
いきいき現場づくり「意見の窓口」一覧表

Ｈ 監督職員・監督補助員

No 分類 タイトル ご　　　　　　意　　　　　　見 回　　　　　　　　　　　　　　答

回答年月日：H21/9/14
○本コーナーに寄せられたご意見等は、管内の事務所でも把握するように指導しております。また、ご意見等の指摘
を踏まえた改善事項については、各種会議等で周知・徹底を図って参ります。
○監督補助員の受注企業に対する応対については、監督補助員の役割を逸脱する行為がないように、業務の管理
技術者を通じ、指導・周知を行っております。

回答年月日：H21/11/26
○整備局や事務所においては関係団体等との定期、不定期の意見交換会を開催しております。
　このような場で現場の課題や課題解決に向けた意見や提案等の議論がなされています。

○「いきいき現場づくり」に関する施策の推進について、受発注者相互が意見を出し合うことは重要なことであり、今
後も事務所や各県単位などでの意見交換を行う中で具体例を示しながら発注者としての意見、要望も出させて頂きま
す。

回答年月日：H21/12/10
○監督補助員の業務内容は、現場確認や資料作成等を行いその結果を監督職員に提出又は報告を行うなど、監督
職員を補助する立場です。
○ご指摘のような監督補助員の役割を逸脱する行為はあってはならないことです。しかしながら、監督補助員の業務
の進め方や現場での対応に対する苦情がこれまでも多く寄せられています。
　このようなことが無いよう、今回も管理技術者を通じて指導を行って参ります。
　不適切な状況については、各事務所に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口（技術副所長、工事品質管理官等）
を設けておりますので、可能であるならば、具体的な事例を示して担当事務所の相談窓口にご相談下さい。相談者の
不利益にならないよう慎重に対応します。

回答年月日：H21/12/17
○これまでも品質検査業務と工事管理業務の連携、責任分担に関する同様のご意見等を受けておりました。
　このため、平成２２年度におきましては、品質検査業務及び工事管理業務を統合し、工事監督補助業務として発注
するよう検討しております。

回答年月日：H22/2/12
○変更契約の設計図面は、『工事請負契約書』第１８条第４項及び『設計変更ガイドライン（案）』に記載のとおり発注
者が作成しなければなりません。

○ご意見にある変更契約の設計図面作成に関する監督職員・補助員の対応については、適切に対応するよう指導を
徹底して参ります。

○各事務所に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口（技術副所長、工事品質管理官等）を設けております。
　今後もこのような事例がありましたら、相談者の個人情報や相談内容については、相談者の不利益にならないよう
慎重に対応しますので、可能ならば、具体的な事例等を示して担当事務所の相談窓口のご利用も検討してみてくださ
い。

回答年月日：H22/2/25
○現場で使用する建設資材の管理については、一般的には建設資材搬入時に製造番号等や資材現物及び納入伝
票の確認を行うとともに、使用後においては仕様書等（「当該工事特記仕様書」及び「土木工事共通仕様書」）におい
てどのように明記されているか、あるいは監督職員の承諾により使用量や残量の管理の必要性などが異なります。
　なお、使用量や残量確認に係る監督職員等の立会を行った場合は、監督職員等が直接確認を行ったこととなるの
で空袋等への監督職員等のサインの必要はありません。

○施工計画書の作成において、出来高数量の確認や材料確認等については、仕様書等や土木工事施工管理基準
等を確認のうえ、また、これらに明記のないものは監督職員と打ち合わせを行い、立会や確認等の施工管理計画を
作成してください。
○ペナルティに関する発言は不適切ですので、その様なことがないよう指導を行って参ります。

回答年月日：H22/6/8
○受注者は、施工前及び施工途中において、『工事請負契約書』第１８条第１項から５号に係わる設計図書の照査を
行い、該当する事実がある場合は、発注者へその事実が確認できる資料を提出し確認を求めなければなりません。
確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等であり、これらは、受注者で作成すること
となっています。

○なお、変更契約の設計図面は、『工事請負契約書』第１８条第４項及び『設計変更ガイドライン（案）』に記載のとおり
発注者が作成しなければなりません。

○また、設計変更に伴う請負代金額の変更も、『工事請負契約書』第１８条第５項及び『設計変更ガイドライン（案）』に
記載のとおり、発注者が行わなければなりません。

○ご意見にある変更契約の設計図面作成等に関する監督職員・補助員の対応については、適切に対応するよう指
導を徹底して参ります。

○各事務所に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口（技術副所長、工事品質管理官等）を設けております。今後も
このような事例がありましたら、相談者の個人情報や相談内容については、相談者の不利益にならないよう慎重に対
応しますので、可能ならば、具体的な事例等を示して担当事務所の相談窓口のご利用も検討してみて下さい。

回答年月日：H22/6/8
○ご意見のようなことがあってはならないので、想定出来る範囲の工事について、実態を調査します。
○ご指摘のような指示の撤回、むだな書類作成の指示など、不適切な指示があれば指導し改善します。

回答年月日：H22/6/8
○ご意見にある工事書類の種別が不明のため、具体的に回答することが出来ませんが、一般的には、書類の体裁で
はなく、その内容が適切なものであるかが重要です。
○一方、書式を統一しておけば、事務の簡素化や省力化につながるものになる場合もあります。
○書類の簡素化の取り組みにおいては、上記の観点から監督員（委託も含む）を指導しているところです。
○施工業者の側においても、監督員からの要請に対してはこのような観点で書類を作成することを主張していただけ
ればと考えます。

回答年月日：H22/6/22
○イメージアップは、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環
境の改善を行うために実施するものです。
○イメージアップはとして取り組む標準的な項目及び内容は特記仕様書に明記しており、実施に伴う経費は、請負金
額に含まれます。なお、土木工事標準積算基準書に記載されているように、受発注者間の協議等によって実施する
イメージアップで、費用が巨大となるためイメージアップ率分で行う事が適当でないと判断されるものは、別途契約変
更の対象となります。また、成績表定点については、客観性、公平性の観点から厳正な評価を行っているため、ご意
見のようなことはありません。
○監督職員等には、ご意見にあるような一方的な指導を行わないよう周知徹底してまいります。

回答年月日：H22/6/30
○事例を寄せて頂きましたが、不適切な事実を確認できる具体的内容が把握できませんでした。例えば、『…創意工
夫・イメージアップで主任監督員より無理難題がきます。』とは、どのような難題でしょうか？『…主任監督員へ説明す
るためだけの不要な資料が指示され、…』とは、どのような資料を指示されたのでしょうか？
○近々、「いきいき現場改善調査」を実施し、事実確認及びその結果、不適切な行為があれば改善指導を行います。
○なお、成績評定に対しての意見が出されていますが、これについては誤解がないように当方の成績評定の考え方
を説明します。
１．「工事成績評定要領」が定められており、その要領に基づいて公正かつ適正に、主任技術評価官、総括技術評価
官、技術検査官がそれぞれ担当する考査項目について評価を行っています。
２．施工業者へは工事成績評定通知書にて評定結果を通知しますが、評定結果に疑義がある時は書面にて説明を
求めることができることになっており、その旨通知書に明記しています。このように、通知内容に対する説明を求めら
れれば説明責任が果たせるように、また誤解を招くことがないように客観的な評価を行っているところです。今後とも
適正な評価に努めて参ります。

