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調査実施日：令和２年１月２４日（金） 

 

場   所：みよし市役所３階研修室１および工事現場 

             

監査執行者：みよし市代表監査委員 （識見）    小 嶋  正 道  

       みよし市監査委員   （議選）    塚 本  克 彦  

  

監査立会者：監査委員事務局     事務局長    竹 谷  好 裕     

             〃         主任主査    中 島  真 美 

           〃         主   事    庄 司  由紀子 

           

 

 

調査対象工事 

【１】雨水排水整備工事（半野木地区） 

【２】河川改良工事（準用河川茶屋川） 
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【１】雨水排水整備工事（半野木地区） 

１ 工事内容説明者 

(1) 調査出席者        

都市建設部 部長                柴 田   浩 

  〃   次長       小  嶋      誠 

  〃   下水道課 課長           久 野 恭 司 

  〃     〃  副主幹          原 田 恭 光 

〃     〃   技師          近 藤 拓 也 

  〃     〃   技師          松 永 光 紗 

総務部   総 務 課 契約検査担当主幹    石 川 重 之 

〃     〃     〃   主事    石 田 大 和 

              

(2) 工事請負者  

有限会社 多香久組   

         現場代理人（主任技術者）      柘 植 一 樹 

 

２ 工事場所 みよし市三好町地内 

 

３ 工事概要 

  本事業は、みよし市三好町に位置する市街化区域の雨水排水整備であり、平

成 30年度から継続して工事を行っている。 

本年度は全体延長約 1,419mの内、95mの整備を実施するものである。 

(1) 工事内容 

  ・工事延長 L=95.2m  

鉄筋コンクリート管布設工(φ800 ) L=93.4m 

２号人孔設置工 Ｎ＝２基 

 

(2) 工事請負業者 

有限会社 多香久組                   【第１回目で落札】 

   「事後審査型一般競争入札（２者参加）、予定価格事後公表、電子入札」   

 

(3) 設計・施工監理 

設  計：株式会社ＮＪＳ 名古屋総合事務所  

 施工監理：直営 

 

(4) 事業費                       

設計金額（税込）25,611,300円      
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請負金額（税込）25,300,000円（うち消費税及び地方消費税 2,300,000円） 

 

(5) 工事期間 

令和元年 11月１日から令和２年３月 16日まで 

     

(6) 進捗状況 （令和元年 12月末日現在） 

  計画出来高 6.0％ 実施出来高 6.0％          【計画どおり】 

 

(7) 工事監督員 

  当該工事受注者に書面で通知し適正であった。（建設業法第 19条の２第２項） 

 本工事に任命されている監督員は２名体制で、総括・主任の権限分担も監督員

要領に記載されており、適正であった。 

都市建設部 下水道課 総括監督員    原 田 恭 光 

        専任・主任監督員  松 永 光 紗 

        

４ 調査所見 

４－１ 書類関係 

(1) 地方自治法金銭的保証制度（地方自治法第 234 条の 2 関係）として、履行保証

制度※１の活用が図れている。なお、契約保証金については、「みよし市工事請負

契約約款」のとおりであり適正に施行されていた。 

                                                     2,530,000円 

ア 契約保証       【東日本建設業保証株式会社 請負金額の 10％以上】 

※１ 履行保証制度は、「金銭的な保証」と「役務的な保証」に分けることができ

ます。「金銭的な保証」は、受注者の債務不履行に伴い、発注者の経済的損失

を金銭的に填補するものです。契約保証金の納付のほか、国債等の有価証券の

提供または保証事業会社や金融機関の保証、履行保証保険、履行ボンドなどが

認められています。                                              

イ 前払金保証について、工事請負契約約款とおりであり適正に施行されていた。 

                            10,120,000円 

                    【東日本建設業保証株式会社 契約金額の 40％以内】 

                        

(2) 入札状況について 

２者参加の事後審査型一般競争入札、予定価格事後公表、電子入札であり、適

正に執行されていた。                                     【土木一式工事】 

「みよし市一般競争入札に関する事務取扱要領」、「みよし市工事等電子入札実

施要領」に基づき適正に執行されていた。 

・公告日    令和元年 10月３日 

・参加申請期間 令和元年 10月３日～令和元年 10月 18日 
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・入札書受付  令和元年 10月 21日～令和元年 10月 23日 

・開札日    令和元年 10月 24日  

ア 見積期間：令和元年 10月４日～令和元年 10月 23日であった。 

建設業法第 20 条第３項、建設業法施行令第６条第３項に規定された予定価

格 5,000万円未満の必要な見積期間（10日間）が確保されていた。 

（公告翌日～応札期間 10日以上）適正であった。 

                                        

