
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監 査 実 施 日  平成 29年 5月 25日(木)  

 

監 査 場 所  市庁舎 3階第１会議室及び監査対象工事現場 

 

監 査 執 行 者 監 査 委 員 監査委員(識見者) 藤原 光利 
  監査委員(議会選出) 松田  勲 

監 査 立 会 者 監査事務局 事務局長 元宗 昭二 
  書 記 題府 勝介 

監査対象部課 保健福祉部 部 長 岩本 武明 
  参 与 溝口  誠 
 保健福祉部子育て支援課 課 長（主任監督員） 戸川 邦彦 
  主 事 仲村 紀彦 
  担当者 森  章 

委託工事監理

者 

株式会社宮崎建築設計事務所 管理技術者 藤久 泰司 
  担当者 広瀬 孝志 

受注者 株式会社大森工務店 現場代理人兼監理技術者 中務 誠一 

 

 

赤 磐 市  

平 成 2 9 年 度  

 

工事技術調査結果報告書 

 

 

 

平成 29 年 6 月 12 日 

 

公益社団法人  大阪技術振興協会  

技術士（建設部門・総合技術監理部門）  

一 級 建 築 士      金 澤   稔  
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監査対象工事:   赤坂地域統合保育園建設工事 

 

監査実施スケジュール： 

9：00～12：00      書類調査 

13：00～14：00      書類調査 

14：00～16：00     現場調査              

16：00～16：30      講  評 

 

工事内容説明者 

保健福祉部子育て支援課     課 長（主任監督員）         戸川 邦彦 

株式会社宮崎建築設計事務所 管理技術者(委託工事監理者)   藤久 泰司 

担当者                  広瀬 孝志 

 

 

 

 

 

 

1. 工事概要 

1.1 工事場所 

     赤磐市町苅田 518番地他 

 

1.2 建築工事の工事概要 

(1) 建物概要 
 建物名称 赤坂地域統合保育園  

 建物用途 保育所型認定こども園  

 都市計画区域 都市計画区域外  

 用途地域 指定なし  

 防火規制 指定なし  

 敷地面積 4,091.00 ㎡ 

 

 

 

 建築面積 999.73 ㎡（屋外トイレ・倉庫及び飼育小屋 34.74㎡を含む）  

 延べ床面積  920.51 ㎡（屋外トイレ・倉庫及び飼育小屋 34.74㎡を含む）  

 構造・規模 鉄骨造平屋建  

 地業 特定埋込杭（Hyper-MEGA工法） 
 最高部の高さ 設計 GL+6.30 ｍ 
 外部仕上げ 屋上   シート防水(佐渡島ハイブリッド工法 ZルーフⅢ) 

      断熱材イソシアヌレートフォーム                                
  外壁   押し出しｾﾒﾝﾄ成形板 t60＋複層塗材 E塗仕上げ 

押し出しｾﾒﾝﾄ成形板 t60＋14角モザイクタイル張   
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(2) 工事内容    建築主体工事 

電気設備工事 

機械設備工事 

外構工事 

(3） 工事請負者 
 1) 入札形式 一般競争入札（条件付） 

（予定価格事前公表、最低制限価格適用） 
 2) 入札業者数 応募者 9者      応札者 6者 
 3) 入札回数 3回 
 4) 入札年月日（開札） 平成 28年 11月 16日 
 5) 契約年月日 平成 28年 11月 25日 
 6) 落札業者 株式会社 大森工務店 
  現場代理人兼監理技術者     中務 誠一 

(4） 設計業務受託者 
 1) 選定形式 公募型プロポーザル方式  

 2) 参加者数 6者  

 3) 契約年月日 平成 27年 8月 28日 
 4) 委託期間 平成 27年 8月 28日～平成 28年 10月 31日 
 5) 委託業者 株式会社宮﨑建築設計事務所 

(5） 工事監理業務受託者   

 1) 選定方式 指名競争入札  

 2) 契約年月日 平成 28年 12月 19日  

 3) 委託期間 平成 28年 12月 19日～平成 29年 7月 31日 
 4) 委託業者 株式会社宮﨑建築設計事務所  

(6) 事業費(消費税を含む) 

  設計価格 298,339,200 円 
 予定価格 298,339,200 円 
 請負金額 298,080,000 円          請負率 99.91％ 

(7） 工  期 
   自  平成 28年 11月 25日 
   至  平成 29年 7月 31日 

(8）工事進捗状況 （平成 29年 5月 25日時点） 
  計画        50.0 ％   

  実績 31.2 ％  

(9) 工事監督員等                                
 保健福祉部子育て支援課       課 長（主任監督員）   戸川 邦彦 

主 査                 丸中 靖子 

主 事                 仲村 紀彦 

担当者                 森  章 
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 株式会社宮崎建築設計事務所      管理技術者            藤久 泰司 

                        照査技術者            広瀬 孝志 

 

 

 

2. 書類審査における所見 

(1) 総括的所見 

  計画、設計、積算、契約に関わる工事着手前の書類及び施工管理、安全・環境管理に関わる工事着手後

の書類について調査を行った結果、施工管理書類の作成及び整理保管に関して少なからず改善が望まれる

点があるものの、良好な出来形・出来栄えが認められた。 

 以下に、個々の項目についての調査結果を示す。 

(2) 工事着手前の書類 

ア  「計画」について 

(ｱ) 当該事業の位置付け 

赤磐市は、平成２７年度を初年度とし、平成３６年度を目標年度とする第 2 次赤磐市総合計画のもとに各

種の施策を遂行中である。そこでは、３つの「重点戦略」と９つの「戦略プログラム」が掲げられ、当該事業は

その重点戦略の一つである「安心して子育てができ、次代を担うひとが育つまちを創る」のもとに「安心して

出産・子育てができる環境創出プログラム」に位置付けられている。 

具体的には、多様化している保護者からの保育の要望に対応するため、保育園における延長保育や休

日保育等、通常保育以外の特色ある保育サービスの充実のほか、就学前の子供を保護者の就労の有無

にかかわらず受け入れ、幼児保育と教育を一体的に行うとともに、子育て不安に対応した相談活動や親子

の集いの場の提供を行う｢認定こども園｣の整備推進を図り、地域における子育ての支援機能を強化するこ

ととしている。 

個別の実施計画である赤磐市子ども・子育て支援事業計画には、認定こども園の設置数、設置時期そ

の他認定こども園の普及のために、平成 29年度から 31年度にかけて各年度 1箇所の認定こども園の設置

を計画しており、当該事業は赤磐市内にある 7園の公立保育園のうちの老朽化と経年劣化が進んでいる旧

赤坂地域の 3 園を統合することにより、一定の教育環境を提供するとともに、さらなる合併後の赤磐市民の

速やかな一体化と均衡ある発展に寄与することを目的としている。 

(ｲ) 関連事業 

 当該事業の策定における関連事業には次のものがあり、継続中のものについては２週間に１回の頻度で

開催している当該工事の定例会で、適宜、調整されている。 

ⅰ. 赤坂支所車庫解体工事（H27年度） 

ⅱ. 統合保育園造成工事(平成 28年 9月完了) 

