
 

 

平成２９年度 

 

定期監査（工事）報告書 

 

（病児・病後児保育室整備工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

あきる野市監査委員 

 

 

 



 

 



あ 監 発 第 ５ ５ 号 

平成３０年３月２７日 

 

 

あきる野市長 澤 井 敏 和  殿 

 

 

あきる野市監査委員 青 木   豊     

あきる野市監査委員 天 野 正 昭     

 

 

 

平成２９年度定期監査（工事）の結果について 

 

 

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。 
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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 

    病児・病後児保育室整備工事 

     所 管 課 子ども家庭部子ども家庭支援センター 

工事担当課 都市整備部施設営繕課 

３ 監査の期間 

    平成 29年 9月 19日から平成 29年 12月 22日まで 

     説明聴取・実地調査日 平成 29年 11月 7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・監理及び現場施工等について、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 

  あきる野市引田字阿岐野 79番地 1の一部 ほか 

２ 工  期 

  平成 29年 6月 2日から平成 30年 1月 31日まで 

３ 工事内容  

建設工事 

  電気設備工事（太陽光発電設備・床暖房設備他） 

  機械設備工事（給排水衛生設備・空調機械設備他） 

４ 建物概要 

主要用途 保育所 

 構  造 木造（軸組）防火構造 平屋建て 

    敷地面積 600.09㎡ 

  建築面積 192.33㎡ 

  延床面積 158.14㎡ 

   建物１（保育所）151.54㎡ 

   建物２（駐輪場） 6.60㎡ 
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５ 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 岡野組  

111,888,000円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 8,288,000円） 

６ 入札方式 条件付一般競争入札 

７ 契 約 日 平成 29年 6月 1日 

  ８ 財源比率内訳   

子ども・子育て支援整備交付金（国）        16,548,000円 

子ども・子育て支援整備交付金（都）        33,097,000円 

東京都子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金  62,243,000円 

（補助率 100.0％） 

９ 設計委託業者 沖倉一級建築士事務所 

10 工事監理委託業者 有限会社 エムディーエス建築設計事務所 

11 履行保証 東日本建設業保証株式会社の保証による 

  12 工事進捗率  

計画出来高 46.9％ 実施出来高 37.1％（平成 29年 9月末現在） 

 

第３ 工事技術調査の概要 

 １ 事業目的・背景について 

市では、頼れる身内等がいない共働き家庭が増える中、保護者の子育てと就

労の両立支援が求められており、特に病中である子どもの預かり保育のニーズ

に対応し、医療・看護の管理の下で、病気回復を図ることができる病児・病後 

   児保育室の整備を行うこととした。 

当該施設は、公立阿伎留医療センターの敷地内に建設し、日の出町及び檜原

村との広域利用とする。 

現在、秋川あすなろ保育園に委託している病後児保育事業については、当該

施設で実施する事業の開始に伴い廃止する予定である。 

 

２ 基本計画について 

   建築基準法をはじめ、関連法規及び各種設計基準に則って設計施工されてお

り、建築基準法第 18条第 3項の規定による確認済証を取得している。 

設計委託業者は一級建築士事務所として登録されており、設計担当技術者は

一級建築士の資格者であることを確認した。 

各工事設計図書間の整合性に問題がないことを確認した。 

基本設計時に設定した設計主旨は次の通りである。 

    ①医療センターに隣接した施設 
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    ②保育所のように安全性に配慮した施設 

    ③病院のように衛生面に配慮した施設 

    ④蓄電池を採用し自立性を高めた施設 

    ⑤自然資源と環境に配慮した施設（太陽光発電の採用、敷地内緑化、省エネ

機器の採用、断熱対策） 

    ⑥ユニバーサルデザイン、バリアフリー対策を徹底した施設 

    ⑦多摩産材を活用した施設 

    ⑧維持管理の容易な施設 

 