(3) 契約関係書類 

 工事請負契約者は、「みよし市工事請負契約約款（改訂:平成 29 年４月１日）」

に基づき適正に作成されていた。 

  

(4) 現場代理人・主任技術者通知書及び工事下請負等届 

  現場代理人・主任技術者及び関係書類は適正に作成され、整備されていた。 

  工事下請負届は、施工体系図を作成添付し、建設業許可の写しとともに整理さ

れ、適正に見やすくファイリングされており適正であった。 

   

(5) 建設業退職金共済制度の共済証紙など書類 

建設業退職金共済制度※１への加入がなされていたが、下請負業者から共済証紙

交付辞退の申し入れがあった為、未購入であった。 

 

【参考】建設業退職金制度  【愛知県土木工事現場必携 2-74より】 

建設業退職金制度（以下、建退協）への加入が必要な場合、同制度に請負者は加入する。

対象となる労働者の数と日数を把握し、証紙を必要枚数購入する。 

建退協に加入した場合、請負者は監督員へ掛金収納書を提出しなければならない。ただし、

自社及び下請負会社全ての作業員に対しての退職金制度がある場合は必要ない。 

(1) 掛金収納書：請負者から監督員へ提出 

(2) 建設業退職金共済証紙貼り付け状況報告書等、配布枚数が確認できる書類（受け払い

簿等）：監督員から請求があった場合、提示 

(3) 標準仕様書第１編１－１－49 

(4) 契約後１ヶ月以内に提出（例外措置あり。詳しくは以下の注意事項を参照のこと） 

注意事項 

(1) 建設業退職金制度に加入している場合、標識を掲示する。 

→ 様式は、建退協支部で交付を受ける。 

(2) 掛金収納書を契約締結後１ヶ月以内に提出できない場合は？ 

→ 提出できない理由（作業員の数が確定しない等）、提出が可能となる時期を書面にして

監督員へ提出。様式は請負者の任意。また、社印等は必要無い。 
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(3) 他工事で余っている証紙を活用したい場合は 

→ 愛知県が発注した他工事において、購入した証紙であれば使用を認める。ただし、その

場合は、残数、愛知県が発注した他工事により購入したことが明らかでなければならない。

監督員が確認し、使用を認める。 

また、新たに購入した証紙での掛金収納書を提出する場合、他工事で購入した枚数を書面

にして提出する。 

例：購入した工事での掛金収納書（購入した枚数）と、貼り付け状況報告書（使用した枚

数）を請負者に提示してもらう。（購入した枚数―使用した枚数で、余っている枚数が分

かる。） 

 

工事完成後に下請負業者に配布されているか、受け払い簿で協力業者への配布

確認をお願いする。また、下請負業者から共済証紙交付辞退の申し入れがあった

場合には、本当に証紙が不必要か等の確認もお願いする。 

建退共の証紙購入費は、現場管理費に率計上されている。 

※１ 建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）は、建設現場で働く労働者の福

祉の増進と雇用の安定を図り、もって建設業の振興に寄与することを目的として「中小

企業退職金共済法」に基づき創設された退職金制度である。 

建設業の事業主が勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、

被共済者である建設現場で働く労働者の共済手帳に働いた日数に応じて掛金となる共済

証紙を貼り、当該労働者が建設業界で働くことをやめたときに、機構が直接労働者に退

職金を支払うという業界退職金制度となっている。 

上記の目的を達成するためには、建設業を営む多くの事業主が本制度に加入するとと

もに、本制度の被共済者である労働者に共済手帳が確実に交付され、共済証紙が適切に

貼付されることが必要である。 

なお、県等では、入札参加に当たって必要とされる経営事項審査において、建退共制

度への加入の有無を加点評価するとともに、発注工事の設計金額の積算にあたって、共

済証紙の費用を現場管理費に含めるなどの措置を講じ、本制度の促進を図っている。 

 

 

４－２ 設計・積算に関する書類 

【設計方針】 

平成29年度の実施設計を基に、関連事業との整合をとりながら、最適な路線、

埋設方法を選定した設計。 

(1) 設計に関する書類 

詳細設計は、株式会社ＮＪＳ 名古屋総合事務所にて実施されていた。 

設計会社の設計技術者などの関係書類は、適正に整備されていた。 

・管理技術者：外山 幸博  

・照査技術者：宮村 一郎  
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また、設計図書は、「イ：設計参考図書」を基準として作成させていた。 