77 Ｈ 過去の回答について

Date: Thu, 17 Jun 2010 19:27:30
工事現場における役職　： その他
工事場所　　　： 佐賀県
工事業種　　　： 土木（道路）
ご意見　　　　： 『評定点に影響するのは目に見えている』とありますが、そのようなことが現実に起きているのでしょう
か？『受注者が意見を言うことができない』とありますがそれは何処の現場ですか？もしそのようなことがあるとしたら
そこを変えないといけないのです。具体的な名称を使うなり、当方でだいたい推測できる範囲で結構ですので情報提
供して頂ければ、実態を調査のうえ発注者の対応として不適切な状況が判明すれば厳正に対処します。とありますの
で、具体例を記入させて頂きます。まず、佐賀県内の状況を記入します。佐賀国道事務所では、主任監督員に嫌わ
れると、点数が低くなります。地元対応ということで創意工夫、イメージアップで主任監督員より無理難題がきます。検
査補助が主任監督員へ説明するためだけの不要な資料が指示され、提出が遅れると施工業者の落ち度にされま
す。また、事務所の担当者においては指示される内容が頻繁に変わり、すぐに施工業者への徹夜作業が発生しま
す。嘉瀬川ダム工事事務所では、全て承諾で。金がないと言われます。また佐賀国道と同様で主任監督員のご機嫌
を取った業者が点数が高く、イメージアップの名のもとで施工業者へのたかり行為が発生しています。設計書のでき、
監督員の質は県下最低レベルでしょう。武雄河川事務所では、矢板打ちだけの仕事で７９点ももらえます。主任監督
員のいうことを聞くとこんな工事でも点数が高いのです。同様に違う出張所がみると７６点です。佐賀河川（筑後川）に
おいては書類すら戻ってきません。各事務所にいろいろ状況をと言われますが、現在の状況を知り得ない技術副長さ
んが職務怠慢では？もし、整備局で調べて頂けるのなら、佐賀県の状況を調べて下さい。今年度の表彰対象を見て
頂いても何であの業者にと表彰事態に不審があります。

72 Ｈ 創意工夫・イメージアップについて

Date: Tue, 15 Jun 2010 07:33:08
工事現場における役職　： その他
工事場所　　　： 佐賀県
工事業種　　　： 土木（道路）
ご意見　　　　： 監督員が地元から受けた要望を業者にすべて押しつけ創意工夫・イメージアップ等で計上するよう指
導されます。又、要望を素直に聞く業者には、点数に反映させ要望を聞かない業者には点数に反映させてくれませ
ん。こういった監督員がいますがどう思いますか？このような事があっていいのでしょうか。業者としましては、受注量
も減少し低価格ぎりぎりで落札しています。かなりおかしいと思いますが、もっと監督員の指導をお願いします。

67 Ｈ 監督員等について

Date: Wed, 2 Jun 2010 16:44:23
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 熊本県
工事業種　　　： 土木(河川)
ご意見　　　　： 監督員 係長がとても自分勝手で、指示した事項をすぐに撤回したり所長と打ち合わせもせず指示をし
やり直しなど散々です。測量したり書類を作ったりするのにお金がかかるのもしらないのでしょうかいい加減な指示・
言動はやめていただいです。所長と係長がなかが悪いから指示が上手く行かないような気がします。
私達、一生懸命にやってますけどね。
あと私達も人間です。人間としてあつかってください。

68 Ｈ 工事書類の作成について

Date: Fri,4 Jun 2010 16:44:23
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 佐賀県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： 工事の書類作成において、監督員（業務委託）が他社はこうしているので、貴社におきましても他社に
書類作成方法は合わせて下さいと言ったことが多々発生しております。書類は、会社によって違ってくるのが当然と
思いますが。

66 Ｈ 契約時の変更図面について

Date: Tue, 1 Jun 2010 09:50:11
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 佐賀県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： 変更時の図面作成は、発注者で行うようになっていますが、発注者の監督（業務委託等）職員は、あ
たりまえのように受注者に変更図面作成を依頼されます。
その分受注者には大きな負担になり残業が増え体調を崩し兼ねません。発注者の意見をお聞かせください。
又、工事打合せ簿で協議簿を提出した際、金額がわからないので協議時は金額をはじき出し教えてくださいと言う監
督員がおられます。
いったいあなたたちの職務は何ですか。
教えてください。

44 Ｈ 材料確認方法について

Date: Wed, 17 Feb 2010 19:16:19
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： その他
ご意見　　　　： 材料確認方法について
無収縮モルタル等の材料確認について、現在搬入数量及びロット番号にて管理してます。確認方法も監督員と品質
検査員と打合せをし（書面無）、立会をして頂いております。
がしかし、中間検査の際、通常は１つ１つに監督員等の直筆サインをし、充空を対比させるべき。また、ロスがあるの
で量りで残量を量らないと意味がないと指摘されました。そうかもしれませんが、管理方法等、業者が勝手に行うはず
も無く、監督員とも了承済みで行っているのに何故ペナルティを受けるような発言が出るのでしょうか？納得いきませ
ん。又、発注者側として業者をどこまで信用してないのでしょうか？

35 Ｈ 変更契約時の設計図面作成について

Date: Sun, 17 Jan 2010 10:57:37
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 熊本県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： 　変更契約時の設計図面作成について
監督職員・監督補助員との打合せで、変更契約の図面を作成するよう言われましたので、協議等の修正図面は提出
しますが、最終的には発注者側で作成されるのではないでかと確認しました。（意見の窓口のNo.2の回答の話もしま
した。）
そうしたら、「図面を作成しないのであれば、別の所に依頼することにします。しかし変更契約が遅れますがあなた方
が遅れていいのであれば作成しなくてもいいです。当然既済部分検査も遅れますよ」と言われました。
　変更契約・既済部分検査が遅れるといけないので変更契約図面を作成し提出したのですが。
まだ監督職員・監督補助員には、意見の窓口の回答が周知されていないようです。
　今回監督職員が図面を別の所に依頼すると言われましたが、発注者側が行うとしてある図面は、本来誰が作成す
るのでしょうか？（監督職員・監督補助員・発注課・設計コンサル）
　また依頼するのであれば経費も掛かると思います。図面作成に掛かる経費を受注者側に計上していただけるのな
ら他の受注者も納得すると考えます。
　上記の2点（図面作成者・受注者に図面作成費を計上）について回答お願いします。

