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平成２８年度定期監査（工事）の結果に関する報告について 

 

 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、定期監査（工事）を実施し 

たので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告書を別紙のとおり提出します。 

なお、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたとき

は、同条第１２項の規定によりその旨を通知願います。 

 

 

写 
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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 

    市道深沢線及び五日市 218号線道路改修舗装工事及び補償代行工事 

工事担当課 都市整備部建設課 

３ 監査の期間 

    平成 28年 10月 18日から平成 29年 2月 24日まで 

     説明聴取・実地調査日 平成 28年 12月 16日 

４ 監査の方法 

   当該工事に係る事業目的・背景、計画、設計、積算、契約、施工、設計変更、

検査・監理及び現場施工について、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「公益社団法人 大阪技術振興協会」

の技術士とともに、関係職員、施工等業者から書類及び聞き取り調査を実施し

た。また、現地において現場諸掲示物、現場状況、書類及び聞き取り調査を実

施した。 

   

第２ 工事の概要 

１ 工事場所 

  あきる野市五日市地内 

２ 工期 

  平成 28年 10月 7日から平成 29年 3月 6日まで 

３ 工事内容 

  市道深沢線 

   施工延長Ｌ＝85.1ｍ 

幅員Ｗ＝7.5ｍ 

     補強土壁工（多数アンカー）Ｌ＝72.4ｍ 

     円形側溝工Ｌ＝161.0ｍ 

     防護柵工Ｌ＝50.0ｍ  

     区画線工Ｌ＝84.2ｍ 

     車道舗装工Ａ＝628.0㎡ 

    五日市 218号線 

施行延長Ｌ＝93.5ｍ 

幅員Ｗ＝4.0ｍ 

     円形側溝工Ｌ＝79.1ｍ 
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     Ｌ型側溝工Ｌ＝67.3ｍ 

     防護柵工Ｌ＝73.0ｍ 

     車道舗装工Ａ＝225.0㎡ 

      コンクリート舗装工Ａ＝138.0㎡ 

  ４ 請負業者及び請負金額(説明聴取・実地調査日現在) 

株式会社 馬場組 59,940,000円（うち消費税の額 4,440,000円） 

５ 入札方式 随意契約 

６ 契約日  平成 28年 10月 6日 

  ７ 財源比率内訳   補助金 37.1％ 単費 62.9％ 合計 100.0％ 

８ 前払金   23,900,000円 

９ 契約及び前払金保証 東日本建設業保証株式会社の保証による 

10 施工監理委託業者 自主監理（直営） 

  11 工事進捗率  

計画出来高 47.7％ 実施出来高 58.6％（平成 28年 11月末現在） 

12 前年度からの経緯 

  平成 27年度当初工事 

   工期 平成 27年 7月 3日から平成 28年 3月 10日まで 

   契約金額 72,630,000円（うち消費税の額 5,380,000円） 

  平成 27年度変更契約工事 

   工期 平成 27年 7月 3日から平成 28年 3月 30日まで 

   契約金額 原契約と同額 

平成 27年度変更契約工事（繰越明許） 

   工期 平成 27年 7月 3日から平成 28年 9月 30日まで 

   契約金額 75,794,400円（うち消費税の額 5,614,400円） 

   内契約金額の増加 3,164,400円（うち消費税の額 234,400円） 

 ※ 契約変更理由 

   平成 27 年度当初工事を進めている最中に市道深沢線の舗装面に亀裂が生

じるなどの支障が現れたため工事を一時中断し、試験掘削等の地質調査を 

行った結果、予想以上に劣悪な地質の状況であることが判明し、現道路部分

の崩落防止対策等も必要となったため、平成 27年度契約について工期の延長

と費用の増加を行うこととなった。 

 ※ 監査対象工事との関係 

今回の監査対象工事は、平成 28 年度契約として、平成 27 年度分の工事を

引き続き進め、完成させるものである。 
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第３ 工事技術調査の概要 