「雨水排水整備測量詳細設計業務委託報告書：平成 30 年３月」を確認した。

適正であった。 

ア 特記仕様書 

  特記仕様書は、施工条件明示も含め適正に作成されていた。 

イ 設計参考図書 

No 図  書 発行年月日 著  者 

１ 下水道施設計画・設計指針と解説 平成 21年 10 月 (社)日本下水道協会 

２ 下水道実施設計の手引 平成 24年 4月 (財)愛知水と緑の公社 

３ 下水道施設の耐震対策指針と解説 平成 26年 6月 (社)日本下水道協会 

４ みよし市公共下水道事業設計基準(案) 平成 11年 6月 三好町建設部下水道課 

 

(2) 積算に関する書類 

【コスト縮減】 

マンホール間隔を 100mとすることによる工事費用の削減 

ア 積算 

積算基準は、愛知県建設部発行の「積算基準及び歩掛表その１、その２」に基

づくシステムを導入し、「県設計単価表」及び市販刊行物の「建設物価」「積算資

料」にて適切に算出されていた。 

物価資料によらない場合の単価については、原則として３社以上から見積り徴

取し、平均値を出し上下 30％範囲内での平均見積価格を本工事採用単価としてい

た。 

愛知県建設部発行の「積算基準及び歩掛表」の価決定方法に準拠しており、適

正であった。 

イ 積算参考資料 

No 図書の名称 発行年月日 著者 

1 愛知県積算基準及び歩掛表(その 1) 平成30年10月1日 愛知県建設部 

2 愛知県積算基準及び歩掛表(その２) 平成30年10月1日 愛知県建設部 

3 令和元年度設計単価表 令和元年8月1日 愛知県建設部 

4 建設物価 令和元年9月 (一財)建設物価調査会 

5 積算資料 令和元年9月 (一財)経済調査会 

6 下水道用設計標準歩掛表 第１巻管路 平成30年6月 (一社)日本下水道協会 

7 業者見積り   

 

(3) 設計内訳書 

提出された「設計内訳書」をチェックしたところ、内容に不備なく整備され、

適正であった。 



 6 

４－３ 施工に関する書類 

(1) 関係諸官庁への届出 

特定建設作業の実施届出書等の提出をはじめ、必要な諸手続きは、的確に実施

され、関連書類は適正に整備・保存されていた。 

 

(2) 施工体系図及び施工体制台帳 

施工体系図は適正に提出させ、整備、保管されていた。 

施工体制台帳は、全建統一様式に基づき適切に作成させている。 

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「公共工事入札

契約適正化法」という。）第 15 条」、「建設業法第 24 条の７」、及び「建設産業に

おける生産システム合理化指針について」（平成３年２月５日建設省通知）より元

方事業者からの下請契約を確認しておく必要がある。また、竣工時に施工体制台

帳（２次以降の請負契約の写し等：愛知県建設部土木工事現場必携第２章書類関

係２－２書類作成の手引き P２－70 より）を添付させると共に、注文書又は請書

等で、下請業者に「法定福利費」項目として計上されているかの記載も併せて確

認指導をお願いする。 

【参考】 

 

〇 施工体制台帳の記載内容と添付書類     （建設業法施行規則第 14条の２） 

〇 公共工事では、作成した施工体制台帳の写しを発注者へ提出しなければならない。            

（公共工事入札契約適正化法第 15条第１項） 

○ 公共工事においては、H27.4.1 以降契約を行った工事で、工事を施工するために

下請契約を行った場合には、 施工体制台帳を作成しなければならない。 

（公共工事入札契約適正化法第 15条第１項） 

○ 工事中は、工事現場に備え置くことが義務づけられている。 

○ 帳簿の添付書類として、工事完了後は５年間（発注者と締結した住宅を新築する

建設工事に係るものにあって は 10年間）保存することが義務づけられている。  

      （建設業法第 40条の３、施行規則第 26条第２項ハ、施行規則第 28条） 

 

 

(3) 工事カルテ 

工事カルテの作成と(一財)日本建設情報総合センター（JACIC）のCORINS（工事

実績情報システム）登録が行われていた。 

関連書類は適正に整備・保管されていた。 

 

(4) 工程管理 

施工計画に実施工程表が作成提出され整備されており適正であった。 
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(5) 履行報告書 

月ごとの進捗出来高を工事履行報告書で提出させていた。 

計画出来高と実施出来高は、工程表で色分けし適切に進捗出来高数値を把握し

ていた。 

 

