
アンケート調査票は、着色部している回答欄に、回答をお答えください。

：選択肢式の回答欄です。選択肢から回答をお選びください。

：自由記述式の回答欄です。回答をご入力ください。

〔回答者の属性〕

①会社名

②所属・役職名

③回答者名

④メールアドレス

⑤電話番号

アンケート調査にご協力頂きましてありがとうございます。

引き続き、調査票Ａ及び調査票Bへのご回答をお願い致します。

01-2345-6789（直通）

民間工事における工場製品の活用状況等に関するアンケート調査票

本アンケート調査は、民間工事における工場製品の活用状況（調査票A）、工場製品の不具合事
例の実態（調査票B）を把握するために実施するものです。

・対象工事：民間工事（事業主・注文主から発注された工事）を対象とします。

・対象とする工場製品：JIS規格品や認定品、工事目的物にあわせて工場での加工・組立
等を要する特注品を対象とします。製品を構成する素材等（セメント、生コン、木材等）
は対象外とします。

・調査対象者：民間工事を請け負い、工場製品の調達を行っている建設会社（元請）を対
象とします。

回答者の属性情報等

本アンケート調査にご回答いただくご担当者様の情報について、以下の回答欄にご記入くださ
い。

○○建設会社（株）

○○支社○○部

○○太郎

XXXX@XX.co.jp



〔事業・工事分野の属性〕

①事業分野

②工事分野

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

③工事内容

④工事の概要

なお、

・調達頻度の高さは、数量ベース、金額ベースなど、御社の判断にお任せします。

・工場製品の「分類・区分」は、添付の「別表」を参考に選択してください。

 (1) 工場製品の分類・区分

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

 (2) 具体の工場製品名

調査票Ａ　工場製品の活用状況調査

本工事において、特に調達頻度の高い工場製品（最大５品目まで）について、それぞれの工場製
品の活用状況について、下記にご回答いただけるようお願いします。

4-1. 骨材・コンクリート二次類

（自由記述）

〔調達頻度の高い工場製品　その１〕

土木

民間工事における工場製品の活用状況等に関するアンケート調査票

（自由記述）

※参考までに、具体（実際）の工場製品のパンフレット等がありましたら、その写し
（PDF等）を調査票に添付して提出してください。

※具体の工場製品名には、製品名を、また製品名では用途等が判断できない場合には一般
的な呼称（例えば、道路用Ｌ型擁壁、軌道下ボックスカルバート、雨水貯留槽など）をご
記入ください。

トンネル工事

・新設シールドトンネル工事（延長○m）
・シールド機（掘削）外径○m、セグメント外径○m、発進立坑　○○工法　○×○
m　深さ○m、到達立坑　鋼矢板○型　○×○m　深さ○m
・地盤条件：掘削対象土層　多賀層（泥岩層）及び洪積層（砂質土）
・周辺環境：発進・到達は農地。シールド路線は国道下。

電力事業

御社が請け負っている民間工事のうち、請負金額が大きいものから３工事を選んで、工事ごとに
調査票を作成ください。

なお、御社が複数の事業分野・工事分野の民間工事を請け負っている場合には、３工事を選定す
る際に、異なる事業分野・工事分野の工事を選んで調査票にご回答ください。（最も請負金額が
大きいものと全く同じ事業分野・工事分野の工事が２番目に大きいものである場合は、その工事
ではなく、次に請負金額が大きい異なる事業分野・工事分野の工事を選択してください）

工事１ における工場製品の活用状況

（自由記述）



 (3) 本工場製品の発注者指定の有無

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

 (4) 本工場製品のJIS規格または認定の有無等

①JIS規格の有無

②その他認定の有無

JIS規格品または認定品の場合、その規格番号等をご記入ください。

 (5) 本工場製品を調達する際の一般的な調達パターン・調達先

①調達パターン

②調達先

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

 (6) 本工場製品を活用することによる効果

①品質の確保・向上

②工事コストの低減

③工期(作業期間)の短縮

④長時間労働の是正

⑤その他

　上記の活用効果について、具体工事における効果の発現例等を教えてください。
①現場製作に比して品質にムラがない。②製品価格は割高であるが、現場作業に係
る人件費等で、トータル20%程度のコスト縮減。③現場製作・据付に10日程度に対
し、工場製品の据付作業のみで2日程度と、現場作業期間が短縮。