１ 事業目的・背景について 

市道深沢線は、地域住民の生活に密着した道路であると同時に、市道の幹線

道路であるが、一部の施工済み（拡幅巾Ｗ＝7.5ｍ）区間を除き、幅員が 3ｍと

非常に狭あいであり、緊急車両の運行もままならない現状にある。このような

ことから、地元地域の強い要望により道路整備を行うものである。また、市道

深沢線の拡幅整備に伴い接続する道路の利便性が損なわれ、通行に支障が生じ

るため、五日市 218号線の整備を同時に施工するものである。 

２ 計画について 

   (1) 工事施工決裁 

執行伺書を調査した結果、適正に承認されていることを確認した。 

   (2) 工事コスト縮減策 

擁壁工における各種補強土壁工を比較検討した上、多数アンカー工法を採

用したとの説明を受け、工事コスト比較検討書を確認した。 

   (3) 住民説明会 

近隣住民に対する事業説明は、付近の三地区全体説明会を実施しているほ

か、地域の回覧板を利用して周知したとの説明を受け、事業説明会用資料及

び回覧に使用した業務概要説明書を確認した。 

３ 設計について 

(1) 委託設計 

設計は平成 26 年度に株式会社日栄測量設計に委託発注され、事業目的に 

沿った設計であるとの説明を受けた。 

(2) 工期設定 

工期の算定は東京都積算基準に基づき工期計算書を作成し、課内で照査が

行われていることを確認した。 

(3) 関連法令 

法令等に基づいて工事が進められているかについて調査した。当該工事に

関連する法令等は道路関係だけであるとの説明を受け、五日市警察署から道

路使用許可を得て適正に施工していることを確認した。 

(4) 設計基準等 

当該設計の根拠となる設計基準及び設計資料等の説明を受けた。根拠とな

る関係資料は以下に示すとおりである。 

     ① 道路土工要覧（平成 21年度版） 

     ② 道路土工擁壁工指針（平成 24年版） 

     ③ 道路土工軟弱地盤対策工指針（昭和 61年 11月版） 



4 

 

   (5) 特記仕様書 

東京都の特記仕様書記載例及び土木工事標準仕様書を参考にして作成され、

特記仕様書及び標準仕様書の優先順位が示され、適正であることを確認した。 

  ４ 積算について 

   (1) 業者見積単価の決定方法 

     東京都積算基準に基づき、三者以上から見積りを徴収し、最低単価を採用

しているとの説明を受け、作成している資料で確認した。 

(2) 積算基準 

積算に使用した基準、歩掛及び単価の基準について説明を受けた。根拠と

なる関係資料は以下に示すとおりである。 

     ① 東京都積算基準（平成 27年度 東京都建設局） 

     ② 建設物価（平成 27年 5月 （財）建設物価調査会） 

５ 契約について 

   (1) 当初工事の入札方式 

昨年度の当初工事の入札方式は、条件付一般競争入札である。また、入札

公告は、あきる野市条件付一般競争入札実施要綱に基づき条件の設定が行わ

れたとの説明を受け、同要綱及び条件について確認した。 

   (2) 当該工事の契約方式 

当該工事は随意契約である。根拠となるあきる野市随意契約ガイドライン

に基づいていることを確認した。 

   (3) 契約書等 

契約書及び現場代理人等通知書を調査し、いずれも適正であることを確認

した。 

   (4) 施工計画書 

平成 28年 10月 11日に施工計画書が提出されていることを確認した。特記

仕様書によると、契約の翌日から遅くとも 3 週間以内と定められているので

適正である。 

６ 施工について 

   (1) 施工体制台帳 

      請負業者から最新版を受領していることを確認した。 

   (2) 工程管理 

工程は、計画より早めに進捗していることを確認した。天候等不測の事態

も想定されるため、今後も計画的な工程管理を継続してほしい。 

７ 設計変更について 

現在変更を行うことはないとの説明を受けた。 
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８ 検査・監理について 

   (1) 工事資材の検査、段階確認 

請負業者の求めに応じ、適宜、適正に実施されていることを確認した。 

   (2) 進捗状況の確認 

工事の進捗状況は、請負業者から提出される報告書等により、適切に情報

を共有していることが確認できた。 

  ９ 現場施工について 

   (1) 安全管理 

安全管理が確立し、適正に施工管理が行われていることを確認した。 

   (2) 掲示物 

現地で掲示物を確認した。広報板、労災成立票、建設業登録票、施工体系

図、建退共加入者である標識が適正に掲示されていることを確認した。 

   (3) 監理技術者証等 

監理技術者は、監理技術者資格者証及び同講習修了証を携帯していること

を確認した。 

   (4) 工事写真 

適切に写真帳が作成され、監督員は適宜確認していることを確認した。 

   (5) 作業状況 

現地で作業状況を調査したが、作業は適切に行われていることを確認した。

また、現場の出来栄えについて状況を確認したが、適切に施工されているこ

とが確認できた。 

 