ⅲ. 統合保育園進入路交差点改良工事(工期 H29.4.3～H29.7.10) 

ⅳ. 統合保育園排水設備工事(工期 H29.5.1～H29.7.31) 

(ｳ) 関連部署等との協議等 

 次の関連部署等との事前確認がなされている。 

ⅰ. 上下水道課        給水工事、消火栓設置工事 



 5 

ⅱ. 建築確認審査機関   建築確認申請 

ⅲ. 消防署           消防用設備計画審査 

(ｴ) 事業計画の段階における住民等のニーズの把握 

事業計画の策定の段階において、行政サイドで拾いきれない住民等のニーズの把握のために、保護者

へのアンケート調査、住民を対象とした赤坂地域意見交換会、各園での保護者説明会等が実施されてい

る。 

(ｵ) 住民等に対する事業概要の事前説明及び調整 

子育て支援課職員により平成 25年 6月から平成 27年 6月までに、町苅田地区役員会において計 3回

の事業の概要説明を行い要望事項等の聴取がなされている。 

【所見】 

適切な事業計画の策定及び推進がなされていると認められる。 

なお、当該事業の関連部署等には、ガス・電気、通信の事業者、保健所、警察署等もあり、適切に事前協

議がなされることが望まれる。 

イ ｢設計｣について 

(ｱ) 事業目的への適合 

① 設計業務の委託先の選定は、6 者が応募した公募型プロポーザルによってなされ、株式会社宮崎建

築設計事務所が特定されている。 

 なお、プロポーザルの具体的な評価結果については、赤磐市ホームページで公表されていない。 

② 設計業務は、公共建築設計業務委託共通仕様書に準拠してなされているとの説明があったが、調査

職員の承諾を得た設計方針、業務工程、業務組織、打合せ計画、品質計画、使用する基準・図書、連絡

体制等が記載された「業務計画書」が提出されていない。 

③ 設計業務着手前の発注者及び設計業務受託者等による設計業務内容に関する事前確認について

は、重要事項説明書をもとに行ったとの説明があった。 

④ 認定こども園の設計段階における幼稚園教諭、保育士、住民、消防署、警察署、保健所等の意見の

集約については、子育て支援課職員 4名程度、保育園園長 4名、委託設計者 2名による設計打合せ会

議を平成 27年 10月から述べ 16回程度開催しており、現場の意見を尊重した設計内容としているとの説

明があった。 

⑤ 設計内容の適切性の確認については、子育て支援課職員、保育園園長及び委託設計者の出席のも

とに実施されたとの説明があった。 

⑥ 設計図書の検収は、委託設計者の立会いの下に検査担当者(子育て支援課長)が実施し、業務完了

検査復命書により記録の保存をしているとの説明があった。 

(ｲ) 法令への適合 

① 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（以下バリアフ

リー新法）」や「岡山県福祉のまちづくり条例」に関しては、床面のバリアフリー、思いやり便所の設置(オス

トメイト対応)、建物入口に近接した位置への身障者用駐車場(2 台)の設置、エントランスへのスロープ

(1/12以下)の設置等が適切になされている。 

② 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）は、公共工事の発注者が

主体的に取り組むべきものであるが、発注者の調達方針が特記されておらず、特定調達品目の積極的な
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採用が認められない。 

