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随時監査（工事監査） 
 

 

 

１ 監査実施日及び監査対象工事名 

  平成３０年１月１９日（金） 

 勝竜寺地内犬川橋水管橋架替工事 

   

 

２ 監査の方法 

今回の監査は、協同組合総合技術士連合の協力を得て、勝竜寺地内犬川橋水管橋架

替工事を対象に、本工事が適正かつ効率的に施工されているかどうかを主眼におき、

関係者の説明を聴取するなどして、工事関係書類等の審査及び現場監査を実施した。 

 

 

３ 監査の結果 

  監査の結果、対象工事については総括的に良好であり、おおむね適正に施工されて

いると認められた。 

  なお、監査結果の概要は次のとおりである。 
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勝竜寺地内犬川橋水管橋架替工事 

 

１ 工事概要 

（１）工事場所 

   長岡京市勝竜寺地内 

 

（２）工事請負業者 

   三協工業株式会社 

 

（３）設計業務委託業者 

   株式会社吹上技研コンサルタント 

 

（４）事業費 

   事業費予定価格：（税抜）57,018,000円 

   事業費落札金額：（税抜）42,980,000円 

 

（５）入札方法 

   条件付一般競争入札 

 

（６）工事期間 

   平成 29年 8月 2日～平成 30年 3月 29日まで 

 



3 

本調査で確認できた上部工の諸元等を（表－1）、下部工の諸元等を（表－2）に示す。 

 

（表－1）上部工の諸元 

種 別 

項 目 
水管橋本体 

管 径 400Ａ（外径 406.4ｍｍ×8.0ｍｍ、12.7ｍｍ） 

水 管 橋 支 間 長 21.5ｍ 

橋 型 式 一端固定一端支持パイプビーム型式 

水管橋落下防止装置 橋軸直角方向落橋防止金具 

設 計 水 圧 
1.55ＭＰａ 

但し（静水圧）1.00ⅯＰａ、（水撃圧）0.55ＭＰａ 

使 用 材 料 

通水管：ＳＵＳ304ＴＰＹ（ＪＩＳＧ3459） 

リングサポート：ＳＵＳ304（ＪＩＳＧ4304） 

伸 縮 管：400Ａベローズ伸縮管（ＳＵＳ304） 

空 気 弁：不凍急排型空気弁 φ50 

歩 行 防 止 柵: ＳＵＳ304（ＪＩＳＧ4304） 

施 工 年 度 平成 29年度 

 

（表－2）下部工の諸元 

種別 

項目 
左岸側下部工 右岸側下部工 

 

橋 脚 型 式 

先端羽根付き鋼管杭（名称：スクリューパイルＥＡＺＥＴ） 

建築基準法施行規則第 1条の 3第 1項第一号口(2)の 国土交通大臣の

認定を受けた構造方法 国住指第 3241-1号 

平成 24年 3月 19日等 

橋   台 橋台（ＲＣ）：2基 橋台（ＲＣ）：2基 

橋 脚 杭 

φ190.7×7.0ｔ×12.7ｍ-4本 

上、中杭：ＳＴＫ490 

下  杭：ＳＴＫ490羽根付 

（ＳＴＫ：一般構造用炭素鋼鋼管） 

継手型式：無溶接機械式 

φ190.7×7.0ｔ×20.8ｍ-4本 

上、中杭：ＳＴＫ490 

下  杭：ＳＴＫ490羽根付 

（ＳＴＫ：一般構造用炭素鋼鋼管） 

継手型式：無溶接機械式 

設 計 水 位 Ｂ.Ｈ.Ｗ.Ｌ：+15.72ｍ 

杭先端深度 
１Ｄｗ以上（400㎜×1.0＝400㎜以上） 

但し、Ｄｗ：くい先端羽根部径 

施 工 年 度 平成 29年度 
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２ 工事進捗状況等について 

平成 29年 12月 28日現在で（約）70％の進捗状況にあり、調査当日でも予定工程通

りに推移していた。 

工事現況は水管橋が架設済みで配管類等は設計図書及び測量結果等に基づき、配管

計画を立て、基本工程に従い開削工法で能率的かつ確実に布設されていた。工程進捗

の阻害要因も無く、工期内に完成できる見込みと、無事故無災害を継続中であること

を元請会社の現場代理人から確認できた。 

また、工事現場がスクールゾーン内にあり、長岡京市立長岡第八小学校児童の下校

状況を観察し交通誘導員が適切に誘導している状況が確認できた。 

 

