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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３１年１月１７日（木） 

 長岡第八小学校給食室・プール等建設工事 

   

 

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、長岡第八小学校給食室・プ

ール等建設工事を対象に、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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長岡第八小学校給食室・プール等建設工事 

 

１ 工事概要 

（１）工事場所 

   長岡京市勝竜寺 29-1 敷地面積 19,417.46㎡ 

（２）建築工事 

①給食室・プール等建設工事 

  １．給食棟増築（鉄骨造 2階建、延床面積 954.34㎡） 

  ２．エレベータ棟増築（鉄骨造 3階建、延床面積 103.22㎡及び 15人乗 EV） 

  ３．渡り廊下 A 増築（鉄骨造 2階建、延床面積 96.19㎡） 

  ４．渡り廊下 B 増築（鉄骨造 2階建、延床面積 7.13㎡） 

  ５．プール付属棟増築（鉄筋コンクリート造 1階建、延床面積 251.56㎡）等 

  ６．プール新設（25m×6コース） 

  ７．既設給食棟解体（鉄筋コンクリート造 1階建、延床面積 204.84㎡） 

 ②敷地内整備工事 

  １．外構整備等（門、塀、フェンス、駐輪場、遊具） 

  ２．その他（プール日除け新設、倉庫新設 3棟、既設倉庫基礎整備 2棟、 

    防災倉庫移設 1棟、仮設昇降口、仮設渡り廊下、倉庫解体 3棟） 

（３）電気設備工事 

 ①上記に伴う電灯設備一式 

 ②上記に伴う動力設備一式 

 ③上記に伴う受変電設備一式 

 ④上記に伴う構内情報通信設備一式 

 ⑤上記に伴う拡声設備一式 

 ⑥上記に伴う誘導支援設備一式 

 ⑦テレビ共同受信設備 

 ⑧防犯・入退室管理設備（セコム） 

 ⑨自動火災報知設備 

 ⑩電波時計設備 

 ⑪構内配電線路 

（４）機械設備工事 

 ①上記に伴う空調換気設備一式 

 ②衛生設備一式 

 ③給水設備一式 

 ④給湯設備一式 
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 ⑤消火設備一式 

 ⑥ガス設備一式 

 ⑦ろ過設備一式（プール排水） 

 ⑧給水メーター及びガスメーター一式（買取） 

（５）工期 

   当初工期：平成 29年 12月 21日～平成 31年 3月 15日 

   変更工期：平成 29年 12月 21日～平成 31年 3月 31日 

（６）設計業務委託業者 

株式会社綜企画設計 京都支店 

   決定方法 ：公募型プロポーザル方式 

   設計委託概要 ：（他 2校とまとめて設計を委託）給食室・プール等建設工事 

一式及び上記に伴う、建築工事、電気設備工事、機械設備工 

事、その他工事 一式 

   請負額 ：32,825,500円（税抜） 1,174,500円（非課税手数料） 

落札率 ：90.4％、（32,825,500円 ／36,326,000円）（3者が参加） 

変更後 ：44,290,180円（税込手数料含む） 

（７）設計意図伝達業務委託業者 

株式会社綜企画設計 京都支店 

決定金額 ：950,000円（税抜） 

特命随意契約（地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号による。） 

（８）工事監理業務委託業者 

企業組合一級建築士事務所ひと・まち設計 

   落札金額 ：7,180,000円（税抜） 

落札率 ：65.6％、（7,180,000円／10,943,000円） 

公募型指名競争入札（電子入札） 

（入札結果：5者が参加し 1者が失格、最低価格提示の上記の業者が落札。） 

（９）工事請負人 

辻寅建設株式会社 京都支店 

   請負額 ：921,600,000円(税抜) 

変更金額 ：979,803,000円（税抜） 

落札率 ：90.0％、（921,600,000円／1,024,000,000円） 

一般競争入札（電子入札） 

入札結果：参加表明書の提出 6 者（うち辞退 1 者、最低制限価格未満の入札に

よる失格 1者）のうち、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって入札を行った者が落札。 
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 履行保証体系：契約保証金 105,819,000円（税込） 

（10）総事業費（（7）、（8）、（9）の合計）：987,933,000円（税抜） 

（11）予算措置：国庫補助事業「学校施設環境改善交付金」の活用。 

国庫補助金総額 162,683,000円の見込み。 

（12）建築物の用途 

工場（学校給食調理場）、学校校舎、プール 

建築基準法施行規則（別記様式）に定める主要用途区分よる。 

（13）用途地域 

第一種住居地域、準防火地域 

 