分からない

工事現場における安全性の確保

（自由記述）

効果はある程度ある

効果はある程度ある

効果は高い

該当する

分からない

JIS●●

指定はなく、受注者の判断で選定

（自由記述）

下請による材工一括発注

専門工事業者



なお、
・工場製品の「分類・区分」は、添付の「別表」を参考に選択してください。

 (1) 工場製品の分類・区分

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

 (2) 具体の工場製品名

 (3) 本工場製品の発注者指定の有無

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

 (4) 不具合の発生した事業・工事分野、工事内容

①事業分野

②工事分野

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

③工事内容

④工事の概要

・調査票Aで回答された工場製品以外にも、不具合事例がありましたら、当該製品についてご回
答ください。

※具体の工場製品名には、製品名を、また製品名では用途等が判断できない場合には一般
的な呼称（例えば、道路用Ｌ型擁壁、軌道下ボックスカルバート、雨水貯留槽など）をご
記入ください。

指定はなく、受注者の判断で選定

（自由記述）

4-1. 骨材・コンクリート二次類

民間工事における工場製品の活用状況等に関するアンケート調査票

御社が調達した工場製品に不具合等があり、工事コストや工程等への影響の大きかった事例（最
大３事例まで）について、それぞれの内容等を下記にご回答いただけるようお願いします。

※参考までに、具体（実際）の工場製品のパンフレット等がありましたら、その写し
（PDF等）を調査票に添付して提出ください。

（自由記述）

土木

電力事業

（自由記述）

（自由記述）

調査票B　工場製品の不具合事例調査

不具合の発生した工場製品の調達事例　その１

トンネル工事

・新設シールドトンネル工事（延長○m）
・シールド機（掘削）外径○m、セグメント外径○m、発進立坑　○○工法　○×○
m　深さ○m、到達立坑　鋼矢板○型　○×○m　深さ○m
・地盤条件：掘削対象土層　多賀層（泥岩層）及び洪積層（砂質土）
・周辺環境：発進・到達は農地。シールド路線は国道下。