３ 計画設計について 

   施設の特性を的確に把握し、当初設定した設計主旨を基に機能性、居住環境、 

自然環境に配慮し、材料の安全性、バリアフリー対応、省エネ・自然エネルギ 

ー利用、地域住民への配慮、維持管理の容易性などを十分に考慮した内容にな 

っている。 

  （１） 計画に先立ち、敷地測量、地盤調査を綿密に行っている。なお地歴調査 

    に関しては、公立阿伎留医療センター建設時に実施している。 

（２） 基本設計は、事業運営担当課と綿密な協議を行い、運営上の基本的な考 

え方に準じて立案された。 

（３） 配置計画は、歩車路分離を図るとともに採光及び避難ルートを考慮した 

   配置計画になっている。 

  (４) 基本コンセプト 

    ①３市町村の病児・病後児保育室 

    ②自然資源の有効利用：太陽光発電設備の採用 

    ③防災対策：自立性を高めるための蓄電池の採用 

    ④環境配慮：敷地内緑化、省エネ機器採用、断熱対策、ハイサイド窓によ 

る保育室のアンビエント照明 

    ⑤ユニバーサルデザイン：誰でもトイレ、子ども用トイレ、床段差なし 

    ⑥衛生対策：子ども用シャワーパン、大人用シャワーブース、隔離室、汚 

物流し 

     ⑦維持管理：外部排水配管の見える化 

   (５) マスタープランの特徴 

     ①４分割できる保育室 

     ②車寄せの設置 

     ③建物への人の出入りが管理しやすい事務室配置 

     ④東西 2箇所の出入口（東側は避難用） 
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     ⑤トイレ、シャワーの配置による水廻りの集約 

   (６) 外壁は窯業系サイディングを採用している。 

   (７) 屋根はガリバリウム鋼板を採用し、太陽光パネル設置場所としている。 

   (８) 建築設計については、衛生面と経済性に配慮し、使用材料は汎用品を使 

     用している。タイルなどの高級材料はエントランスのみの使用に限定され 

     ている。 

(９) VOC(※注 1)及びシックハウス対策としては、F☆☆☆☆（フォースター）

材料の使用を原則としており、しゅん工後の化学物質の濃度測定も計画さ

れている。 

(10) 床段差の解消、手すりの設置、視覚障害者用タイル、多目的トイレ、滑 

  りにくい床材の採用など利用者のためのバリアフリー対策、ユニバーサル 

  デザインには最大限配慮している。 

   (11) 各室の出入り口は、引き戸を基本として利用者への利便性、安全性を図 

     っている。 

(12) 外壁面には、Low-e複層ガラス、断熱材など冷暖房負荷を低減するため 

  の断熱対策が図られている。また、屋根の軒先を張り出すことにより、遮 

  光を図り断熱対策に配慮している。 

(13) 防火対策として、隔離室及び保育室の内壁には建築基準法施行令第 114 

  条区画による界壁を設けている。 

(14) メインエントランスに電気錠を設置し、防犯対策に配慮している。 

(15) 用途については、建築基準法上及び消防法施行令別表第１の該当項目に 

  ついて、適切な協議を経て決定している。建物内での医療行為が無いこと 

  及び宿泊を伴わないことから、建築基準法上は児童福祉施設等とし、消防 

  法施行令別表第 1の（6）ハと決定した。 

   (16) 地区計画区域であることから、地区計画の届出書を提出したが、当該施 

設は届出不要となった。届出書の写しにより「届出不要」であることを確

認した。 

   (17) 当該施設の緑化計画書を確認した。 

   (18) 当該施設への借地によって、公立阿伎留医療センターの敷地規模が縮小

することに関し、敷地面積が減じた後も公立阿伎留医療センターが建築基

準法上の集団規定（容積率・建ぺい率）に合致していることを、建築基準

法第 12条第 5項の規定よる報告書にて確認した。 

   (19) 建物の最高高さについて 

      当該事項については、専門的判断となるため以下のとおり解説する。 

      当該建物は軒高が GL+3540㎜であるのに対して、最高高さが 6200㎜とな 
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っており、小屋裏空間がかなり高く設計されている。内部空間において、 

