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第１ 監査の概要 

１ 監査の区分及び根拠法規 

地方自治法第 199条第 1項及び第 4項の規定による定期監査 

  ２ 監査の対象 

    秋川渓谷戸倉体験研修センター改修工事 

所 管 課 環境経済部観光まちづくり活動課 

工事担当課 都市整備部施設営繕課 

３ 監査の期間 

    平成 27年 11月 2日から平成 28年 2月 24日まで 

     説明聴取・実地調査日 平成 27年 12月 11日 

４ 監査の方法 

  当該工事に係る計画、設計、積算、契約及び施工等に関する事項について、

その妥当性、公正性、適正性、経済性、公平性を判断するため、技術調査委託

した「ＮＰＯ法人 地域と行政を支える技術フォーラム」の技術士とともに、

関係職員、施工等業者からの説明聴取及び工事現場の実地調査を実施した。 

   

第２ 工事の概要 

１ 工事場所 

  あきる野市戸倉 325番地外 

２ 工  期 

  平成 27年 5月 25日から平成 28年 1月 29日まで 

３ 施設規模 

  敷地面積 11,747.35㎡ 

    建築面積   783.68㎡ 

    延床面積  2,690.73㎡ 

  ４ 構  造 

  鉄筋コンクリート造 一部コンクリートブロック造 3階建て 

５ 請負業者及び請負金額（説明聴取・実地調査日現在） 

建築工事 豊友建設株式会 112,320,000円（うち消費税の額 8,320,000円） 

  ６ 工事進捗率 

 計画 80％、実施 80％（平成 27年 11月末現在） 
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第３ 工事技術調査の概要 

１ 計画に関すること 

（1）事業決定の手続き 

戸倉地区は、古くより林業とともに固有のコミュニティ、文化が育まれてき

た地区である。その中で戸倉小学校（以下、「本施設」と呼ぶ）は、明治 6年

に策励学舎として誕生以来、周辺の豊かな自然と小規模学校の特性を活かした

教育活動が地域の人々の支えの中で蓄積されてきた。しかし、戸倉地区の少子

高齢化の進行とともに児童も減少し、将来においても増加が見込めないことか

ら平成 25年 3月末に閉校し、五日市小学校に統合された。地区からは、閉校

後も地域コミュニティ活動の拠点となるよう、平成 24年から地元自治会等よ

り要望が寄せられた。 

これを受け、平成 26年 3月に策定した「あきる野市総合計画 後期基本計画

（平成 26年度～平成 32年度）Ⅱ各論 第 2章 市民の暮らしをリードする産業

都市をめざして 第 3節 あるきたくなる街あきる野をめざした観光業の振興」

において、旧戸倉小学校は、宿泊機能を兼ね備えた秋川渓谷観光の拠点として

有効活用に向けた取組みを推進するとした。 

その後、平成 27年 5 月に策定した「あきる野市総合計画 ヒューマン・グリ

ーンあきる野 実施計画（平成 27年度～平成 29年度）」において、旧戸倉小学

校観光施設整備事業を計画した。 

本事業は、市の上位計画に位置付けられ、事業決定の手続きは適切である。 

（2）計画策定の考え方 

計画策定にあたっては、地域の歴史、立地的特徴、人的資源などを調査する

とともに、類似する体験交流型廃校活用施設の事例を調査し、基本計画を策定

している。さらに、基本計画の内容が実施設計に反映するよう以下の基本方針

を定め、詳細設計に着手している。 

① 体験機能：地域の方が講師となり、農業体験、探鳥会、自然観察、星空観

察、郷土料理教室、版画教室など体験の場を提供する。 

② 宿泊機能：定員 50 人程度の宿泊施設を設け、体験や研修を行った者が宿

泊できるようにする。 

③ 飲食：レストランを設け、周囲に広がる山林と高台からの景観を活かし、

地元の食材を使い、地域ならではの食事と景観を提供する。 

④ 展示：戸倉小学校の歴史を伝える記念品、版画作品、地域の芸術家の作品

などを展示するほか、ジオパーク推進のための展示室も設ける。 

充分な調査を実施しており、計画策定は適切である。 
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（3）規模、所要室の考え方 