28 Ｈ
業務委託技術者の配置についての提
案

Date: Thu, 17 Dec 2009 08:58:13
工事現場における役職　： 主任技術者（監理技術者）
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： 業務委託技術者の配置についての提案
【提案】1工事に対して複数の担当者を配置する事を廃止してほしい。（品質検査員-1名、工事管理員-1名等）
【理由】1名の業務委託でも自己の意見を業者に押し付け書類が受理されないのに、2名になると1方がやっと了解し
た書類に、もう1方が修正を求め、現場の進捗に重大な影響を及ぼしています。技術者も複数増員しましたが、3ヶ月
も書類修正の為に着手出来ませんでした。竣工まで経費がどれ程嵩むのか不安です。
契約率の低い建設業の現状を考えても、民間の業者が限界に近い努力をしている事を発注者も理解して、現場管理
への指導と仕組みの改善にあたって頂きたいと要望致します。

24 Ｈ 監督補助員について

Date: Mon, 7 Dec 2009 11:21:03
工事現場における役職　： 主任技術者（監理技術者）
工事場所　　　： 熊本県
工事業種　　　： 土木(河川)
ご意見　　　　： 監督補助員とはどの様な立場の人を言うのか、俺にたてつくなとか、パソコンをもっと勉強した方が良
いのではとかその他色々、施工に関する指示等まったく無く、1～100まで説明しても分かってくれない、電話も30分～
1時間はざら、ホトホトまいっている現状です、またパワーハラスメントまがいの虐めにもあっています。現場としてはど
の様に接すれば良いのか忌憚なるご指示願います。

21 Ｈ 意見要望について

Date: Tue, 24 Nov 2009 11:45:02
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 宮崎県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　：
　監督官や補助業務の方の臨機応変な対応に大変助かってます。【発注者への意見要望】等により現場も少しずつ
いい方向に変わってきてるように思われます。が、それに伴い、落札業者の質の低下が懸念されます。手引き等の熟
読不足による問題や、自分達の不手際を無視した意見要望が目立つように思われます。
　地元会社から意見要望を聞くだけでなく、発注者からの意見要望も聞きたいと、思います。

8 Ｈ 過去のご質問及び回答について

Date: Fri, 11 Sep 2009 09:39:21
工事現場における役職　： 主任技術者（監理技術者）
工事場所　　　： 宮崎県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： 回答欄に監督職員に周知・徹底をしていくと記載されてますが、本当に周知徹底なされてるのでしょう
か？？
また、監督補助員は何の権限もないのに受注者より偉いみたいな勘違いをされている方もいるので改善したほうが
良いのではないでしょうか？？



回答年月日：H22/7/16
○工事契約の後に工事の説明会では、工事現場周辺の第三者に対して、工事を円滑に進めるために発注者より、工
事の目的、必要性等の説明を行います。なお、施工計画書に基づいた工事の施工方法、作業時間帯、生活環境への
影響範囲、対策方法などについては、受注者に説明を求める場合もあります。受注者としても、工事施工区域の関係
住民等とのコミュニケーションがとれ、工事の円滑な実施に繋がるメリットもあると考えます。なお、工事特記仕様書に
おいては、「工事現場における説明性の向上」を図ることも規定しているところです。説明会への関わりについては監
督職員と相談して下さい。
○工事の発注手続きにおいては、適切な発注計画に基づき実施しているところです。しかしながら、関係機関等との
調整未了や継続中のものであっても発注せざるを得ない工事もあります。その場合には、施工条件を明示することに
なっています。用地取得状況に関する施工条件については、工事特記仕様書に条件を明示しています。工事の一時
中止や設計変更については、『工事一時中止に係るガイドライン（案）』や『設計変更ガイドライン（案）』に基づき運用
することとなります。
〈参考〉
○『工事一時中止に係るガイドライン（案）』
http;//www.qsr.mlit.go.jp/s_top/doboku/itijityusi.pdf
○『設計変更ガイドライン（案）』
http;//www.qsr.mlit.go.jp/s_top/sekkei/henkouguide.pdf

回答年月日：H22/7/16
○設計変更時の数量計算書及び設計図面の考え方については、Ｎｏ２，Ｎｏ３５の回答を参考にして下さい。
○なお、各事務所に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口（技術副所長、工事品質管理官等）を設けています。相
談窓口では、相談者の個人情報や相談内容について、相談者が不利益を受けないように慎重に対応するよう指導し
ています。「…結局何もなっていません。」とありますが、できれば具体的な事例を示して相談窓口の利用も検討して
下さい。
○意見の窓口の『おしらせ（Ｈ２２．６．２２）』も是非ご覧下さい。
〈参考〉
「Ｎｏ．２設計変更時の数量計算書及び設計図書について」の回答
○設計変更に必要な設計図書の訂正又は変更は、『工事請負契約書』第１８条第４項により「甲」あるいは「甲乙協議
して甲」が行う事と明記されています。
○また、『土木工事共通仕様書』第１編１－１－１４でも発注者側にて作業することが明記されており、このことは『設
計変更ガイドライン（案）』に明記し、受発注者に周知を図っているところです。
○設計変更に係る設計図書は、変更指示の段階までに必要となります。
○発注者側で設計図書の訂正又は変更を行うにあたり、受注者の確認資料等（受注者が作成管理する施工管理資
料）が必要な場合は、提出をお願いすることがあります。
○設計図書の訂正又は変更の適正な対応を図る様、監督職員等への周知、指導を行って参ります。

回答年月日：H22/8/30
○ご意見を参考に、事実確認を行った結果、ご指摘のような行為は確認されませんでしたが、今後とも、適切な処理
が行われるよう監督職員等へ周知、指導を行って参ります。
○なお、各事務所に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口（技術副所長、工事品質管理官等）を設けています。相
談窓口では、相談者の個人情報や相談内容について、相談者が不利益を受けないように慎重に対応するよう指導し
ていますので相談窓口の利用も検討して下さい。

回答年月日：H22/9/21
○ご意見を参考に、事実確認をおこなった結果、ご指摘のような「担当者は簡単に数量を調整したり見なかったりして
います。」といった行為はありませんでした。
○設計変更については、「設計変更ガイドライン（案）」に基づき実施しています。また、設計変更や契約変更は、書面
に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみ契約変更の対応としています。
○「いきいき現場づくり」に関する相談窓口では、相談者が不利益を受けないよう慎重に対応致します。なお、「九州
地方整備局　企画部」にも相談窓口を設置しています。
○なお、成績評定に対して意見が出されていますが、工事成績評定点の考え方は以下のとおりです。相談による評
定点への影響はありません。
１．「工事成績評定要領」が定められており、その要領に基づいて構成かつ適正に、主任技術評価官、総括技術評価
官、技術検査官がそれぞれ担当する考査項目について評価を行っています。
２．施工業者へは工事成績評定通知書にて評定結果を通知しますが、評定の結果に疑義がある時には書面にて説
明を求めることができることになっており、その旨通知書に明記しています。このように、通知内容に対する説明を求
められれば説明責任が果たせるように、また誤解を招くことがないように客観的な評価を行っているところです。

