
柏原市監査委員告示第 １４ 号

地方自治法第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２０年４月２５日

柏原市監査委員 西 尾 寛 一

柏原市監査委員 大 坪 教 孝

１． 監査の対象

堅下北中学校屋内運動場耐震化工事

２． 監査執行日

平成２０年２月８日（金）

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、問題点及

び疑々については、遂次その都度対象工事担当職員の説明を徴取し実施した。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会に委託した。

５． 監査の結果

各工事とも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、上記の指摘事項等に対する、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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1. 工事概要

(1) 工事場所

柏原市平野２丁目４０３番地の 1

(2) 工事内容

1) 建物概要

建物名称 堅下北中学校屋内運動場

用 途 屋内運動場

建設年月 昭和 52 年

構 造 鉄骨造 2 階

延べ床面積 1,106 m2

2) 工事内容

(建築工事) 1. 鉄骨造２階建

１階：玄関、アリーナ、倉庫、放送室、男女便所

２階：キャットウォーク

2. 耐震補強工事

（柱頭仕口部ﾊﾟﾈﾙ補強、桁行ﾌﾞﾚｰｽ補強、柱頭部振止補強）

3) 工事請負者

1) 入札形式 希望型指名競争入札

2) 入札業者数 6 社

3) 入札回数 1 回

4) 入札年月日 平成 19 年 10 月 9 日

5) 契約年月日 平成 19 年 10 月 10 日

6) 落札業者 三原工務店

4) 耐震診断・工事設計業務受託者

業務名 入札形式 業務受託者

1)耐震診断業務 指名競争入札 株式会社 構造総合技術研究所

2)工事設計業務 指名競争入札 株式会社 板垣建築事務所

5) 事業費(消費税を含む)

耐震診断金額 2,016,000 円

工事設計金額 2,205,000 円

工事請負金額 23,508,450 円 請負率（対設計金額比 74.3 ％）

6） 工 期

平成 19 年 10 月 11 日～平成 20 年 2 月 15 日

別 紙
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7）工事進捗状況 （ 2 月 8 日時点）

実績 約 100 %

8) 工事監督員等

監督者(担当者) 都市計画課施設監理係

2. 書類調査による工事監査の所見

2.1 総括的所見

計画、設計、積算、契約に関わる書類および施工管理、安全管理、環境管理、工事監理(監督)に関わる書類

について調査を行った結果、一部に改善が望まれる点はあるものの必要な書類が作成され、工事施工が適切に

遂行されていることが認められた。

以下に、個々の書類調査結果を示す。

2.2 工事着手前の書類に対する所見

(1) ｢計画｣について

現在、柏原市は、まちづくりのために策定した｢第 3 次柏原市総合計画｣を実施中である。そして、この総合計

画では、柏原市が目指すまちの将来像の実現に向けて 6 つの基本目標を掲げている。その中のひとつである

｢21 世紀を育む心豊かな教育･文化･人権のまちづくり｣に向けたひとつの施策として、昭和 56 年以前に建築さ

れた教育施設の耐震化事業として災害時に地域住民の避難場所となる屋内運動場を優先して実施している。

当該事業は、この施策のもとに実施されており、それは文部科学省が推進している｢公立学校施設の耐震化｣

にも沿うものである。近い将来に発生が予想されている南海地震、東南海地震への対応としてもきわめて時宜

を得た適切なものと認められる。

なお、市が実施した耐震化優先度調査では優先度指標が高いものが多く存在するということであり、「公立学

校施設の耐震化推進について（通知）」平成 18 年 6 月 2 日 に準拠してより一層、積極的に耐震化事業を推進

することが望まれる。

なお、当該事業は学校施設の充実という側面と災害時の地域住民の緊急避難場所という側面を併せ持つも

のであり、事業計画の策定のためには教育委員会、財政部局、建設部局、教職員等の関連部門に加えて防災

部局とも十分な協議がなされることが望まれる。

地元住民への事前説明は学校において PTA 集会でなされたとのことであるが、災害時の地域住民の緊急避

難場所という側面を考慮すると計画段階において地域の自治会等も対象にしてニーズの把握に努めることが望

まれる。

(2) ｢設計｣について

1) 耐震診断･工事設計業務委託先の選定について
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耐震診断業務および工事設計業務の委託先には、一級建築士事務所として市に登録されている業者による