第４ 監査の結果 

  今回、全体的に良好に工事が執行されており、特に大きな指摘事項はなかった

が、改善を行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。 

  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 設計について 

(1) 特記仕様書における注意喚起 

当該工事に使用される各種図面に材料の種類・数量及び施工条件が明示さ

れているので、設計書と併せて照合し、疑義がある場合は監督員に申し出る

こと、等を特記仕様書に記載し注意喚起することが望ましい。 

(2) 設計図書等のチェック 

図面、設計書及び特記仕様書等のいわゆる設計図書等の検算及び照査の 

チェック行為は、課内全体で行うようにするとより良いものに導くことがで
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きるので、組織体制として実施することが望ましい。 

(3) 特記仕様書記載条項の確認 

特記仕様書の条項には、施工計画書に記載するもの、承諾書として提出す

るもの、報告を求めるもの等が記載されている。したがって、同書で求めて

いる事項が、求めに応じた形で提出されているかどうかが重要であるので、

必ず確認されたい。 

(4) 現地設置の広報板 

特記仕様書の「20 広報板」の項目に記載されている「2 次元コード化シー

ル等を記載すること」については、現地に設置されている広報板に記載され

ていないので今後の課題とされたい。 

２ 積算について 

(1) 全体工事数量の把握 

当該工事の全体工事数量が不明確になっている。当初の工事は昨年度発注

されているが、現地地質に問題があることが判明し、対応策の設計変更が行

われたため、残工事について今年度継続するものである。このため、昨年度

の設計変更工事を含めた工事済数量、今年度発注工事数量及び合計数量に区

別して総括表を作成すると分かりやすいので作成することが望ましい。 

３ 施工について 

(1) 施工計画書を受領する際の内容確認 

設計者が設計図書等で意図している内容について施工に反映され、要求品

質の確保ができるか技術的判断を行う必要があるので、今後施工計画書を受

領の際はできるだけ内容の検討を行い、不整合等があれば協議の上対応され

たい。 

   (2) 施工計画書の改良 

    ① ページが付されていないのでページを付させる必要がある。 

    ② 施工計画書には、各種組織図を示すことになるが、以下に示した組織図

にすると理解しやすいので参考にされたい。 

ア 現場組織図：現場代理人、工事主任、機械担当者、資材担当者、事務

担当者等を記載。 

        イ 施工管理組織図：現場代理人、主任技術者（監理技術者）、工程管理

担当者、品質管理担当者、写真管理担当者、購入資材管理

担当者等を記載。 

        ウ 安全管理組織図：現場代理人、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管

理者、安全衛生推進員、安全当番、作業主任者等を記載。 

    ③ 安全管理の節において、安全衛生管理を総合的に展開するため、安全重
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点目標、各種安全訓練及び安全大会等の行事を「工程別安全衛生管理計画

表」として作成し、添付することが望ましい。 

(3) 適切な購入資材管理 

購入資材の管理は、重要な施工管理項目である。入荷時の立会い検査を受

けた資材を留置する場合は、台木上に置き、ブルーシートで覆いをかけ、重

機や工事用車両の通路と分離する柵を設けるなど適切な資材管理を行うよう

に施工計画書に記載するよう指導されたい。また、特記仕様書において、購

入資材管理の施工計画書への記載を指示することは重要であるので留意され

たい。 

   (4) 災害防止のための安全訓示実施 

昨今、公共工事現場における工事事故・災害が多発し、社会的に問題化し

ている。発注者として、これらの事故防止を工事関係者に訴え、市民の信頼

を維持することは極めて大事なことである。そこで、様々な機会を利用して、

水道管、通信ケーブル及び電線の切断事故防止、労働災害防止等の安全訓示

を作業員に対し行い、災害防止に努めるよう願いたい。 
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