
様式土３－６　　① 　　　　　　工事成績評定の考査項目別運用表（土木工事）
［記入方法］　　該当する項目の□にレマークを記入する。 2016/7/1　以降 （検査員）

ｂ ｃ ｄ

優れている やや優れている 他の評価に該当しない 劣っている

コンクリート構造物工事 ●評価対象項目

砂防構造物工事 □１） 該当５項目以上・・・a

海岸工事 □２） 該当４項目・・・・・・・ｂ

トンネル工事 □３） 該当３項目・・・・・・・ｃ

□４） 該当２項目以下・・・ｄ

□５）

□６）

土　工　事

□１） 該当４項目以上・・・a

□２） 該当３項目・・・・・・・ｂ

□３） 該当２項目・・・・・・・ｃ

□４） 該当１項目以下・・・ｄ

□５）

切土工事
□１）

□２） 該当６項目以上・・・a

□３） 該当４項目・・・・・・・ｂ

□４） 該当３項目・・・・・・・ｃ

□５） 該当２項目以下・・・ｄ

□６）

□７）

□１） 該当４項目以上・・・a

□２） 該当３項目・・・・・・・ｂ

□３） 該当２項目・・・・・・・ｃ

□４） 該当１項目以下・・・ｄ

□５）

鋼橋工事

水管橋工事 □１） 表面に補修箇所がない。 該当４項目以上・・・a

□２） 部材表面に傷及び錆がない。 該当３項目・・・・・・・ｂ

□３） 溶接に均一性がある。 該当２項目・・・・・・・ｃ

□４） 塗装に均一性がある。 該当１項目以下・・・ｄ

□５） 全体的な美観が良い。

水門・樋門工（扉体工）
工事

天端及び端部の仕上げがよい。

既設構造物とのすりつけがよい。

●評価対象項目

全体的な美観が良い。

●判断基準

ａ

●判断基準

全体的な美観が良い。

 関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工さている。

残土等は適切に処理されている。

 切土法面の施工にあたって、法面の浮き石が除去されているなど、適切
に施工されている。

●評価対象項目

通りがよい。

天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。

材料のかみ合わせがよく、クラックがない。

法面勾配の変化部について、干渉部を設けるなど適切に施工されている。

施工面等の木根等が確実に施工処理されている。

漏水がない。

全体的な美観が良い。

仕上げが良い。

通りが良い。

考査項目 工　　　　種

３，出来形及び
出来ばえ

Ⅲ．出来ばえ

護岸・根固・水制工事、
ブロック積工事

天端及び端部の仕上げが良い。

全体的な美観が良い。

クラックがない。

滞水などによる施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。

●判断基準

（盛土・築堤工事等）

●評価対象項目 ●判断基準

●判断基準

構造物へのすりつけなどが良い。

コンクリート構造物の表面状態が良い。

コンクリート構造物の通りが良い。



様式土３－６　　② 　　　　　　工事成績評定の考査項目別運用表（土木工事）
［記入方法］　　該当する項目の□にレマークを記入する。 2016/7/1　以降 （検査員）