基本方針に定めた体験機能、宿泊機能、飲食、展示の目的・効果が満足する

よう、1 階にはクラフトルーム（旧図工室）、キッチンルーム（旧家庭科室）、

レストラン（旧職員室）、厨房（旧湯沸室他）、物販コーナー（旧保健室）を計

画している。2 階には 5 部屋の宿泊室（旧普通教室）、メモリアルルーム（旧

多目的室）、集会室（旧音楽室）を計画している。3 階には、企画展示室（旧

普通教室）、ジオパーク展示室（旧理科室）、ジオパーク資料室（旧図書室）を

計画している。 

基本方針に合致した内容のため、規模、所要室の考え方は適切である。 

（4）市民の意見聴取 

     平成 24年 4月に地元自治会、高齢者クラブ、ＰＴＡ等による「戸倉小学校

施設・地域検討会議」が組織され、検討が進められた。さらに、平成 25 年 6

月に首都大学東京に活用方針の調査を委託し、戸倉地域の特徴や地域資源を活

かした施設の活用計画である「旧戸倉小学校活用計画～地域コミュニティと観

光の拠点形成～」を平成 26年 3月に策定した。 

     その後、平成 26年 4月から商工会、観光協会、旅館組合、地元自治会等に

よる「旧戸倉小学校運営準備委員会」を組織し、具体的な運営方法、改修内容、

各機能を検討している。また、検討会議や運営準備委員会の会議結果は、会議

だよりとして戸倉地区に各戸配布して、地域全体への周知を行った。 

計画策定にあたり、市民や関係団体、学識経験者の意見を聴取し、計画に反

映したことは適切である。 

（5）構造、工法の基本方針 

     本施設は、昭和 60年に建設された鉄筋コンクリート造、地上 3階建ての小

学校である。昭和 57年以降の新耐震基準によって建設された公共建築物であ

ることから、一定の耐震強度があり、主要構造の改修は不要と判断した。しか

し、用途が「ホテル又は旅館」に変更になることから、関係法令に準拠した改

修が必要であり、基本設計及び実施設計業務を委託した。 

     新たに福祉のまちづくり条例等に準拠するにはバリアフリーに対応した改

修が必要であるため、手摺、スロープ、昇降設備、誰でもトイレなどを計画し

ている。また、食堂や厨房、多くの人が使うトイレ等の施設は、安全性に加え

て快適性が要求されるため、これを満足する内装改修を計画している。 

関係法令に準拠するものであり、構造、工法の基本方針は適切である。 

（6）工期、着工時期、竣工時期 

工期は、市内の同様な改修工事の実績から 7か月と積算した。年度の早い時
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期に発注するため、着工時期は平成 27 年 5 月 25 日となり、竣工時期を平成

