどによると認められる。 
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（参 考 図） 

本件10.8ｍ区間の擁壁概念図 
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(6) 取付擁壁の設計を誤っている 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

30 106 頭首工は河床の洗掘に対応できない構造となっている 

50 150 流水の影響を考慮せず土留工を施工 

72 194 床固工の安全度が確保されていない 

78 208 ブロックが流水に対応できる構造となっていない 
 
●工事の概要 

この工事は、市が、都市部の浸水被害等に対処するために、二級河川に堰
せき

本体工として堰本体（幅

34.9ｍ、延長11.0ｍ）、取付擁壁（高さ3.6ｍ～5.8ｍ、延長計72.0ｍ）等を築造するとともに、護岸

工、護床工等を実施したものである（参考図１参照）。 

本件堰本体工の設計は、安定計算等の詳細な設計基準を定めた「建設省河川砂防技術基準（案）同

解説」（社団法人日本河川協会編）等に基づいて行われている。これによると、地震時の滑動に対す

る安全率は、1.2以上を確保することとされている。 

そして、市は、取付擁壁の大部分（延長計72.0ｍのうちの68.5ｍ）の設計については、安定計算に

おいて、土圧、地震時慣性力及び底面摩擦力から算出される地震時の滑動に対する安全率が許容値の

1.2を下回るものの、本件取付擁壁の前面に設置する護床ブロック（２ｔ型のコンクリートブロックを

金具で連結して河床に敷き詰めたもの）等による受働土圧を考慮して安定計算を行えば安全率が1.22

から1.50までとなり、安全であるとして、これにより施工していた（参考図２参照）。 

 

●検査の結果 

しかし、「解説・河川管理施設等構造令」（財団法人国土技術研究センター編）によると、取付擁

壁の構造は、河床の洗掘等に対処するために設置される所要の長さを有する一体の構造物である水叩
たた

きなどが仮に流失しても、安定である構造とすることとされている。このため、本件の護床ブロック

のように水叩きよりも一体性がない構造物が流失した場合においても、本件取付擁壁は安定である構

造とする必要があると認められた。 

そこで、護床ブロック等による受働土圧を考慮せずに改めて安定計算を行ったところ、本件取付擁

壁は、地震時の滑動に対する安全率が0.86から1.08までとなり、許容値の1.2を下回っていて、安定計

算上安全とされる範囲に収まっていなかった。 

したがって、本件取付擁壁（工事費相当額19,443,000円）は、設計が適切でなかったため、所要の

安全度が確保されていない状態になっており、不当と認められる。 

 

●発生原因 

このような事態が生じていたのは、市において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、

これに対する検査が十分でなかったことなどによると認められる。 
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（参 考 図 １） 

堰本体工概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参 考 図 ２） 

地震時の滑動に対する安定計算に関係する外力の作用状況図 
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(7) 護岸工の設計を誤っている 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

113 288 鉄線かご型多段積護岸の設計・施工が不適切 

117 298 鉄線かご型多段積護岸の設計及び施工が不適切 

127 324 護岸ブロックの中詰材に粒径の細かい土砂を使用 
 
●工事の概要 

この工事は、県が、Ｔ市森林公園内の保安林にある法面に地すべり対策施設等を整備するために、

護岸工、アンカー工等を実施したものである。 

このうち、護岸工（高さ3.0ｍ又は4.0ｍ、延長80.6ｍ）は、地すべりが発生した地区の法面の安定

と法尻に沿った沢部の流水の作用による渓岸の浸食防止を兼ねて、沢部の右岸側の法尻部に、割栗石

を詰めた透過性のある鋼製ふとんかご（長さ1.1ｍ～3.0ｍ、幅2.0ｍ、高さ1.0ｍ）を３段又は４段に

積み重ねて設置したものである（参考図参照）。 

そして、本件護岸工については、背面の土砂が流水による吸出しを受けて割栗石の空隙から流出す

ると、護岸の安定が損なわれるおそれがあることから、鋼製ふとんかごと背面の土砂との間に吸出し

防止材
（注）

を設置することとしていた。そして、下流側の３段積み区間（延長40.6ｍ）は最下段である１

段目の背面から最上段の背面まで、上流側の４段積み区間（同40.0ｍ）は２段目の背面から最上段の

背面まで、それぞれ吸出し防止材を設置することとして設計し、これにより施工していた（参考図参

照）。 

 

●検査の結果 

しかし、「河川災害復旧護岸工法技術指針（案）」（社団法人全国防災協会編）によると、本件の

ように透過性のある護岸工法においては、土砂の吸出しを防止するため、背面の全てに吸出し防止材

を設置することが標準とされており、本件護岸工で採用した材料メーカーの設計・施工マニュアル等

においても、護岸工の背面に設置する吸出し防止材は、１段目の背面から最上段まで設置することと

されている。 

このため、本件護岸工のうち４段積み区間については、流水の作用により吸い出された土砂が、吸

出し防止材が設置されていない１段目の背面から流出するおそれがあると認められる。 

したがって、本件護岸工の４段積み区間（工事費相当額15,320,000円）は、設計が適切でなかった

ため、護岸の背面土砂が流出してその安定が損なわれるおそれがあり、工事の目的を達しておらず、

不当と認められる。 

 

●発生原因 

このような事態が生じていたのは、県において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、

これに対する検査が十分でなかったことなどによると認められる。 

（注） 吸出し防止  材河川の流水作用により護岸の背面の土砂の流出を防止するために設置されるものであり、

主に不織布等を材料としている。 
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（参 考 図） 

護岸工の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸出し防止材の配置図 

３段積みの区間（延長 40.6ｍ）  ４段積みの区間（延長 40.0ｍ） 
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(8) 歩道の舗装の設計を誤っている 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

91 236 道路照明施設の照度が不足している 
 
●工事の概要 

この工事は、市が、市道の車道舗装工、歩道舗装工、視覚障害者誘導用ブロック設置工等を実施し

たものである。 

このうち、歩道舗装工は、車道の両側に設けた延長計510.4ｍの歩道においてアスファルトにより面

積計2,210㎡の舗装を行うものであり、また、誘導ブロック設置工は、この歩道に面積計224㎡の誘導

ブロックを設置するものである。 

歩道については、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」により、高齢者、障

害者等の移動の利便性及び安全性を確保することとされている。そして、本件歩道舗装工及び誘導ブ

ロック設置工の設計は、「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」（財団法人国土技術研究センター