回答年月日：H22/9/21
○Ｎｏ９１の事実確認は、平成２１、２２年度に北九州国道事務所で発注したバイパス関連工事の関係者（全ての監督
職員）を対象に聞き取りによる確認を行いました。しかしながら、発注者側と受注者側の認識に多少のずれがあり、誤
解が生じていると考えます。
○各事務所の相談窓口へ相談することに対して懸念があるのであれば、九州地方整備局企画部（技術調整管理官、
総括工事検査官等）にも「いきいき現場づくり」に関する相談窓口を設けていますので活用を検討下さい。
○なお、相談窓口にお寄せ頂いた意見については、相談者の個人情報や相談内容など相談者が不利益を受けない
ように関係者を特定せずに、全ての関係職員に確認・指導をしてまいります。

回答年月日：H22/9/21
○『具体的な事例を』と回答しているのは、監督職員等が施工業者にたいして、不適切な行為（指示など）を行ってい
る場合、具体的事例を示して指導することがより効果的な改善に繋がるものと考えているからです。また、現場の実
態も速やかに把握できます。
○成績評定の考え方は、Ｎｏ９５の回答を参考にして下さい。
〈参考〉
○当方の成績評定の考え方は以下のとおりです。相談による評定点への影響はありません。
１．「工事成績評定要領」が定められており、その要領に基づいて公正かつ適正に、主任技術評価官、総括技術評価
官、技術検査官がそれぞれ担当する考査項目について評価を行っています。
２．施工業者へは、工事成績評定通知書にて評定結果を通知しますが、評定の結果に疑義がある時は書面にて説明
を求めることができることになっており、その旨、通知書に明記しています。このように、通知内容に対する説明を求め
られれば説明責任が果たせるように、また誤解を招く事が内容に客観的な評価を行っているところです。今後とも適
正な評価に努めて参ります。
○「いきいき現場づくり」に関する相談窓口は、各事務所の他に九州地方整備局企画部（技術調整管理官、総括工事
検査官等）にも設けております。相談窓口では、相談者の個人情報や相談内容については、相談者が不利益を受け
ないように慎重に対応しますので、できれば具体的な事例等を示して相談窓口の利用も検討して下さい。

回答年月日：H22/9/21
○工事発注と同様に積算業務についても計画的な業務執行を行うと共に、手戻りが生じないよう成果品のチェックな
どを十分に行うよう関係職員へ指導してまいります。
○また業務の指示系統において、不適切な行為（指示など）が無いよう併せて指導して参ります。

回答日：Ｈ22／11／25
○ 監督補助員の業務内容は、現場確認・資料作成等を行いその結果を監督職員へ報告等をおこなうなど、監督職
員の補助を行うものです。
○ ご意見を参考に事実確認を行い、ご指摘のような「書類提出しても通らない、どのように作成していいか尋ねても
答えは出ない。」といった行為については、適切な対応をとるように指導を行ってまいります。
○ また、そのような行為があった場合は、監督職員及び各事務所に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口（技術副
所長、工事品質管理官等）を設けていますので相談下さい。相談窓口では、相談者が不利益を受けないよう慎重に
対応するよう指導していますので利用を検討して下さい。

回答日：Ｈ２３／２／９
○不適切な対応が無いよう指導して参ります。また、受発注者間でコミュニケーションを図り、より良い品質の社会資
本を整備して参ります。
○なお、各事務所に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口（技術副所長、工事品質管理官等）、九州地方整備局
企画部（技術調整管理官、総括工事検査官等）に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口を設けていますので活用を
検討下さい。
○なお、相談窓口にお寄せ頂いた意見については、相談者の個人情報や相談内容など相談者が不利益を受けない
ように関係者を特定せずに、全ての関係職員等に確認・指導をしてまいります。

109 Ｈ 監督補助員について

Monday, January 24, 2011 1:44
工事現場における役職　： その他
工事場所　　　： 熊本県
工事業種　　　： 土木(河川)
ご意見　　　　： 監督補助員さんは、人権について考え発言されているのでしょうか？もう少し人権感覚を・・・

102 Ｈ 監督補助員について

Sent: Tuesday, November 16, 2010 2:19
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： その他
ご意見　　　　： ○○○関連工事ですが、監督官等は協力的である。監督補助職員の対応が悪く思います。今重要な
ことは安全且つ工期ではないのでしょうか？書類提出しても通らない、どのように作成していいか尋ねても答えは出な
い。そのような日々が続き、工期にも大きく影響が出ています。別添書類等が多く、簡素化どころか・・・

99 Ｈ 設計積算業務について

Date: Sun, 5 Sep 2010 10:52:14
工事現場における役職　： その他
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： その他
ご意見　　　　： 積算業務に関わるものですが、今年度から設計施工支援業務も全て一般競争入札となっています。
コンサルタントや建設業者と同じ立場になりました。設計施工支援業務にも「いきいき現場づくり」みたいなものを取り
入れていただけないでしょうか。積算では、今年度は、一次配布時には二次配布資料なみの精度で積算し提出するこ
ととなっているため、きちんと対応しており、一次配布前の監督職員の修正等に関する指示にも対応しています。ま
た、二次配布については、一週間程度前には提出することになっており、その指示に従っています。私達は一次配布
時点で修正等を行っているため、図面等は一次配布時と全く同じものを提出しています。（一次配布時点で修正し、監
督職員にその時点で確認がとれていると思っていますので）しかし、二次配布直前には、再度、監督職員から図面等
の修正を指示されます。その内容は、コンサルが行うべき修正だったり、また修正が２、３日かかるかもしれない場合
でも監督職員は、私達のいうことは全く聞かず、いつの何時までにお願いしますと、徹夜してでも休日出勤してでも作
業するのが当たり前だといわんばかりのパワーハラスメント的な言動と態度をとり指示してきます。この監督職員の行
動は、国土交通省職員として許されることなのでしょうか。発注者と受注者は、対等の立場であることが特記仕様書に
も書いてありますが、それは全くのウソなのでしょうか。今回、「意見の窓口」に書かせて頂きました。こうでもしないと
我々の現状を知っていただくことができないので。

97 Ｈ Ｎｏ９１の回答について

Date: Mon, 30 Aug 2010 22:49:22
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： Ｎｏ８８の意見の回答としてＮｏ９１が掲載されております。ご意見を参考に事実確認を行った結果、ご
指摘のような行為は確認されませんでした。とのことですが、事実確認は誰にどのような方法で行ったのでしょうか？
日常的に行われている変更指示の遡りの確認ができないようならば、忙しい中ご回答くださっても施工者からの切実
な意見の投稿は無意味だと思われます。具体的に、監督官名、補助員名、指示内容等を実名で公表すれば確認でき
るのでしょうか？投稿する施工者は、リスクを覚悟でギリギリの情報を投稿しています。投稿するにも勇気が必要で、
意見があるのに投稿できずにいる施工者もたくさんいるはずです。このような施工者の意見を投稿できる場を設けて
頂いて、また、真剣に回答下さっていることは感謝しますが、施工現場では、まだまだ対等な立場で意見をいうことは
かなり困難な状況です。また、ｋまいかいの様に回答欄に記載されている相談者の個人情報や相談内容について、
相談者が不利益を受けないように慎重に対応するよう指導していますのでとは、どのような対応なのでしょうか？