２ 工事進捗状況等 

平成 30 年 12 月 31 日現在で全体出来高率が約 58.5％で、予定出来高率約 84.8％

に対して約 26.3ポイントの遅れ状況が確認できた。工程遅れの直接的な要因につい

ては杭工事の変更による遅れや台風 21号、24号の影響によるものと担当者から説明

があった。現在、担当課では平成 31 年 3 月 31 日の完成工期の見直しについて諸事

情を勘案して最終的な工期の検討中であるとの説明があった。工期の見直しについ

ては総括質疑で代表監査委員及び監査委員から早めに関係部署等に連絡・協議する

よう要望がなされた。 

当日の工事現況は給食棟の建築工事では内装工事、床シート張り、内装クロス貼

り、塗床等の内装仕上げ、外構フェンス基礎のコンクリート打設が工程に従って順

次施工されていた。同電気工事では受変電設備、室内外配線工事等が施工され壁付

器具等の取付けが行われていた。また、機械工事では各種配管、空調設備、ガス設

備、給排水衛生設備、エレベータ、ダムウェーダー、消火設備等が施工されていた。

なお、厨房機器類の設置工事は未施工であった。 

また、プールの新設工事では FRP プール本体の設置がほぼ完了し、日除け屋根、

同雨樋の設置ができていた。 

なお、回転釜等の厨房機器類については、担当者から機器類の仕様決定について

栄養管理士を含めた関係者で協議して決定しているとの説明があった。 

 

３ 技術調査総括所見 

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

については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。 
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【注意・要望・検討を要する事項のまとめ】 

①公衆災害及び労働災害の再発防止対策の強化について 

災害報告書によると、調査当日までに公衆災害 1件、労働災害 2件の計 3件の発生が

確認できた。災害は施設面の不安全な状態と作業員の不安全行動が重なった場合に発

生すると言われている。特に公衆災害の再発防止については施工計画（要領）書の充

実、安全巡視程度の強化等危険源を事前に排除すること。 

②足場（通路）の安全確保について 

外部足場内に設置の足場板（床）の幅が法的規制値の 40 ㎝に満たない箇所があった。ま

た、ビケ足場（楔足場）のベース金物が設置躯体から大きく外れている箇所もあった。こ

の件についてはベース金物下部に支持を講じるよう現場代理人に指示した。請負業者は着

工以来、所轄の労働基準監督署の臨検時に足場の使用停止命令と改善指導を受けているこ

とが確認できた。 

足場からの墜落防止措置等及び足場の安全点検等の充実を図り仮設足場の安全な設置に

心掛けること。 

今後の工事を実施するにあたり、以下の項目について請負会社等に指示されるこ

とが望ましい。 

（１）公衆災害及び労働災害の再発防止対策の強化について 

災害報告書によると、調査当日までに公衆災害 1 件、労働災害 2 件の計 3 件の発

生が確認できた。災害は施設面の不安全な状態と作業員の不安全行動が重なった場

合に発生すると言われている。特に公衆災害の再発防止については施工計画（要領）

書の充実、安全巡視程度の強化等危険源を事前に排除すること。 

（２）足場（通路）の安全確保について 

外部足場内に設置の足場板（床）の幅が法的規制値の 40㎝に満たない箇所があっ

た。また、ビケ足場（楔足場）のベース金物が設置躯体から大きく外れている箇所

もあった。この件についてはベース金物下部に支持を講じるよう現場代理人に指示

した。請負業者は着工以来、所轄の労働基準監督署の臨検時に足場の使用停止命令

と改善指導を受けていることが確認できた。 

足場からの墜落防止措置等及び足場の安全点検等の充実を図り仮設足場の安全な

設置に心掛けること。 

（３）「構造設計標準仕様」書について 

かつて問題視された杭打ち工事のデーター改竄事件に鑑み「構造設計標準仕様」

の 4．地業工事（2）杭基礎の表中の施工法の項目欄に、同杭工法の「認定書（写）」

に記載の『G-ECS パイル工法（株式会社三誠）』を付記しておくこと。 
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③「構造設計標準仕様」書について 

かつて問題視された杭打ち工事のデーター改竄事件に鑑み「構造設計標準仕様」の 4．

地業工事（2）杭基礎の表中の施工法の項目欄に、同杭工法の「認定書（写）」に記載

の『G-ECS パイル工法（株式会社三誠）』を付記しておくこと。 

【監査結果に対する措置状況】 

① 今後施工する工事については、施工計画書における安全対策内容についての記載の

確認を徹底します。また、現場施工時にも安全対策の実施状況を立ち合い確認し、

災害防止を徹底していきます。 

② 仮設足場の安全点検について、チェック表を用いて継続的に確認の徹底を指導しま

す。 

③ 付記します。 

 