編）等に基づき行われている。ガイドラインによると、誘導ブロックの色は、周囲の路面の色と容易

に識別できるものとし、類似した色の場合は、輝度比
（注）

を2.0程度確保することとされている。 

市は、本件歩道に連続する過年度に施工した歩道において、誘導ブロックの色をガイドラインにお

いて標準とされている黄色、舗装色をベージュとして設計しており、これにより誘導ブロックの色が

周囲の路面の色と容易に識別できるものとなっていたことから、本件工事においても、誘導ブロック

の色を黄色、舗装色をベージュとして設計していた。そして、それぞれの色の詳細については、請負

人から施工に先立って提出された使用材料承諾願により、誘導ブロックの見本と舗装色の見本を確認

するなどして決定していた。 

 

●検査の結果 

しかし、請負人から提出された使用材料承諾願によると、舗装色の見本は、過年度に施工した歩道

の舗装色と著しく相違していて、誘導ブロックの黄色と類似した色となっているのに、市は、当該舗

装色により施工することを承諾していた。 

このため、実際に施工した路面の色が誘導ブロックの色と類似した色となっていた。そこで、誘導

ブロックの色と周囲の路面の色との輝度比を車道両側の歩道で測定したところ、それぞれ1.26、1.49

となっていて、いずれもガイドラインにおいて類似した色の場合に確保することとされている輝度比

2.0程度を大幅に下回っており、誘導ブロックの色が周囲の路面の色と容易に識別できず、視覚障害者

を安全かつ円滑に誘導できないものとなっていた。 

したがって、本件歩道舗装工及び誘導ブロック設置工（これらの工事費相当額20,486,627円）は、

設計が適切でなかったため、障害者の安全かつ円滑な移動が確保されていない状態になっており、不

当と認められる。 

 

●発生原因 

このような事態が生じていたのは、市において、請負人から見本として提出された舗装色により施

工することの適否に対する検討が十分でなかったことなどによると認められる。 
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（注） 輝度比  光源や灯具又はこれらの光を反射している面等を、ある方向から見たときの明るさの程度を示

したものを輝度といい、比較する２つの輝度を比で表す場合に、大きい方の輝度を小さい方の輝度で

除して得た割合を輝度比という。 
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(9) 防舷材の設計を誤っている 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

36 118 防波堤波止板の強度が不足している 

80 212 スイングゲートの強度が大幅に不足している 
 
●工事の概要 

この工事は、県が、最大で総トン数1,000トン級の船舶を接岸させる目的で桟橋を拡幅等して整備す

るため、鋼杭工、上部工、防舷材工等を実施したものである。 

このうち防舷材工は、上記の船舶が桟橋に接岸する際に生ずる衝撃力を減少させ、船体及び桟橋の

損傷を防止するため、桟橋に高さ0.4ｍ、長さ1.0ｍの防舷材８基を11.2ｍ間隔で設置したものである

（参考図参照）。 

本件防舷材工の設計は、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」（国土交通省港湾局監修）等に基

づいて行われており、これらによると、船舶の接岸時に、船舶の接岸エネルギーが防舷材の吸収エネ

ルギーを超えることがないようにするなどして設計することとされている。 

このため、防舷材の設計計算書では、船舶の総トン数等から防舷材１基当たりに作用する接岸エネ

ルギーを計算するなどして、防舷材１基当たりに必要とされる吸収エネルギーを51.19kN・ｍ以上とし

ていた。そして、各種防舷材のうち、吸収エネルギー54.7kN・ｍを有する高性能の防舷材を設置する

こととしていた。 

 

●検査の結果 

しかし、県は、防舷材の発注図面等において、寸法等を記載しただけで、防舷材１基当たりに必要

とされる吸収エネルギー等の性能を記載していなかった。このため、請負人は、上記のような高い性

能は有しない防舷材を使用する旨の事前承認資料を同県に提出して、同県がこれを承諾したことなど

から、８基とも事前承認資料に記載した防舷材を設置していた。 

そこで、実際に設置された防舷材の性能を確認したところ、防舷材１基当たりの吸収エネルギーは

39.2kN・ｍとなっており、必要とされる吸収エネルギー51.19kN・ｍを大幅に下回っていて、設計計算

上安全とされる範囲に収まっていなかった。 

したがって、本件防舷材工（工事費相当額5,280,000円）は設計が適切でなかったため、所要の安全

度が確保されていない状態になっており、不当と認められる。 

 

●発生原因 

このような事態が生じていたのは、同県において、防舷材の性能等に対する認識が十分でなかった

ことなどによると認められる。 
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（参 考 図） 

防舷材の設置概念図 
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(10) 集会所の設計を誤っている 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

116 296 設計、施工が不適切で保育所が閉鎖されている 

137 346 金物が全く取り付けられていない 
 
●事業の概要 

この事業は、県が、団地集会所（木造平屋建て１棟）の建設工事を実施したものである。 

県は、この集会所について、柱、土台、筋交いなどの部材で骨組みを構成する木造軸組工法により

建設することとし、建築基準法等に基づき、地震や風により生ずる水平力に抵抗するため、柱と柱と

の間に筋交いを設置した壁を耐力壁として、張り間方向
（注1）

に10か所及び桁行方向
（注1）

に９か所それぞれ配置

することとしていた。そして、耐力壁を構成する柱については、水平力により生ずる引抜き力に抵抗

するため、同法等に基づく告示「木造の継手及び仕口の構造方法を定める件」等に基づき、壁倍率
（注2）

を

基に計算するなどして選定した接合金物を用いて土台等と接合することとしていた。そして、耐力壁

を構成する柱のうち、出隅の 柱
（注3）

３か所については、張り間方向のたすき掛け筋交いを設置した耐力壁

の壁倍率４と桁行方向の一方向筋交いを設置した耐力壁の壁倍率２との差２を基に計算するなどして

選定した8.5kNの耐力を有する接合金物を用いて土台等と接合することとしていた（参考図参照）。 

県は、上記のように耐力壁を配置すれば、張り間方向及び桁行方向について、設計計算上の耐力壁

の長さが、水平力に対して必要な耐力壁の長さをそれぞれ上回ることなどから安全であるとして設計

し、これにより施工していた。 

 