98 Ｈ Ｎｏ９１の回答について

Date: Sat, 4 Sep 2010 10:19:52
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： いきいき現場づくりに意見を書き込みしても『具体的な事例を』とか『技術副長さんに』とかばっかりで
全く答えになっていません。いくら技術副長に伝えてもいずれ主任監督員等に話が繋がり点数に影響するから、業者
はいえません。もっと業者の立場になって考えてみたらどうですか。今までの回答を見ましたが、監督員、補助監督員
たちのことがよく記載されていますが、まずもって事実ですね。私も現在現場を施工していますが、業者は体調不良に
なりますよ。（事実一週間点滴通院）慰謝料請求したいくらいです。本当にいい加減にして欲しいです。Ｎｏ８８の記載
に『補助監督から給料もらってまでんけど』と記載がありますが、私もですが全ての業者もそう思ってますよ。

95 Ｈ 変更設計について

Date: Sun, 29 Aug 2010 07:23:20
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 佐賀県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： 現場から変更数量を事務所に持って行った際に、事務所の担当者からこの数量は見られませんとけ
られました。監督官と協議をし指示されて施工したのに事務所の担当者は監督官は無知だから仕方ないよと一言で
終わり結局企業努力でした。そういったのが佐賀国道ではいっぱいあります。仮に各事務所に「いきいき現場づくり」
に関する相談窓口（技術副所長、工事品質管理官等）に言ってもその会社の評価点が下がるのは目に見えています
し、担当の態度も一変し最悪になりかねませんので行けません。どうすれば良いですか？担当者は簡単に数量を調
整したり見なかったりしています。工事に必要な施行なら見るべきではと思います。委託業者（監督・積算）の方も頑
張ってくれますが、事務所担当のパワハラでなにも言えない状態です。

91 Ｈ Ｎｏ８８の回答について

Date: Thu, 29 Jul 2010 17:04:51
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： ＮＯ８８の意見の回答欄に以下の説明があります。
○設計変更に係る設計図書は、変更指示の段階までに必要となります。しかし、北九国道管内のバイパス工事では
２～３ヶ月、ひどいときには６ヶ月以上遡って変更指示がきます。受領したときには既に施工が終わっている状態で
す。したがって、現場ではコンサル等から入手した参考図（正式な設計図書ではない）をもとに施工せざるを得ませ
ん。打ち合わせ簿等の書類はさかのぼりはダメとか書類の提出が遅いとか、業者には押しけばかりで発注者は自分
の身を守ることしか考えていないのでは？と疑いたくなります。

88 Ｈ 監督職員等について

Date: Thu, 13 Jul 2010 09:12:31
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： 土木（道路）
ご意見　　　　： 監督員・業務委託の方は、今までかなり変更図面の作成等でいきいき現場づくりに相談されていま
す。又、整備局も指導徹底してまいりますなどきれい事ばっかり書いてありますが、結局何もなっていません。現状、
数量はまだか、図面の訂正をしてくれないかといった事がほとんどです。いい加減にしてもらえませんかね。私たち
は、業務委託の人から給料をもらっていませんけど。

85 Ｈ 地元説明会等について

Date: Wed, 7 Jul 2010 09:32:44
工事現場における役職　： 主任技術者（監理技術者）
工事場所　　　： 佐賀県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： まず最初にですが、工事受注後に地元説明会等があります。しかし、説明会時に受注業者に工事概
要・内容施工要領等の説明をさせる項とが多々あるようですが、どうしてですか発注者である国が行うべきではない
でしょうか。県市町村は同席のみですよ。説明できない監督職員ですか？又、工事受注後には、現場着工できない場
合がよくあります。工事の用地買収が出来ていないなら（発注するな）といいたいですね。以前の他業者施工区間で
は、一年ぐらいしてから着工出来る様になったとゆうことも実際にありました。われわれはこの期間何をすればいいの
ですか。疑問点いっぱいありますが、これくらいにします。



回答日：Ｈ２３／２／９
○今後も、発注者と受注者が協働して、よりよい成果をより早く実現するため「いきいき現場づくり」に取り組み、国民
の期待に応える一層の努力を行ってまいりましよう。

回答日：Ｈ２３／３／３０
○監督補助員の業務内容については、工事監督支援業務の特記仕様書等にて、以下のとおり決められております。
主な内容としては、工事受注者に対する指示、協議に必要な資料の作成・提出、工事受注者から提出された資料と
設計図書との照合・報告、現地確認・調査・検討に必要な資料の作成・報告、又は提出。また、工事の設計変更もしく
は、契約担当官等への報告事項に必要な調査・簡易な測量及び図書等の資料作成・提出などとなっております。（い
ずれの場合も、構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く）
○設計図書の変更など、発注者・受注者・設計コンサルタントの役割分担を明確にするためにも、「工事監理連絡会」
の開催及び活用を図ってください。
○各事務所に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口（技術副所長、工事品質管理官等）、九州地方整備局　企画部
（技術調整管理官、総括工事検査官等）に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口を設けていますので活用を検討下
さい。
○なお、相談窓口にお寄せ頂いた意見については、相談者の個人情報や相談内容など相談者が不利益を受けない
ように関係者を特定せずに、全ての関係職員等に確認・指導をしてまいります。

回答日：Ｈ２３／３／３０
○ご意見を参考に、事実確認を行った結果、ご指摘のような行為は確認されませんでしたが、今後とも、適切な処理
がおこなわれるよう監督職員等へ周知、指導を行ってまいります。
○工事監督支援業務の管理技術者に、専任性はありません。
○監督補助員の業務内容については、Ｎｏ．１１４の回答のとおりとなっています。
○設計図書の変更など、発注者・受注者・設計コンサルタントの役割分担を明確にするためにも、「工事監理連絡会」
の開催及び活用を図ってください。
○各事務所に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口（技術副所長、工事品質管理官等）、九州地方整備局　企画部
（技術調整管理官、総括工事検査官等）に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口を設けていますので活用を検討下
さい。
○なお、相談窓口にお寄せ頂いた意見については、相談者の個人情報や相談内容など相談者が不利益を受けない
ように関係者を特定せずに、全ての関係職員等に確認・指導をしてまいります。
＜参考＞
「ＮＯ．１１４監督補助員について」の回答（抜粋）
工事監督支援業務の特記仕様書等にて、以下のとおり決められております。主な内容としては、工事受注者に対す
る指示、協議に必要な資料の作成・提出、工事受注者から提出された資料と設計図書との照合・報告、現地確認・調
査・検討に必要な資料の作成・報告、又は提出。また、工事の設計変更もしくは、契約担当官等への報告事項に必要
な調査・簡易な測量及び図書等の資料作成・提出などとなっております。（いずれの場合も、構造計算、比較設計、詳
細な構造図等は除く）