(6) 施工計画書 

施工計画書は、仕様書に基づき工種別に作成させ、提出させていた。 

下記施工計画を確認した。工事監査時の出来高約 10％程度であり、下記施工計

画が提出されており適正であった。 

 

(7) 事前測量成果表 

  「愛知県土木工事標準仕様書 平成30年４月」1-1-45(工事測量)より、提出させ

ており適正であった。 

 

１  一般事項 

請負者は、工事着手後速やかに測量を実施し、測量標（ 仮ＢＭ ） 、工事用多角点の設置 

及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示

されている数値と差異を生じた場合は監督員に測量結果を速やかに報告し指示を受けなけれ

ばならない。なお、測量標（ 仮ＢＭ ） 及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、

監督員の指示を受けなければならない。また請負者は、測量結果を監督員に報告しなければ

ならない。 

  

(8) 工事材料関係の書類 

工事用材料使用承諾願などは工事請負者から、監督員に提出させ、適正に整備・

保管されていた。また、材料の品質を証明する使用材料調書も請負者から監督員

に適正に提出させ、整備・保管されていた。現在までの提出は、適正であった。 

 

４－４ 建設廃棄物処理に関する書類 

  発生材について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「資源の有効な利用の

促進に関する法律」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」「愛知

県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱」などを遵守した再資源実施計画

書を業者に提出させ、発注者として管理されていた。 

請負者は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第５条２項」に該当

する場合、工事完成後、速やかに「建設副産物情報交換システム-ＣＯＢＲＩＳ-」を

利用し、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、電子媒体に

て提出させていた。 

・「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」 

工事ID9783367 一般財団法人 日本建設情報総合センターを確認し、適正であった。 
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【参考】 中部地方建設副産物対策連絡協議会事務局(国土交通省) より通知 

 

建設リサイクル統合システム(クレダス)の廃止に伴う対応方針について 

平成 30 年 3 月 31 日をもって建設リサイクルデータ統合システム「クレダス」が廃止される

ことが、中部地方建設副産物対策連絡協議会事務局(国土交通省) より通知されました。これを

受けまして、平成 30年度以降は、建設副産物情報交換システム「コブリス」により、同様の業

務を実施している。 

「ＣＯＢＲＩＳ」Construction Byproducts Resource Information interchange System の略。 

・工事発注者、排出事業者、処理事業者間の情報交換を行うシステム。 

・建設副産物にかかわる需給バランスの確保、適正処理の推進、リサイクルの推進が目的。 

・特記仕様書などで、入力を義務づけられる。・インターネットからログインする際に、電子認証キ

ーが必要。 

 

４－５ 安全管理に関する書類 

(1) 安全管理のための組織図、緊急時連絡体制図など整備されていた。 

  

(2) ＫＹ活動、新規入場者教育、安全パトロール記録、作業員保有資格一覧表等の

日常安全管理書類は、適切に整理管理がなされていた。 

 

(3) 玉掛け用ワイヤロープの点検管理 玉掛け作業について、安全対策を講じるこ

とにより労働災害を防止する目的で策定された「玉掛け 作業の安全に係るガイド

ライン」(平成 12 年 2 月 24 日付 基発第 96 号の 2)では事業者が講ずべき措

置としての項目に「日常の保守点検の実施」があげられている。点検記録を作成

しておくこと。点検基準で、点検実施した後に、使用の安全が確認されたものに

は、ワイヤロープの一部に「あらかじめ決められた色テープ等を巻き付けて使用

に供すること」とし、「色テープ 巻き付けのないものは使用しない」という方法

による「目で見える安全管理」をすることが効果的である。    

【労働安全衛生規則 第 168条】 

(4) 使用建設機械の「取扱者」を選任しておくこと。（取扱者名の表示） 

【土木工事安全施工技術指針 第 4章第 2節（取扱責任者）より 】 

車両系建設機械の点検について 

大きく 3種類あります。 

ア 年次検査（特定自主検査） 

イ 月次検査 

ウ 作業前検査 

・ イの月次検査について、事業者は、車両系建設機械については、1 月以内ごと

に 1 回、定期に、自主検査を行わなければならない。 

【安全衛生規則第 168条(定期自主点検)】 
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・ ウの作業前検査について、事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうと

きは、その日の作業を開始する前に、ブレーキ及びクラッチの機能について点

検を行なわなければならない。 

  【労働安全衛生規則第 170条(作業開始前点検)】 

 

４－６ 現場施工状況調査における所見 

(1) 施工状況について 

 品質管理状況は、書面、現場から判断して特に問題は認められなかった。 

 