●検査の結果 

しかし、前記の告示等によると、接合金物を選定する際の計算は、柱の両側に同一方向で耐力壁が

配置される場合は二つの耐力壁の壁倍率の差を基に行うこととされているが、柱の片側のみに耐力壁

が配置される場合は当該耐力壁の壁倍率を基に行うこととされている。そして、出隅の柱には、耐力

壁が張り間方向及び桁行方向のいずれも片側のみに配置されていることから、上記の計算は、当該耐

力壁の壁倍率を基に行うべきであったのに、県は誤って前記のとおり、直交する方向の耐力壁の壁倍

率の差を基に行っていた。 

このため、前記の出隅の柱３か所について、たすき掛け筋交いを設置した張り間方向の耐力壁の壁

倍率４を基に改めて計算を行うと、いずれも15kNの耐力を有する接合金物により柱と土台、基礎コン

クリート等とを接合する必要があると認められた。 

このように接合方法が適切でない出隅の柱で構成される張り間方向の壁３か所は耐力壁とは認めら

れないことから、改めて有効な設計計算上の耐力壁の長さを算出すると、張り間方向は16.38ｍとなり、

水平力に対して必要な耐力壁の長さ25.96ｍを大幅に下回っていた。 

したがって、本件集会所（工事費相当額20,230,973円）は、設計が適切でなかったため、所要の安

全度が確保されていない状態になっており、不当と認められる。 
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●発生原因 

このような事態が生じていたのは、県において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、

これに対する検査が十分でなかったことなどによると認められる。 

 

（注1） 張り間方向、桁行方向  一般的に屋根の構造から建物の短辺方向を張り間方向、長辺方向を桁行方向

という。 

（注2） 壁倍率  筋交いの種類等に応じて建築基準法等において定められている耐力壁の強さを表す数値。こ

の数値は、壁の実長に乗じて設計計算上の耐力壁の長さを算出する際にも用いられる。 

（注3） 出隅の柱  建物の外側の隅の柱 

 

（参 考 図） 

耐力壁概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接合金物概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引抜き力の概念図 
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(11) 浮桟橋の係留杭の設計を誤っている 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

11 64 橋台の基礎杭の支持力を誤っている 

18 82 杭と擁壁が一体となっていない 
 
●工事の概要 

この工事は、本部が、巡視船艇等の係留施設として用いる浮桟橋を新設するために、平成21年度に、

浮桟橋２基（別契約で製作）を係留するための杭８本の製作及び設置、浮桟橋の定置、既設浮桟橋の

撤去等を工事費62,685,000円で実施したものである。 

このうち、係留杭は、外径1000㎜、厚さ12㎜の鋼管杭を使用して長さ31.6ｍのもの６本及び32.6ｍ

のもの２本の計８本を工場で製作して、現地に搬入し、海底土中の支持層へ打設するなどして設置す

るものである。 

本部は、係留杭の設計を「港湾の施設の技術上の基準・同解説」（国土交通省港湾局監修）等に基

づいて行っている。そして、係留杭の設計の基礎となっている設計計算書によれば、海底面を朔
さく

望平

均干潮 位
（注1）

（ＬＷＬ）－6.0ｍ、支持層をＬＷＬ－23.0ｍ以下の砂れき層と想定して、係留杭の先端を

支持層に3.0ｍ根入れしてＬＷＬ－26.0ｍまで打設することとしていた（参考図参照）。また、係留杭

の耐用年数を50年間として、この期間の海水による杭の鋼材の腐食を防止するために、海底面が洗掘

等により変動することも考慮してＬＷＬ－7.0ｍからＬＷＬ－6.0ｍまでの海底土中の1.0ｍ及びＬＷ

Ｌ－6.0ｍからＬＷＬ＋3.5ｍまでの海水中等の9.5ｍの計10.5ｍの部分については厚さ2.5㎜のポリウ

レタン樹脂を被覆することによる重防食被覆を行うこととしていた。また、海底土中のうちＬＷＬ－

26.0ｍからＬＷＬ－7.0ｍまでの部分については、海水中等に比べて腐食量が少ないことから防食処置

を行わないなどとしていた。 

そして、本部は、係留杭の応力計算を行うに当たり、上記のような防食処置を行った場合の耐用年

数の期間における総腐食量について、重防食被覆を行った部分については腐食なし、海底土中に貫入

されるとして防食処置が行われていない無防食部分については1.50㎜とするなどとしていた。そして、

当該浮桟橋への船舶の接岸時及び暴風時において、杭内部に発生する応力の発生割合を所定の算定 式
（注2）

により算定した数値（応力度比）が杭頭部、海水中及び海底土中のいずれも許容値の1.0を下回ること

などから計算上安全であるとして設計図面を作成し、これにより施工していた。 

（注1） 朔望平均干潮位  新月及び満月の日から前２日後４日以内に現れる各月の最低干潮位を平均した水面高 

（注2） 所定の算定式  軸方向圧縮応力度（材の軸方向に圧縮力がかかったとき、材の内部に生じる力の単位面

積当たりの大きさ）を許容軸方向圧縮応力度（設計上許される軸方向圧縮応力度の上限値）で除して

得られる数値と、曲げ圧縮応力度（材に外から曲げようとする力がかかったとき、材の内部に生じる

力のうち圧縮側に生じる力の単位面積当たりの大きさ）を許容曲げ圧縮応力度（設計上許される曲げ

圧縮応力度の上限値）で除して得られる数値とを加える式 

 

●検査の結果 

検査したところ、係留杭の設計が次のとおり適切でなかった。 

すなわち、係留杭は、実際の海底土中の支持層が設計で想定していた位置よりも浅かったことから、
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８本とも設計どおりの深さまで打ち込むことができず、実際の杭先端の位置は設計よりも0.70ｍから

1.90ｍ（平均1.48ｍ）高くなっていた。また、杭を打ち込む実際の海底面の位置も設計で想定してい

た位置より0.74ｍから2.26ｍ（平均1.37ｍ）下方に変動していた。これらのことから、係留杭は、８

本全てについて無防食部分の一部が海水中に露出しており、それぞれの露出部分の長さは0.44ｍから

2.94ｍ（平均1.85ｍ）となっていたのに、本部は、露出部分に対して設計を変更して防食処置を行う

措置を執っていなかった。 

そこで、８本の係留杭の無防食部分の海水中への露出状況等に基づいて、露出部分の耐用年数の期

間における総腐食量を算定すると10.00㎜となることから、これを考慮して改めて応力計算を行ったと

ころ、当該浮桟橋への船舶の接岸時及び暴風時において、応力度比が海水中では3.16から3.46までと

なり、許容値の1.0を大幅に上回っていた。 

したがって、本件工事は、適切な設計変更の措置を執っておらず、設計が適切でなかったため、耐

用年数の期間にわたる所要の安全度が確保されていない状態になっていて、工事の目的を達しておら

ず、係留杭に係る工事費相当額35,664,000円が不当と認められる。 

 