指名競争入札を行い、入札価格が最も低かった業者を選定している。耐震診断業務には 8 社が、工事設計業

務には 7 社が応札し、前者には株式会社構造総合技術研究所を、後者には株式会社板垣建築事務所を選定

した。

適切な選定がなされたと認められる。

2） 設計全般について

設計は、｢既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説｣、｢既存鉄筋鉄骨コ

ンクリート造建築物の耐震診断改修設計指針・同解説｣、｢既存鉄骨造建築物の耐震改修設計･施工マニュア

ル｣(以上、(財)日本建築防災協会)および｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）｣、｢建築改修工事監

理指針｣ (以上、国交省大臣官房官庁営繕部) に準拠しており、適切な準拠資料のもとに耐震診断、耐震改

修設計がなされたと認められる。

3) 諸法令への対応について

ⅰ. 今回の改修工事では学校施設としての耐震化に主眼をおいたとされているが、当該施設が災害時の緊急

避難場所とし地域住民が利用することになっていることを考慮すると、改修設計ではハートビル法への対応、す

なわち大阪府福祉のまちづくり条例に準拠したスロープ、手すり、点字案内等の設置についても取り組むことが

望まれる。

ⅱ. シックハウス対策に関しては、特記仕様書に｢ホルムアルデヒドおよび揮発性有機化合物の室内濃度の測

定｣が特記され、測定法、測定位置、測定手順等が具体的に記載されており、適切な対応が認められる。

なお、施工中、施工後の換気により有害物質の放散を促すことにより、早期に室内化学有害物質の濃度を許

容値以下にすることを意図して今後は特記仕様書に「換気」を追記することを指導することが望まれる。

ⅲ. 省エネ法に関しては、エネルギー合理化のために高効率照明（Ｈｆ蛍光灯など）やトイレ照明に人感セン

サーを採用する等の法の趣旨に配慮した積極的な取り組みが望まれる。

ⅳ. 再生資源利用促進法に関しては、再生資源利用計画および再生資源利用促進計画を作成すべきことが

明記されており、環境の保全に向けた適切な取り組みが認められる。

4) 耐震補強設計について

耐震補強設計については、委託設計者が大阪府公立学校施設耐震診断等判定委員会と崖地を考慮した地

震力の割り増しを行うなどの協議・調整を行った結果を反映しており、適切な耐震改修設計がなされたものと認

められる。

耐震診断・耐震補強設計は｢2001 年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指

針 同解説｣、｢既存鉄骨造建築物の耐震改修設計･施工マニュアル｣ (財)日本建築防災協会 に準拠してな

されており、適切な業務がなされていると認められる。

なお、柱梁方杖補強部においては、狭隘部における両面隅肉溶接や上向き全溶接が多く、適切な溶接作業

による品質の確保が非常に難しい箇所が多く見受けられる。設計図の収受に際しては改修設計の特徴である

困難な溶接作業性に関して詳細な確認を行い、必要に応じて設計変更を指示することが望まれる。

また、耐震補強設計においてはコンクリートコアの採取による圧縮強度の確認を行っていないとのことであるが、

耐震補強での応力集中を考慮すると境界梁等に耐力不足が生じる場合も起こり得る。コンクリートコア採取によ
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る正確な圧縮強度の把握をされたい。