 (5) 本工場製品のJIS規格品または認定品の場合の規格等

①JIS規格の有無

②その他認定の有無

JIS規格品または認定品の場合、その規格番号等をご記入ください。

 (6) 御社が本工場製品を調達する際の調達パターン・調達先、調達（活用）頻度

①調達パターン

②調達先

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

③調達（活用）頻度

「調達（活用頻度）は高い」場合、その内容を以下にご記入ください。

 (7) 本工場製品の具体的な不具合の内容

①不具合の発現・確認時期

②具体的な不具合の内容

 (8) 本工場製品の工場検査立会や品質保証の有無等

①工場検査の立会

「工場検査の立会を実施」の場合、その頻度、内容等を以下にご記入ください。

②品質保証・証明の有無

 (9) 本工場製品の不具合による損害規模、不利益等を被った者

①損害規模等

②不利益等を被った者 ○ ：事業主・注文主

（該当項目に「○」） ○ ：元請工事業者

－ ：下請工事業者

－ ：その他（具体的な内容を以下に記入）

工場製品の納入時

（自由記述）

5千万円程度の損害。工事の完成が1ヶ月延伸。

調達頻度は低い

（自由記述）

現場搬入時の目視検査において、二次製品に破損がみつかり返品。破損が工場製作
時に発生したものか、調達先業者による運搬時に発生したものかは不明。

（自由記述）

品質保証・証明あり

（自由記述）

専門工事業者

下請による材工一括発注

該当する

工場検査の立会なし

分からない

JIS●●



 (10) 本工場製品の不具合に対する対応・解決方法

①対応・解決方法 ○ ：供給者による無償交換

（該当項目に「○」） － ：供給者から損害補償金の支払い

－ ：関係者間における示談

－ ：民事裁判

－ ：事業主・注文主による対応

－ ：行政（監督官庁等）による対応・指導等

－ ：その他

②対応・解決方法の具体的な内容
（自由記述）



別表　工場製品の例
分類 区分 工場製品の例

1. 鉄鋼 1-1. 鉄鋼 異形棒鋼、一般構造用丸鋼、異形鉄筋用機械式継手、鉄筋かご無溶接工法用部材、平鋼、角鋼、Ｈ形鋼、特
殊形鋼、デッキプレート、鋼製床材、鋼管、軽量鋼矢板、ステンレス鋼板　など

2. 鉄鋼二次製品・非鉄金
属

2-1. 鉄鋼二次製品・非鉄
金属

亜鉛めっき鋼板、鉄線、特殊くぎ、ワイヤロープ、高力ボルト、アンカーボルト、注入式長尺先受管、ロッ
クボルト、金網、特殊金網製品、アルミ圧延品　など

3. セメント・生コン・混
和剤
4. 骨材・コンクリート
杭・矢板

4-1. 骨材・コンクリート
杭・矢板

ＰＨＣパイル、ＳＣパイル、遠心力鉄筋コンクリートくい、場所打ち杭キャップ、コマ型コンクリートブ
ロック、コンクリート矢板　など

5. 木材・仮設材
6. 接着剤・補修補強材・
塗料
7. 道路用材 7-1. 道路用材 道路鋲、視線誘導標、車線分離標、道路標識板、道路標識柱、道路反射鏡、保安用品、ガードレール、ガー

ドケーブル、ガードパイプ、歩道用横断防止柵、転落防止柵、遮音壁、高欄、組立歩道、舗装用平板、歩車
道境界ブロック、地先境界、コンクリートＬ形、鉄筋コンクリート側溝、インターロッキングブロック、集
水・雨水・汚水ます類、グレーチング　など

8-1. 上・下水道用材 鋼管、ダクタイル鋳鉄管、ポリエチレン管・継手、マンホール、公共ます、宅地ます、ふた、塩ビ管、バル
ブ、鉄筋コンクリート管、ヒューム管、カルバート、マンホール　ほか

8-2. 土地改良材 鉄筋コンクリートフリューム、鉄筋コンクリートベンチフリューム、各種水路、U字溝、水門、巻上機　ほか

9. 橋梁・河川・港湾用材 9-1. 橋梁・河川・港湾用
材

ナトム工法用シート、トンネル支保工、橋梁用床版、支承、排水管用継手、橋梁用伸縮装置、ＰＣ鋼より
線、ＰＣ鋼棒、タイロッド、タイワード、鋼製えん堤、特殊かご、じゃかご、かごマット　ほか

10. 一般土木用材 10-1. 一般土木用材 コンクリート擁壁、補強土壁、鋼製擁壁、各種ブロック、軽量盛土材、のり面防護材、地すべり抑止鋼管・
杭、落下防止網、のり面防護網、コルゲートパイプ、暗きょ排水管、止水板　ほか

11. 造園・緑化材 11-1. 造園・緑化材 人工張芝・人工筋芝、植生マット・ネット・シート、編柵、遊器具、休養・付帯施設、公園用安全器材　ほ
か

12-1. 組積・ＰＣ板 建築用コンクリートブロック、建築用化粧ブロック、プレキャストコンクリート板、異形・硬質れんが　ほ
か

12-2. タイル タイル、床タイル、ガラス再資源化タイル　ほか
13-1. 屋根材 笠木、波板、雨どい・とい受金物　ほか
13-2. 建築金物 かすがい・箱金物、配線・配管・排水ピット、ルーフドレン、グレーチング、点検口、鋼製下地材(壁・天井

用）　ほか
14-1. 金属製建具 スチール規格ドア、手すり、シャッター、アルミサッシ、アルミドア、バルコニー・ベランダ　ほか
14-2. 建具金物 丁番金物、扉金物、引戸用レール・戸車、つり戸金物　ほか
14-3. ガラス 各種ガラス、特殊ガラス　ほか
15-1. 内・外装材 畳材料・建材畳、フローリング、カーペット、床材、せっこうボード、遮音材、吸音板、断熱材、壁装材、