28年 1月 29日とした。竣工後に約 2か月の開業準備期間を設け、平成 28年 4

月上旬オープンとした。 

施設のオープンに合わせたものであり、工期、着工・竣工時期の算定、決定

は適切である。 

（7）法規チェック 

建築基準法、消防法、東京都福祉のまちづくり条例など関係する条文を照合

し、規程、基準を満足するよう計画策定していることを確認した。 

計画に関する法規チェックは適切である。 

（8）建築工事の確認申請関係書類 

本施設の建築行為については、平成 27年 5月 21日に建築基準法第 6条第 1

項の規定による確認済証を東京都建築主事から受理している。 

このため、建築工事の確認申請関係書類は適切である。 

２ 設計に関すること 

（1）現地の状況調査について 

事前調査により、本建物の一部にアスベスト含有建材が使用されていること

を把握し、撤去図面において該当箇所を特定している。箇所は、職員室、保健

室、家庭科室、図工室、理科室、図書室、普通教室等の天井材（化粧吸音石膏

ボード）である。なお、石膏ボード製品は、作業レベル 3の除去作業※1に該

当するものである。 

地下構造は、校舎建設当時の図面、また、本施設の敷地内で過去に行ったボ

ーリング調査から得られた土質柱状図により、浴室基礎及びエレベーター基礎

の設計に必要な地質条件となっている。 

アスベスト及び地下構造の把握により、現地の状況調査は適切である。 

※1  発じん性が比較的低い作業で、破砕、切断等の作業においては発じん

を伴うため、湿式作業を原則とし、発じんレベルに応じた防じんマスク

を必要とするレベルのもの。 

（2）仕様書、設計図書について 

図面には積算、施工に必要な内容、量が描かれている。しかし、設計図書の

一部に細かい点であるが記述不足があった。特記仕様書については、構造に関

する特記事項が確認できなかった。 

①構造、仕様、経済性 

本施設の主要用途である「ホテル又は旅館」を運営するため、新たに浴室

棟（5.5m×6.3m）の増築が計画されている。構造は、コンクリートブロック



5 

 

造平屋建て、基礎はベタ基礎である。建物を支持する地耐力として 30kN/㎡

必要とし、土質柱状図から基礎下 1.0ｍの深さまで地盤改良を計画している。

地盤改良の詳細図を図面 63浴室（3）に描いているが、設計基準強度、使用

材料等の仕様を記した特記事項がない。また、基礎は鉄筋コンクリート造で

あるが、主要資材である鉄筋とコンクリートの仕様を記した特記事項がない。 

バリアフリーに対応するため、昇降路全高 11.316mのエレベーターが計画

されている。仕様は、積載量 600㎏、定員 9名、車椅子・視覚障害・聴覚障

害者仕様、耐震設計となっており、本施設の主要用途として必要十分な機能

を満たしている。基礎は、土質柱状図から GL-8.5m以深の岩盤を支持地盤と

する鋼管杭を計画している。杭の詳細図を図面 44エレベーター廻り詳細図に

描いているが、杭長、杭の施工方法、支持地盤の確認方法等の仕様を記した

特記事項がない。 

改修計画の費用の考え方が、前述「旧戸倉小学校活用計画～地域コミニ  

ティと観光の拠点形成～」の 68頁に記載されている。それが「古いものを壊

しすぎないで、新しいものをつくりすぎない」という理念である。居室の目

的にあわせ、旧校舎の内装や照明設備を利用するなど、この理念が詳細設計

の随所に反映していることが現場調査で確認できた。経済性を考慮した計画

となっている。 

②設計図書 

図面 7特記仕様書（2）の 3.3.1山留めの設置に、「山留は、次による」と

書かれているが、実際には計画されていない。これについて「山留は当初よ

り計画していない」との説明があった。特記事項の中で他の章を見ると、対

象外のものは斜線で抹消している。 

図面 13配置図に道路幅員が描かれていない。法令チェックや仮設計画を策

定する上で必要な情報である。 

図面 85 エレベーター縦断面図にピット深 850 が明記してあるが、図面 44

エレベーター廻り詳細図にはエレベーターピット深が描かれていない。 

③内部仕上げ材料 

内装は、レストラン、物販コーナー、宿泊室、ラウンジ、昇降口・玄関な

ど、ゲストを迎える部屋の床は、既存仕上研磨の上、ポリウレタン塗装であ

り、壁は、多摩産材の杉を使用する計画となっている。なお、内装制限を受

ける居室木材は、難燃加工処理した多摩産材を貼る計画となっている。天井

は、化粧石膏ボード又は有孔石膏ボードを貼る計画となっている。 

事務室、準備室、厨房、更衣室、機械室など、スタッフが使用する部屋は、
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旧校舎の仕上げ材料を再利用することを基本とした計画となっている。 