③ シックハウス対策については、特記仕様書で室内化学物質の濃度測定の対象物質、室内濃度の指

針値、測定方法、測定場所が適切に特記されている。 

④ ｢エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)｣に関しては、当該建物は第二種特定建築物の

新築工事であることから、外壁の断熱化、断熱複層ガラス、ＬＥＤ照明等の多岐にわたる省エネにかかわ

る取組みがなされており、省エネルギー性能指標である一次エネルギー消費量の指標値(BEI)及び外皮

性能の指標値（BPI）の何れも基準値を下回っており、適切な省エネ設計がなされている。 

⑤ 資源有効利用促進法に関連して、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を活用して

再生資源利用に取り組むことが特記されていない。 

⑥ 土壌汚染に関連して、発生土の処分に際して、自然由来を含めた汚染の有無の確認等行うことが特

記されていない。 

⑦ 耐震設計に関しては、構造計算ルート１－２の許容応力度計算をしており、標準せん断力係数

Co=0.3にて設計されている。 

(ｳ) 設計内容について 

① 設計業務着手に際して実施された現地調査の結果をもとに、建物の重量の抑制による杭地業工事の

軽減及び工期短縮を図るために、鉄骨造平屋建てが採用されている。 

② 将来における維持管理のしやすさを考慮して、外壁材に押出し成形セメント板を採用（標準耐用年数

60年）、LED照明器具の採用、配管内配線が採用されている。 

③ 環境配慮設計への取組みとして、空調機器に環境影響度 GWP(675)の機器、外気風量の多い職員

室・遊戯室には全熱交換器、床暖房は安価な深夜電力利用による蓄熱方式が採用されている。 

④ 杭地業工法の選定に関して、複数案に関する工事費、工期等についての総合的な評価のもとに

Hyper-Mega工法が選定されている。 

⑤ コンクリートの設計基準強度が、国土交通省の官庁施設の営繕工事を対象にした「建築構造設計基

準及び同解説」における耐久性を考慮して採用される 24N/mm2ではなく、21N/mm2とされている。日本建

築学会鉄筋コンクリート工事標準仕様書（JASS5）で、耐久性の級が「標準」である場合には 24N/mm2 とさ

れていることも考慮して、今後は 24N/mm2とすることが望まれる。 

⑥ 防水工事の保証期間が、「シート防水の保証期間は 10 年が標準であり、それ以外を想定していませ

ん。」として特記されていない。防水工事にはシーリング工事もあり、それぞれの保証期間並びに受注者、

工事専門業者及び材料メーカーの 3者連名による保証書の提出について特記することが望まれる。 

⑦ 建具回りのシーリング材の種類に関する特記がなされていない。当該工事では、外装に複層塗材塗

仕上げが予定されており、シーリング中の可塑剤の滲出に伴う複層仕上塗材の剥離の発生を防止するた

めに、ノンブリードタイプの変性シリコーン系又はポリウレタン系のシーリング材の使用を特記することが望

まれる。 

⑧ 玄関及び玄関へのアプローチの床に、「意匠性を重視し、著しい劣化は想定していません。」として炻

器質タイルが採用されている。長期耐久性を考慮して吸水性が小さく、耐摩耗性が大きい磁器質タイルを

採用することが望まれる。 

⑨ 厨房に関しては、HACCP に準拠して、汚染エリア（検収場、原材料の保管場、下処理場）と清潔エリ

アのゾーニングを、厨房機器の配置による作業動線の分離で行っている。 



 7 

 なお、厨房に入った位置に設置してある手洗器の厨房の外部側への設置、厨房トイレ前の廊下壁面に

調理衣を掛けるフックの設置、厨房へ出入りするすべてのドア及び食品庫のドアへの錠の取付け、エアカ

ーテン、自動扉等についても検討が望まれる。 

【所見】 

全体的に適切な設計がなされていると認められる。 

なお、情報公開の原則に基づいてプロポーザルにより委託設計者の特定に至る評価内容の適切な公表

について取り組むことが望まれる。 

また、設計業務の適切な遂行のために公共建築設計業務委託共通仕様書に準拠した内容が記載された

「設計業務計画書」の提出や公共工事の発注者に課せられた努力義務であるグリーン購入法への取組みと

して設計に適用する特定調達品目を具体的に記載すること、資源有効利用促進法に関する特記について、

受託者に対して指導することが望まれる。 

ウ 「積算・見積り」について 

(ｱ) 数量積算に関して、次の説明があった。 

① 積算基準には、最新版である「公共建築工事積算基準平成 25年版」を使用している。 

② 数量積算は委託設計者の管理技術者が中心となって行い、照査技術者が検証した。 

③ 排出される有価物には鉄骨加工時スクラップがあり、スクラッフﾟ率を 3.4％としている。 

(ｲ) 設計見積金額の算定に関して、次の説明があった。 

① 設計見積金額の算定は、受託者が行い、子育て支援課職員が各種積算資料、見積書などを精査し

ている。 

② 下見積書の徴収依頼先は、市内業者を優先し、市内に該当がない場合は県内の専門業者から見積

を徴している。 

③ 下見積りは 3社から徴収し、内容の適切性を確認したうえで最低金額を採用している。下見積金額に

対する設計見積価格は、ガラス工事の 20％を最低にステンドグラスの 80％まで、各工種ごとに分かれて

いる。 

④ 予定価格は、設計価格と同額としている。 

【所見】 

適切な積算・見積がなされていると認められる。 

なお、見積金額が大きな工事については、下見積徴取業者から日割り工程と投入労務・機械量をヒヤリン

グした上で、材料費、労務費、機械損料、運搬費、下請経費の要素ごとに集計し、下請粗利益を加算した積

上げ方式による見積金額で確認を行うことが望まれる。 

エ 「契約」について 

(ｱ) 入札は、赤磐市一般競争入札(条件付)事務取扱要領に基づいて 6 者による一般競争入札（条件付）

を実施している。 

(ｲ) 入札は、最低制限価格を設定したうえで、予定価格を事前公表して実施し、 株式会社大森工務店を

選定している。 

(ｳ)  入札のために、金抜き設計書、数量積算書、設計図が配布されている。 

(ｴ) 次の証書等の寄託、写しの提出がなされている。 

①前払金保証証書 
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②建設工保険加入証(火災保険付保) 

③労働災害保険成立証明書 

④建設業退職金共済掛金収納書 

⑤請負者損害賠償責任保険証書 

⑥｢工事実績情報システム(CORINS)｣ への登録証 

 なお労働災害総合保険証書（法定外保障保険）の提出が確認できなかった。 

(ｵ) 建設業退職金共済掛金の証紙の購入額の決定に関する監督員と受注者の協議・確認が適切になさ

れており、加入率 50％に相当する証紙の購入が認められた。 

 なお、協議記録の整理保管が認められなかった。 

(ｶ) 受注者に対して監督員を置いたことの通知が適切になされているとの説明があった。 

(ｷ)  請負契約約款の定めるところにより、請負代金内訳書及び工程表が提出されているとの説明があっ

た。 

(ｸ) 現場代理人、監理技術者の書面による届出がなされているとの説明があった。 

(ｹ) 下請負人の通知が、工事進捗に伴ってその都度適切になされているとの説明があった。 

【所見】 

適切な契約にかかわる業務がなされていると認められる。 

なお、予定価格の事前公表に関しては、事前公表により当該近傍価格へ入札が誘導されるとともに入札

価格が同額の入札者のくじ引きによる落札等が増加する結果を招き、適切な積算を行わずに入札を行った

建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じうる

ことが想起される。総務大臣及び国土交通大臣の連名による「公共工事の入札及び契約の適正化の推進に

ついて」において、事前公表の適否について十分に検討した上で、弊害が生じた場合には速やかに事前公

表の取りやめ等の適切な対応を行うことが要請されていることに鑑みて、事前公表を事後公表に変更するこ

とについて前向きに検討することが望まれる。 

(3) 工事着工後の書類 

ア 「諸官庁への手続き」について 

一般的に、「諸官庁への手続き」には、労働基準監督署、消防署、水道局、下水道局、土木局、電話局、

電力会社、ガス会社等への手続きがある。 

当該工事では、工事着手時点で受注者が行う諸官庁等への工事施工に関する手続きに何があるかが確認

されていない。 

【所見】 

 適切な諸官庁等への届出や協議がなされるように、工事着手時点で一覧表を作成するなどをして確認して

おくことが望まれる。 

イ 「施工体制」について 

(ｱ) 施工体制台帳の作成は認められるものの、施工体系図との照合・確認ができなかった。施工体制台帳

は施工体系図とともに整理保管しておくことが望まれる。 

(ｲ) 下請業者が主任技術者として適切な資格(指定学科を修めた高卒 5年以上、大卒 3年以上又は 10年

以上の実務経験、国交大臣が上記と同等以上と認定した者等)を有している者を選任していることを下請届

添付書類で確認しているとの説明があった。 
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(ｳ) 下請契約で 3,500 万円以上の工種である機械設備工事に関して、主任技術者が専任の主任技術者