サイディング、カーテンレール、ブラインド、アコーディオンドア　ほか
15-2. 避難設備器具 避難用ハッチ、避難はしご・緩降機・救助袋、掲示板　ほか
15-3. 外構材 フェンス、門扉、防風・防雪・防砂柵、組立車庫、ボックスガレージ、自転車置場　ほか

16. ケーブル・電線 16-1. ケーブル・電線 ビニル絶縁電線、ビニルシースケーブル、絶縁電線、溶接用ケーブル、低圧・高圧電力用ケーブル、通信・
信号用ケーブル、耐熱電線　ほか

17-1. 配線材料 絶縁材料、接続・成端処理材料　ほか
17-2. 管路材・ダクト 電線管、情報ＢＯＸ用管路材、多孔陶管、ケーブルトラフ、ケーブルラック　ほか
18-1. 配電機器 変圧器、コンデンサ、制御機器、分電盤、各種ボックス　ほか
18-2. 配線器具 各種配線器具
18-3. 照明器具 照明器具、ランプ、電球　ほか
19-1. 通信機器 インターホン、拡声装置、サイレン、スピーカ　ほか
19-2. 防災機器 火災報知設備、防犯機器
19-3. 外線・接地材 コンクリートポール、コンクリート根かせ、ケーブル埋設標、鋼管ポール、アンカー・鋼製基礎、架線金

物、避雷針、がいし、接地棒、地中線材料　ほか
19-4. ハンドホール・蓄電
池

ハンドホール、耐電用品、降雪検出器、蓄電池、乾電池　ほか

20-1. 配管材 鋼管、継手、鋳鉄管、集合管、ポリエチレン管、鉛管、特殊管、バルブ　ほか
20-2. 計器類 排煙濃度計・地震感知器、水道メーター・温水メーター、圧力計・連成計・真空計・水高計・温度計・熱量

計　ほか
20-3. 保温・保冷材 ロックウール保温材、グラスウール保温材、ポリスチレンフォーム保温材、パイプカバー　ほか
21-1. ポンプ 各種ポンプ
21-2. 空調機器 ボイラ、空調用・給湯用膨張タンク、地下油槽、冷凍機、冷却塔、エアコン、エアカーテン、送風機、換気

扇　ほか
21-3. ダクト 各種ダクト
21-4. 弁装置 自動調整弁、フレキシブル継手、自動制御機器　ほか
22-1. 衛生器材 衛生陶器セット、便槽、簡易水洗便器　ほか
22-2. 給水機器 浄化槽、貯湯槽、水栓金具、バルブボックス、ボールタップ　ほか
22-3. 排水機器 排水金具・トラップ、掃除口金具、通期金具、枠付き格子ぶた　ほか
22-4. 給湯機器 ガス給湯器、電気温水器、風呂がま、浴槽、洗面化粧台、消火栓装置、ちゅう房器具　ほか
23-1. 公害防止・環境保全
資材

大気汚染測定・分析機器、騒音・振動測定器、水質測定・分析機器、排水再利用処理装置、焼却炉　ほか

23-2. 体育関連資材 人工芝、体育施設器具　ほか
23-3. 福祉関連資材 視覚障害者用ビニル床タイル・カーペット、視覚障害者用点字・誘導ブロック、点字シート、誘導用電子

チャイム、手すり、階段昇降機、ホームエレベータ　ほか

23. 環境保全・体育・福祉
関連

8. 上下水道・土地改良材

12. 組積・防水・石・タイ
ル

13. 屋根・建築金物・左官

14. 建具・ガラス

15. 内外装・外構材

17. 配線材・管路材・ダク
ト
18. 配電・配線器具・照明
器具

19. 通信・防災・接地材

20. 配管材・計器・保温保
冷材

21. ポンプ・空調機器・ダ
クト

22. 衛生・給排水・給湯機
器