廊下状ホールと保育室の X6～X12 間（平面図による）では、小屋裏空間の

高さを有効に利用した快適な空間となっており、段差のある屋根の隙間か

ら入る北向きハイサイドライトによるアンビエント照明も設けられている。

しかし、それ以外の部分である X1～X11間の廊下状ホール部分以外と、 

X12～X13間の保育室では大きな小屋裏空間が存在するが、収納等の利用も

含めて有効活用されていない。 

屋根勾配についても、当該建物の南側屋根が 5/10という勾配で、角度に

すると約 27度である。北側屋根は 2.5/10という勾配で、角度にすると約 

14度である。屋根段差部の北向きハイサイド窓を設けず、南北両側の屋根

共に 2.5/10 勾配の切妻屋根とした場合、最高高さを約 1400 ㎜程度低くで

きる。低コストを追求するならば、最高高さを 4800㎜程度とすることも可

能と考える。 

 しかしながら、当該建物には 36 枚の太陽光発電パネル設置計画がある。

太陽光発電パネルは、その設置角度により発電効率が変化する。東京都に

おいて年間を通じて発電量が最大となる角度は約 33度であり、それにより

近い勾配にするには 5/10（約 27度）を採用することが有利となる。また、

36枚の太陽光発電パネルは、メンテナンススペースを除き、南側屋根のほ

ぼ全体に設置する計画としている。ある程度のコスト高にはなっているが、

太陽光発電付蓄電池設備を採用して自立性を高めた施設とするため、太陽

光発電効率を優先し、屋根勾配を決定したものと思われる。 

 

(※注 1) VOC(揮発性有機化合物／Volatile Organic Compounds) 

   近年住宅等において高断熱、高気密化が進み、自然換気量が減少し居室の換気量は 

  必要最低限まで削減された。一方、建築部材には、耐久性向上や施工の容易性、低価 

  格化などの利点から、ホルムアルデヒドをはじめ揮発性有機化合物が広く利用される 

  ことになった。その結果、居室内に化学物質が放散されることとなり、換気の悪さと 

居室内の高濃度化学物質により室内が汚染され、居住者に吐き気、めまい、頭痛、目 

や鼻、のどの痛みなどが発生、健康被害が発生した。 

平成 15年 7月 1日、改正建築基準法が施行され、第 28条の 2において換気量の確 

保と VOC濃度が制限された。汚染化学物質の中のホルムアルデヒドに関する基準で、 

F☆☆☆☆（フォースター）が等級 3の最高水準の材料、F☆☆☆が等級 2（第 3種建材）、 

F☆☆が等級 1（第 2種建材）と定められ、これ以下の水準の材料は使用禁止となって 

いる。VOCの規制値として厚生労働省の基準などがある。一般的には建物のしゅん工時 

に環境測定を行って規準値以下であることを確認する。 
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４ 構造設計について 

   基礎構造、上屋構造は十分な耐力を保有した妥当な設計となっている。構造 

設計に関して、建築確認申請に建築基準法施行令第 46条第 3項に基づく軸組計 

算書を添付しており、妥当性が確認されている。 

   (１) 基礎工法は、直接基礎を採用している。地盤調査についてはスウェーデ 

    ン式サウンディング調査（建物四隅と中央部の 5箇所で調査実施）により、

地耐力と液状化の確認をした。その結果、木造平屋建ての建築物の地耐力と

して十分であること、液状化の発生する可能性がほぼない地盤であることが

確認できている。 

(２) 重要度係数は設定していない。ただし、軸組計算書における建物の種類 

  として「屋根を瓦などの重い材で葺いたもの」を採用している。これは、 

  太陽光発電パネルの設置を想定したものと思われる。実際には金属板で葺 

  いた建物であるため、床面積当たりの数値が 1.5倍（15/11倍）にされた 

  状態で計算し満足していることから、太陽光発電パネル（設置面積当たり 

14㎏/㎡）を考慮しても公共施設としての十分な構造性能を備えているも 

のと考える。 

(３) 構造設計方針について、在来軸組工法を採用している。軸組計算書によ 

り、壁量の検討、偏心の検討を実施し、法を満足していることを確認して

いる。 

(４) 使用材料は、全て標準的な材料を使用している。 

(５) 主要構造部の断面の大きさは標準的で、過大なものはない。 

(６) 床は鋼製束を採用し、根太レス工法（※注 2）としている。床下空間は 

  設備配管等のメンテナンススペースとなっており、全ての床下に入ること 

  ができ、維持管理に配慮されている。 

(７) 木材使用量について、構造躯体木材量全体で 27㎥程度となっている。在 

  来木造建築の構造躯体木材量の全国相場（100㎡につき 17㎥程度）と同等 

  程度である。 

 

（※注 2）根太レス工法 

   床組工法の一種であり、床組に根太を用いず、十分に厚い（一般的には 24㎜厚以上） 

  合板と、合板の下に支柱状の鋼製束を用いることで、大引に直接固定して床下地とす 

  る工法である。根太を用いないため室内の天井高が大きく取れる点や、床の水平面強 

  度が大きくなることで「火打ち」等の土台補強が簡略化できる利点がある。 

 