であることを実地で確認しているとの説明があった。 

(ｴ) 一次下請契約に「標準見積書活用による法定福利費の確保の推進について」総務省 国土交通省 

に準拠して、標準見積書の書式に則って法定福利費が適切に計上されていることが確認されていない。建

設産業の持続的な発展に必要な人材の確保を図るためにも、法定福利費の適切な形状について受注者

に対して指導することが望まれる。 

(ｵ) 杭地業工事では二次下請負業者による工事施工がなされていたが、一次下請負業者の主任技術者

の実質的な関与を認められなかった。この場合は、建設業法で禁止されている一括下請負に該当するの

で、このようなことが起こらないように受注者に対して指導することが望まれる。 

(ｶ) 施工、製作等に係わる指導及び品質管理を行う施工管理技術者を杭地業工事及び鉄骨工事に配置

しているとの説明があった。公共建築工事標準仕様書(以下、「標仕」と呼称する。)ではⅠ類コンクリート製

造工場にも配置を求めている。資格又は能力を証明する資料を監督員に提出するように、受注者に対して

指導することが望まれる。 

(ｷ) 電気保安技術者として第 1種電気工事士の有資格者を選任し、監督員による承諾がなされているとの

説明があった。当該工事は 600V を超えて受電する事業用電気工作物に係る電気設備工事であることから、

第 3種電気主任技術者の有資格者を選任されたい。 

【所見】 

概ね、適切な施工体制の構築がなされていると認められる。 

なお、適切な施工体制の確立は施工品質の確保を図るうえで極めて重要であることに留意して、下請業

者の適切な主任技術者の資格の保有、3500 万円を超える下請契約の場合の専任の主任技術者の配置状

況、下請業者間の下請契約における上位の下請業者の実質的な関与、一次下請契約に法定福利費が適切

に計上されていること等を今後とも適切に確認するように、受注者に対して指導することが望まれる。 

また、電気保安技術者の選任についても監督員の承諾が適切になされるよう受注者に対して指導すること

が望まれる。 

ウ 「施工計画書等」について 

(ｱ)  準備段階で提出される施工管理書類には実施工程表、施工計画書、施工図、見本等があるが、あら

かじめ｢建築工事監理指針」(以下、｢監指｣という。) にあるように下打合せを受注者、設計者等と行い、作

成する書類とその作成時期について確認することにより、実質のある書類を作成させるように、受注者に対

して指導することが望まれる。 

(ｲ) 工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書は、概ね、適切な内容が記載されているのが認めら

れた。しかし、安全衛生管理体制、防火管理体制、緊急時作業分担表、再生資源利用計画書及び利用促

進計画書の記載や産業廃棄物処理委託契約書の写しの添付が認められない。充実した総合施工計画書

の作成について、受注者に対して指導することが望まれる。 

 なお、産業廃棄物処理委託契約書の写し、再生資源利用計画書は、業者未決定につき未作成であると

の説明があったが、これらは工事の着手後速やかに作成して監督員に提出すべきものであることに留意し

て、受注者に対して指導することが望まれる。 

(ｳ) 工事の着手に先立って受注者が作成した総合工程表には、施工計画書・施工図承認提出時期、監

理･行政等の試験・検査立会い時期、労基署・警察署・消防署等書類提出時期、本設受電予定日等の記
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載に不足がみられる。「時期等の明確な記載はないが定例会議で打合わせして承諾している。」との説明

があったが、月間工程表の作成時に参考となるように、極力、詳細な記載を行うように、受注者に対して指

導することが望まれる。 

(ｴ) 工程管理については、2 週間に一度の定例会議において、週間工程表、月間工程表に基づき協議し

ているとの説明があった。 

(ｵ) 鉄筋工事では、受注者が施工管理を行う上で極めて重要な、工事専門業者の作成する施工要領書を

含む工種別施工計画書の作成がなされないままに工事施工が行われていた。工種別施工計画書には、仮

設工事、土工事、地業工事、鉄筋工事、ガス圧接工事、コンクリート工事、型枠工事、鉄骨製作工事、鉄骨

現場建方工事、押出セメント成形板張り工事、シート防水工事、シーリング工事、複層塗材塗工事、ﾀｲﾙ工

事、木工事、軽鉄下地工事、建具工事、塗装工事、フローリング工事、壁紙張り工事、ボード張り工事、床

ビニルシート張り工事、排水工事、舗装工事、植栽工事等があり、それぞれの工事において分離発注した

場合にはその下請発注にも対応した工種別施工計画書の作成が必要になる。 

 工事専門業者の行う工事施工が施工計画書に従って管理された状況のもとに遂行されるように適切な工

種別施工計画書の作成について、受注者に対して指導することが望まれる。 

(ｶ) 建築工事、電気設備工事及び機械設備工事間で取合い調整を行うためには、工事着手と同時に建

築工事業者が作成する基図(平面詳細図、室内展開図、天井伏図、天井内伏図、内外装タイル割付図等)

を設備業者に配布し、そこに設備工事に係る工事内容を記入してもらい、調整を要する箇所がある場合に

は監督員の指示による調整を行ったうえで総合図を作成する必要がある。そして、その調整箇所は設計変

更になるので、完成図に正確に反映できるように識別マークを付す。このような手順で総合図にまとめたう

えで監督員の承諾を受けてから各工事の施工図の作成に取り掛かることになる。 

 事前の適切な総合図の作成とそれに基づく施工図の作成がなされるように、受注者に対して指導すること

が望まれる。 

【所見】 

概ね、適切な施工計画書等の作成がなされていると認められる。 

なお、工事着手時点で提出される総合施工計画書に安全管理体制、防火管理体制、緊急時作業分担表、

再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書の記載や産業廃棄物処理委託契約書の写しの添付を

したり、総合工程表に工事関係者が工事全体の流れが把握できるように主要な工事の流れ、主なキーデイト、

承諾を要する主な施工計画書・施工図等の提出、試験・立会検査の時期、電気設備工事及び機械設備工

事の概略工程、主な安全行事、諸官庁への届出等の時期が分かるように記載すること、工事の進捗に合わ

せた総合図の作成と、それをもとにした施工図の作成や施工計画書の作成について、受注者に対して指導

することが望まれる。 

エ 「承認・提出等の書類の提出状況」について 

(ｱ) 「標仕」には非常に多くの承諾、提出、報告、試験立会い等に関する事項が規定されている。着工当

初に、いつ、何があるかを受注者が提出する書面により確認し、それを基本工程表、月間工程表及び週間

工程表に適切に反映できるように、受注者に対して指導することが望まれる。 

(ｲ) 工種別施工計画書における監督員の承諾対象である｢品質計画｣が、建築工事監理指針(以下、「監

指」と呼称する。) に準拠した各施工段階における具体的な管理項目、管理値、測定方法、測定頻度、管

理値を外れた場合の措置等が記載された施工品質管理表と品質記録文書の書式、その運用方法、品質
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管理体制、一工程の施工の完了の時期等の記載について記載内容が不十分である。 