回答日：Ｈ２３／３／３０
○年度末においての設計変更額の把握については、事業執行上必要と考えられますが、あくまで概算額での把握と
なります。
○設計変更時の数量計算書及び設計図面の作成については、No．２のとおりとなっています。今後とも適切な対応を
図るよう、監督職員等への周知、指導を行って参ります。
○『お知らせ』にも記載していますが、「いきいき現場づくり」が目指すところは、受・発注者が協働して積極的にコミュ
ニケーションをとり、相手の立場を理解、尊重したうえで自由に話し合いができる関係を築き、満足が得られる仕事が
でき、企業としては適正な利益が得られ、国民・住民への質の高いサービスの提供ができることです。
＜参考＞（設計変更・工事書類の簡素化に関するご意見）
「No.２設計変更時の数量計算書及び設計図面について」の回答
○設計変更に必要な設計図書の訂正又は変更は、『工事請負契約書』第18条第4項により「甲」あるいは「甲乙協議
して甲」が行うことと明記されています。
○また、『土木工事共通仕様書』第1編1-1-14でも発注者側にて作業することが明記されており、このことは『設計変
更ガイドライン（案）』に明記し、受発注者に周知を図っているところです。
○発注者側で設計図書の訂正又は変更を行うにあたり、受注者の確認資料等（受注者が作成管理する施工管理資
料）が必要な場合は、提出をお願いすることがあります。

回答日：Ｈ２３／８／２５
相談窓口にお寄せ頂いた意見については、全ての関係職員等に確認・指導をしてまいります。
また、受発注者間でコミュニケーションを図り、より良い品質の社会資本を整備して参ります。
なお、各事務所に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口（技術副所長、工事品質管理官等）、九州地方整備局　企
画部（技術調整管理官、総括工事検査官等）に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口を設けていますので活用をご
検討下さい。
注）相談者の個人情報や相談内容など相談者が不利益を受けないように対応しますのでご理解下さい。

回答日：Ｈ２３／８／２５
相談窓口にお寄せ頂いた意見については、全ての関係職員等に確認・指導をしてまいります。
また、受発注者間でコミュニケーションを図り、より良い品質の社会資本を整備して参ります。
なお、各事務所に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口（技術副所長、工事品質管理官等）、九州地方整備局　企
画部（技術調整管理官、総括工事検査官等）に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口を設けていますので活用をご
検討下さい。
注）相談者の個人情報や相談内容など相談者が不利益を受けないように対応しますのでご理解下さい。

回答日：Ｈ２３／８／２５
監督補助業務の業務内容につきましては、発注者支援業務共通仕様書（案）第４００２条に記載があるとおりです。
（九州地方整備局のＨＰに掲載していますhttp://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/sekkei/sien.pdf）
この業務内容に逸脱した不適な指示があった場合は、直接発注者へお問い合わせください。
なお、受注された工事の特記仕様書に「受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の
規程に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は
契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。」という条項があると思いますので、これにそって
報告することもできます。
また、各事務所及び九州地方整備局企画部に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口を設けていますので活用をご
検討下さい。（各事務所：技術副所長、工事品質管理官等、九州地方整備局企画部：技術調整管理官、総括工事検
査官等）

出張所では判断できず後回しにされ変更契約前にまとめて指示をいただくと、数回の手直しが発生し多大な時間を要
します。
長文になってしまいましたが、ご検討の程よろしくお願い致します。

回答日：Ｈ２３／１０／１１
①共通仮設費まで入力することとしております。
②～④各意見に対して詳細の内容、頻度等が不明ですので、内容によっても異なりますが、業務内容については、基
本的に特記仕様書、共通仕様書等に記載のあるとおりです。
不明な点がある場合は、受発注者間（管理技術者と調査職員）でよく協議して頂き対応して下さい。

139 Ｈ 積算支援業務の業務内容について

Saturday, September 03, 2011 12:03 AM
工事現場における役職　： その他
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： 土木(道路)

積算支援業務で行う積算業務内容の範囲についてお聞きします。
①設計書(土積)の入力は直工までですか？共通仮設費まで入力するのでしょうか？(他の地整セイは直工までだと聞
いています)
②当初設計書作成についてですが、成果品を納品し、二次配布時に業者からの質問事項で違算が分かった時は委
託者の責任ですか？また事務所の方は確認しないのですか？(結構丸投げが多く違算があれば委託者になすりつけ
る)
③自分達の都合で金を知りたいからとか概算金の依頼が多いので業務外はやめてほしい。
④当初設計と変更設計の作成期間を長くしてほしい。

130 Ｈ 監督補助員の業務内容について

工事現場における役職　： その他
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： 監督補助員の作業内容について
書類作成における発注者、受注者、監督補助員の作業分担を明確にして頂きたい。
時間が無いから、又は立場的に不利であることから本来発注者がすべきと思われる書類作成が多いです。
受注者の作業内容や提出書類は特記等に記載されており、施工計画書にて提出します。しかし、変更用の特記の修
正、指示書、参考図面、当工事と意図が違う協議資料作成等、どう考えても発注者側にて作成するべき資料などもと
りあえず受注者につくらせていた方もいます。しかもとりあえず作成したのはいいが、そのまま最後まで作成させられ
ます。受注者として参考までに協力はできますが、監督者側に対して随時協議書を提出していることから、ある程度
内容の把握はできるはずです。そこで、
①工事受注当初の段階で、発注者、監督補助業務の作業内容を書面にて明確にしていただきたい。
明確化することにより、今まで受注者がやっていたことが、本来発注者側（監督補助員）の作業であることがわかり、
受注者の負担が軽減します。
②監督補助業務の特記仕様書（具体的な作業内容）や監督補助業務受注時の技術提案書（当該工事に関係のある
ものに限り）を工事毎に工事受注者に配布して頂きたい。
監督補助員の中には下記内容（入札広告抜粋）を理解されていない方が多くいると思われます。
　　１）請負工事の契約の履行に必要な資料作成等
　　２）請負工事の施工状況の照合等
　　３）地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成
　　４）工事検査等への臨場
　　５）その他
上記各条項において工事契約上重大な事案等が発見された場合の報告、災害発生時の情報の収集等我々建設業
者は技術提案書のチェックや評価をうけているが、監督補助業務の技術提案（施工状況等の把握・確認手法等）につ
いては、実際行われているのでしょうか？施工状況把握をされていない方がいます。
③監督補助業務の方は変更数量や図面確認はしていただけないのでしょうか？
受注者としては作成後チェックし提出しますが、ヒューマンエラー、知識不足についてはもちろん受注者側に問題があ
るとは思いますが、積算上での考え方の違い（出張所協議済だが）で修正が帰ってきます。監督補助員に提出します
が、なかにはそのまま全く内容を見ないまま積算へ送っているように思えます。後で問い合わせても、忙しくて見てな
いから内容がわからないといわれますが、忙しいのは受注者も同じです。
２）請負工事の施工状況の照合等に含まれていないのでしょうか？
④変更指示の段階で発注側（出張所ではなく、積算担当）より積算参考資料（当初入札で使用する積算参考資料と同
等の資料）をいただきたい。