(2) 建設業法等による工事現場掲示物「建築工事事務の手引（愛知県建設局2-5）

及び「愛知県現場必携1-13 (5)」より、「工事現場の掲示について」を参考に

掲示すべきものを徹底させること。また、記載方法等を請負業者へ指導徹底を

お願いする。 

 

(3) 現場に建設機械の燃料（ガソリン缶）があった。燃料置き場には、消火器を設

置させること。 （用途に応じた消化設備を備えること） 

  貯蔵量についても認識指導をお願いする。 

【土木工事安全施工技術指針「第２章第８節」：国土交通省】 

【参照】 

消防法第十条  指定数量以上の危険物は、貯蔵所（車両に固定されたタンクにおいて危険物

を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所（以下「移動タンク貯蔵所」という。）を含む。以下同じ。）

以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つて

はならない。 

指定数量については危険物の規制に関する政令 別表第三で決められていて、第四類第二石

油類非水溶性の軽油の指定数量は1,000 ℓです。 

消防法では1,000 ℓ以上保管する場合は貯蔵所としての認定を受けなければなりません。 

各自治体に火災予防条例というのがあり、一般的には指定数量の1/5以上を貯蔵する場合は少

量危険物取扱所として届けなければなりません。 

よって、届出なしで現場保管できる数量は、軽油なら200 ℓ未満になります。 

指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合

において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の

指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、指定数量以

上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなす。 

 

指定数量（石油類のみ）

第１石油類（ガソリン等） 200 ℓ

第２石油類（灯油・軽油等） 1,000 ℓ

第３石油類（重油等） 2,000 ℓ

第４石油類（ギアー油等） 6,000 ℓ

第４類
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５ 技術調査全般 

工事を通じて、各種届出書や施工計画など、工事着手からの書類は整備されて

いた。現場の施工管理状態は良好であった。 

サンプリング監査のため、細部まで確認することができなかったが、工事の監

督員管理は適正であった。 

監査日以降は、工程もなく繁忙期となる。寒く風も強い。火元に留意し、火器

設備及び対応を労働関係者に周知徹底させて頂きたい。 

また、本工事は雨水排水整備工事と近年の冠水など周辺住民の意識が高い。 

特に第三者が見学で立ち入ることもある。第三者災害なきよう、より徹底した

安全管理について重点指導をお願いする。 

 

以上 

 

 

 

 

文書中の 

   部分は、留意事項 

   部分は、今後に向けての提案及び要望 
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【２】河川改良工事（準用河川茶屋川） 

１ 工事内容説明者 

(1) 調査出席者     

都市建設部 部長                柴 田   浩  

  〃   次長                小 嶋   誠   

〃   道路河川課 課長        成 田 明 弘 

〃     〃   副主幹         近 藤   健 

〃     〃   主任主査        高 橋 伸 幸 

〃     〃   技師          川 名 慶 也 

 総務部  総 務 課 契約検査担当主幹    石 川 重 之 

〃     〃     〃   主事    石 田 大 和 

              

(2) 工事請負業者           

       黒柳建設株式会社 みよし営業所  

           現場代理人（監理技術者）    下 条 由 成 

            

       

２ 工事場所  みよし市明知町地内 

 

３ 工事概要 

本河川は、市の南北に流下する二級河川境川に合流する二級河川茶屋川の上流

に位置する準用河川である。狭小断面による流下能力の低い箇所があることから、

洪水による氾濫を防ぐため、河川の改修事業を行う。 

本工事では、橋梁の下部工及び護岸工を施工する。   

(1) 工事内容  

【Al橋台】 

・コンクリート工 135.2 m3、鉄筋 5.438t、掘削工 386.2 m3、埋戻工 302.7 m3、  

PHC杭φ500mm  L＝11.0m 14本 

【A2橋台】 

・コンクリート工 111.5 m3、鉄筋 4.665t、掘削工 570.6 m3、埋戻工 333.5 m3 

PHC杭φ500mm  L＝12.0m 16本 

【河川土工】 

・鋼矢板Ⅲ L=5.0m～8.0m 520枚、大型土のう N=30個 

【法覆護岸工】 

・右岸取付護岸工 12.8m、天端工 12.6m、基礎工 12.9m  
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・摺付区間(右岸) 10.0m、天端工 10.0m、基礎工 10.0m  