３ 技術調査結果 

（１）総括所見について 

  工事計画、調査、設計、積算、契約、施工計画、施工管理、施工体制、施工状況等

について、関係書類の抜取り調査及び現場実査の結果から特に問題は無かった。工事

関係者による打合せ、確認・立会、協議等も適宜実施されており、それらの記録も適

切であった。記録写真や資材の検査記録から設計図書との整合性、合規性で特に問題

は無いと判断した。 

今後の工事を実施するにあたり、以下の項目について元請会社に指示されること。 

①施工計画書では、9-5支持層の確認は、次の方法に基づいて行うと記載されている。 

  １．地盤調査結果（土質柱状図）に基づき確認する。 

  ２．杭回転駆動装置モ－タ－のトルク値により確認する。 

  ３．回転埋設時の杭 1回転当たりの貫入量により確認する。 

しかしながら、これらのいずれの記録も確認できなかった。 

当該杭工法と同様の杭工法で杭施工管理データの流用・加筆事案事例もあり杭打

ち施工記録を明確にすること。 

②犬川橋水管橋特記仕様書＜別紙②＞では水管橋本体の組立が次のように記載されて

いる。 

 

 

 

 

 

 

以下、5）まで、関連特記事項の記載があるがこれらの記録を確認することができな

かった。組立結果の計測記録、実施状況写真等を明確にすること。 

【特記仕様書＜別紙②＞】抜粋 

3章 製作 

3‐2製作 

（8）組立 

1）水管橋本体にについて、工場内で仮組立を実施すること。 
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【注意・要望・検討を要する事項のまとめ】 

①施工計画書では、9-5支持層の確認は、次の方法に基づいて行うと記載されている。 

１．地盤調査結果（土質柱状図）に基づき確認する。 

３．杭回転駆動装置モ－タ－のトルク値により確認する。 

３．回転埋設時の杭 1回転当たりの貫入量により確認する。 

しかしながら、これらのいずれの記録も確認できなかった。 

当該杭工法と同様の杭工法で杭施工管理データの流用・加筆事案事例もあり杭打ち

施工記録を明確にすること。 

②犬川橋水管橋特記仕様書＜別紙②＞では水管橋本体の組立が次のように記載され

ている。 

【特記仕様書＜別紙②＞】抜粋 

第 3章 製作 

3‐2製作 

（8）組立 

1）水管橋本体にについて、工場内で仮組立を実施すること。 

以下、5）まで、関連特記事項の記載があるがこれらの記録を確認することができな

かった。組立結果の計測記録、実施状況写真等を明確にすること。 

③学校関係者からの要請で視覚障がい者の歩行安全のために設置したカラーコーン

が、強風等で道路側へ転がり出て人車の交通障害にならないようウエート載荷等の措

置を講じること。 

④工事関係者用の仮設トイレは陸置き状態で転倒防止措置が無かった。強風で転倒し

た事例もありメーカー、レンタル会社等に強風時の安定性を確認し必要な場合は適切

な措置を講じることが望ましい。 

⑤建設業法では施工体制表等の標識の掲示は公衆の見易い場所に掲げなければなら

ないと規定されている。当日の状況から掲示版の設置位置を改善することが望まし

い。 

 

③学校関係者からの要請で視覚障がい者の歩行安全のために設置したカラーコーンが、

強風等で道路側へ転がり出て人車の交通障害にならないようウエート載荷等の措置

を講じること。 

④工事関係者用の仮設トイレは陸置き状態で転倒防止措置が無かった。強風で転倒し

た事例もありメーカー、レンタル会社等に強風時の安定性を確認し必要な場合は適

切な措置を講じることが望ましい。 

⑤建設業法では施工体制表等の標識の掲示は公衆の見易い場所に掲げなければならな

いと規定されている。当日の状況から掲示版の設置位置を改善することが望ましい。 
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【監査結果に対する措置状況】 

①支持層の確認について、施工計画書に記載されている方法により実施しています。

今後予定している完了検査時に提出される書類にて確認できます。 

②水管橋本体の組立について、工場内にて仮組立、測定、検査を実施しています。今

後予定している完了検査時に提出される書類にて確認できます。 

③今後の工事においては注意していきます。 

④今後の工事においては注意していきます。 

⑤指摘後、設置位置について改善を行いました。 

 

 