ｂ ｃ ｄ

優れている やや優れている 他の評価に該当しない 劣っている

●評価対象項目

□１） 地山との取り合いが良い。 該当３項目以上・・・a

□２） 天端、端部の仕上げが良い。 該当２項目・・・・・・・ｂ

□３） 該当１項目・・・・・・・ｃ

□４） 全体的な美観が良い。 該当項目なし・・・・・ｄ

舗装工事

□１） 舗装の平坦性が良い。（1．2以下） 該当５項目以上・・・a

□２） 構造物の通りが良い。 該当４項目・・・・・・・ｂ

□３） 端部処理が良い。 該当３項目・・・・・・・ｃ

□４） 構造物へのすりつけ等が良い。 該当２項目以下・・・ｄ

□５） 雨水処理が良い。

□６） 全体的な美観が良い。

法面工事 □１） 通りが良い。

□２） 植生、吹付等の状態が均一である。 該当６項目以上・・・a

□３） 端部処理が良い。 該当４項目・・・・・・・ｂ

□４） 全体的な美観が良い。 該当３項目・・・・・・・ｃ

□５） 湧水処理が良い。 該当２項目以下・・・ｄ

□６） ｸﾗｯｸがない。

□７）

基礎工工事

□１） 該当３項目以上・・・a

□２） 通りが良い。 該当２項目・・・・・・・ｂ

□３） 端部及び天端の仕上げが良い。 該当１項目・・・・・・・ｃ

□４） 該当項目なし・・・・・ｄ

□１） 該当６項目以上・・・a

□２） 該当４項目・・・・・・・ｂ

□３） 天端及び端部の仕上げが良い。 該当３項目・・・・・・・ｃ

□４） 支承部の仕上げが良い。 該当２項目以下・・・ｄ

□５） クラックがない。

□６） 漏水がない。

□７） 全体的な美観が良い。

考査項目 工　　　　種
ａ

３，出来形及び
出来ばえ

●判断基準

Ⅲ．出来ばえ
施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。

●判断基準

●判断基準

●判断基準

●判断基準

土工関係の仕上げが良い。

●評価対象項目

施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。

●評価対象項目

コンクリート構造物の表面状態が良い。

コンクリート構造物の通りが良い。

地すべり防止工事

（地盤改良等を含む）

全体的にバラツキがなく発芽の状況が良好である。

●評価対象項目

コンクリート橋上部工
事



様式土３－６　　③ 　　　　　　工事成績評定の考査項目別運用表（土木工事）
［記入方法］　　該当する項目の□にレマークを記入する。 2016/7/1　以降 （検査員）

ｂ ｃ ｄ

優れている やや優れている 他の評価に該当しない 劣っている

塗装工事 ●評価対象項目

（工場塗装を除く） □１） 塗装の均一性が良い。 該当４項目以上・・・a

□２） 該当３項目・・・・・・・ｂ

□３） 該当２項目・・・・・・・ｃ

□４） ケレンの施工状況が良好である。 該当１項目以下・・・ｄ

□５） 全体的な美観が良い。

植栽工事

□１） 樹木の活着状況が良い。 該当６項目以上・・・a

□２） 該当４項目・・・・・・・ｂ

□３） 支柱の取り付けが堅固である。 該当３項目・・・・・・・ｃ

□４） 生垣、列植等の通りが良い。 該当２項目以下・・・ｄ

□５）

□６）

□７） 全体的な美観が良い。

防護柵（網）工事 □１） 通りが良い。

□２） 端部処理が良い。 該当５項目以上・・・a

□３） 部材表面に傷及び錆がない。 該当４項目・・・・・・・ｂ

□４） 既設構造物等とのすりつけが良い。 該当３項目・・・・・・・ｃ

□５） きめ細やかに施工されている。 該当２項目以下・・・ｄ

□６） 全体的な美観が良い。

標識工事

□１）  設置位置に配慮がある。 該当４項目以上・・・a

□２） 該当３項目・・・・・・・ｂ

□３） 標識板の支柱に変色がない。 該当２項目・・・・・・・ｃ

□４） 支柱基礎が入念に埋め戻されている。 該当１項目以下・・・ｄ

□５）

区画線工事

□１） 塗料の塗布が均一である。 該当４項目以上・・・a

□２） 視認性が良い。 該当３項目・・・・・・・ｂ

□３） 接着状態が良い。 該当２項目・・・・・・・ｃ

□４） 該当１項目以下・・・ｄ

□５） 全体的な美観が良い。

●判断基準

標識板の向き並びに角度及びその支柱の通りが良い。

●評価対象項目

●評価対象項目

●判断基準

施工前の清掃が入念に実施されている。

●評価対象項目 ●判断基準

支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。

全体の整地の仕上がり面が平滑で、美観が良い。

●判断基準

考査項目 工　　　　種

３，出来形及び
出来ばえ

石組みは適切に施工されている。

●判断基準

Ⅲ．出来ばえ
補修箇所が無い。

細部まできめ細かな施工がされている。

ａ

全体的な美観が良い。



様式土３－６　　④ 　　　　　　工事成績評定の考査項目別運用表（土木工事）
［記入方法］　　該当する項目の□にレマークを記入する。 2016/7/1　以降 （検査員）