部屋の目的にあわせ、耐久性とコストを考慮した選定であり、適切である。 

３ 積算に関すること 

（1）積算基準、積算資料等の整備状況 

積算の方法は、次の手順で行った。 

①東京都財務局標準単価表 

②上記に記載がないものは、建設物価、積算資料等の定期刊行物。 

③上記に記載がないものは、建材カタログ。 

④上記に記載がないものは、3者からの見積を比較し、最低価格に掛率をかけ

る。 

建設物価・積算資料等の刊行物、カタログ、見積比較表などの積算資料が用

意され、積算されている。積算の手順及び方式は、東京都財務局積算標準及び

RIBC（一般財団法人 建築コスト管理システム研究所）のシステムにより実施

しており、適切である。 

（2）積算書の中の「一式」計上について 

積算書の中で、一式計上の項目がある。その中から、積算書 48頁「鋼管杭

施工費一式」の計算根拠を調査し確認した。 

４ 契約に関すること 

（1）契約の方法及び手続 

実施設計の発注は、指名競争入札で行われ、9者の指名に対し 4者が辞退し、

5者で入札を実施した。設計金額 16,823,160円に対し、落札金額は、12,960,000

円である。落札率は 77.0％である。工事監理は、実施設計を受託した設計事

務所が随意契約している。設計金額 9,994,320円に対し、契約金額 9,936,000

円である。 

建築工事の発注は、一般競争入札で行われた。当初、市内業者の受注機会拡

大等のため、対象を市内業者に限定したが入札不調となった。2回目は、対象

を三多摩地区に広げ 8者が応募し、内 1者が辞退し 7者で入札を実施した。設

計金額 122,202,000 円に対し、落札金額は 112,320,000 円である。落札率は

91.9％である。 

競争入札の内容など、契約の方法及び手続きは適切である。 

（2）設計変更等 

現時点では、金額に影響を及ぼす設計変更はないものと思われる。しかし、

軽微な設計変更として、鋼管杭 4本の施工延長が当初設計 8.0mから施工 8.5m

に変更になっている。 
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また、ウッドデッキの立ち上がり部分について、契約時の図面がコンクリー

トであるのに対し、積算書は幕板になっていた。施工はコンクリートで実施し

たが、積算の錯誤であった。 

５ 施工に関すること 

（1）工事施工に関する諸官庁等への事務手続きについて 

工事着手届、現場代理人及び主任技術者届、労災保険加入確認書、建設業退

職金共済組合加入届が提出されている。なお、施工体制台帳を調査したところ、

杭施工業者の登録が確認できなかった。 

（2）試験、検査 

コンクリートは、設計基準強度を満足する配合が計画され、JIS認定工場で

製造されている。現場納入時にコンクリートの品質を確認する試験（スランプ、

空気量、温度、塩分濃度）、硬化後の強度を確認する圧縮強度試験供試体の試

験が行われている。 

内装制限を受ける居室に木材（多摩産材杉板）を使用するため、難燃加工す

る仕様となっているが、加工した製品であることを証明する記録が確認できな

かった。 

（3）仮設、安全対策 

本施設の周辺道路には、多くの狭隘個所があることから、地元より通勤・通

学時間帯である 7時 40分から 8時 20分は業者の車両を通行させないで欲しい

との要望がある。現場では、全ての出入業者に周知徹底しており、事故やクレ

ームは発生していない。現場入口にはガードマンを配置するとともに、施工箇

所は仮囲いを設置し、第三者が浸入しないよう安全対策が施されている。 

現場内の仮設通路には、注意喚起の安全表示等が掲示され、資材等も整理整

頓が行き届いている。 

以上のことから、仮設、安全対策は適切である。 

（4）工事記録写真 

工事記録写真は、段階的な施工状況、材料の納品状況、施工の品質、出来高

検査、安全管理状況などのそれぞれが確認できるものが、工種毎に整理されて

いる。 

以上のことから、工事記録写真は適切である。 

（5）工事監理について 

発注者、設計監理、施工業者が集合する総合定例打合会議は隔週 1回、専門

性の高い分科会は毎週 1回開催している。工事監理の担当者に定例打合会の協

議内容、軽微な変更協議、立会検査の確認事項等を質疑したところ、的確な説
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明があり、工事記録写真にも担当者が記録されていることから工事監理は適切