 「標仕」では、原則として、監督員の立会検査ではなく、工事専門業者が実施する「自主検査」、自主検査

結果の確認をする受注者の「受入監査」、受注者の報告内容を確認する「監督員の検査」の 3 段階の検査

で品質管理を実施するとしており、そのために最も重要な品質計画は監督員の承諾事項になっている。 

工種別施工計画書に記載して、監督員の承諾対象になっている品質計画が適切に作成されるように、

受注者に対して指導することが望まれる。 

(ｳ) 一工程の施工の完了に伴う監督員への報告は、次工程に進む上で重要であり、上記の品質計画に基

づく品質記録や工事写真を伴って行われることになるが、施工済み工種で複数件整理保管されているとの

説明があった。 

(ｴ) 工事写真は、受注者の工事施工が適切になされたことを確認する資料であると同時に、後日問題が

発生した時に原因の究明や対策の検討のために重要な資料となる。全体的には、構造強度上で重要な箇

所や工事の進捗により見え隠れになるような箇所が、表示ボード入りで撮影されているのが認められたが、

撮影箇所を特定できなかった。 

その撮影箇所を後日、初めて見る人が特定できるような説明書きをつけて整理保管するように、受注者

に対して指導することが望まれる。 

【所見】 

概ね、適切な承認・提出等の書類の整理保管状況が認められた。 

なお、工種別施工計画書には品質計画に関する適切な記載が認められなかった。監督員の承諾対象で

ある品質計画は施工品質を確保するうえで極めて重要であり、非常に多くの管理項目がある中で自主検査

の作業が過大な負担にならないように、最初は計測管理項目を絞って最小限に抽出し、問題が発生する都

度、計測管理項目を追加するような方法で取り組むことにより、実効性がある品質管理活動が展開されるよう

に、受注者に対して指導することが望まれる。 

オ 「各種検査・材料試験等の実施状況」について 

(ｱ) 着工当初に設計図書等に指定されている検査、試験にはどのようなものがあり、いつ、どこで、どのよう

な方法で行うかが受注者から提出された書面で確認されていない。  

 今後は、実施が予定されている検査、試験に何があるかを事前に確認ができるように、受注者に対して指

導することが望まれる。 

(ｲ) 各種検査・材料試験等については、「材料の検査」に係る品質証明書類、「施工の検査」に係る検査結

果報告書、「立会検査」に係る立会検査結果報告書が、整理保管されているのが認められた。 

(ｳ) 「材料の検査」に係る鋼材の品質証明に関しては、裏書ミルシートで品質確認がなされていた。その裏

書ミルシートには納入先(需要家)、発行年月日及び流通商社名の記載が必要であるが、納入先及び発行

年月日の記載が認められなかった。   

【所見】 

 概ね、適切な材料の検査、施工の検査及び立会検査がなされているのが認められた。 

 なお、適切な裏書ミルシートで確認するように、受注者に対して指導されたい。 

カ 「現場安全管理」について 

(ｱ) 総合施工計画書に安全衛生管理体制、防火管理体制、緊急時の作業分担表の適切な記載が認めら

れない。なお、安全管理体制は、統括安全衛生責任者のもとに元方安全衛生管理者及び安全衛生責任
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者(下請け業者の現場責任者)で構成されるものであり、記載内容の修正について、受注者に対して指導す

ることが望まれる。 

(ｲ) 次の安全管理活動がなされているとの説明があった。 

・安全衛生協議会 

・新規入場者教育 

・安全ミーティング(KY活動など) 

・職長打合会{工事打合せ） 

・工事機械・工器具等の持込時の安全点検 

・始業前の工事機械、工器具、足場等の仮設備の点検 

・重機・車両・ワイヤー点検定期・自主点検 

 なお、事業所内の元請け及び下請業者で構成して実施する安全パトロールについても定期的に実施す

るように、受注者に対して指導することが望まれる。 

(ｳ) 工事機械・工器具等による災害防止のために持込み時の点検を行い、点検済シールの貼付による識

別を行っているとの説明があった。 

(ｴ) 玉掛ワイヤーが月ごとに色で識別できるよう色テープを巻いて管理されているとの説明があった。 

(ｵ) 火気使用に関しては火気使用時の心得等が総合施工計画書で明文化され、新規入場者教育に活用

しているとの説明があった。 

なお、今後の内装工事の本格化に備えて、火気使用者による火気使用届の提出及び火気使用作業終

了から一定時間経過後の安全確認の報告がなされるように、受注者に対して指導することが望まれる。 

【所見】 

 適切な安全衛生管理活動が展開されていると認められる。 

 なお、総合施工計画書に記載されている安全衛生管理に関する記載内容の充実について、受注者に対し

て指導することが望まれる。 

キ 「現場周辺への工事災害等の防止対策」について 

(ｱ) 仮囲いや保安施設の設置が総合仮設計画図で適切に計画され、監督員の承諾がなされている。 

(ｲ) 騒音・振動の発生を抑止するために、低騒音型建設機械による工事施工を行っている。 

(ｳ) 工事車両の通行等による生活環境に及ぼす影響を最小限にとどめるために、車両誘導員の配置、洗

車設備の設置等の措置が講じられている。 

(ｴ) 工事に伴って被害が予想される前面道路の原状を、工事着手時に写真撮影を行い、記録している。 

【所見】 

 適切な現場周辺への工事災害等の防止対策が講じられていると認められる。 

ク 「環境に配慮した施工」について 

(ｱ) 建設副産物である産業廃棄物の収集運搬・処理(中間処理・最終処分)の建設廃棄物処理委託契約

が、工事着手後、かなりの期間を経過して締結されている。 

これらの委託契約は、工事着手時点で速やかに締結して適切な産業廃棄物処理がなされるように、受注

者に対して指導することが望まれる。 

(ｲ) 中間処理委託契約書に再生処理委託工場及び最終処分場が適切に特定して記載されているのが認

められた。 
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(ｳ) 廃棄物法で努力義務が課されている運搬ルート、中間処理場、最終処分場の実地確認がなされてい