・護岸工１(左岸)6.4m、天端工 6.5m、基礎工 6.3m 

・護岸工 B (右岸・左岸)59.3m、天端工 59.0m、基礎工 59.6m 

・小口止工 1箇所、張コンクリート工 4.2 m3、平張ブロック 74.2 m3 

【構造物撤去工】 

・ガードレール撤去工 67m、防護柵撤去工 9m、ネットフェンス撤去工 10m 

・コンクリート構造物取壊し 298m3、舗装版取壊し 23m2、切断工 31m 

・コンクリート殻処理 298m3、アスファルト殻処理 23m3 

 

(2) 工事請負業者 

黒柳建設株式会社 みよし営業所           【第１回目で落札】 

   「事後審査型一般競争入札（総合評価落札方式）２者参加、 

予定価格事後公表 電子入札」   

       

(3) 設計及び工事監理 

 設  計：アローコンサルタント株式会社  

 工事監理：直営 

 

(4) 事業費                             

 設計金額（税込） 139,079,600円         

  請負金額（税込） 128,700,000円 (うち消費税及び地方消費税 11,700,000円）  

  

(5) 工事期間 

  令和元年 10月 11日から令和２年３月 23日まで 

 

(6) 進捗状況 （令和元年 12月末日現在） 

  計画出来高 53.7％ 実施出来高 50.1％     【計画より 3.6 %遅い】 

   

(7) 工事監督員 

    当該工事受注者に書面で通知し適正であった。（建設業法第 19条の２第２項） 

本工事に任命されている監督員は２名体制で、総括・主任の権限分担も監督員

要領に記載されており、適正であった。 

都市建設部 道路河川課 総括監督員     近 藤   健 

                   専任・主任監督員    川 名 慶 也 
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４ 調査所見 

４－１ 書類関係 

(1) 地方自治法金銭的保証制度（地方自治法第 234 条の 2 関係）として、履行保証

制度※１の活用が図れている。なお、契約保証金については、「みよし市工事請負

契約約款」のとおりであり適正に施行されていた。 

                                   12,870,000円 

ア 契約保証       【東日本建設業保証株式会社 請負金額の 10％以上】 

※１ 履行保証制度は、「金銭的な保証」と「役務的な保証」に分けることができ

ます。「金銭的な保証」は、受注者の債務不履行に伴い、発注者の経済的損失

を金銭的に填補するものです。契約保証金の納付のほか、国債等の有価証券の

提供または保証事業会社や金融機関の保証、履行保証保険、履行ボンドなどが

認められています。  

イ 前払金保証について、工事請負契約約款とおりであり適正に施行されていた。 

  前払金について                      51,480,000円      

       【東日本建設業保証株式会社  請負金額の 40％以内】 

   

(2) 入札状況について                                   

２者参加の事後審査型一般競争入札、予定価格事後公表、電子入札であり、適

正に執行されていた。 

「みよし市建設工事総合評価落札方式競争入札実施要領」、「みよし市競争入札

審査委員会」を経て、「みよし市一般競争入札に関する事務取扱要領」、「みよし市

工事等電子入札実施要領」に基づき適正に執行されていた。 

【土木一式工事】 

・公告日    令和元年 ９月４日 

・参加申請期間 令和元年 ９月４日  ～ 令和元年 ９月 27日 

・入札書受付  令和元年 10月１日  ～ 令和元年 10月 ２日 

・開札日    令和元年 10月３日  

ア 見積期間：令和元年９月５日～令和元年 10月２日であった。 

建設業法第 20 条第３項、建設業法施行令第６条第３項に規定された予定価格

5,000万円以上の必要な見積期間（15日間）が確保されていた。 

（公告翌日～応札期間 15日以上）適正であった。 

               

(3) 契約関係書類 

 工事請負契約者は、「みよし市工事請負契約約款（平成 29年４月１日改定）」に

基づき適正に作成されていた。 

    

(4) 現場代理人・監理技術者通知書及び工事下請負等届 

  現場代理人・監理技術者等関係書類は、適正に作成整備されていた。 
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  工事下請負届は、施工体系図を作成添付し、建設業許可の写しとともに整理さ

れ、適正に見やすくファイリングされていた。 

  