（２）工事着工時までの調査結果について 

 ①当該事業（工事）計画の背景等について 

  当該犬川水管橋架替工事は長岡市水道事業中期計画に基づく基幹管路の耐震化工事

である。 

現在の水管橋は、昭和 51年に犬川橋上流側に水道管φ400が単独架設されており犬

川橋下部工にアンカーボルトで（固定）添架されてから約 42年が経過している。 

  昭和 51年当時の設計活荷重は、当時の基準で、二等橋 - 14t (TL-14)が適用されて

おり、現行の道路示方書（平成 24年）第３０条  道路の構造の基準及び、第３５条 橋、

高架の道路から、既設水管橋と同様の方法で現行下部工に当該水管橋の新たな荷重を

載荷することは構造的に不可能であること。また、水管橋下部工の築造に当たっては

土質調査結果から杭が必要等の説明が担当課からあった。 

  また、長岡京市のＨＰから、自然災害や経年劣化による基幹管路の損壊は市民生活

への影響も大きく、復旧にも長時間を要する。 

自然災害等に負けない強靭な水道施設とするため、計画的に更新・耐震化を推進さ

せていることが確認できた。 

厚生労働省の水道事業における耐震化の状況（平成 28年度末）によると長岡京市の

基幹管路耐震適合率は 47.9％で京都府下全体の 31.9％、全国の同指標 38.7％を上回

っていることが確認できた。 

②入札関係記録について 

当該工事は長岡京市契約規則に従い入札公告、入札経過書類が適切に整備されてお

り、入札から落札までの手順等に問題は無いと判断した。 

当該工事の入札は条件付一般競争（電子入札）方式で実施されていた。 

入札には参加可能業者 131 者のうち 1 者のみ参加申し込みがあり当該業者が予定価

格の（約）75.3％で落札していた。 
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③業務委託契約書及び工事請負契約書等について 

  契約書、契約約款、工事着手届、工程表、現場代理人届、主任技術者届、施工体制

台帳等の必要書類が提出されていた。工事請負会社の監理技術者は、入札参加資格に

おいて規定の 1 級土木施工管理技士の有資格者であった。また、建設業法で規定の事

業主と監理技術者との継続的な雇用関係を証明する健康保険証等（写）が提出されて

いた。 

  現場代理人は、監理技術者と兼務者であり、事業主から実務経歴証明書が提出され

ていた。前払い保証金（工事請負契約）、労災保険成立証明の証書等が提出されおり、

契約関連書類に問題は無かった。 

④設計関係基準類等について 

  当該工事は、道路橋示方書・同解説Ⅳ（日本道路協会 平成 24 年 3 月）、水道施設

設計業務委託標準仕様書、土木設計業務共通仕様書（案）（京都府 平成 25 年 3 月）、

水道施設耐震工法指針・解説（日本水道協会 2009 年度版）、水道維持管理指針（日

本水道協会 2016年版）、水道事業実務必携（全国簡易水道協会 2016年度版）、土木

構造物標準設計（国土交通省）、設計便覧（案）（近畿地方整備局）、土木構造物設計マ

ニュアル（案）（国土交通省）、便覧（日本ダクタイル鉄管協会）、設計業務等標準積算

基準書（経済調査会 2016年度版）に基づいて設計されていることが、「平成 28年度 

勝竜寺地内老朽管更新実施設計業務委託業務計画書平成 28年 9月（株式会社吹上技研

コンサルタント）」から確認できた。 

設計は、全般にわたって国、府、市の意図、設計関連基準類等に準拠しており特に

問題は無いと判断した。設計関連基準類の最新版確認はできなかったが担当課におい

て適切な管理状況にあると判断した。 

⑤設計内容等について 

当該水管橋工事の実施設計は公募型指名競争入札（電子入札）で公募の結果 5 社が

応札し、（株）吹上技研コンサルタントが最低価格で落札していた。落札率は約 88.1％

（3,800,000／4,311,000）が確認できた。 

（株）吹上技研コンサルタントでは水管橋構造型式、下部工基礎杭工法について複

数案の比較検討（表）を実施の結果、それぞれの現工法が採用されていたがこの手順

に特に問題は無かった。 

主要材料は、１．工事概要に示す表―1、表－2の通りである。 

 ⑥設計内容で確認できた主な事項は次の通り。 

  １．水管橋は管径、支間長、架設地点の地理的条件及び景観との調和を考慮して最

も適切な構造形式が選定されていると判断した。 

２．配管類には基幹管路としての耐震性を有する管及び伸縮継手等を選択するとと

もに、適切な防食措置が講じられていた。  
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【注意・要望・検討を要する事項のまとめ】 

