
柏原市監査委員告示第３号 
 
 
 地方自治法１９９条第４項の規定により工事監査を執行した結果を、同条第９項の規定 
により、次のとおり公表する。 
 
 
 平成２１年２月２７日 
 

柏原市監査委員 堅木 照久 
 
 

１．監査対象 
柏原市玉手浄水場更新工事 
 

２．監査執行日 
平成２１年１月２８日（水） 
 

３．監査場所 
柏原市監査委員室及び当該工事現場 
 

４．監査の方法 
当該監査の執行に当たっては、工事監査実施計画に基づき、工事事務及び施工が適

正に行われているかを主眼として行い、問題点については、逐次その都度対象工事担

当職員の説明を徴収し実施した。なお、工事技術調査に関する業務は、社団法人大阪

技術振興協会に委託した。 
 

５．監査の結果 
 当該工事については、関係書類は整理され、おおむね良好に施工されていると認め

られた。細部にわたる工事技術調査結果については、別紙に記載のとおりである。な

お、留意すべき事項、検討すべき事項等については、早急に対処され、より適正な執

行に努められることを望むものである。 
 
６．監査結果に対する改善措置の報告について 
 地方自治法第１９９条第１２項に基づき、上記の指摘事項に対する、改善措置の結

果については、文書にて報告されたい。 
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 調査対象工事名 ：  柏原市玉手浄水場更新工事             

 

  調査実施場所 ： 柏原市玉手町 17番 1号 玉手浄水場構内 
 

  調 査 実 施 日 ： 平成 21年 1月 28日（水） 
 

  報 告 年 月 日 ： 平成 21年 2月 19日（木）  
 

  受 託 業 者 名 ： 社団法人 大阪技術振興協会 
 

  技 術 士 名 ： 技術士（上下水道部門・総合技術監理部門） 
 

波 多 野  守   
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１．工事監査技術調査日程および出席者 

（１）調査日程  

    書類審査（監査委員室)       10：00～12：00   

    現場調査（玉手浄水場）      13：00～14：00  

    講  評（監査委員室)       15：00～15：30 

（２）出席者   

書類審査 監査委員                堅木照久 

監査事務局 事務局長          青木弘詞 

次長     冨田純一 

主査     大西伸司  

主事     荒瀬貞和 

     監査対象部 上下水道部長        奥田隆一    

            水道総務課 課長補佐   山上武彦        

                  係員     福地善司 

            水道工務課 課長     重信正人                

                  参事     硲田修示          

                  浄水係長   畑本恵造          

                  浄水係主査  西川 徹          

                  係員     奥野 憲           

                  

現場調査 監査委員                堅木照久 

監査事務局 事務局長          青木弘詞 

次長     冨田純一 

主査     大西伸司  

主事     荒瀬貞和 

     監査対象部 上下水道部長        奥田隆一    

            水道総務課 課長補佐   山上武彦        

                  係員     福地善司 

            水道工務課 課長     重信正人                

                  参事     硲田修示          

                  浄水係長   畑本恵造          

                  浄水係主査  西川 徹          

                  係員     奥野 憲  

 

講  評 監査委員                堅木照久 

監査事務局 事務局長          青木弘詞 

次長     冨田純一 

主査     大西伸司  
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主事     荒瀬貞和 

     監査対象部 上下水道部長        奥田隆一    

            水道総務課 課長補佐   山上武彦        

                  係員     福地善司 

            水道工務課 課長     重信正人                

                  参事     硲田修示          

                  浄水係長   畑本恵造          

                  浄水係主査  西川 徹          

                  係員     奥野 憲                

 

 

２．工事概要 

（１）工事場所    柏原市玉手町１７番 1号 玉手浄水場構内 

（２）工事目的    原水中のマンガンを除去した後、膜ろ過を行って浄水を得るもので、

それに伴う機械･電気設備の一切を製作･施工するものである。 

（３）契約関係事項  ア 契約方法 

プロポーザル・デザインビルド方式に基づく２段階随意契約 

・ 実施設計に関する業務委託契約 

・ 工事請負契約 

           イ 競技参加者 技術提案者指名企業数     ２４社 

技術提案書提出企業数      ８社  

                技術提案書審査対象企業数    ３社 

                   技術提案書審査に基づく特定企業 １社            

           ウ 契約者   水道機工(株)大阪支店 

           エ 契約年月日 平成 19年 2月 13日                 

（４）工事費     設計金額 1,004,421,600円（税込み価格）         

                     請負金額 862,904,700円（税込み価格）(請負率 85.9％）                     

（５）工事期間    当初工期 平成 19年 2月 14日～平成 20年 3月 31日   

           変更工期 平成 19年 2月 14日～平成 21年 3月 31日                  

（６）工事進捗状況  計画： ９８％  実施： ９８％ （平成 21年 1月 28日現在） 

（７）工事監理    委託先：大阪市水道局 及び(株)新大阪設計事務所 

（８）工事監督員    水道工務課 畑本 恵造、西川 徹   

 

