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平成３０年度 工事監査結果報告書 

 

１ 監査の対象 

（１）東部クリーンセンター造成工事（その１） 

（２）東部クリーンセンター斜面安定化対策工事 

※工事の概要は別紙のとおり 

 

２ 監査の期間 

平成３０年１２月３日から平成３１年２月１４日まで 

 

３ 監査の方法 

  平成３０年度において施工中の工事のうち、土木工事 2件を抽出して、工事

の計画、調査、設計、仕様、積算、契約、施工管理、監理（監督）、試験、検査

等が適正かつ効率的に執行されているかについて調査するため、書類調査を行

い、平成３１年１月１６日に現地調査を行うとともに、関係職員に対して説明

を求めた。 

  なお、工事技術面の調査については、公益社団法人 大阪技術振興協会との

工事技術調査業務委託契約に基づき、技術士の派遣を求め、書類調査及び現地

調査を行った。 

 

４ 技術士の「総評」「所見」の概要 

（１）総評 

本工事における計画、設計、積算・契約、施工管理・品質管理・安全管理

及び施工監理等の各段階における技術的実施状況について、重点的に調査し

た。調査は、提示された書類を確認し、必要確認事項は直接担当者に質問し、

施工現場の確認も行った。 

調査結果は、現段階における書類の整備、監督の適切さにおいて、概ね良

好に遂行されており、特に指摘すべき重要な問題点はなかった。 

 

 

 



 2 

（２）所見 

  ア 事業目的 

    本事業は、火災により被害を受けた東部クリーンセンター粗大ごみ処理 

施設の復旧工事であり、事業年度は平成２９年度から平成３３年度、総事 

業費は約 41億円である。 

a  東部クリーンセンター造成工事（その１） 

        施設の復旧に伴う建設用地を造成する工事であり、盛土工・法面工・

排水構造物工等が含まれる。 

      ｂ  東部クリーンセンター斜面安定化対策工事 

            施設の復旧に必要な建設用地を盛土造成するにあたり、調整池に至

る斜面強度の向上を図る工事である。 

 

イ 書類調査 

（ア）設計図書に関係する書類について 

a  東部クリーンセンター造成工事（その１） 

    設計基準・仕様書は、「東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設造

成工事実施設計等業務委託」において、「宅地開発等申請の手引き 岐

阜市」（平成 24年 4月）等に基づき、的確に作成されている。 

   特記仕様書には工事名等の記載がなかった。特記仕様書の内容の充

実に留意されたい。 

コスト削減対策として、造成に必要な盛土材について、新庁舎建設

主体工事で発生する土砂を再利用している。また、使用できる門扉は、

既存の門扉を再利用している。 

ｂ  東部クリーンセンター斜面安定化対策工事 

      設計基準・仕様書は、「東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設造

成工事実施設計等業務委託」において、「宅地防災マニュアルの解説 

第 2次改訂版」（平成 19年 12月）等に基づき、的確に作成されている。 

特記仕様書には工事名等の記載がなかった。特記仕様書の内容の充

実に留意されたい。 

  コスト削減対策として、抑止杭の工法選定にあたり 3 工法の施工

性・経済性を比較検討し、最適な工法を決定している。また、工事施
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工箇所の地形に合わせた杭配置とすることで、杭長さの低減・杭間隔

の拡大を検討している。 

 

（イ）積算に関係する書類について 

a  東部クリーンセンター造成工事（その１） 

積算は、「岐阜県 積算基準及び歩掛表」（平成 30年 4月）、「岐阜県 実 

施設計に使用する単価表」（平成 30年 4月）に基づき、適正に実施さ 

れている。 

工事数量は、図面及び設計内訳書、数量計算書において正確に算出

されている。 

  諸経費は、設計書で適切に算出されている。 

ｂ  東部クリーンセンター斜面安定化対策工事 

積算は、「岐阜県 積算基準及び歩掛表」（平成 30年 4月）、「岐阜県 実 

施設計に使用する単価表」（平成 30年 4月）に基づき、適正に実施さ 

れている。 

工事数量は、図面及び設計内訳書、数量計算書において正確に算出

されている。 

諸経費は、設計書で適切に算出されている。 

 

（ウ）施工管理に関係する書類について 

a  東部クリーンセンター造成工事（その１） 

（a）工事施工計画 

施工計画書について、「岐阜県建設工事共通仕様書」（平成 29年 

10月改訂）、「岐阜県建設工事施工管理基準」（平成 29年 10月）に 

基づき、適切に作成されている。 

工程管理について、計画工程表は適切に作成し、提出されている。 

品質管理について、「岐阜県建設工事施工管理基準」に基づき、 

試験項目・方法・基準等が適切に記載されている。 

出来形管理について、「岐阜県建設工事施工管理基準」に定める測

定項目・規格値・測定基準が記載されており、適切に計画されてい

る。 
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安全管理について、安全管理組織を定め、安全管理活動計画も明