  ５ 電気設備設計について 
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    (１) 受電設備は低圧受電方式である。単相 3線 200V/100Vとし、動力は導入 

     していない。 

(２) 太陽電池蓄電池付システムを導入している。36枚の太陽光発電パネルに 

  より合計 10.268kwとなっている。発電容量について、7.8kwへの変更を予 

  定しており、コストの変更も発生する予定。系統連係による売電システム 

  を計画している。蓄電池設備にはリチウムイオン電池を採用予定である。 

(３) 床暖房設備を導入している。不凍液による循環型で、熱源は電気式ヒー 

  トポンプ熱源である。 

(４) 監視カメラ設備について導入を見送った経緯があるが、別途機械警備の 

  導入に併せて検討しており、保守管理を含めたリース契約を予定している。 

 

６ 給排水衛生設備設計について 

(１) 排水管について、建物内から外構に出る部分を見える化している。衛生 

  設備が多数あることから、容易な維持管理に配慮している。 

(２) 給湯設備について、当初は都市ガスによる計画であったが、ランニング 

  コストを比較し、プロパンガスによる給湯器を採用している。 

(３) 雨水排水設備について、宅地内処理のためトレンチ管を敷設している。 

(４) 汚水排水設備について、生放流となっている。公立阿伎留医療センター 

  敷地内にある排水設備に接続することが可能であったが、公立阿伎留医療 

  センターが特定施設に該当することから、医療事故などの場合に排水設備 

  の機能を停止させることがあり得る。リスクを回避するため、コスト高に 

  はなるが単独排水設備を敷設している。 

 

７ 空調・換気設備設計について 

(１) 換気設備について、第 3種換気としている。衛生面を考慮し機械式排気 

  を優先したものと考える。 

(２) 空調・換気設備について、高効率冷媒を使用した壁掛型エアコンと天井 

  埋込カセット型エアコン、天井埋込型ダクトタイプエアコンを採用してい 

る。すべて単相 200V式のものである。除湿機能はあるが加湿機能はない。 

 

８ 積算について 

  (１) 積算に当たっては、東京都財務局の積算基準（建築工事編）、積算資料

や国土交通省の公共工事積算基準などに準拠している。また、定期刊行物

などの積算資料も参考にしている。準拠基準に問題はなく、積算を行った

時期は平成 28年 8月である。 
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  (２) 設計委託業者から提出された積算数量の照査は、施設営繕課が行ってい

る。 

  (３) 単価について、単価表、公表価格、カタログ、見積単価の順番で優先順

位を設けている。 

  (４) 単価表にない特殊な材料の見積りについて、3 者以上の業者から見積り

を徴しており、確認した結果、当該事業では平均価格を採用している。近

年、最低価格を採用した案件において、予定価格に達せず入札不調となっ

ている事例が見受けられることから、平均価格の採用は妥当であると考え

る。 

(５) 積算数量について、構造躯体木材量の数量の検証を行った結果、相場と

同程度であった。 

(６) 建築工事費について、建築工事、電気設備工事、機械設備工事には、保

育室棟の建設分と、それ以外の車寄せ棟工事、外構工事、解体撤去工事、

太陽光発電付蓄電池設備工事、外構インフラ工事などが含まれている。 

   当該建物と同様の在来木造建築物と比較するため「設計価格内訳書」の 

  中から保育室棟の工事費を分離抽出し、単価を求めるための面積には、車 

  寄せ棟を除く施工床面積を算出して用いた。なお、共通費については、保 

  育室棟とそれ以外の部分で按分算出した。 

 

※施工床面積＝49.01坪（162.03㎡） 

①保育室棟の直接工事費   1,016,923円/坪（307,692円/㎡） 

②保育室棟の共通費合計    379,988円/坪（114,974円/㎡） 

（直接工事費の 37.4％） 

③保育室棟の建築工事費計  1,396,911円/坪（422,666円/㎡） 

 

   保育室棟における直接工事費の坪当たり単価約 102万円は、公共施設で 

  の在来木造建築物として若干高額であると思われる。木材の使用量は相場 

  程度であるものの、多摩産材の使用推奨による木材平均単価の微増と、太 

  陽光発電のために建物の高さが高くなっていること、空調・換気設備工事 

  のグレードが比較的高いことが要因であると思われる。 

共通費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費の合計）について、直接 

工事費に対する比率を算出した結果 37.4％であった。公共建築物の共通費 

算出基準と照査したところ、標準的であった。 

 