ない。 

(ｴ) 事業系一般廃棄物である弁当殻の処分を、排出事業者である受注者が市の清掃局に委託することな

く、作業員の自由処分に委ねている。 

(ｵ) ｢再生資源利用計画書｣及び「再生資源利用促進計画書」が作成されていない。 

【所見】 

 産業廃棄物の適正処理についての取組みが、極めて消極的である。 

 受注者に対して積極的に指導することが望まれる。 

ケ 「工種別の施工管理に関係する書類」について 

 以下に個々の工事における気付き事項を記す。 

(ｱ) 仮設工事 

① 使用する仮設機材が、経年仮設機材に関する指定工場又は登録工場で適切に管理されていること

が認定証と出荷伝票で確認されていない。 

 労働省労働基準局長が建設災害防止協会会長に宛てた通達「経年仮設記載の管理について」に準拠

して管理することを、受注者に対して指導することが望まれる。 

② 工事施工に伴って発生する廃水(特に、コンクリートポンプ車及び左官工事における洗い水)のｐH 処

理を含む排水処理がなされていない。 

 適切な排水処理がなされるように、受注者に対して指導することが望まれる。 

③ 監督員による縄張り、ベンチマーク及びやり方の検査が実施され、検査記録が適切に整理保管され

ているのが認められた。 

【所見】 

 適切に検査がなされているのが認められた。 

なお、経年仮設機材に関する管理、工事廃水の排水処理について、受注者に対して指導することが望

まれる。 

(ｲ)  土工事 

① 監督員による根切り底の状態・土質・深さ等の検査報告書の整理保管が認められなかった。適切な

検査の実施と検査記録の整理保管について、受注者に対して指導することが望まれる。 

② 建設発生土の場外処分については、参考資料である設計書に記載された場外処分ではなく、監督

員の指示により他の公共工事で利用したとの説明があった。指示書の整理保管及び設計変更に伴う清

算について適切に処理されたい。 

③ 埋戻しにおける撒出し厚の管理及びランマ―による締固めの実施が工事写真で確認できた。 

なお、最大乾燥密度に対して何％の現場密度にすることを目標にして締固め回数をどのように設定し

ているかが確認できなかった。施工計画書に明記するように、受注者に対して指導することが望まれる。 

【所見】 

  概ね、適切な土工事がなされていると認められる。 

なお、埋戻し部の締固め管理については施工計画書に目標とする現場密度、撒出し厚、締固め機械、

締固め回数等を明記するように、受注者に対して指導することが望まれる。 

(ｳ)  地業工事 
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① 当該工事では認定工法が採用されており、工事専門業者が当該認定工法の認定者の承認した業者

であることを確認しているとの説明があった。 

② 工事監理は、基礎ぐい工事の適正な施工を確保するための「基礎ぐい工事における工事監理ガイド

ライン」に準拠して実施しているとの説明があった。 

③ 杭工事は、N 値が 43 以上の支持層に積算電流値をも考慮した総合的な判断のもとに杭の根入れ長

さを決定し、すべての杭が設計図で示された杭長で施工され、杭頭をカットすることなく所定のレベルに

セットできたとの説明があった。 

 設計図に示された杭長で杭の先端が積算電流値による支持層に到達したと思われる深さに到達してい

ることを地業工事施工報告書で再確認しておくことが望まれる。 

④ 打込み後の杭頭の水平位置のずれが、所定の10ｃｍの許容範囲内にあることが実測記録で認められ

た。 

⑤ 先端根固め液及び杭周固定液の圧縮強度試験用の供試体の採取が、先端根固め液及び杭周固定

液ともにセメントミルクプラントから採取されていた。 

杭の水平抵抗力を確保する上で重要な杭周固定液はオーバーフローした液から採取する必要がある。

杭周固定液が杭頭まで達していることを地業工事施工報告書の注入量自動記録により再確認することが

望まれる。 

⑥ 地業工事施工報告書が提出されているのが認められた。 

⑦ 基礎や土間コン下等の砂利(砕石)に、再生クラッシャランの使用材料の検査として知事認定の岡山

県エコ商品としての再生材製造指定工場の認定証及び品質証明書による品質確認がなされているのが

認められた。 

⑧ 床下防湿層の重ね幅及び基礎梁際ののみ込み長さが 250ｍｍ以上あることが工事写真で認められ

た。 

【所見】 

 概ね、適切な工事施工がなされたと認められる。 

杭工事については、杭先端が所定の支持層に到達していること、杭周固定液が杭頭まで達していること

を地業工事施工報告書で再確認することが望まれる。 

(ｴ)  鉄筋工事 

① 鉄筋工事及び鉄筋溶接継手工事施工計画書が提出されていない。工事着手に際しては、事前に施

工計画書の提出と品質計画の承諾を受けることについて、受注者を指導されたい。 

② 主要な構造部の配筋についてはコンクリートの打込みに先立って数量・かぶり・間隔・位置等を委託工

事監理者の立会検査を実施し、記録を整理保管することについて、受注者を指導されたい。 

③ 鉄筋の使用材料の検査のための JIS規格品証明書が整理保管されているのが認められた。 

④ 鉄筋納入時に、鉄筋加工業者の生材置場において受注者の担当者が受入検査を行い、所定の種類、

数量の鉄筋が納入されていることを納品書とタグで確認しているのが工事写真により認められた。 

 なお、鉄筋加工場での誤用を避けるために当該工事用鉄筋が他工事の鉄筋とは隔離して特定された場

所に表示札を設置したうえで区画されて保管されるように、受注者に対して指導することが望まれる。 

⑤ 施工計画書に記載されている鉄筋溶接継手技量資格者の資格証を、現場で確認しているのが工事写

真により認められた。 
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⑥ 施工者による自主検査として全数自主検査を行い、監督員も抜取的に確認するとされている圧接端面

の仕上り状態の検査については、確認はしているが実施記録は整理保管していないとの説明があった。 

適切な検査記録の整理保管について、受注者に対して指導することが望まれる。 

⑦ 鉄筋の溶接継手部の外観検査が単純目視だけでなく、計測器具を使用して圧接部のふくらみや長さ

等の検査を全数について実施し、検査記録が整理保管されているとの説明があった。また、抜き取り検査

についても 407 か所の圧接箇所数に対して 2 回実施し、検査記録が整理保管されているとの説明があっ

た。 

⑧ 超音波探傷試験の従事者が当該工事の鉄筋溶接継手工事に関係ない者であり、適切な知識及び経

験を有することを証明する資料が監督員に提出されているとの説明があった。 

【所見】 

 概ね、適切な工事施工がなされたと認められる。 

なお、工事着手前の施工計画書の提出、コンクリート打設前の主要構造部の配筋検査結果の報告につ

いても適切に実施するように、受注者に対して指導することが望まれる。 

(ｵ)  コンクリート工事 

① コンクリート製造工場は、JIS マーク表示認証工場であり、丸適マーク使用承認工場の中から生コンクリ

ート協同組合が選定しているとの説明があった。 

生コン工場の選定は、生コンクリート協同組合が選定した生コン工場の製造管理要領書と実施記録等で

確認したうえで行い、必要に応じて代替の生コン工場について同様な確認を行うことにより決定することが

望まれる。 

なお、その際にコンクリート構造物の耐久性に大きな影響を及ぼす骨材に起因する乾燥収縮率の大小

についても提出された試験結果を確認するように、受注者に対して指導することが望まれる。 

② 使用骨材のアルカリシリカ反応性は、配合計画書に添付されたモルタルバー法及び化学法の試験成

績書で確認している。 

 モルタルバー法で確認した砕石については、「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（迅速法）」により無