125 Ｈ 監督補助員について

Sunday, April 10, 2011 10:33 AM
工事現場における役職　：　現場代理人
工事場所　：　熊本県
工事業種　：　土木(道路)
ご意見　：
工事現場での対応が遅いので工てい通り進まない又補助監督員が必要でない資料又現場では時間つぶしが多い

124 Ｈ 監督補助員について

Tuesday, April 05, 2011 8:37 AM
工事現場における役職　：　現場代理人
工事場所　：　福岡県
工事業種　：　土木(道路)
ご意見　：
４月１日より●●●●が担当になりました。
他工区業者とも心配で打合せしましたが、やはり経験不足が見受けられます。
そして、業者への対応が悪い気がします。今までとおりの書類を提出しているにも関わらず、突然受理されません。
現場技術員の体制及び対応を教育していただけないでしょうか？

117 Ｈ 設計変更について

Sent: Sunday, February 20, 2011 9:25 PM
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 熊本県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： 以前も書き込みましたがＵＰされませんでした。
今日で約２ヶ月まともな生活はしていません
前回は、変更を２月に提出と言われ、現場も出来ていないのに、ＣＡＤの中で見込みの数量で変更書類を持ち込みま
した、見込みなのに積算室と言うところから根拠図と合ってないとか、計算結果の少数止めが可笑しいとかやっとでき
あがったのは１ヶ月後、今度は精算の数量で変更を提出してください。
何それ、前回のは何　　最初から精算ありきで今月数量をまとめれば一回ですんだのに、発注者は積算の担当の人
たちが業者に何を求めているのか知っていますか・・・・　私たちから見れば、発注者と●●●という積算質とどちらが
上かわかりません
発注者の人ももう少し、積算担当の人に指導をしてください・・・
自分たちは、机に座って出てきたものに文句をつけるばかり　当初　コンサルから出てきたものには甘い積算を行い、
受注した業者には言いたい放題、何か間違えていませんか、あなたたちは発注者ではなく、ただの積算補助の方た
ちでしょ・・・・

115 Ｈ 監督補助員について

Sent: Wednesday, February 16, 2011 11:28 PM
Subject: 意見の窓口

工事現場における役職　： その他
工事場所　　　： 熊本県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： ●事務所から工事を請け負っていますが、担当の監督補助員の対応に怒りを覚えます。
本来ならば監督補助員が作成する書類をこちらに回してくるので、こちらは残業の毎日です。本来こちらが作成する
書類の作成は理解できますが、あきらかに監督補助員が作成しないといけない書類作成までまわされるのは困りま
す。他の国土交通省の現場を担当したこともありますがこんな監督補助員に出会ったのは初めてです。そもそも、そ
の監督補助員は今の会社に臨時で雇われていると言っていました。本来監督補助員をする業者の社員でなくてはい
けないのではないでしょうか。
この受注業者は、社員を出していないそうです。この監督補助員の監理技術者と話しをしたいと申し出たところ、親会
社の人で中国地方からくるので会わせられないと言われました。そもそも監督補助員を受注する会社は専任等はな
いのでしょうか。掛け持ちも可能なのでしょうか。もし掛け持ちが可能ならば、県内とは言いませんがせめて九州内に
監理技術者を置いて監督補助員を監理するべきではないでしょうか。このような業者が九州地方整備局から堂々と指
名を受け業務を受注している事に違和感を感じます。
もし工事でこのような事をしていたら指名停止を受け、他の工事の受注もできなくなっていると思います。工事業者は
すぐに指名停止を受けるのに、監督補助員業者の待遇はそんなに優遇されているのでしょうか。平等にしてほしいも
のです。この業者は指名停止を受けているわけでもなく他の業務も受注しているようです。おそらく来年度の業務も受
注しようとしているのでしょう。しかし、あきらかに不適格と思います。今年度はあと少ししかありませんから仕方ありま
せんが、指名停止等の処置をすることで来年度の業務から排除する必要もあるのではないでしょうか。はっきり言っ
て、別の現場に移ったとしてもこの業者であれば同じようなことをしていると思います。それともこの業者を指名停止
等ができないような特別な事情（癒着等）でもあるのかと考えてしまいます。そろそろ来年度の監督補助員の業者を決
められる頃と思いますがきちんとした評価をお願いしたいものです。

114 Ｈ 監督補助員について

Sent: Wednesday, February 16, 2011 12:47 AM
工事現場における役職　： その他
工事場所　　　： 熊本県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： いまの監督補助員さんは、仕事の事を理解していないように思えます。いまの会社には、臨時で雇わ
れているようです。補助員さんの監理技術者と話をしたいのですが、九州以外からきているようなので、会わせてもら
えないとのことでした。しかも別の会社っていわれたんですけど、それってなに？そもそも、九州以外の人ってのが理
解できませんけど！
補助員さんの監理技術者の方は、県内とは言いませんがせめて九州内にいて、きちんと監理できる会社を選ぶよう
な仕組みにしてほしいです。

110 Ｈ 監督員及び監督補助員について

Tuesday, January 25, 2011 8:34
工事現場における役職　： 主任技術者（監理技術者）
工事場所　　　： 大分県
工事業種　　　： 土木(河川)
ご意見　　　　： 監督員及び監督補助員についてよくない意見が多いので・・・
自分も過去にいやな経験をした事がありますが・・・
いつどういう事をいったとか事実を確認とか、業者は仕事をやめる覚悟がなければ絶対報告できません。
指導してもらってもきっと現状の対応をみるわけでもないので変わらないような・・・

私は、去年も今年も大分で仕事をさせて頂いていますが、去年の出張所も今年の出張所も監督員・監督補助員とも
に大変親切で、全員で仕事を行なっている様に思えます。官だからとかそんなそぶりはまったくなく人間的にも優れて
いる人達だと感じています。
自分の今の様な環境が仕事をする人全ての環境になれば良いのにと意見の窓口を見てよく思います。