①特記仕様書について 

「危険性又は有害性等の調査等に関する指針同解説（厚生労働省安全衛生部安全課）」

及び、「土木工事安全施工技術指針」に準拠してＲＡ（リスクアセスメント）の実施

を付記し、「リスクアセスメントガイドライン建設業版マニュアル（建設業労働災害

防止協会編 平成 22 年 10 月）」に従って、元請会社による前段階（上流側）でのリ

スク回避活動の努力を義務付けられ効果的な事故・災害防活動を推進されることが望

ましい。 

【監査結果に対する措置状況】 

①今後の工事の実施に際し、対応していきたいと考えています。 

３．配水管には、水圧、外圧に対する安全性、維持管理性、環境条件、施工条件等

を勘案してダクタイル鋳鉄管、ステンレス鋼管が採用されていた。管種材選定に

問題は無いと判断した。  

４．水管橋の最も高い位置に空気弁が設けられ、寒冷地仕様の不凍急排型空気弁が

採用されており現場調査で現物を視認した。 

５．水管橋に適切な落橋防止措置が講じられていた。 

（１．工事概要 表‐1に記載の通り。） 

６．配管布設工法は地盤条件、交通事情等を勘案して簡易山留による開削工法が採

用されていたが現場調査からも問題は無いと判断した。   

⑦特記仕様書について 

  「危険性又は有害性等の調査等に関する指針同解説（厚生労働省安全衛生部安全課）」

及び、「土木工事安全施工技術指針」に準拠してＲＡ（リスクアセスメント）の実施を

付記し、「リスクアセスメントガイドライン建設業版マニュアル（建設業労働災害防止

協会編 平成 22年 10月）」に従って、元請会社による前段階（上流側）でのリスク回

避活動の努力を義務付けられ効果的な事故・災害防活動を推進されることが望ましい。 

 

 

（３）工事着手後における調査項目 

①施工計画書について 

必要事項が適切に記載されており、特に問題は無かった。 

 ②実施工程表について 

  特記事項無し。 

 ③施工体制台帳等について 
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  施工体制台帳の整備状況は、概ね良好であった。 

 ④機材承認願について 

  使用材料についての承認願は、適切に実施されており、特に問題は無かった。 

 ⑤施工試験・材料試験・検査関係記録について 

施工試験・材料試験・検査関係記録については特に問題は無かった。 

⑥品質規格証明証の確認 

特に問題は無かった。 

⑦工事記録写真について 

工事記録写真は工事進捗状況に応じて撮影され、適切に整備され問題は無いと判断

した。 

⑧工事日報関連について 

特記事項無し。 

⑨廃棄物処理関係について 

マニュフェストの管理台帳は確認できなかったが適切に運用できていることを現場

代理人から確認した。 

⑩契約変更関連事項について 

設計及び工期変更に係る契約変更は無かった。 

⑪出来形管理について 

出来形管理については、工事写真が適宜監督員に提出されている状況にあり特に問

題は無いと判断した。 

⑫工程管理について 

計画工程を概ね確保しており、契約工期内の竣工に特段の問題は現時点では無いと

思われる。 

⑬安全管理について 

  １．狭い作業空間での配管布設作業は機械と人との直近状態での作業状況が現認で

きた。重機運転者、作業員、作業主任者及び、作業指揮者間で作業方法、作業手

順等の作業計画をより綿密に検討し、安全管理レベルの向上を図ること。 

２．安全管理の形骸化防止を図る上で、以下の事項を改善すること。 

   イ）クレーン機能付油圧ショベルの始業前点検記録を確実にすること。 

   ロ）朝礼場の安全掲示板に、クレーン等安全規則で規定の「クレーン等の統一合

図方」の掲示を速やかに実施すること。 

ハ）月次で規定の玉掛用具点検済のテーピングを確実に実施すること。 

⑭環境管理について 

総括所見で記載の通り。 

 ⑮施工監督状況について 
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【注意・要望・検討を要する事項のまとめ】 

①安全管理について 

 １．狭い作業空間での配管布設作業は機械と人との直近状態での作業状況が現認で

きた。重機運転者、作業員、作業主任者及び、作業指揮者間で作業方法、作業手

順等の作業計画をより綿密に検討し、安全管理レベルの向上を図ること。 

２．安全管理の形骸化防止を図る上で、以下の事項を改善すること。 

 イ）クレーン機能付油圧ショベルの始業前点検記録を確実にすること。 

 ロ）朝礼場の安全掲示板に、クレーン等安全規則で規定の「クレーン等の統一合図

方」の掲示を速やかに実施すること。 

ハ）月次で規定の玉掛用具点検済のテーピングを確実に実施すること。 

【監査結果に対する措置状況】 

①今後の工事の実施に際し、対応していきたいと考えています。 

  監督員は、現場状況を綿密に把握され、関係機関及び、請負業者との協議、承諾、

指示、伝達事項等を長岡京市請負工事監督要領等に従い適切に実施されており工事監

督状況は適切であると判断した。 

 

 

（４）その他の所見 

  特になし。 

以上  

 

 