９ 入札・契約について 
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(１) 設計業者の選定については、公平性確保の観点から市内の全有資格者（市 

内の建築設計登録者）に対し指名競争入札を行った。6社のうち 1社が不 

参加となり、5社が応札し 1回の入札で落札業者が決定した。 

(２) 工事監理業者の選定については、事前に設計者が監理業務を辞退するこ 

  ととなり、指名競争入札を行った。5社が応札し 1回の入札で落札業者が 

  決定した。設計者と別に工事監理を選定する経緯には、より多数の技術者 

  に参画させる意図もあった。ちなみに東京都では第三者監理を積極的に進 

  めている。 

(３) 建築工事請負業者の選定については、市内施工業者による条件付一般競 

  争入札として、多くの業者に参加の機会を与えている。入札に際しては 4 

  社に打診した。2社が辞退し、残る 2社が応札し 1回の入札で落札業者が 

  決定した。なお入札条件として、業者の施工管理能力を重視しており、技 

  術評価点及び価格評価点の合計による点数評価を行うことで品質の確保に 

  努めている。 

(４) 品質確保の観点から低入札価格調査を行っている。「あきる野市特別簡 

  易型総合評価方式 落札者決定基準」を設けており、低価格落札候補者の 

  失格基準判定を設けている。  

(５) 入札に際し、予定価格は事前に公表している。 

(６) 入札保証金は免除している。 

(７) 契約保証については「保証証書」により確認した。 

(８) 工事請負契約書が適正に交わされていることを確認した。 

(９) 契約変更について、スライド条項、設計変更などに関わる変更は、今の 

  ところ行われていない。 

 

10 施工管理について 

  (１) 資格・登録について、施工者の建築業許可証、監理技術者、主任技術者

の公的な資格は、資格者証、講習修了証にて確認した。 

(２) 総合施工計画書、各種工事施工計画書、安全衛生管理計画書など、公的 

  な仕様書に準拠し適正に作成されていることを確認した。 

(３) 施工体制台帳が、適正に作成されていることを確認した。 

(４) 施工報告書、工事記録写真が、適正に作成及び保管されていることを確 

  認した。 

(５) 道路工事施工承認申請書により、諸官庁への届出が適正に行われている 

  ことを確認した。 

(６) 工事場所周辺への環境対策として、低騒音低振動、低公害型機器の使用 
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  を厳守している。 

(７) 近隣への影響について、前面道路の沿道及びその他周辺で 20件ほど民家

等が存在している。今までのところ近隣から大きな苦情はない。事前の周

知が十分に行われたものと思われる。 

(８) 休日は土曜日、日曜日及び祝日としていたが、天候不順による工事遅延 

  のため、現在は日曜日のみ休日としている。 

 

11 品質管理について 

(１) 再生資源利用計画書を作成し、砕石などの再生資源の利用に努めている。 

(２) 建設廃棄物の収集運搬、中間処理、最終処分については、マニフェスト 

  等を確認した結果、適正に処理されている。 

(３) 基礎の鉄筋かぶり厚確保のためのサイコロ型スペーサーについて、コン

クリート強度以上の強度（設計規準強度 50 N）のあるものを使用している

ことを、使用材料カタログにて確認した。 

(４) 材料の入荷については、材料受入時に目視検査及び製品検査証明書の確 

認が行われていることを、鉄筋の材料規格を証明する規格証明書（ミルシ 

ート）により確認した。また、現場に納入されている資材がミルシートと 

同一のものであることを「タグ」の確認により行い、性能上問題がないこ 

とを確認した。 

(５) 構造材に使用する金物について、使用する全ての金物の施工記録写真を

整備している。また、構造用合板への釘打ちにおける釘間隔の施工記録写

真も整備しており品質管理に努めている。 

 

12 安全管理について 

(１) 公立阿伎留医療センターとの隣地境界線を含めた敷地周辺に、高さ 2m  

の鋼製パネルによる仮囲いを設置し、外部への安全対策としている。 

(２) 車両の出入り口には、大型車両の通行の際に交通整理員を置き、事故防 

  止に努めている。車両の入場規制を設けており、入場可能時間帯を 8：30 

から 18：00までとして厳守している。市の環境活動に協力する内容を施工

計画に記載しており、アイドリングストップと不正軽油の使用禁止を実施

している。なお、大型車両の運行については、事前に車両と運転者を記載

した車両届の提出を義務付けていることを確認した。 

(３) 新規入場者全員に入所時教育を実施し、また新規入場者確認票を提出さ 

  せている。60歳以上の高齢者も受け入れているが少数であった。高齢者の 

高所作業を控えるなど、適正配置に留意した雇用となっている。 
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(４) 今までのところ事故は発生していない。 