害であることを再確認するように、受注者に対して指導することが望まれる。 

③ 練混ぜ水に上澄水を使用しており、JIS A 5308に定める上澄水の管理記録を整理保管しているとの説

明があった。 

④ 生コンクリートの受入検査は、生コン製造会社の試験員でなされており、受入検査に受注者の担当者

及び監督員が立ち会っているのが工事写真で認められた。 

⑤ 建物の維持管理のための資料としても重要であるコンクリート製造工場の品質管理記録は、「ＪＩＳ Ａ 

5308 12.2 レディーミクストコンクリートの納入書」にあるようにバッチごとの計量記録及び単位量が記載され

た記録を含めて監督員に提出され、整理保管されているとの説明があった。 

⑥ 打込後の確認で、せき板の取外し後の豆板、空洞、コールドジョイント等の有無の確認がなされ、補修

を要するような箇所はなかったとの説明があった。 

【所見】 

概ね、適切なコンクリート工事がなされたと認められる。 

コンクリート製造工場の選定については、生コンクリート協同組合の選定に単純に委ねることなく、「監指」

に記載があるように工場における品質管理の内容と実施状況、施工管理技術者の実績、試し練りを行わない
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場合の同一調合による出荷実績等をあらかじめ検討したうえで承諾を与えるように、受注者に対して指導す