ｂ ｃ ｄ

優れている やや優れている 他の評価に該当しない 劣っている

ほ場整備工事 ●評価対象項目

□１） 整地仕上げが良い。 該当５項目以上・・・a

□２） 該当４項目・・・・・・・ｂ

□３） 該当３項目・・・・・・・ｃ

□４） 該当２項目以下・・・ｄ

□５）

□６） 全体的な美観が良い。

暗渠排水工事

□１） 埋戻し、仕上げが良い。 該当４項目以上・・・a

□２） 該当３項目・・・・・・・ｂ

□３） 該当２項目・・・・・・・ｃ

□４） 該当１項目以下・・・ｄ

□５）

維持修繕工事 □１）

□２） きめ細かな施工がなされている。 該当３項目以上・・・a

□３） 既設構造物とのすりつけが良い。 該当２項目・・・・・・・ｂ

□４） 全体的な美観が良い。 該当１項目・・・・・・・ｃ

該当項目なし・・・・・ｄ

港湾築造工事

□１） 通りが良い。 該当４項目以上・・・a

□２） 該当３項目・・・・・・・ｂ

□３） 該当２項目・・・・・・・ｃ

□４） きめ細やかな施工がなされている。 該当１項目以下・・・ｄ

□５）

管水路工事

　(パイプライン) □１） 該当３項目以上・・・a

畑かん工事（末端部
分）

□２） 漏水がない。 該当２項目・・・・・・・ｂ

営農飲雑用水工事 □３） 該当１項目・・・・・・・ｃ

□４） 該当項目なし・・・・・ｄ

●判断基準●評価対象項目

●判断基準

●判断基準

●評価対象項目 ●判断基準

石礫、雑物等が良好に処理されている。
Ⅲ．出来ばえ

水路、道路等が的確に施工されている。

３，出来形及び
出来ばえ

考査項目 工　　　　種
ａ

●評価対象項目

法面仕上げが良い。（とおり、すりつけ、勾配、浮石除去、転圧）

施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さをうかがえる。

水閘、排水口の設置が的確である。

付帯構造物が周辺の農地等との取り合わせが良い。

全体的な美観が良い。

石礫、雑物等が良好に処理されている。

施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。

小構造物等にも注意が払われている。

全体的な仕上がりが良い

構造物の表面及び端部の仕上げが良い。

(浚渫、海岸築造工事
を含む）

全体的な仕上がりが良い。

●判断基準

施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる

路面復旧が適正に施工され段差、不等沈下等が無い。



様式土３－６　　⑤ 　　　　　　工事成績評定の考査項目別運用表（土木工事）
［記入方法］　　該当する項目の□にレマークを記入する。 2016/7/1　以降 （検査員）