 

13 工程管理について 

   設定当初の工程に対して、夏期の長雨による遅延が発生している。工事進捗 

率は9月末時点での予定である46.9％に対し37.1％であることを施工日誌で確 

認した。当初、休日であった土曜日及び祝日を施工日とすることで、当初の予 

定通り平成 30年 1月 31日にしゅん工予定である。関連書類は適正に処理され 

ていることを確認した。 

 

14 工事監理について 

(１) 工事監理業務委託業者が、重点監理方式により行っており、毎週 2 回程

度の実施となっている。 

(２) 工事監理を行うに当たり「工事監理業務実施計画書」を作成しており、 

  適正に処理されていることを確認した。 

(３) 発注者に対し、毎月「工事監理月間報告書」を監督員経由で提出してい

ることを、日報と併せて確認した。 

(４) 工事監理者は、隔週水曜日の定例会議（工事監理会議）に出席し、発注 

者、施工者などと業務の調整を行い、工事を円滑に進めていることを議事 

録により確認した。 

(５) 着工後に、基礎梁の配筋において鉄筋径とピッチを変更している。「基 

  礎断面詳細図（変更図）」により、詳細内容を確認した。変更に際して、 

構造的な計画変更申請対象となる事案か、施設営繕課と工事監理者が建築

主事と協議し、計画変更申請不要の軽微な変更であることを確認している。 

 また、軽微変更届は設計者名で作成されていることを確認した。 

(６) 施工者からの要請に基づき、各種検査、試験の立会いを監督員とともに 

  行っていることを、路床立会検査の記録写真にて確認した。 

(７) 特定工程（建築基準法第 18条第 21項の規定）に基づく中間検査はない。 

また、所轄消防署による中間検査の義務付けはないが、所轄消防署に依 

頼し、仕上げにより隠蔽される箇所の中間検査を自主的に実施しており、

適正な工事監理に努めている。 

 

15 試験・検査等について 

  (１) 試験・検査は、施工者からの依頼に基づき、工事監理者の立会いのもと 

    で行われていることを、コンクリートの受入検査に係る書類及び立会写真 

により確認した。 
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(２) 鉄筋工事の配筋検査は、施工者による自主検査及び工事監理者による検 

査と十分に行われている。 

(３) 打設されたコンクリートの性能は、公的試験場での 4週圧縮強度を確認 

  することで行われており、強度は全て設計基準強度を満たしていることを 

  確認した。 

 

16 現場施工等について 

   現場視察は、屋根及び外壁工事が完了し、外部サッシュ取付工事、内部仕上 

げ工事、設備工事の実施時期の状況で行った。工事は順調に推移しており、安 

全対策、出来高、出来形ともに特に大きな問題はなかった。 

(１) 工事看板、安全対策等について 

   工事看板、施工者の資格、労災保険加入証は見やすいところに適切に掲 

げられている。 

足場の設置、仮囲いなど仮設の管理状況は適正である。出入口には交通 

整理員が配置されており、場内の整理整頓、鉄板敷きなどの安全性にも問 

題はない。 

(２) 建物内部の施工状況について 

   建築工事では、在来軸組木造の建て方完了状況と、外壁及び外部サッシ 

  ュの断熱工事の施工状況、床段差などの安全性能等を確認した。出入口の 

安全性（引き戸下部のレール溝など）、天井の施工状況（天井吊り材など 

の下地及び施工精度）などは未施工のため確認できなかった。 

(３) 建物外部の施工状況について 

   主に外壁、外構の状況を視察した。屋根上葺き及び車寄せ、外構、外部 

  設備機器設置は施工中または未施工であった。屋外の施工状況は、全般的 

  に良好であった。 

 

第４ 監査の結果 

  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

善等を行うべき事項があることから、今後の同種工事に生かすよう要望する。 

  以下に、改善要望事項等を列挙する。なお、本報告時点ですでに改善されてい

る事項及び未施工の事項もあるが、今後に生かす目的のため、そのまま掲載する。 

１ 計画設計について 

南側屋根勾配について、太陽光発電効率と屋根の段差を利用した北向きハイ

サイド窓によるアンビエント照明の採用により決定したと思われるが、そのこ

とにより建物の軒高が高くなっており、小屋裏空間の未利用部分が発生してい
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る。今後の同種工事の設計に際しては、空間の有効活用も含め十分に留意され