既存施設の耐震性は、構造耐震指標Ｉｓ の最低値が 0.31、水平保有耐力係数ｑの最低値が 0.35 であり、一

般的な耐震補強設計における目標となる構造耐震指標 0.7 かつ水平保有耐力係数 1.0 をかなり下回っていた。

しかし、耐震補強後にはこれらの値の最低値がそれぞれ 0.79、1.44 となり、適切な耐震補強設計がなされたと

認められる。

(3) ｢積算｣について

1) 数量積算について

｢建築数量積算基準・同解説｣建築コスト管理システム研究所 を使用して設計業務委託者が行い、市の担

当者が検証をしているとのことであり、適切な確認業務がなされたと認められる。

2) 設計額の算出について

ⅰ) 設計額の算出は、｢建設物価｣や｢建築コスト情報｣建設物価調査会等の市販資料から得られたデータの最

低価格を採用しているとのことであり、概ね適切な処理がなされたと認められる。しかし、これらの市販資料にあ

る単価は原則として全国どこででも採算割れになることがない標準的単価であり、大都市近郊に立地している

当市にとっては実勢単価に対して過大な単価となっていることも考えられるので、日常的に実勢単価の把握に

努めることが望まれる。

ⅱ) 改修工事は特殊な材料や工法等を使用するために一般的な標準単価がないので複数の業者見積を徴

収して、最低価格の見積金額に歩切り率を乗じて計上することが通常行われている。しかも、その金額の全体

工事費に占める割合は非常に高くなるのが一般的である。業者の見積金額は施工条件や歩切り率等の不確

定要素をリスクとして見積金額に上乗せするためにかなりの割高になるのが一般的である。当該工事の柱梁方

杖補強工事や耐震ブレース工事のように全体工事費に占める割合が非常に大きい工事に対しては、専門業

者からの聴取による詳細な工法手順の確認とそれに基づく投入労務・材料を組み込んだ日程計画をもとに、

労務費、材料費(加工費とも)、損料、運搬費、諸経費を要素別に積上げて業者見積と比較・検討し、必要に応

じて業者に確認するなどにより見積金額の最適化へ向けた取り組みが望まれる。

(4) ｢契約｣について

1) 請負者の決定について

入札は、柏原市請負業者指名審査委員会で選定された登録業者で、工事業種が建築一式工事業のＢおよ

びＣランクの業者 11 社を選定したところ、6 社が応札した。入札は 1 回目で最低金額を提示した三原工務店に

より落札された。契約金額は、設計金額の 74.3％であり、施工の品質、作業安全の確保に支障をきたす懸念を

感じさせないものと認められる。

質疑は 1 社から 6 件が提出されており、見積期間は 11 日間が確保されていた。適切な入札業務が実施され

たと認められる。

2) 契約にかかわる書類について

契約書類としての請負契約書、請負契約約款、設計図書(設計図、設計書、特記仕様書、標準仕様書、工事

説明書、質疑回答書)、請負契約後に提出することになっている請負代金内訳書と工程表は整理・保管されて

おり、現場代理人、主任技術者の届出も規定通りなされていることが確認できた。

また、前払金保証証書、西日本建設業保証㈱の履行保証証書、建設工事保険証書（火災保険付保）、損害
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賠償保険証書、労働災害保険成立証、建設業退職金共済掛金収納書、工事実績情報登録証の写しが確認