●発生原因 

このような事態が生じていたのは、本部において、係留杭の防食処置を適切に行うことに対する認

識が十分でなかったことなどによると認められる。 

 

（参 考 図） 

係留杭の概念図 
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(12) 橋台の基礎杭の設計及び施工を誤っている 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

11 64 橋台の基礎杭の支持力を誤っている 

18 82 杭と擁壁が一体となっていない 
 
●工事の概要 

この工事は、市が、Ｕ川に橋りょう（橋長10.0ｍ、幅員8.2ｍ）を新設するため、下部工として逆Ｔ

式橋台２基の築造等を、上部工としてプレテンション方式ＰＣ床版桁の製作・架設等をそれぞれ実施

したものである。 

このうち、右岸側の橋台Ａ１橋台の基礎杭は、外径600㎜、杭長7.0ｍの鋼管杭６本を打設するもの

である。 

本件橋りょうの設計は、「道路橋示方書・同解説」（社団法人日本道路協会編）、「杭基礎設計便

覧」（社団法人日本道路協会編）等に基づいて行われている。示方書等によると、基礎杭を支持杭と

する場合、杭先端を支持層へ根入れすることなどとされている。また、支持層については、ボーリン

グ調査、標準貫入試験等を行った結果、砂層については、地盤強度（Ｎ値）が30程度以上であれば良

質な支持層とみなすとされている。さらに、示方書等に示されている杭先端の支持力は、良質な支持

層が十分な厚さを有する場合を前提とするとされている。 

そして、同市は、左岸側の橋台付近のボーリング調査等の結果、花こう岩が風化して土砂化したＮ

値30以上の層があり、これをＡ１橋台の基礎杭の支持層とすれば、杭１本当たりの許容鉛直支持力は、

常時568kN、地震時847kNとなり、杭に作用する鉛直力常時561kN、地震時716kNを上回ることから安定

計算上安全であるとして、これにより施工することとしていた。 

また、本件橋りょうの施工は、県制定の「土木工事共通仕様書」を準用して行っている。これによ

ると、請負人は、杭先端が設計図書に示された支持層付近に達した時点で支持層の確認をしなければ

ならないなどとされている。 

そして、請負人は、同市と協議の上、現場で杭先端の支持層の確認をするため、杭を所定の深さま

で打設した後、杭先端の土を採取し、この土を用いて土質試験を行った。その結果、Ｎ値30以上の良

質な支持層であるとして同市に報告し、同市もこれを承認していた。 

 

●検査の結果 

しかし、請負人が支持層を確認するために行った土質試験の方法は、粘性土を対象としたものであ

り、本件のように風化して土砂化した花こう岩を対象としたものではないと認められた。 

そこで、市が会計検査院の検査を踏まえて、杭先端の支持層の確認をするため、Ａ１橋台付近で新

たに２か所のボーリング調査等を行った結果、杭先端の層のＮ値は、30以上でなかったり、30以上で

あるものの、支持層としては十分な厚さを有していなかったりしていて、いずれも良質な支持層とは

認められなかった。 

上記の結果に基づき、改めて杭先端の支持力を考慮しないで本件基礎杭の安定計算を行うと、杭１

本当たりの許容鉛直支持力は、常時251kN、地震時371kNとなり、杭に作用する鉛直力常時561kN、地震

時716kNを大幅に下回っていて、安定計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。 
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したがって、本件橋りょうは、基礎杭の設計及び施工が適切でなかったため、Ａ１橋台及びこれに

架設された上部工等（これらの工事費相当額29,281,000円）は、所要の安全度が確保されていない状

態になっており、不当と認められる。 

 

●発生原因 

このような事態が生じていたのは、市において、示方書等についての理解が十分でなかったこと、

また、請負人が支持層の確認を適切に行っていなかったのに、これに対する監督及び検査が十分でな

かったことなどによると認められる。 

 

（参 考 図） 

橋りょう断面図 
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(13) 橋台の施工が設計と相違している 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

118 300 フーチングと基礎杭が剛結合されていない 

119 304 底版部の溶接が施工されていない 

124 316 受台の鉄筋受プレートが溶接されていない 
 
●工事の概要 

この工事は、県が、一般国道バイパスの連続立体橋りょう（橋長390.0ｍ、幅員17ｍ）を新設するた

め、下部工として逆Ｔ式橋台１基及び橋脚10基の築造、基礎杭の打設等を、上部工として10径間連続

鋼鈑
ばん

桁
けた

の製作、架設等をそれぞれ実施したものである。 

このうち、橋りょう起点側の橋台（Ａ１橋台）の基礎杭は、外径600㎜、杭長15.0ｍの鋼管杭を橋軸

方向に４列、橋軸直角方向に12列、計48本打設するものである。 

本件橋りょうの設計は、「道路橋示方書・同解説」（社団法人日本道路協会編）、「杭基礎設計便

覧」（社団法人日本道路協会編）等に基づいて行われている。これらによると、杭と橋台のフーチン

グとの結合部は、杭頭部に作用する引抜き力等に対して抵抗できるように設計することとされている。

そして、鋼管杭等の結合部においては、杭頭部に作用する引抜き力等の杭軸方向力を中詰めコンクリ

ート及びフーチングコンクリートを介して杭に確実に伝達させるために、杭の内面等にずれ止めを設

けることとされている。 

設計図書等によると、県は、Ａ１橋台の結合部について、次のように施工することとしていた（参

考図参照）。 

① 鋼管杭の内面において、杭頂部から150㎜及び300㎜の位置に曲げ加工した平鋼（厚さ9㎜、幅25㎜。

ずれ止め材）を配置して、その上面の全周にずれ止め材の厚さに等しい脚長9㎜のすみ肉溶接
（注1）

をする

ことにより、鋼管杭に接合する。 

② 鋼管杭の杭頭部に中詰め補強鉄筋を配置して中詰めコンクリートを打設するなどする。 

 