たい。 

 

  ２ 構造設計について 

軸組計算書では太陽光発電パネルの設置を想定した計算となっており、構造

性能としては十分であるが、今後の同種工事に際しては、重要度係数の設定を

検討されたい。 

 

３ 設備設計について 

(1)  自動火災報知設備について、室内の仕上げが木製であることから、自主

的設置を検討されたい。 

(2)  空調・換気設備について、空気調和機による除湿機能はあるが加湿機能

がないため、別途の加湿器等を設置するなど適切な対応を検討されたい。 

(3)  換気設備に全熱交換器を採用することにより、コスト高にはなるものの、

省エネ性能が向上することも考えられることから、今後の同種工事に際し

て参考にされたい。 

 

４ 積算について 

見積書について、今後、同様の施設との価格比較をする上で施設本体にかか

る費用を容易に抽出できる作成方法を検討されたい。 

 

  ５ 工事監理について 

   (1) 工事を進める過程において発生する変更等については、定例の工事監理会

議にて協議を行っているところである。事業運営担当課からの新たな要望事

項や設計図書との相違による施工金額の増加に対し、予定していた工事の一

部を取りやめる等、施工金額を減少させる変更が行われており、その手続き

については、工事約款第 29条「契約金額の変更に代える設計図書の変更」に

基づき行われていたことが明らかになった。 

     追加した内容は、より安全に配慮した内装建具の仕様変更や、設計図書で

は確認できなかった敷地レベル処理工事等があった。減少させた内容は、収

納庫の一部取りやめ、アスファルト舗装を砕石敷きに変更、太陽光発電設備

工事の変更等があった。 

     太陽光発電設備工事については、その容量を下げるという変更が行われて

いるが、太陽光発電システムについては、当該工事の基本計画において「自

然資源と環境に配慮した施設」という設計主旨に掲げられている重要な部分
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である。 

     設計主旨に係る部分については、可能な限り維持するべきものであること

から、契約変更も含めてあらゆる方策を検討すべきであり、また変更の決定

に至るまでの過程等をより明確にすべきと考える。 

     今後の工事において、変更の協議を行う際には、工事約款第 29条の取扱い

について十分に留意するとともに、議論の過程をより明確に議事録に記録す

る等、より慎重に協議するよう検討されたい。 

(2) 定例の工事監理会議において前回会議の議事事項を確認した際には、出席

者全員が署名をするなど、関係者相互間での確実な情報共有に心がけるよう

努められたい。 

 

６  現場施工等について 

(1)  外部金属サッシュ廻りの断熱に関し、サッシュ枠とサッシュ枠下地木材 

  との間に隙間がある。隙間部分のサッシュ枠はアルミ製で、表面には合成 

  樹脂製カバーなど断熱性能のある材料によるカバーがなく、外壁内部結露 

  の可能性があるため対策を検討されたい。 

(2)  事務室に面する外壁基礎上部と大引との隙間に、通気性のあるパッキン 

  が施工されていた。本来は室内床レベルより低い位置になるが、一部の範 

  囲で室内床レベルより高くなっていた。事務室内の断熱性能の低下や局部 

  的な結露等の原因となる可能性があるため対策を検討されたい。 

 

  ７ 今後の留意事項について 

（1） 当該施設のシックハウス対策は重要な管理項目である。今後、仕上げ工 

   事が本格化するに当たり、材料の搬入に係る試験・検査、施工及び環境測 

定において特段の注意をもって対応されたい。 

   (2)  天候による工事の遅延を回復するために、当初休日であった土曜日及び 

     祝日も施工日としている。心身ともに疲労回復に要する時間が減ることに 

より、事故の起こりやすい状況となり得るため、一層の健康管理及び事故 

防止に努められたい。 

(3)  維持管理について、修繕・更新計画、LCC（ライフサイクルコスト）など 

  は建物を健全に維持管理していく上で重要な項目である。 

      当該建物の計画設計においては、容易な維持管理に配慮しているが、定

期的な修繕・更新は重要である。「あきる野市公共施設等総合管理計画」に

基づいた、適切な維持管理計画を作成し実践することにより、優良な社会

資本を確実に次世代に伝えていくことに努められたい。 
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