３．調査の着目点 

  本技術調査は、提示された監査対象書類の検分及び当該工事関係者との質疑応答に基づい

て、対象工事の事務手続き、計画、設計、積算及び施工監理の執行状況を吟味するとともに、

当該監査事務を通じて今後の事業の効果的な運営に資することを目的とするものである。 
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４．書類調査における所見   

４－１ 工事事務手続き関係事項 

（１）設計及び施工業者の選定 

本工事は、技術提案者指名企業の内、技術提案書提出企業の提案書審査により特定企業 

を選定したうえで、次項（２）の方式による設計及び施工契約事務を経て行うものである。 

 これら事務については、「玉手浄水場高度浄水施設等整備事業に係る プロポーザル･

デザインビルド方式取扱要領 平成 18 年 7 月 柏原市上下水道部策定」に基づいて実施

したことを関係文書で確認した。 

特に本要領に定める審査委員会については、議会関係者、学識経験者、行政経験者並び

に公募による市民からなる幅広い分野の構成委員の委嘱並びにその委員会運用全般につ

いて、「審査委員会設置要綱」等により適正に実施したことを確認した。 

 また、審査委員会の審査で特定された企業を、当該担当部内に設けた「決定委員会」 

において、設計及び施工契約対象企業に選定したことを同関係文書で確認した。 

（２）契約 

契約については、先の方式により選定した業者との実施設計に関する業務委託契約及び

工事請負契約の２段階随意契約方式によって実施したことを工事契約関係文書で確認し

た。    

  また、工事出来高査定事務に基づいて、契約金額の中間金支払いを実施したことを工事

契約関係文書で確認した。 

  

４－２ 工事施工関係事項 

（１）計画 

   本工事は、先の２．（２）工事目的に添って所要の設備を設置するものであるが、関係

設備設置工事が所期の目的に添って適切に計画・執行されていることを工事執行伺並び工

事仕様書等関係文書で確認した。   

（２）設計 

   設計については、実施設計に関する業務委託契約による成果品を審査し、本工事の所期

の目的が適切に実現できることを調査して確定していることを同契約関係文書で確認し

た。  

（３）積算 

   積算にあたっては、工事設計書、数量計算書並びに積算基準等の規定等に基づいて適切

に実施していることを設計関係文書で確認した。 

（４）監理 

   工事の施工監理については、大阪市水道局及び（株）新大阪設計事務所に委託するとと

もに、所管である水道工務課職員を監督員とする管理体制の下に、請負業者から工事着手

届等着工前届出文書並びに工事施工計画書等着工後届出文書を徴して、先の計画・設計の

趣旨を実現する所期の目的に添って実施していることをこれら関係文書で確認した。 
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５．現場施工状況調査における所見   

 本工事は計画工程に沿って実施し、試運転調整業務を経たうえで平成２１年３月３１日に 

完成後運用開始するよう計画されているが、工事完成に至る全体工程を十分満足するよう工

程管理されていることを工事関係図書並びに現場における工事進捗状況調査により確認し

た。 

 また、工事施工にあたっては、「工事仕様書」等に定める事項に基づいて安全かつ適切に 

実施されていることを、｢工事打合簿｣及び「工事記録写真」等関係文書で確認した。 

 

６．まとめ 

  工事技術調査の結果、本監査対象工事は事務手続き及び計画・設計・施工監理を規定等に 

準じて着実に実施しており、当該工事実施目的を十全に実現しつつあることを確認した。 

これらは所管部の事業実施成果と評価できる。 

 

７．今後の工事に対する提言 

  本監査対象工事は先のとおり適切に執行されていることを確認したが、今後のより一層効

果的な事業実施を図るために、なお以下の事項に留意することが望まれる。 

（１）契約変更事務手続きに関する事項 

   本工事は、工期変更の必要性が判明した時点で請負者との適切な協議に基づいてこれを

実施しているが、今後行う請負契約変更事務手続きにあたっては、工期変更に伴う請負金

額変更事項の扱いについて明示しておくこと。 

（２）工事設計書の作成に関する事項 

   本工事は、主体となる機器によって実現する性能並びに同機器仕様等を特記仕様書に定

めて実施しているが、例えば薬品注入設備等重要な付帯設備についても同等事項を記述し

ておくこと。 

また、本工事完成後の関係施設の効果的な運用に資する為に、当該請負者による引渡し

事務の一環として、運転管理担当者に対する教育･研修を実施することとしているが、そ

の内容･方法等主要事項について特記仕様書に明示しておくこと。 

（３）現場施工監理に関する事項 

   本工事施行場所は、通常運用継続中の施設と共存する部分があり、従ってその安全･衛

生･保安の確保は重要な事項である。 

これに関する請負者への周知については現場打ち合わせ協議により実施しているが、定

常時及び定常外事象発生時措置事項への監理者及び請負者の分担事務について、工事一般

仕様書あるいは工事特記仕様書等に明示しておくこと。 

以上 