回答日：Ｈ２３／１２／７
ご指摘の件につきましては、コミュニケーションを図り、より良い品質の社会資本を整備するパートナーであるという認
識で受注者と対応するよう、管理技術者を通じて指導する等の対応を行っているところです。
ご指摘のように、以前と変わらず現場技術員に問題があるようであれば、詳しい内容を投稿していただくか、もしくは、
各事務所に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口（技術副所長、工事品質管理官等）、九州地方整備局　企画部
（技術調整管理官、総括工事検査官等）に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口を設けていますので活用を検討下
さい。
注）相談者の個人情報や相談内容など相談者が不利益を受けないように対応しますのでご理解下さい。

回答日：Ｈ２３／１２／７
ご指摘の件につきましては、コミュニケーションを図り、より良い品質の社会資本を整備するパートナーであるという認
識で受注者と対応するよう、管理技術者を通じて指導し、また、勝手にパトロールしているという件についても、受注
者の現場代理人及び監理技術者に連絡をとってから行うよう指導しました。
なお、各事務所に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口（技術副所長、工事品質管理官等）、九州地方整備局　企
画部（技術調整管理官、総括工事検査官等）に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口を設けていますので活用を検
討下さい。
注）相談者の個人情報や相談内容など相談者が不利益を受けないように対応しますのでご理解下さい。

回答日：Ｈ２４／３／１５
段階確認ということであれば、ご指摘のとおり一般構造物では３０％程度となっており、また、施工方法に関しましても
法令違反等の場合以外は、任意施工の範疇ですので、過度の対応が無いよう指導して参ります。

なお、具体的な事例でのご相談ご指摘等ありましたら、各事務所及び本局企画部に「いきいき現場づくり」に関する相
談窓口（各事務所：技術副所長、工事品質管理官等、本局企画部：技術調整管理官、総括工事検査官等）」を設けて
いますのでご相談下さい。

回答日：Ｈ２４／３／１５
担当職員に確認した結果、ご指摘の件については確認できませんでした。
具体的な事例でのご相談ご指摘等ありましたら、各事務所及び本局企画部に「いきいき現場づくり」に関する相談窓
口（各事務所：技術副所長、工事品質管理官等、本局企画部：技術調整管理官、総括工事検査官等）」を設けていま
すのでご相談下さい。

回答日：Ｈ２４／３／１５
○発注者支援業務等においては、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づく民間競争入札に
より実施しており、実施にあたっては、内閣府に設置された第三者委員会である「官民競争入札等監理委員会」の審
議を経た上で実施要項を定め、その実施要項に基づき共通仕様書（案）を定め実施しているところです。

○平成２３年度の共通仕様書（案）（http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/sekkei/sien.pdf）に関する条項以下のとおりであ
り、発注者としても共通仕様書（案）に準拠し業務を遂行しています。
・管理技術者については、第１００５条のとおりです。
・積算技術業務における業務内容等は、第２００２条、第２００３条によるものであり、変更積算時においても同様の業
務を行うものです。
・工事監督支援業務における業務内容等、第４００２条によります。

なお、具体的な事例でのご相談ご指摘等ありましたら、各事務所及び本局企画部に「いきいき現場づくり」に関する相
談窓口（各事務所：技術副所長、工事品質管理官等、本局企画部：技術調整管理官、総括工事検査官等）」を設けて
いますのでご相談下さい。

161 Ｈ
監督補助と積算補助の業務内容につ
いて

Saturday, February 04, 2012 10:37 AM
工事現場における役職　： その他
工事場所　　　： 宮崎県
工事業種　　　： 土木(道路)

積算補助は当初発注の際はコンサル成果から数量計算書を精査し積算数量総括表、工程表、図面を作成し土積を
入力し特記仕様書を作成して納品するはずです。変更でもそれと同じ作業をするべきではないでしょうか？監督補助
がすることでしょうか？と思うのです。当初積算時にやっている作業は変更の際も責任もってやっていただきたいし、
変更時のやり取りは積算補助が責任をもって現場代理人としていただきたいと思うのです。そうすることで監督補助
の無駄な負担も軽減され引いては現場代理人の負担軽減につながり監督補助への不満も解消されていくのではな
いかと考えます。とにかく最もやり取り期間が長い現場代理人と監督補助との関係が悪ければいいものは作れないと
思い書き込ませてもらいました。

151 Ｈ 主任監督員について

Friday, November 18, 2011 7:20 AM
工事現場における役職　： その他
工事場所　　　： 佐賀県
工事業種　　　： 土木(道路)

ある事務所の主任監督員は、業者にあたりまえのように夜間作業無理難題な施工をおしつけます。得意な言葉は点
数に反映させるからです。業者はそのあまい言葉に誘われ施工を行い苦労して完成し、いざ点数が来てみたらがっ
かりするような点数でした。設計書特記仕様書などに基づき打合せ簿を提出してみても業者の事は何も考えてなく、
自分の立場しか考えてないように思えます。今後もこの主任監督員と仕事をする業者は大変だと思います。業者間で
はここ数年あまりにもひどいのでいろんな噂が飛び交い中です。事務所の相談窓口に相談してみようと思いますが主
任監督員に話がすぐに伝わり点数に影響するからいけませんが、最悪業者も覚悟をきめ実名公表させて頂きます。

149 Ｈ 監督補助員の業務内容について

Friday, November 11, 2011 8:58 AM
工事現場における役職　： 主任技術者（監理技術者）
工事場所　　　： 大分県
工事業種　　　： 土木(道路)

監督補助員の対応に苦慮しています。
例えば先日函渠工の出来形確認の立会いにこられましたが全本数の鉄筋を確認し１時間半もかかりました。
通常一般監督工事では３０％程度となっているのではないでしょうか？こちらは工期が厳しく時間が無い中、立会いに
過多の時間を取られます。
その他の施工でも施工方法等に口を出し余計な手間が掛かり困っております。
現場についてまじめに考えられているのでしょうが、過度の対応は施工業者の負担が増すだけです。
監督補助員の業務内容や立場について今一度指導をお願いします。

146 Ｈ 監督補助員について

Wednesday, October 26, 2011 1:55 PM
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： 土木(道路)

現場技術員の対応について、８月より新たに国土交通省の仕事をする様になりました。
以前の現場技術員は協力的で工事もスムーズに行えましたが、今回の担当者は工事打合簿の文字が小さいとか、
ゴシック体の方が見えやすいとか？そんなことで１日が過ぎ毎日が苦の状態です。
また、管理技術者がたまに現場に来て、勝手にパトロールして写真撮ったりして何か変わってる会社だと思いました。
発注者のかたもそんなことを望んでいるのですか？

143 Ｈ 監督補助員について

Friday, October 14, 2011 8:08 AM
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 佐賀県
工事業種　　　： 土木(道路)

業務委託の人は何を考えて仕事をしているのでしょうか？だいぶいきいき現場に投稿されても以前と変わりません。
変更数量、打合せ簿など業務委託が行う仕事はすべて現場代理人・監理技術者に依頼があります。
何回も投稿されて「指導徹底してまいります。」とよく回答されていますが何を指導していらっしゃるのでしょうか？業務
委託の方は給料私たちに払って下さい。