●検査の結果 

しかし、請負人は、Ａ１橋台の全ての鋼管杭のずれ止め材について、仮止め程度の溶接による施工

を行っていて、ずれ止め材が鋼管杭に確実に接合されていなかった（参考図参照）。このため、Ａ１

橋台の結合部は、杭頭部に作用する引抜き力を中詰めコンクリート及びフーチングコンクリートを介

して鋼管杭に確実に伝達できない状況となっていた。 

そこで、改めて、設計計算を行ったところ、Ａ１橋台の結合部は、レベル１地震動
（注2）

時において杭頭

部に作用する引抜き力に抵抗できないものと認められた。 

したがって、本件橋りょうは、Ａ１橋台の結合部の施工が設計と相違していたため、Ａ１橋台及び

これに架設された上部工等（これらの工事費相当額132,093,000円）は、所要の安全度が確保されてい

ない状態になっており、不当と認められる。 

 

●発生原因 

このような事態が生じていたのは、請負人が粗雑な施工を行っていたのに、これに対する県の監督

及び検査が十分でなかったことなどによると認められる。 
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（注1） すみ肉溶接  ほぼ直交する二つの面を三角形状の断面を持つ溶接継手で接合する溶接をいう。 

（注2） レベル１地震動  橋りょうの供用期間中に発生する確率が高い地震動をいう。 

 

（参 考 図） 

結合部断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ずれ止め材の溶接概念図 
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(14) 公営住宅の施工が設計と相違している 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

116 296 設計、施工が不適切で保育所が閉鎖されている 

137 346 金物が全く取り付けられていない 
 
●工事の概要 

この事業は、町が、町営住宅６号棟（木造平屋建て１戸）の建設工事を実施したものである。 

町は、この住宅について、柱、土台、筋交いなどの部材で骨組みを構成する木造軸組工法により建

設することとし、建築基準法（昭和25年法律第201号）等に基づき、地震や風により生ずる水平力に抵

抗するため、柱と柱との間に一方向筋交いを設置した壁を耐力壁として、張り間方向
（注1）

８か所及び桁行

方向
（注1）

７か所にそれぞれ配置することとしていた。そして、耐力壁を構成する柱については、水平力に

より生ずる引抜き力に抵抗するため、同法等に基づく告示「木造の継手及び仕口の構造方法を定める

件」に基づき、筋交いの種類等別に定められている金物等を用いて土台等と接合することとしていた。 

町は、上記のように耐力壁を配置すれば、張り間方向及び桁行方向について、設計計算上の耐力壁

の長さが、水平力に対して必要とされる耐力壁の長さをそれぞれ上回ることなどから安全であるとし

て設計し、これにより施工することとしていた。 

 

●検査の結果 

しかし、請負人は、出隅の 柱
（注2）

で構成された桁行方向の壁のうち２か所について、接合金物は設計に

基づいた一方向筋交いを設置する場合のものを用いていたが、筋交いは誤って設計と異なるたすき掛

け筋交いを設置していた（参考図参照）。このように、たすき掛け筋交いを設置した場合には、一方

向筋交いを設置した場合よりも水平力に対して壁が変形しにくいために柱に大きな引抜き力が生ずる

こととなるので、引抜き力に対してより大きな耐力を有する接合金物を用いることが必要となる。 

このため、取り付けられている接合金物が引抜き力に抵抗できるものとなっているか告示により確

認したところ、引抜き力に対して抵抗できない状態になっていて、桁行方向２か所の壁は耐力壁とは

認められないものとなっていた。そこで、改めて有効な設計計算上の耐力壁の長さを算出すると、桁

行方向は9.00ｍとなり、水平力に対して必要な耐力壁の長さ12.84ｍを大幅に下回っていた。 

したがって、本件公営住宅（工事費相当額10,436,172円）は、筋交いの施工が設計と相違していた

ため、所要の安全度が確保されていない状態になっており、不当と認められる。 

 

●発生原因 

このような事態が生じていたのは、請負人が設計図書、法令等についての理解が十分でないまま施

工していたのに、これに対する町の監督及び検査が十分でなかったことによると認められる。 

（注1） 張り間方向、桁行方向  一般的に屋根の構造から建物の短辺方向を張り間方向、長辺方向を桁行方向

という。 

（注2） 出隅の柱  建物の外側の隅の柱 
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（参 考 図） 

耐力壁概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引抜き力の概念図 
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(15) モルタル吹付工の施工が設計と相違している 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

123 314 法面のコンクリート吹付けの厚さが不足している 
 
●工事の概要 

この工事は、県が、一般国道災害防除事業の一環として、道路の山側切土法面を保護するため、モ

ルタル吹付工、法枠工等を工事費50,652,000円で実施したものである。 

県は、このうちモルタル吹付工541.0㎡について、設計図書等により、次のように施工することとし

ていた。 

① モルタル吹付層と地山とが密着するよう、地山が岩盤の場合には、ごみ、泥土、浮石等の吹付材

の付着に害となるものを除去する。 

② モルタル吹付層を補強するため、菱形金網（網目5㎝×5㎝）を布設する。金網は、地山から、モ

ルタル吹付層の２分の１から３分の１までの間に位置するよう、かつ、吹付けなどにより移動しな

いよう、アンカーピン等を使用して固定する。 

③ モルタルを厚さ10㎝に吹き付ける。そして、検査基準上許容される平均吹付け厚さは設計厚さ以

上とする。 

④ 吹付箇所に付着しないで周辺に飛び散ったはね返り材は速やかに取り除いて、不良箇所が生じな

いように施工する。 

 

●検査の結果 

しかし、現地の状況を確認したところ、モルタル吹付工541.0㎡のうち508.5㎡の法面には多数の亀

裂が発生するなどしていた。そこで、この法面について24か所を削孔して調査したところ、次のよう

な状況となっていた。 

すなわち、モルタルの吹付け厚さは24か所の平均で8.4㎝となっていて、許容される平均吹付け厚さ

を下回っていた。また、モルタル吹付層と地山の岩盤との間に、はね返り材や土砂等が残存していた

り、空隙が生じていたりしていて、モルタル吹付層が地山に密着していないものが10か所あった。さ

らに、金網が、設計図書等に示された所定の位置より地山寄りに大きくずれているものが16か所ある

などしていた。 

したがって、モルタル吹付工508.5㎡（工事費相当額2,902,000円）は、施工が設計と著しく相違し

て粗雑なものとなっていて、工事の目的を達しておらず、不当と認められる。 

 