できた。

当該工事が小規模のために法令適用対象外ではあるが、建設業の健全な育成という趣旨に沿って施工体制

台帳、施工体系図についても同様に請負者に提出させることが望まれる。

2.3 工事着手後の書類に対する所見

(1) ｢施工管理｣について

1) 施工計画書について

総合施工計画書および工種別施工計画書が作成されており、適切な施工管理の実施がなされていることが

伺える。

工事管理をより計画的に行うためには工種別施工計画書に記載する事項の中で監督員の承諾を受けること

になっている品質計画の作成を充実させる必要がある。品質計画は請負者が行う品質管理活動の規範になる

ものであり、監督員は請負者が行う｢一工程の施工の完了｣に伴う報告で品質計画に定められた品質記録(工事

写真を含む)を確認して、問題が無ければ次工程へ移行する承諾を与えることになる。このような品質計画の重

要性に鑑みて、請負者に対する指導を積極的に行うことが望まれる。

2) 工程管理について

品質および作業安全性を確保した上で適切な工事施工の進捗を期すためには、適確な工程管理が必要で

ある。当該工事における工程管理は、全体工程表とこれをもとにした月間工程表、毎週の定例打合会で使用す

る週間工程表を作成して行われており、打合記録からも適切な工程管理の実施が認められた。

なお、施工管理をさらに計画的に行うためには、着工当初に作成する全体工程表に工事全体の主要キーデ

イト、官公庁 (労基署、消防署,市,警察署)の届出時期、監督員に関連する承諾・報告・協議・試験・立会いの

実施時期、安全管理活動の各種行事の実施時期を記載するように指導することが望まれる。

3) 品質管理について

ⅰ. ｢使用材料の承諾及び試験・検査等｣について

設計図書に指定されている使用材料の承諾記録や試験検査項目に対する報告書が整理保管されており、適

切な管理がなされていることが認められた。

なお、当該工事のように小規模な工事では鋼材の材料試験に代る規格証明書(ミルシート)による検収におい

ては原本の入手が出来ない。このために流通商社が発行する原品証明書(鉄骨製作品については、さらに鉄

骨製作業者が作成する鋼材使用証明書)を使用して材料管理を行うように請負者を指導することが望まれる。

ⅱ. 品質計画について

工種別施工計画書に記載する品質計画は上記 1) に既述したように品質確保のために非常に重要であり、

監督員の承諾事項である。管理項目、管理値、測定方法、測定頻度、管理値を外れた場合の処置法等を整理

した施工品質管理表の作成や品質管理記録の書式、実施方法について明確にしておく必要がある。請負者に

対する積極的な指導が望まれる。

ⅲ. 承諾、提出、報告、協議等について

これらについては毎週開催される定例会議で確認されていることが打合記録で認められ、その実施記録も整
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理保管されていることが確認できた。

なお、計画的に承諾、提出、試験立会等の実施時期を管理するためには、上記ⅱ)に既述したように全体工

程表に予定時期を記載して、これを月間工程表と週間工程表に順次ブレークダウンし、最終的に毎週の定例

会議で確認するという手順を踏襲するように請負者を指導することが望まれる。

ⅳ. 工事写真について

工事の出来形や品質を確認し、検査における重要な記録資料となり、工事完了後においても施工時における

問題が生じた場合の重要な証拠資料として利用されることになる工事写真が撮影され、整理されているのが確

認できた。一部において、将来の不具合発生に伴う処置計画の参考資料とする等の目的で撮影箇所を特定す

る必要が生じた時に、撮影箇所を特定することが困難なものが見受けられる。説明書きを充実するように指導さ

れたい。

4) 各工事について

当該工事の鉄骨造２階建改修工事および耐震補強工事については、工種別施工計画書が作成されているこ

とから適切な工事施工が実施されたことが伺える。しかし、｢一工程の施工の完了｣に伴う監督員への報告とそ

のときに添付されるべき品質記録の提出がなされていない。品質計画の記載内容の充実とそれに基づく品質

管理活動の実施について請負者を指導することが望まれる。

以下に個々の工事における気付き事項を記す。

ⅰ. 仮設工事について

仮設工事に関しては当工事のように工事別施工計画書の作成が省略されるケースが多いが、工区ごとの施

工図の作成および提出、仮設備の設置や解体時期等が記載された実施工程表、管理体制、工事手順、安全

管理計画(安全作業手順等)、有資格者等が記載された仮設工事施工計画書とそれに基づく総合仮設計画図

を作成し、周知徹底して作業が行われることが望ましい。

改修工事における足場は、工事の進捗に伴って盛り替えなどの改造が必要になることが発生する。当該工事

でも鉄骨ブレース設置作業、柱梁方杖取付作業、トラスへのスチフナー取付作業等の多岐にわたる作業があり、

施工品質や安全作業の確保のためには、事前の十分な検討に基づく施工図の作成とそれに基づく工事施工

が重要であり、今後の同類工事での善処が望まれる。

ⅱ. 耐震補強工事について

コンクリート工事に関しては、小規模工事であるにもかかわらず試し練り試験が実施されていることから適切な

品質管理がなされたと認められる。使用骨材のアル骨反応性試験に関しても信頼できる反応性試験成績書が

整理保管されているのが認められた。アル骨反応性試験については試験成績書が提出されていても納入され

る生コンクリートに同一骨材の使用が確信できることの確認を実施することが望まれる。

なお、小規模工事では同一調合で過去 1 年間に 10 ロットの出荷があれば試し練り試験を省略できるとされて

いるので今後の参考にされたい。

鉄骨工事は適切な品質を有する耐震化工事のためには極めて重要である。請負者は監督員の承諾のもとに、

鉄骨工事施工計画書、工場製作計画書、現場施工計画書を作成し、鉄骨工事施工管理技術者や溶接施工管

理技術者等の選任、品質計画、原寸･製品･溶接部の検査計画等を記載する。そして、それに基づいて請負者

は溶接部の品質管理記録や試験検査記録の提出、施工図の提出等を実施する。このような業務処理による充
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実した施工管理がなされるように請負者を指導されたい。