記されている。施工時においても、日々の安全巡視、危険予知活動

が実施されている。 

環境管理について、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画が

適切に作成されている。また、産業廃棄物管理票（マニフェスト）

も適正に使用されている。 

交通管理について、施工計画時に具体的な過積載防止計画を立て

記載されたい。 

事前調査（測量結果）については受注者から報告されているが、 

設計図書の照査の報告書も提出させることが望ましい。 

（b）各種承諾図書、工事記録写真等の請負人提出書類 

  施工承諾として、現場打ち水路斜路部の配筋の施工性を考え、鉄

筋長の分割（10ｍから 5ｍ）についての図書が提出され、承諾され

ている。 

写真管理は、「岐阜県建設工事施工管理基準」に基づき計画され、

撮影されている。 

ｂ 東部クリーンセンター斜面安定化対策工事 

（a）工事施工計画 

施工計画書について、「岐阜県建設工事共通仕様書」（平成 29 年

10 月改訂）、「岐阜県建設工事施工管理基準」（平成 29 年 10 月）に

基づき、適切に作成されている。 

工程管理について、計画工程表は適切に作成し、提出されている。 

品質管理について、「岐阜県建設工事施工管理基準」に基づき、 

試験項目・方法・規格値・試験基準等が適切に記載されている。 

出来形管理について、「岐阜県建設工事施工管理基準」に定める測 

定項目・規格値・測定基準・測定箇所が記載されており、適切に計 

画されている。 

安全管理について、安全管理組織を定め、安全管理活動計画も明 

記されている。施工時においても、日々の安全巡視、危険予知活動 

が実施されている。 

環境管理について、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画が 



 5 

適切に作成されている。また、産業廃棄物管理票（マニフェスト） 

も適正に使用されている。 

交通管理について、施工計画時に具体的な過積載防止計画を立て

記載されたい。 

事前調査（測量結果）については受注者から報告されているが、 

      設計図書の照査の報告書も提出させることが望ましい。 

（b）各種承諾図書、工事記録写真等の請負人提出書類 

             鋼管杭の外周モルタル・中詰コンクリートをセメントミルクへ変

更する図書が提出され、承諾されている。 

写真管理は、「岐阜県建設工事施工管理基準」に基づき計画され、

撮影されている。 

 

（エ）使用材料承認及び試験検査等に関係する書類について 

a  東部クリーンセンター造成工事（その１） 

使用材料承諾は、品質証明等を添付し、確認を受けた後使用してい

る。 

これまでの施工において、各種立会検査、材料試験及び品質管理試 

験等は計画どおり行われており、試験成績表・検査結果報告書の記録 

も残されている。また、監督員が立会し、適切に行われている。 

ｂ 東部クリーンセンター斜面安定化対策工事 

使用材料承諾は、品質証明等を添付し、提出されている。 

各種立会検査、材料試験及び品質管理試験等はこれから実施される 

予定である。 

 

（オ） 施工管理（監督）に関係する書類について 

a  東部クリーンセンター造成工事（その１） 

契約時の関係書類（工事請負契約書、履行保証関係書類、現場代理 

人・監理技術者届、工事着工届、全体工程表、建設業退職金共済証紙 

掛金収納書、施工体系図）を受領し整備されている。工事カルテも確 

認されている。現場での各種検査の立会等も実施されており適切な施 

工管理（監督）が行われている。 
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ｂ  東部クリーンセンター斜面安定化対策工事 

    契約時の関係書類（工事請負契約書、履行保証関係書類、現場代理 

人・監理技術者届、工事着工届、全体工程表、建設業退職金共済証紙 

掛金収納書、施工体系図）を受領し整備されている。工事カルテも確 

認されている。現場での各種検査の立会等は今後実施される予定であ 

る。 

 

ウ  現場調査 

（ア）工事施工状況について 

a  東部クリーンセンター造成工事（その１） 

盛土工は設計図どおりに施工されている。構造物工等はこれから施

工される。 

ｂ 東部クリーンセンター斜面安定化対策工事 

            主たる工事は、これから施工される。 

 

（イ）法令等の遵守について 

a  東部クリーンセンター造成工事（その１） 

施工体制台帳、施工体系図は適切に提出されている。社会保険の加

入も行っており特段の問題点はない。日々の安全管理も確実に実施さ

れ、記録も整備されている。 

ｂ 東部クリーンセンター斜面安定化対策工事 

    施工体制台帳、施工体系図は適切に提出されている。社会保険の加

入も行っており特段の問題点はない。日々の安全管理も確実に実施さ

れ、記録も整備されている。 

 

（ウ）諸材料の保管について 

a  東部クリーンセンター造成工事（その１） 

ボックスカルバート・Ｕ字溝は、敷鉄板の上で保管し、土砂等の付

着がないように管理されている。 
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ｂ 東部クリーンセンター斜面安定化対策工事 