ｂ ｃ ｄ

優れている やや優れている 他の評価に該当しない 劣っている

木製構造物工事 ●評価対象項目

□１） 通りがよい。 該当４項目以上・・・a

□２） 該当３項目・・・・・・・ｂ

□３） 該当２項目・・・・・・・ｃ

□４） 該当１項目以下・・・ｄ

□５）

鋼製自在枠工事

□１） 通りがよい。 該当４項目以上・・・a

□２） 該当３項目・・・・・・・ｂ

□３） 該当２項目・・・・・・・ｃ

□４） 該当１項目以下・・・ｄ

□５）

河川浚渫工事

□１） 該当３項目以上・・・a

□２） 自然環境との調和に配慮している。 該当２項目・・・・・・・ｂ

□３） 該当１項目・・・・・・・ｃ

□４） 全体的な美観が良い。 該当項目なし・・・・・ｄ

二次製品構造物

□１） 該当６項目以上・・・a

□２） 該当４項目・・・・・・・ｂ

□３） 該当３項目・・・・・・・ｃ

□４） 製品のかみ合わせが良い。 該当２項目以下・・・ｄ

□５） クラックがない。

□６） 漏水がない。

□７）

補強土壁工事

軽量盛土工事 □１） 該当４項目以上・・・a

□２） 該当３項目・・・・・・・ｂ

□３） 天端仕上げ、端部仕上げが良い。 該当２項目・・・・・・・ｃ

□４） 構造物等へのすりつけが良い。 該当１項目以下・・・ｄ

□５） 全体的な美観が良い。

工　　　　種
ａ

●判断基準

Ⅲ．出来ばえ
材料のかみ合わせがよい。

表面の仕上げがよい。

３，出来形及び
出来ばえ

●判断基準

考査項目

材料のかみ合わせがよい。

表面の仕上げがよい。

地山との取り合わせがよい。

地山立込部との取り合わせがよい。

全体的な美観がよい

●評価対象項目

全体的な美観がよい。

掘削面が平坦で、仕上げが良い。

●判断基準

●評価対象項目 ●判断基準

●評価対象項目

工事用道路等の後片付けが適切に施工されている。

壁面材の目違い、段差が少なく構造物の通りが良い。

●評価対象項目 ●判断基準

壁面材（ｺﾝｸﾘｰﾄ製品）の割れ・カケがない。

小型構造物工事

構造物の通りが良い。

天端仕上げ、端部仕上げが良い。

全体的な美観が良い。

現場打コンクリート構造物の表面状態が良い。



様式土３－６　　⑥ 　　　　　　工事成績評定の考査項目別運用表（土木工事）
［記入方法］　　該当する項目の□にレマークを記入する。 2016/7/1　以降 （検査員）

ｂ ｃ ｄ

優れている やや優れている 他の評価に該当しない 劣っている

橋梁補修 ●評価対象項目

修繕工事 □１） 伸縮装置が適切に施工され段差がない。                    該当６項目以上・・・a

（新規） □２） 構造物へのすりつけ等が良い。 該当４項目・・・・・・・ｂ

□３） 端部処理が良い。 該当３項目・・・・・・・ｃ

□４） クラック補修の表面仕上げが良い。 該当２項目以下・・・ｄ

□５） 断面修復の表面仕上げが良い。

□６） 細部まできめ細かな施工がなされている。

□７） 全体的な美観が良い。

河川伐開工事 ●評価対象項目

（新規） □１） 該当３項目以上・・・a

□２） 該当２項目・・・・・・・ｂ

□３） 該当１項目・・・・・・・ｃ

□４） 該当項目なし・・・・・ｄ

上記以外の工事又は

合併工事 □１） 該当４項目以上・・・a

□２） 該当３項目・・・・・・・ｂ

□３） 該当２項目・・・・・・・ｃ

□４） 該当１項目以下・・・ｄ

□５）

※

上記以外の工事又は

合併工事 □１） 該当４項目以上・・・a

□２） 該当３項目・・・・・・・ｂ

□３） 該当２項目・・・・・・・ｃ

□４） 該当１項目以下・・・ｄ

□５）

※

考査項目 工　　　　種
ａ

３，出来形及び
出来ばえ

●判断基準

Ⅲ．出来ばえ

●評価対象項目 ●判断基準

●判断基準

刈残しもなく、適切に施工されている。

伐木・刈草の後始末が良好である。

きめ細かな施工がなされている。

全体的な美観が良い。

●評価対象項目 ●判断基準

該当工種からの評価対象項目で評価を行う。ただし、評価対象項目は最大５項目とする。

該当工種からの評価対象項目で評価を行う。ただし、評価対象項目は最大５項目とする。