また、当該工事においては狭隘部での溶接工事が多いので、工事着手前に請負者が鉄骨工事業者を伴っ

て適切な溶接作業のための現地調査を行い、その結果を監督員に報告させ、報告内容により必要に応じて工

事設計者を交えた協議を行うことにより耐震化工事の最適化を図るように指導することが望まれる。

ⅲ. 外部建具改修工事

施工計画書、製作図の製作要領書等の書類が揃っており、適切に製作・取り付けがなされたことが認められる。

しかし、製作業者から提出される使用材料の規格証明書に関しては、流通段階の原品証明書および製作工場

が作成する鋼材使用証明書を提出するように指導することが望まれる。

(2) 「安全管理」について

1) 労働安全管理活動に関しては、総合施工計画書に記載された安全管理の章に基本方針、重点管理活動

項目、安全会議、安全教育、新規入場者教育、ＫＹ活動等に関して適切に記載されている。しかし、その実施

記録の整理保管が認められなかった。安全管理に関する積極的な取り組みを促進させるために監督員の指導

が望まれる。

(3) 「環境管理」について

2000 年の｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣の改正で排出事業者が確認する範囲がそれまでの中間処

理終了時から最終処分終了時までに拡大され、2005 年の改正で記載事項が運搬や処分の担当者の氏名だけ

でなく受託した業者の氏名または名称の記載が義務付けられ、年を追うごとに厳しくなっている。このよう状況を

認識して、産業廃棄物処理計画書の作成、収集運搬･中間処理の委託契約書と業許可証の写しの整理保管、

中間処理場、最終処分場、運搬経路の現地確認の記録、マニフェストの整理保管等が｢廃棄物の処理及び清

掃に関する法律｣に準拠して適切に実施されるように請負者に対する積極的な指導が望まれる。

なお、中間処理の委託契約書には最終処分場の明記と最終処分地の許可証の添付が必要であることにも

留意されたい。

(4) ｢工事監理(監督)｣について

ⅰ） 工事監理業務の通知について

監督員をおいたことの請負者に対する通知は、現場説明書への記載により行っていることが認められた。

ⅱ) 工事監理業務は、建築改修工事標準仕様書、建築改修工事監理指針に準拠して実施されている。具体

的には、監督職員、請負者および協力会社が出席して毎週開催する定例会議で、予定されている試験・検査

の立会日や調整を要する事項の抽出、調整結果の確認等を行っており、円滑な工事の消化に寄与しているこ

とが整理・保管された議事録で認められた。

ⅲ) 工事監理活動の記録は、監理日報、監理月報のような様式で作成されていなかった。しかし、工事の進捗

状況の周知を図り、事業の効率的な推進に役に立てるためにも工事監理記録を工事監理月報などとしてまとめ、

工事関連部署に配布または回覧するような取組みが望まれる。
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3. 現場施工状況調査における所見

3.1 総括的所見

書類調査に引き続いて行った現場施工状況調査は、すでに施工出来高が約 100％に達しており、出来形の

確認を行う形になった。

施工出来形の調査により、概ね設計要求品質を確保した工事施工が実施されているであろうことが認められ

た。以下に、現場施工状況調査における気付き事項を記す。

3.2 現場施工状況調査に関する所見

1) 工事表示板が構内の屋内運動場エリアの出入口に設置されていたが、公共工事であることから第三者が容

易に見ることが出来る公道に面した場所にも設置することが望まれる。

同時に、法令対象外の工事ではあるが施工体系図も同じ場所に表示することが望まれる。

2) 左官のモルタル練り場における工具の洗い水が沈殿処理やｐＨ処理等がなされずに、そのまま構内排水路

に流されているのが認められた。適切な廃水処理を行うように総合仮設計画書や総合仮設計画図等で確認す

ると共に、工事現場で確認を行い、タイムリーに請負者を指導されたい。

3) 鉄骨ブレースの工場隅肉溶接の著しいビードの不揃いが認められた。鉄骨製作業者の溶接技術や技能工

による溶接施工に関する品質管理レベルに危惧を感じ得ない。

鉄骨製作工場の監督員の承諾において、溶接技術者の保有状況や工事実績の確認などきめ細かく行うこと

が望まれる。

以上