●発生原因 

このような事態が生じていたのは、請負人が粗雑な施工を行っていたのに、これに対する同県の監

督及び検査が十分でなかったことなどによると認められる。 
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(16) 虚偽の契約書等を作成するなど不適正な経理処理を行っている 
 

●過去の類似指摘事例 

な し 

 

●工事の概要 

この事業は、県が、街路事業の一環として、Ｎ市内において、トンネル掘削に伴いトンネル直上に

埋設されている送水管（管径600㎜及び900㎜）に沈下等の影響が生じないようにするため、掘削補助

工、鋼製支保工等の沈下対策工を施工するもので、トンネルの坑口付近等において、掘削に先立って

切羽頂部周辺の地盤を薬液注入等により補強したものである。 

県は、平成21年１月に、随意契約により本件工事に係る契約を締結後、同年３月に請負人から履行

報告書の提出を受けたことから、しゅん功検査を行うなどして、本件工事が契約どおり完了した旨の

実績報告を行っていた。 

 

●検査の結果 

しかし、県は、18年12月に、本件工事の請負人とトンネル本体の掘削工、吹付工等に係る契約を一

般競争契約により締結して21年3月まで実施しており（先行工事）、沈下対策工は、先行工事において、

19年12月から20年12月までの間に既に施工されていた。 

そして、同県が先行工事において沈下対策工を追加施工するよう現場指示を行った時点では、請負

人と設計変更による請負代金額の変更協議を行って工事費を増額変更する予定としていた。しかし、

この変更協議が整った場合には沈下対策工に係る工事費にも先行工事の落札率（47.2％）が反映され

ることから、請負人が難色を示し、請負代金額の変更協議が整わなかった。このため、同県は、先行

工事の工事費については増額変更する手続をとらず、沈下対策工に係る工事費については別途の契約

で支払うこととして、随意契約（落札率99.7％）による前記契約の締結を偽装し、虚偽の契約書、履

行報告書等を作成するなどして、既に施工されていた工事に新規に着手して完了したこととしていた。 

したがって、県は、先行工事において沈下対策工が完了しているのに、虚偽の契約書等を作成する

などして工事の実施を偽装し、不適正な経理処理を行って補助金の交付を受けていたもので、本件補

助事業（事業費497,700,000円）の実施は著しく適正を欠いており、不当と認められる。 

 

●発生原因 

このような事態が生じていたのは、県において、国庫補助事業の適正な実施に関する認識が欠如し

ていたことなどによると認められる。 
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(17) 滑走路等の舗装工事を規格に適合した適切なものに改善 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

 99 254 空港滑走路等に設置された管路等の埋設深さを改善 

214 502 高機能舗装の排水桝やレーンマークの仕様を改善 
 
●工事の概要 

省は、管理する21空港において、滑走路等及びこれらに接するショルダー等の新設又は老朽化に伴

う改良等を行うため、アスファルト舗装やコンクリート舗装の舗装工事を多数実施している。 

そして、これらの工事で施工する滑走路等については、航空機の安全かつ効率的な離着陸や走行を

図るため、予想される航空機の運航回数に十分耐えられるよう舗装するとともに、路面の雨水を良好

に排水するために滑走路等の横断方向に勾配を設けることとしている。 

滑走路等の幅、横断勾配等は、航空法施行規則に定められた規格に適合したものであることとされ

ている。そして、航空機が安全かつ効率的に離着陸や走行を行えるようにするため、滑走路等の横断

勾配の最大値（規定勾配）は、1.5％とすることが規定されている。規定勾配は、国際民間航空条約の

附属書において示されており、排水性だけでなく航空機の操作性を考慮して定められたとしている（参

考図参照）。 

滑走路等の舗装工事の設計に当たっては、「空港土木施設の設置基準・同解説」（国土交通省航空

局監修）等に基づいて行うこととされている。そして、設計基準によれば、滑走路等の横断方向の端

部の高さに合わせて接するショルダーについては、航空機が逸脱した場合の一時的な走行等に耐えら

れるよう舗装するとともに、その横断勾配は、2.5％以内にすることとされている。 

しかし、滑走路等の改良等のために行う舗装工事において、既設の滑走路等をかさ上げ工法により

設計する場合は、滑走路等の路面が高くなり、滑走路等の端部と既設ショルダーの高さが合わなくな

ることから、滑走路等と既設ショルダーの間に段差が生ずることとなる。この段差を解消すること及

び滑走路等の横断勾配を規定勾配以内とするため、工事の対象にショルダーを含めて設計することと

されている。そして、滑走路等の舗装をかさ上げ工法により行う場合のショルダーの設計については、

横断勾配を2.5％ 以内としてショルダーを滑走路等の路面に合わせて高くすると、ショルダーの全幅

にわたり舗装することとなる場合があることから、経済的な設計とするなどのためにショルダーの横

断勾配を５％まで許容し、かさ上げした路面を滑走路等の端部と近い位置で既設ショルダー内の路面

にすりつけることにより、ショルダーの舗装面積を小さくすることができるようにしている（参考図

参照）。 

●検査の結果 

検査したところ、次のような事態が見受けられた。 

56工事において、設計図面及び施工業者から提出された出来形図面等により示された滑走路等の路

面の高さ及び幅から横断勾配を算出するとともに、現地の状況を確認するなどしたところ、５空港に

おける10工事において、滑走路等の横断勾配が規定勾配を超えている箇所が見受けられた。このうち

設計上の要因によるものが３工事、施工上の要因によるものが７工事となっていた。 

そして、このような設計及び施工が行われていたのは、次の理由による。 
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(1) 設計について 