(5) 建設業退職金共済に関する書類 

建設業退職金共済制度への加入がなされ、掛金収納書（原本）が添付されてい

た。受注者は、建設業退職金共済制度へ加入している。適正であった。 

工事完成後に下請負業者に配布されているか、受け払い簿で協力業者への配布

確認をお願いする。 

建退共の証紙購入費は、現場管理費に率計上されている。 

※１ 建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）は、建設現場で働く労働者の福

祉の増進と雇用の安定を図り、もって建設業の振興に寄与することを目的として「中小

企業退職金共済法」に基づき創設された退職金制度である。 

建設業の事業主が勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、

被共済者である建設現場で働く労働者の共済手帳に働いた日数に応じて掛金となる共済

証紙を貼り、当該労働者が建設業界で働くことをやめたときに、機構が直接労働者に退

職金を支払うという業界退職金制度となっている。 

上記の目的を達成するためには、建設業を営む多くの事業主が本制度に加入するとと

もに、本制度の被共済者である労働者に共済手帳が確実に交付され、共済証紙が適切に

貼付されることが必要である。 

なお、県等では、入札参加に当たって必要とされる経営事項審査において、建退共制

度への加入の有無を加点評価するとともに、発注工事の設計金額の積算にあたって、共

済証紙の費用を現場管理費に含めるなどの措置を講じ、本制度の促進を図っている。 

 

(6) 工事保険契約 

労働災害保険、賠償責任保険等及び建設工事保険に受注者が加入しているとの

ことである。控えを確認し、適正であった。 

 

４－２  設計・積算に関する書類 

【設計方針】 

  平成 29 年 11 月に改定された道路橋示方書に基づき、最新の基準にて設計を行

う。 

全ての橋台位置において、ボーリング調査を実施し、より精度の高い設計を実

施されていた。 

(1) 設計に関する書類 

詳細設計は、アローコンサルタント株式会社にて実施されていた。 

設計会社の設計技術者などの関係書類も適正に整備されていた。 

ア 特記仕様書 

設計図書の特記仕様書は、第１条から第 22条まで定め、現場に整合しており適
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正であった。 

イ 設計参考図書 

No 図  書 発行年月日 著  者 

１ 道路構造の手引き 平成 23年 4月 愛知県建設部 

２ 橋梁設計の手引き 平成 25年 4月 愛知県建設部 

３ 道路橋仕方書・同解説(Ⅰ)(Ⅳ)(Ⅴ) 平成 29年 11月 (社)日本道路協会 

４ 平成 29年道路橋示方書に基づく 

道路橋の設計計算例 

平成 30年 6月 (社)日本道路協会 

５ 橋梁設計の手引き 平成 25年 4月 愛知県建設部 

６ ｺﾝｸﾘｰﾄ道路橋設計便覧 平成 6年 2月 (社)日本道路協会 

７ ｺﾝｸﾘｰﾄ道路橋施工便覧 平成 6年 2月 (社)日本道路協会 

８ 杭基礎設計便覧（平成 26年度改訂版） 平成 27年 3月 (社)日本道路協会 

９ 杭基礎施工便覧（平成 26年度改訂版） 平成 27年 3月 (社)日本道路協会 

10 道路橋支承便覧 平成 25年 8月 (社)日本道路協会 

11 防護柵の設置基準・同解説 平成 28年 12月 (社)日本道路協会 

 

(2) 積算に関する書類 

ア 積算 

積算基準は、愛知県建設部発行の「積算基準及び歩掛表その１、その２」に基

づくシステムを導入し、「県設計単価表」及び市販刊行物の「建設物価」「積算資

料」にて適切に算出されていた。 

物価資料によらない場合の単価については、原則として３社以上から見積り徴

取し、平均値を出し上下 30％範囲内での平均見積価格を本工事採用単価としてい

た。 

愛知県建設部発行の「積算基準及び歩掛表」の価決定方法に準拠しており、適

正であった。 

【積算参考資料】 

No 図書の名称 発行年月日 著者 

1 愛知県積算基準及び歩掛表(その 1) 平成30年10月1日 愛知県建設部 

2 愛知県積算基準及び歩掛表(その２) 平成30年10月1日 愛知県建設部 

3 令和元年度設計単価表 令和元年8月1日 愛知県建設部 

4 建設物価 令和元年8月 (一財)建設物価調査会 

5 積算資料 令和元年8月 (一財)経済調査会 

6 土木コスト情報 令和元年8月 (一財)建設物価調査会 

7 土木施工単価 令和元年8月 (一財)経済調査会 

8 業者見積り   
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(3) 設計内訳書 

提出された「設計内訳書」をチェックしたが、内容的に問題なく適切に整備さ

れていた。 

                                              

４－３ 施工に関する書類 

(1) 関係諸官庁への届出 

特定建設作業の実施届出書等の提出をはじめ、必要な諸手続きは、的確に実施

され、関連書類は適正に整備・保存されていた。 

 