ることが望まれる。 

(ｶ) 鉄骨工事 

① 鉄骨製作工場の選定は、設計図書に特記されているＭグレードの工場が、あらかじめ加工能力の証明

になる資料が監督員に提出されたうえで承諾されているのが認められた。 

② 使用鋼材の確認は、裏書ミルシートでなされている。しかし、整理保管されている裏書ミルシートには納

入先名、朱印付きの商社名及び発行年月日の記載が適切になされていない。 

適切な裏書ミルシートで品質確認を行うように、受注者に対して指導することが望まれる。 

③ 鉄骨工事にかかわる施工管理技術者が、鉄骨製作及び溶接作業について配置されているとの説明が

あった。 

④ 鉄骨製作過程で品質管理が適切に行われたことを示す鉄骨製作工場の品質記録（社内検査記録）が

監督員に提出されているとの説明があった。 

⑤ エンドタブに固形タブであるフラックスタブを使用し、ＡＷ検定合格者による溶接がなされているとの説

明があった。 

⑥ 超音波探傷試験者の監督員の承諾がなされており、試験結果は監督員に提出され、整理保管してい

るとの説明があった。 

⑦ 鉄骨加工業者が実施する社内検査(自主検査)、受注者が行う受入検査、監督員が行う立会検査（製

品検査）を実施し、その記録が整理保管されているとの説明があった。 

【所見】 

 適切な鉄骨工事がなされたものと認められる。 

なお、使用鋼材の品質確認で裏書ミルシートを使用する場合は、納入先名、朱印付きの商社名及び発行

年月日の記載が適切になされていることが重要である。受注者に対して指導することが望まれる。 

(ｷ) 電気設備工事 

① 完成引渡しを 2 か月後に控えているが、消防設備、避難設備、警報設備等に関する諸官庁等への工

事施工に関する手続きや協議に何があるかについて書面による確認がなされていない。 

② 完成引渡しを 2 か月後に控えているが、予定されている立会検査、試験にはどのようなものがあり、い

つ、どこで、どのような方法で行うかが書面により確認されていない。 

③ 今後、実施される「機材の検査」では、適用する規格が日本工業規格(JIS)だけでなく、電気学会（JEC）、

電機工業会（JEM)、電線工業会（JCS）、日本蓄電池工業会（SBA）、日本照明器具工業会（JIL）等による規

格があり、これらの規格に応じた機材の検査を行う必要がある。工場製品の機材の検査は、これらの規格に

基づく認定工場が発行する個別製品ごと又は製造ロットごとの試験成績書や性能証明書等で行う必要が

あり、工事現場に搬入される機材については漏れなく適切な機材の検査が実施されるように、受注者に対

して指導することが望まれる。 

④ 「標仕」では、「施工の試験」として、様々な試験を行うことが規定されている。どの試験を、いつ実施す

るのかをあらかじめ受注者から提出された書面で把握し、それが適切に実施されていることを試験成績書

の提出で確認するような工事監理を実施することが望まれる。 

⑤ 「標仕」における電気設備工事の「施工の立会い」には、非常に多くの項目が規定されている。監督員

の承諾のもとに、必要に応じて実際に監督員の立会いを実施する項目を選定して効果的な施工の立会い



 17 

を実施するとともに、立会をしない項目については立会検査後、すみやかに報告書を提出するように、受注

者に対して指導することが望まれる。 

【所見】 

 現時点では、先行工事だけの施工であるが、諸官庁等への届出や事前協議等に何があるかの確認や予

定されている立会検査、試験にはどのようなものがあり、いつ、どこで、どのような方法で行うかが確認されて

いない。早急に受注者との間で書面による確認を行うことが望まれる。 

(ｸ) 機械設備工事 

① 諸官庁等への工事施工に関する手続きには給排水引込みに関する市の上下水道局だけであるとして

いる。消防設備に係る消防署との手続きの要否につい確認することを、受注者に対して指導することが望ま

れる。 

② 今後、実施される「機材の検査」では、適用する規格が日本工業規格(JIS)だけでなく、空調衛生工学会

（SHASE－S)、日本冷凍空調工学会（JRA)、日本暖房機器工業会（HA)、日本水道協会（JWWA）、ステンレ

ス協会（SAS）、日本水道鋼管協会（WSP）、塩化ビニル管・継手協会（AS)、日本鋳鉄ふた・排水器具工業

会（JCW)等の規格があり、これらの規格に応じた機材の検査を行う必要がある。工場製品の機材の検査は、

これらの規格に基づく認定工場が発行する個別製品ごと又は製造ロットごとの試験成績書や性能証明書

等で行う必要があり、工事現場に搬入される機材については漏れなく適切な機材の検査が実施されるよう

に、受注者に対して指導することが望まれる。 

③ 「標仕」では、「施工の試験」として、水圧試験、通水試験、満水試験、気密・耐圧試験等の様々な試験

を行うことが規定されている。どの試験を、いつ実施するのかをあらかじめ受注者から提出された書面で把

握し、それが適切に実施されていることを試験成績書の提出で確認するような工事監理を実施することが

望まれる。 

④ 「標仕」では機械設備工事の「立会検査」を、設計図書の定め、主要機器の設置、施工後の検査が困

難な箇所の施工、総合調整、特に監督員の指示がある場合に実施するとされている。どの試験を、いつ実

施するのかをあらかじめ受注者から提出された書面で把握し、それが適切に実施されていることを試験成

績書の提出で確認するような工事監理を実施することが望まれる。 

【所見】 

 現時点では、先行工事主体の施工であるが、諸官庁等への届出や事前協議等に何があるかの確認や予

定されている施工の試験や立会検査にはどのようなものがあり、いつ、どこで、どのような方法で行うかが確

認されていない。早急に受注者との間で書面による確認を行うことが望まれる。 

(4) 「施工監理(監督)」について 

ア 業務委託内容 

(ｱ) 工事監理業務先の選定は、19 者による指名競争入札により株式会社宮崎建築設計事務所を選定し

ている。 

(ｲ) 工事監理業務の委託は「建築工事監理業務委託共通仕様書」国交省 に記載されている「工事監理

に関する業務」及び「工事監理に関するその他の業務」のうち、請負代金内訳書の検討及び報告と工事費

支払いの審査と目的物の引渡しの立会いを除くすべてを含むものとしている。 

(ｳ) 工事監理の業務委託に関する積算・見積りは、「官庁施設の設計業務等積算基準」にして、委託対象

外内と委託対象外に区分した上で算定しているとの説明があった。 



 18 

(ｴ) 上記の共通仕様書で契約締結後 14日以内に提出が義務付けられている「業務計画書」の提出がなさ

れていない。契約条件に準拠して「業務計画書」が提出されるように受託者に対して指導されたい。 

イ 工事監理業務 

(ｱ) 工事監理業務の方針について、受注者に対して赤磐市赤坂地域統合保育園建設工事監理業務委託

仕様書により伝達しているとの説明があった。 

(ｲ) 定例会議は、発注者、委託工事監理者及び受注者が出席して隔週に一回の頻度で実施されていると

の説明があった。 

(ｳ) 工事監理業務受託者から監督員への報告は、10日間ごとの工事監理履行報告書で行っているとの説

明があった。 

(ｴ) 地元等への対応として、周辺住民に対して工事着手前に工事概要を示した案内文を直接配布してい

るとの説明があった。 

【所見】 

概ね、適切な工事監理業務が実施されていると認められる。なお、日々、現場の状況が変化する中にあっ

て 2 週間に 1 回の定例会議では受注者の施工管理状況を的確に把握することは難しいと思われる。開催頻

度について検討が望まれる。 

また、建築工事監理業務委託共通仕様書では設計図書の不具合点、施工図の検討結果、工事材料・機

器の検討結果、工事の照合・確認結果、工事工程表の検討結果、施工計画の検討結果、試験・立会い等の

結果を、所要の品質が確保できると認められる場合及び所要の品質が確保できないおそれがあると認められ

る場合のそれぞれについて調査職員に報告することが求められている。実効性ある委託工事監理者の工事

監理業務が共通仕様書に準拠して遂行されるように、報告方法や報告内容について協議することが望まれ

る。 

 

3. 現場施工状況調査における所見 

(1) 総括的所見 

  書類調査に引き続いて現場調査を行った。工事の進捗状況は、屋根のデッキプレート敷きを含む鉄骨建

方完了後の屋根断熱材敷き込みが完了し、内部の軽量鉄骨下地の建込み中の状態であり、約半月間の工程

遅延を来していた。完成引き渡しまでに 2か月余りであり、非常に厳しい工程消化が予想されるが、品質確保と

ともに労働災害の防止について十分に留意して工事監理に取り組むことが望まれる。 

 施工の出来形・出来栄えに関しては、全般的に良好であると認められた。 

(2) 現場施工の出来形等についての主な所見 

(ｱ) 現場表示板としての表示内容は適切であったが、設置場所が構内の現場事務所前の朝礼広場前であ

り、第三者が確認できる場所へ移動するように指導されたい。 

(ｲ) 仮囲いが仮設計画図に準拠して適切に設置されているのが認められた。 

(ｳ) 構内の整理整頓については、所々に鉄筋くず、段ボール等の不用材が構外に搬出されずに放置されて

いるのが認められた。不用材の速やかな搬出について指導されたい。 

(ｴ) コンクリート打設後のコンクリート配管やコンクリートポンプ車に残ったコンクリートが構内に廃棄されたま

まになっていた。速やかに、産業廃棄物として処理をされるように指導されたい。 

(ｵ) 発生材の回収のためのコンテナが設置されているものの、木片、軽量鉄骨、空き缶、弁当ガラ、清涼飲
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料水のペットボトル等が混合廃棄物として収集されていた。分別収集のためのコンテナの設置を指導された

い。 

(ｶ) 排水処理設備の設置がなされていない。適切な排水処理設備の設置について受注者に対して指導さ

れたい。 

(ｷ) 外部枠組足場に落下物養生のための幅木が設置されていなかった。適切な足場の架設に関して指導さ

れたい。 

(ｸ) 外部足場から屋根面へ移動するための適切な躯体・足場間通路が設置されていなかった。今後、施工

する屋根防水工事の作業員の移動のために、早急に設置するように指導されたい。 

(ｹ) 今後、建屋内で輻輳した工事施工が行われることが想定される。早急に、建屋内の安全通路の設定を

行うように指導されたい。 

(ｺ) 屋根面の防水下地張り、外装押出成形セメント板張りの適切な施工が認められた。 

 なお、外装押出成形セメント板の下地鉄骨の現場溶接部に、A 種の錆止め塗装による補修塗りが認められ

なかった。早急に補修塗りを実施するように指示されたい。 

 

 

 

    

北面外部足場架設状況                    屋根防水下地張り状況 

 

  

建屋内軽鉄下地施工状況 