前記のとおり、設計基準によると、滑走路等の改良等を行う舗装工事において、既設の滑走路等

をかさ上げ工法により設計する場合、ショルダーを含めて設計しショルダーの横断勾配を５％まで

許容することができることとされている。しかし、かさ上げ工法以外の工法については、この設計

基準の規定を適用できる旨が明確に示されていなかった。このため、滑走路等の舗装の表層等を切

削して打ち換える工法等を採用している前記の３工事は、この設計基準の規定を適用できないとし

たことなどから、既設ショルダーを工事の対象外としていた。そして、切削・打換え工法等を採用

している前記の３工事においては、耐久性を高めるために切削する舗装厚より打ち換える舗装厚の

方を厚くすることにより滑走路等の路面が高くなる箇所についても、ショルダーを工事の対象に含

めて滑走路等の端部と近い位置で既設ショルダー内の路面にすりつけることとする設計とせずに、

滑走路等の端部を既設ショルダーの端部の高さに合わせるなどの設計としていた。このため、これ

により舗装工事を実施した滑走路等については、その横断勾配が急になっていて、規定勾配を超え

る箇所（最大3.227％）が生じていた。 

(2) 施工について 

滑走路等の出来形管理については、施工管理基準において、舗装厚等の規格値が定められている

ものの、横断勾配に関する規定はなく、出来形は舗装厚等の規格値を満足していれば良いとしてい

ること、また、特記仕様書等において横断勾配を規定勾配以内とすることを明記していないことか

ら、横断勾配の施工管理が行われておらず、前記の７工事においては、舗装工事を実施した滑走路

等の横断勾配について規定勾配を超える箇所（最大2.168％）が生じていた。 

このように、国管理空港で実施されている滑走路等の舗装工事において、かさ上げ工法以外の工法

で実施する場合に滑走路等の横断勾配が規定勾配以内となるようショルダーを含めて設計することが

設計基準等に明確に示されていなかったり、特記仕様書等に横断勾配を規定勾配以内とすることにつ

いて明記されていなかったりしているため、滑走路等に規定勾配を超える箇所が生じている事態は適

切とは認められず、改善の必要があると認められた。 

滑走路等の舗装工事において、上記の設計又は施工上の要因により横断勾配が規定勾配を超えてい

る箇所の舗装面積は、20 年度4,396㎡、21年度2,895㎡、計7,291㎡となり、これに係る表層工の工事

費は、計4359万余円となっていた。 

 

（参 考 図） 

滑走路等の概念図 
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(18) 工事用ＰＲ看板の取付工費等の積算を改善 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

169 410 道路保全工事の足場工費の積算が過大 
 
●工事の概要 

会社は３管理局における道路標識、工事用ＰＲ看板等の取付け、撤去等を行う標識補修工事を、平

成20年度から22年度までの各年度に３管理局ごとに５会社と単価契約により請負契約を締結している。

そして、これらの契約に係る支払額は、計36億1949万余円となっている。 

工事用ＰＲ看板は、高速道路を利用する者に、工事の場所、施工日時等の情報を提供することを目

的として一時的に設置するものである。このうち耐水合板製の看板（縦90㎝、横75㎝又は50㎝）は、

閉鎖する出入口等の付近にある高速道路の高欄（高さ90㎝又は１ｍ）等の上に設置された照明柱に工

事開始前に添架し、工事終了後に撤去するものである。そして、ＰＲ看板の取付け及び撤去の作業の

ほとんどは、交通への影響が少ない夜間（22時から翌朝６時まで）に行われている。 

ＰＲ看板の取付工費及び撤去工費の積算については、会社制定の「単価・簡易契約工事の手引き（標

識補修工事編）」等に基づき行っており、手引等によると、ＰＲ看板の取付工及び撤去工に係る単価

は、次のとおり算定することとされている。 

① 標準デッキリフト車（高所作業車）を使用した高所作業を前提とし、高所作業の主体となるとび
．．

工１名及び普通作業員１名が高所作業車のデッキに搭乗して取付け又は撤去の作業を行うとともに、

普通作業員１名が高速道路上においてデッキへの荷渡しや高所作業の安全確認を行うこととして、

これら計３名の作業員に要する労務費に高所作業車の賃料等を加算した１日当たりの経費を算出す

る。 

② ①の経費の額を、取付けに係る１日当たりの施工枚数15.5枚又は撤去に係る１日当たりの施工枚

数22.1枚でそれぞれ除して、ＰＲ看板１枚当たりの取付工及び撤去工の単価を算定する。 

そして、３管理局における20年度契約から22年度契約までの単価は、取付工については5,442円から

5,674円、撤去工については3,816円から3,979円となっている。 
 

●検査の結果 

検査したところ、次のような事態が見受けられた。 

⑴ 高所作業を必要としない箇所について 

取り付けられたＰＲ看板13,736枚のうち7,520枚については、高欄等の上に設置された照明柱の周

囲に高さ1ｍ以上の遮音壁（高さ50㎝の吸音板を２段以上接合したもの）等の支障物がないことから、

ＰＲ看板の下端が道路面から1.5ｍ程度までの高さとなる低い位置に、高所作業によることなく高速

道路の路面上から直接取り付けることが可能な状況となっていた。したがって、上記の7,520枚につ

いて照明柱の低い位置にＰＲ看板を取り付けることとすれば、高所作業車が不要となるとともに、

荷渡しや高所作業の安全確認を行う普通作業員１名も不要となり、高速道路の路面上において、主

体的な業務を行う特殊作業員１名と補助的な業務を行う普通作業員１名の計２名による作業が可能

となると認められた（参考図参照）。 

そこで、高所作業を必要としない箇所において、高速道路の路面上で作業した場合の１日当たり

の施工枚数について調査したところ、取付けは31.6枚、撤去は49.0枚であった。この結果等に基づ
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いて、３管理局における20年度契約から22年度契約までのＰＲ看板１枚当たりの単価を算定すると、

取付工については1,821円から1,916円、撤去工については1,291円から1,360円となった。 

⑵ 高所作業を必要とする箇所について 

取り付けられたＰＲ看板13,736枚のうち残りの6,216枚は、照明柱の周囲に高さ１ｍ以上の遮音壁

等の支障物があることから、高所作業を行う必要があるが（参考図参照）、この場合の取付け高さ

について、手引では定めておらず、また、仕様書等においても示していなかった。 

そこで、高所作業を必要とする箇所において、取付け高さを視認性を損なわずに作業効率が向上

する低い位置とした場合の１日当たりの施工枚数について調査したところ、取付けは22.6枚、撤去

は29.9枚となり、手引における１日当たりの施工枚数（取付け15.5枚、撤去22.1枚）をいずれも上

回っていた。この結果等に基づいて、３管理局における20年度契約から22年度契約までのＰＲ看板

１枚当たりの単価を算定すると、取付工については4,060円から4,241円、撤去工については3,149円

から3,291円となった。 

上記のように、ＰＲ看板の取付工費及び撤去工費の積算に当たり、高所作業を必要としない箇所に

ついて、高所作業を前提とした単価を適用していたり、高所作業を必要とする箇所について、１日当

たりの施工枚数が作業効率を考慮した取付け高さに対応するものとなっていなかったりなどしていた

事態は適切とは認められず、改善の必要があると認められた。 

⑴及び⑵の結果により算定したＰＲ看板の取付工及び撤去工の単価に、それぞれの枚数を乗じて取

付工費及び撤去工費を計算すると、前記の１億2945万余円を約6010万円低減できたと認められた。 

 