鋼管杭の保管は、リン木を敷き、転がり防止も施されている。 

 

（エ）安全管理状況について 

a  東部クリーンセンター造成工事（その１） 

工事看板、安全看板は適切に配置され、施工箇所への立入禁止措置

等も施されている。また、建設業許可票などの現場に必要な掲示物も

適切に掲示されている。 

日常の安全管理である安全朝礼、危険予知活動が実施され、記録も

残されている。 

ｂ 東部クリーンセンター斜面安定化対策工事 

   工事看板、安全看板は適切に配置され、施工箇所への立入禁止措置

等も施されている。また、建設業許可票などの現場に必要な掲示物も

適切に掲示されている。 

日常の安全管理である安全朝礼、危険予知活動が実施され、記録も

残されている。 

 

（オ）現場周辺住民等への工事災害防止対策等について 

  a  東部クリーンセンター造成工事（その１） 

騒音、振動等の環境対策として、排出ガス対応型建設機械の導入、 

低騒音型建設機械の導入を実施している。また、地元住民との協議会 

が年 2 回開催されている。 

ｂ 東部クリーンセンター斜面安定化対策工事 

騒音、振動等の環境対策として、排出ガス対応型建設機械の導入、 

低騒音型建設機械の導入を実施している。また、地元住民との協議会 

が年 2 回開催されている。 

 

５ 本工事に係る契約事務 

（１）契約の方法 

   本工事に係る契約は、一般競争入札により締結されている。本工事の設計

金額からすると、岐阜市一般競争入札等実施要綱第 2条により、本工事に係
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る契約は、一般競争入札によることとされており、契約の方法は適正と認め

られる。 

 

（２）契約の締結 

   契約書には契約金額に応じた収入印紙が貼付され、消印されていた。その

他関係書類も整備されていると認められる。 

   

６ 監査の結果 

  書類調査、現地調査並びに技術士の総評及び所見を踏まえ、監査を実施した

結果、本工事は、適正に執行されているものと認められた。



別紙 

 

                                   1 

工事の概要 

 

１ 工事名  東部クリーンセンター造成工事（その 1） 

（１）工事場所    岐阜市芥見 6 丁目地内 

（２）工事内容    土工            盛土工                      V=8,600㎥ 

法面工          法面整形工                  A=1,030㎡ 

張芝工                      A=620㎡ 

排水構造物工    函渠工 1000×900           L=27ｍ 

ＰＵ3 側溝工 300×300～400 L=51ｍ 

集水桝工                   N=5基 

園路広場整備工  再生密粒度Ａｓ(13)          A=1,180㎡ 

管理施設整備工  門扉工                      N=1式 

ガードパイプ               L=70ｍ 

（３）設計業務    大同コンサルタンツ株式会社 

（４）施工監理    直営 

（５）工 事 費    請負金額  70,116,840円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（６）入   札   平成３０年８月１０日 

一般競争入札（総合評価落札方式、特別簡易型） 

（入札参加数 9者、うち辞退 3者、入札回数 1回） 

（７）工   期    平成３０年９月２０日～平成３１年３月１５日 

（８）受 注 者    株式会社国井秋建設 

現場代理人、監理技術者：國井 文人（資格：1 級土木施工管理技士） 

（９）工事進捗率   計画出来高 35.3％ 実施出来高 29.7％ 

（平成３０年１２月末現在） 

（１０）工事監督員    総括監督職員 環境事業部環境施設課 

              主査  栗田 繁実 

一般監督職員 環境事業部環境施設課  

副主査 清水 剛 
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２ 工事名   東部クリーンセンター斜面安定化対策工事 

（１）工事場所     岐阜市芥見 6 丁目地内 

（２）工事内容     抑止杭工  鋼管杭 L=7.0～11.0m            N=65本 

復旧工    底部コンクリート工             N=1式 

坂路張りコンクリート工         N=1式 

護床工(1)                      N=1式 

護床工(2)                      N=1式 

重力式擁壁工                   N=1式 

（３）設計業務     大同コンサルタンツ株式会社 

（４）施工監理     直営 

（５）工 事 費     請負金額  91,044,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（６）入  札     平成３０年８月１０日 

一般競争入札（総合評価落札方式、簡易型） 

（入札参加数 9者、うち 3者辞退、入札回数 1回） 

（７）工    期     平成３０年９月２０日～平成３１年５月２７日 

（８）受 注 者     永井建設株式会社 

現場代理人、監理技術者：福井 嘉一（資格：1 級土木施工管理技士）  

（９）工事進捗率    計画出来高 8.3％ 実施出来高 8.1％ 

（平成３０年１２月末現在） 

（１０）工事監督員     総括監督職員 環境事業部環境施設課 

               主査  栗田 繁実 

一般監督職員 環境事業部環境施設課  

副主査 清水 剛 