４ 工事着工前の調査項目 

（１）当該事業（工事）計画の背景等について 

長岡京市では、平成 23 年に「長岡京市食育推進計画」を策定し、平成 28 年度の

総合教育会議において中学校給食実施が決定されて以来、市内の長岡中学校、長岡

第二中学校、長岡第三中学校、長岡第四中学校の 4 校への給食開始に向けて施設整

備が計画されてきた。 

当工事は昭和 50 年の開校以来 43 年が経過し老朽化が進行する長岡第八小学校の

給食室を旧プール地跡に建て替え整備する等の事業である。新給食室は長岡第三中

学校の給食を調理し運搬する「親子方式」の運用と食材を「食缶方式」で提供する

ことが「平成 28 年度第 1 回長岡京市総合教育会議会議録」（長岡京市ＨＰ）で確認

できた。また、この工事ではプール・エレベータを整備しバリアーフリー化等学校

施設の機能向上を図ることも目標にしていることが、「長岡京市第 4次総合計画」及

び担当課の説明から確認できた。 

この事業では上記の「会議録」や「第 4 次総合計画」で中学生の食生活の乱れの

改善や共働き世帯の負担軽減を目標としていること等について市民へも広く情報開

示がされており問題は無かった。 

（２）入札・契約の手続きについて 

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入札から落札

及び契約までの手順等に問題は無いと判断した。入札は一般競争入札（電子入札）

方式で実施されていた。入札には参加資格のある前述の会社が参加し落札していた。

入札・契約については特に問題は無かった。 
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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。工事請負会社の現場代理人及び監理技術者

（兼務）は、契約約款等に規定の有資格者が常駐で従事していた。 

また、建設業法で規定の事業主と監理技術者との 3 か月以上の継続的な雇用関係

を証明する健康保険証（写）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（写）等が提出されており、契約関連書類に問題は無いと判

断した。 

（４）設計関係基準類等について 

①建築設計準拠基準類等 

  ・長岡京市施工要綱 

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成 28年度版  

・建築工事標準詳細図平成 28年度版 

②電気設備設計準拠基準類 

・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部）  

・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

③機械設備設計準拠基準類 

・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部）  

（５）設計内容等について 

株式会社綜企画設計 京都支店の設計は、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。 

（６）積算について 

積算は下記の積算基準類に準拠していることが分かった。また、積算数量や単価

等の誤記入防止対策として担当者によるダブルチェック方式を採用していることが

分かった。積算に関連する事項で特に問題は無いと判断した。 

①積算基準類等 

・公共建築工事積算基準（最新版） 
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・公共建築工事標準単価積算基準（最新版）  

・公共建築数量積算基準（最新版）  

・公共建築設備数量積算基準（最新版）  

・建設物価及び積算資料 

②採用している積算システム（ソフト） 

 営繕積算システム（ソフト）RIBC2 （国土交通省大臣官房庁営繕部監修） 

（７）設計について 

 ①基本設計に関する事項 

１．諸条件の整理 

耐震性能や設備機能の水準等が市から提示されるさまざまな要求その他の諸

条件を設計条件として整理できている。 

  ２．法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ 

基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件を

調査し建築確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せ

ができている。 

  ３．上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ 

基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給

状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せができている。 

  ４．基本設計方針の策定 

基本設計方針の策定及び建築主への説明が適宜できている。 

  ５．基本設計方針に基づき、市と協議の上、基本設計図書が作成できている。 

 ②実施設計に関する事項 

１．要求事項の確認 

市の要求事項の確認及び設計条件変更について関係者と協議できている。 

２．関連法令上の諸条件の調査及び関係機関との協議 

調査及び協議が適切に実施できている。 

３．実施設計方針の策定 

総合的な検討がなされており実施設計のための基本事項の確定や基本方針の

説明が市側と協議・説明できている。 

４．実施設計図書の作成 

実施設計図書、確認（申請）設計図書の作成ができている。 

５．実施設計内容の説明が市側に実施できている。 

③設計意図伝達に関する事項 

設計業務とは別に設計意図伝達業務を委託した者によって設計意図や工事材料

及び設備機器等の選定に当たって適宜関係者と協議できている。 
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④設計図書類について 

建築工事及び建築設備工事の基本設計図面、実施設計図面等はCADにより作成さ

れ製本整備状況も適切で特に問題は無いと判断した。 

 