（参 考 図） 

ＰＲ看板の取付け及び撤去の概念図 

（高所作業を必要としない箇所の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高所作業を必要とする箇所の例） 
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(19) トンネル照明設備の電力料金の節減を図るよう改善 
 

●過去の類似指摘事例 

改訂 9版 公共工事と会計検査 第 2章 事態別指摘事例 

通番号 頁 指  摘  事  例 

106 270 道路照明に省電力ランプの使用を求める 

108 274 トンネルの換気設備の運用を改善 
 
●トンネル照明設備の概要 

高速道路６会社は、トンネルの出入口部以外の区間に係る基本照明部分（基本部）における照明設

備の設計において、昼間時に適用される道路面の輝度
（注1）

の平均値（路面輝度）について、設計速度に応

じて標準値を表１のとおり定めるなどしている。 

表１ 設計速度に応じた路面輝度の標準値 

設計速度（㎞/h） 路面輝度の標準値（cd/㎡） 

100 9.0 

80 4.5 

70 3.2 

60 2.3 

50 1.9 

40 1.5 

そして、東会社、中会社、西会社、本四会社及び阪神会社は、ばい煙透過率（100ｍ当たりの光の透

過率）が70％を超えているトンネルであって、視環境が良い（視環境評価点
（注2）

が80点以上）トンネル又

は平均日交通量が10,000台程度以下の一方通行のトンネルの場合には、路面輝度を標準値の１/２に減

ずることができるとしている。 

一方、首都会社は、ばい煙透過率が70％以上であって、視環境が良いトンネルで、平均日交通量が

10,000台程度以下の場合には、路面輝度を標準値の１/２に減ずること、また、視環境が悪い（視環境

評価点が65点以下）トンネルで、平均日交通量が25,000台程度以上の場合には、路面輝度を標準値の

２倍にすることができるとしている。 

６会社は、上記の路面輝度による管理運用に加えて、時間帯等によりトンネルの内外の明るさの差

が変化することから、必要に応じて調光の管理運用を行うこととしている。そして、調光を二段階と

し、第一減光は路面輝度を１/２に、第二減光は路面輝度を１/４にそれぞれ減ずることとしている。 

●検査の結果 

近年の自動車排出ガス規制等により、自動車から排出されるばい
．．

煙等が大幅に減少したことから、

トンネル内の視環境は改善されてきていることから、６会社において、トンネル照明設備の管理運用

が適切に行われ、電力量料金の節減が図られているかなどに着眼して検査を行った。 

検査したところ、次のような事態が見受けられた。 

６会社では、20年６月から21年７月までの間に、トンネル換気設備の能力の算定に用いる自動車１

台当たりのばい
．．

煙排出量の数値を低減することなどを内容とした改訂等が行われ、以後に設置するト

ンネル換気設備の設計に適用することとしていた。 

そして、上記の改訂要領を受けて、６会社計466トンネルのうち210トンネルについては、支社等の

判断により、ばい
．．

煙透過率や視環境評価点を再計算して、路面輝度を標準値の１/２に減ずることがで

きるかについての検討が行われていた。しかし、残りの５会社256トンネルについては、上記の再計算

を行うことなどによる検討が行われていなかった。 
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そこで、上記の５会社が、改訂要領に基づいてばい
．．

煙透過率や視環境評価点を再計算したところ、

路面輝度を標準値で管理運用している照明設備については標準値の１/２に、また、標準値の２倍で管

理運用している照明設備については標準値にそれぞれ減ずることができるトンネルが90トンネル見受

けられた。そして、それぞれの会社と関係機関との間で安全性等を確認するための協議を行った結果、

安全性等が確認できた36トンネルについては、路面輝度を標準値の１/２又は標準値に減じて管理運用

することが可能であった。 

また、前記の支社等の判断により路面輝度の見直しについての検討を行っていた東会社、中会社及

び西会社の210トンネルについては、標準値の１/２に減ずることができるとした検討の結果に関して、

各会社の支社等が関係機関と安全確認協議を行っていた。そして、安全性等が確認できた54トンネル

は、路面輝度を標準値の１/２に減じて管理運用していたが、このうち35トンネルについては、改訂要

領の適用開始から運用開始までに１年程度経過しているなど、相当程度の期間を要する結果となって

いた。 

このほか、首都会社及び阪神会社は、基本部における照明設備の時間帯による調光について、慣例

として、日の出時刻から日の入時刻までを昼間時間帯として所定の路面輝度で管理運用し、日の入時

刻から22時まで及び翌朝４時から日の出時刻までを夜間時間帯として第一減光で、また、22時から翌

朝４時までを深夜時間帯として第二減光でそれぞれ管理運用していた。 

しかし、薄暮時や薄明時を除き、夜間時間帯と深夜時間帯ではトンネル外の明るさに大差がないこ

とから、この間を第一減光と第二減光に区分して管理運用する必要はないと認められた。 

そこで、首都会社及び阪神会社が、調光の管理運用方法についてそれぞれ改めて検討したところ、

31トンネルについては、薄暮時や薄明時を除く夜間時間帯において、第一減光の管理運用に代えて第

二減光で管理運用することが可能であった。 

トンネル基本部における照明設備について、安全性を考慮して適時適切な管理運用をしたとすれば、

21、22両年度の電力量料金は、約7560万円節減できたと認められた。 

（注1） 輝度  ある方向の光源の強さを表したものを光度（cd：カンデラ）といい、光源や灯具又はこれらの光

を反射している面などを、ある方向から見たときの明るさの程度を示したものを輝度（cd/㎡）という。 

（注2） 視環境評価点  トンネル内の視環境の良・不良は、トンネルの構造、ばい煙透過率、交通量等によって

大きく左右されることから、これらの各種条件を点数化して合計したもの。100点満点で評価される。 

（注3） 東日本大震災後の節電対策により電力量料金の節減を図っていたトンネルについては、節電対策が終了し

た平成23年10月以降も、本院の指摘に基づく路面輝度等による管理運用を引き続き行っている。 

（参 考 図） 

トンネル照明設備の概念図 

 

 

 