に行われていると判断する。 

（6）工程管理 

平成 27年 11月末現在の進捗率は、計画 80％に対して実施は 80％である。

工程に遅れはなく、工程管理は適切である。 

（7）周辺住民対応 

着工前に近隣住民へ説明を行い、施工中はお知らせ看板で作業の進行状況を

広報し、施工について理解を求めている。現在までクレームは発生していない。 

周辺住民対応は適切である。 

（8）建設副産物処理 

本施設から排出される建設副産物に、非飛散性の石綿（アスベスト）廃棄物

がある。中間処理、最終処分の受託業者には石綿（アスベスト）含有産業廃棄

物に関する許可が必要であるが、その許可証が確認できなかった。 

また、最終処分が完了した報告として、最終処分会社から中間処理会社を経

由して排出事業者に送付される E票が確認できなかった。 

（9）法定掲示物 

法定掲示物設置場所は、工事現場入り口に隣接し道路に面したわかりやすい

場所にある。建設業許可票、労災保険関係成立票、施工体系図は掲示されてい

るが、建築基準法第 89条の 1に定める建築確認済の表示板が掲示されていな

い。また、施工体系図には杭施工業者が記載されていない。 

 

第４ 監査の結果 

  今回の工事技術調査では特に大きな指摘事項はなかったが、改善を行なうべき

事項があることから、今後の同種工事に活かすよう要望する。工事施工後の将来

にわたり、利用者等が不安なく施設を利用できるよう、証拠書類等の整備をはじ

め、これまで以上に安全と品質を確保できるよう工事業務を進められたい。 

  以下に、改善要望事項を列挙する。なお、本報告書時点ですでに改善されてい

る事項もあるが、今後に活かす目的のため、そのまま掲載する。 

 １ 構造に関する特記仕様書について 

(1) 地盤改良工事 

地盤改良の詳細図に、設計基準強度、使用材料等の仕様を記した特記事項

がない。基礎地盤の品質を確保する上で必要な情報であるため、今後、地盤

改良工事がある場合は、特記仕様書を作成されたい。 

(2) 鉄筋コンクリート工事 
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施設の基礎は鉄筋コンクリート造であるが、主要資材である鉄筋とコンク

リートの仕様を記した特記事項がない。コンクリート構造物の品質を確保す

る上で必要な情報であるため、今後、鉄筋コンクリート工事がある場合は、

特記仕様書を作成されたい。 

(3) 杭工事 

杭の詳細図に、杭長、杭の施工方法、支持地盤の確認方法等の仕様を記し

た特記事項がない。エレベーターの品質を確保する上で必要な情報であるた

め、今後、杭工事がある場合は、特記仕様書を作成されたい。 

 ２ 設計図書の整備について 

特記仕様書や配置図など設計図書のいくつかに記入漏れが見つかった。法令

チェックや施工計画等に支障を及ぼす可能性もあるため、注意されたい。 

 ３ 工事監理について 

   工事監理の契約金額の妥当性を確認するため、工事監理者の勤務記録、日報

の記録、指示内容など、工事監理記録全般を照査し、その結果を記録されたい。 

 ４ 設計変更等について 

   調査時点では、金額に影響を及ぼす設計変更はないものと思われる。しかし、

工事完了時には、軽微な設計変更に対しても適切に精算されたい。 

また、契約時の図面と積算書の内容が異なることのないように、今後注意さ

れたい。 

 ５ 施工体制台帳の整備について 

施工体制台帳に杭施工業者の登録が確認できなかった。建設業法等の一部を

改正する法律（平成 26年法律第 55号）により、公共工事の入札及び契約の適

正化の促進に関する法律（平成 12 年法律第 127 号）が改正され、公共工事に

おける施工体制台帳の作成及び提出の範囲が、下請契約を締結する全ての場合

に拡大されている。関連法令が強化されており、未登録業者を再度確認し、漏

れがないよう登録されたい。 

 ６ 品質を証明する記録の整備について 

難燃加工する仕様となっている木材について、加工した製品であることを証

明する記録が確認できなかった。このことに限らず、品質を証明する記録につ

いては整備されたい。 

 ７ 建設副産物に関する記録整備について 

本施設では、建設副産物としてアスベストが排出される。アスベスト処分業

者の許可証や最終処分の完了報告など、建設副産物が適切に処理されているこ

とを証明する記録を整備されたい。 
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 ８ 法定掲示物について 

法定掲示物として、建築基準法に定める建築確認済の表示板が掲示されてい

なかった。また、施工体系図には杭施工業者が記載されていなかった。関係法

令に従って適切に掲示されたい。 

 