５ 工事着工後の調査項目 

（１）施工計画書について 

概ね良好であった。 

（２）実施工程表について 

特に問題無し。 

（３）施工体制台帳等について 

施工体制台帳の整備状況は良好と判断した。 

（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について 

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「工事写真の撮り方」に準拠して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）廃棄物処理関連について 

廃棄物処理法に従って三者契約の履行、マニフェスト管理台帳も適切に整備されて

いた。また、建設残土の搬出ダンプトラックの追跡調査や産業廃棄物の最終処分地の

現地確認については記録写真が適切に整備されていた。 

現場場内に設置の産業廃棄物保管場所には廃棄物処理法施行規則第8条で規定の（60

㎝×60㎝以上）看板がなかった。ついては下記事項を記載して掲示すること。 

・産業廃棄物保管場所である旨 

・保管する産業廃棄物の種類 

・保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 

・保管できる上限高さ 
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【注意・要望・検討を要する事項のまとめ】 

①廃棄物処理関連について 

現場場内に設置の産業廃棄物保管場所には廃棄物処理法施行規則第 8 条で規定の（60 ㎝

×60㎝以上）看板がなかった。ついては下記事項を記載して掲示すること。 

・産業廃棄物保管場所である旨 

・保管する産業廃棄物の種類 

・保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 

・保管できる上限高さ 

【監査結果に対する措置状況】 

① 指摘後、速やかに看板を掲示しました。継続して確認します。 

（10）契約変更関連事項について 

設計及び工期変更に係る事項で特に問題は無かった。 

（11）出来形管理について 

「工事写真の撮り方」に準拠して工事写真が適切に整備され適宜監督員に提出され

ている等出来形管理において特に問題は無かった。 

（12）工程管理について 

総括所見に記載の通り。 

（13）安全管理について 

①昇降設備（エレベータ、DW）工事の安全管理について 

昇降設備工事場所において工事管理責任者の表示が確認できなかった。ついては、

「建築工事安全施工技術指針 平成27年1月 国土交通省第3章機械設備工事」等に従

って、今後は管理責任者を定めて分かり易い箇所に表示して昇降設備の完成前試験

使用等を実施すること。 

②元請会社のRA（リスクアセスメント）推進について 

労働安全衛生法第 28 条の2では、全業種の事業者が危険性又は有害性等を調査

（以下「リスクアセスメント」という）し、その結果に基づいて検討した災害防止

対策を実施して未然に労働災害を防ぐことが努力義務となっている。公共工事では、

「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、「リスクアセスメント建設業版マニュアル建設業労働災害防止協会」等に従っ

て元請会社が店社と現場が協業してRAの推進を図り事故防止を図ることが求めら

れている。ついてはRAの実施を安全管理計画書に記載する等積極的に推進するよう

指導されることが望ましい。 

なお、作業開始時前に実施するKY（危険予知）活動は実施できていた。 
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【注意・要望・検討を要する事項のまとめ】 

①昇降設備（エレベータ、DW）工事の安全管理について 

昇降設備工事場所において工事管理責任者の表示が確認できなかった。ついては、「建築

工事安全施工技術指針 平成 27年 1月 国土交通省第 3章機械設備工事」等に従って、今

後は管理責任者を定めて分かり易い箇所に表示して昇降設備の完成前試験使用等を実施

すること。 

②元請会社の RA（リスクアセスメント）推進について 

労働安全衛生法第 28 条の 2では、全業種の事業者が危険性又は有害性等を調査（以下「リ

スクアセスメント」という）し、その結果に基づいて検討した災害防止対策を実施して未

然に労働災害を防ぐことが努力義務となっている。公共工事では、「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、「リスクアセスメント

建設業版マニュアル建設業労働災害防止協会」等に従って元請会社が店社と現場が協業し

て RA の推進を図り事故防止を図ることが求められている。ついては RA の実施を安全管

理計画書に記載する等積極的に推進するよう指導されることが望ましい。 

【監査結果に対する措置状況】 

① 実施します。 

② 安全管理計画を見直し、定例打ち合わせ等にて災害防止対策の指導を徹底します。 

（14）環境管理について 

特定建設作業の届出、特定施設設置（使用）届出等は適切であった。 

（15）施工監督状況について 

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。 

（16）建設業法等に定まる標識の現場掲示について 

建設業の許可票、施工体系図、労災保険関係成立票、建退協加入者証標識、建築基

準法の確認表示板等が公衆の見易い位置に適切に掲示されていた。 

（17）その他の所見について 

特になし。 

                         以上 

 

 

 