(2) 施工体系図及び施工体制台帳 

施工体系図は適正に提出させ、整備、保管されていた。 

施工体制台帳は、全建統一様式に基づき適切に作成させている。 

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「公共工事入札

契約適正化法」という。）第 15 条」、「建設業法第 24 条の７」、及び「建設産業に

おける生産システム合理化指針について」（平成３年２月５日建設省通知）より元

方事業者からの下請契約を確認しておく必要がある。また、竣工時に施工体制台

帳（２次以降の請負契約の写し等：愛知県建設部土木工事現場必携第２章書類関

係２－２書類作成の手引き P２－70 より）を添付させると共に、注文書又は請書

等で、下請業者に「法定福利費」項目として計上されているかの記載も併せて確

認指導をお願いする。 

【参考】 

〇 施工体制台帳の記載内容と添付書類     （建設業法施行規則第 14条の２） 

〇 公共工事では、作成した施工体制台帳の写しを発注者へ提出しなければならない。            

（公共工事入札契約適正化法第 15条第１項） 

○ 公共工事においては、H27.4.1 以降契約を行った工事で、工事を施工するために

下請契約を行った場合には、 施工体制台帳を作成しなければならない。 

（公共工事入札契約適正化法第 15条第１項） 

○ 工事中は、工事現場に備え置くことが義務づけられている。 

○ 帳簿の添付書類として、工事完了後は５年間（発注者と締結した住宅を新築する

建設工事に係るものにあっては 10年間）保存することが義務づけられている。  

      （建設業法第 40条の３、施行規則第 26条第２項ハ、施行規則第 28条） 

 

(3) 工事カルテ 

工事カルテの作成と(一財)日本建設情報総合センター（JACIC）のCORINS（工事

実績情報システム）登録が行われていた。 

関連書類は適正に整備・保管されていた。 
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(4) 工程管理 

施工計画に実施工程表が作成提出され整備されており適正であった。 

 

(5) 履行報告書 

月ごとの進捗出来高を工事履行報告書で提出させていた。 

計画出来高と実施出来高は、工程表で色分けし適切に進捗出来高数値を把握し

ていた。 

 

(6) 施工計画書 

施工計画書は、仕様書に基づき適切に作成されていた。 

 

(7) 事前測量成果表 

  「愛知県土木工事標準仕様書 平成30年４月」1-1-45(工事測量)より、提出させ

ており適正であった。 

 

１  一般事項 

請負者は、工事着手後速やかに測量を実施し、測量標（ 仮ＢＭ ） 、工事用多角点の設置 

及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示

されている数値と差異を生じた場合は監督員に測量結果を速やかに報告し指示を受けなけれ

ばならない。なお、測量標（ 仮ＢＭ ） 及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、

監督員の指示を受けなければならない。また請負者は、測量結果を監督員に報告しなければ

ならない。 

  

(8) 工事材料関係の書類 

工事用材料使用承諾願などは工事請負者から、監督員に提出させ、適正に整備・

保管されていた。また、材料の品質を証明する使用材料調書も請負者から監督員

に適正に提出させ、整備・保管されていた。現在までの提出は、適正であった。 

    

４－４ 建設廃棄物処理に関する書類 

(1) 廃棄物処理計画書の整備、収集運搬業者及び処理業者との契約など適正に実施

されていた。 

 

(2) 産業廃棄物管理票（マニフェスト票）は、確認しなかったが「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律」「資源の有効な利用の促進に関する法律」及び「建設工事に

係る資材の再資源化等に関する法律」「愛知県建設副産物リサイクルガイドライン

実施要綱」などに遵守した再生資源実施計画書が提出されていた。 

竣工書類検査段階で、設計書、マニフェストの最終確認を行い、運搬状況写真、

処分地写真を確認するとのことである。 
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(3) 請負者は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第５条２項」に該当

する場合、工事完成後、速やかに「建設副産物情報交換システム-ＣＯＢＲＩＳ-」を

利用し、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成していた。 

 

【参考】 中部地方建設副産物対策連絡協議会事務局(国土交通省) より通知 

 

建設リサイクル統合システム(クレダス)の廃止に伴う対応方針について 

平成 30 年 3 月 31 日をもって建設リサイクルデータ統合システム「クレダス」が廃止される

ことが、中部地方建設副産物対策連絡協議会事務局(国土交通省) より通知されました。これを

受けまして、平成 30年度以降は、建設副産物情報交換システム「コブリス」により、同様の業

務を実施している。 

「ＣＯＢＲＩＳ」Construction Byproducts Resource Information interchange System の略。 

・工事発注者、排出事業者、処理事業者間の情報交換を行うシステム。 

・建設副産物にかかわる需給バランスの確保、適正処理の推進、リサイクルの推進が目的。 

・特記仕様書などで、入力を義務づけられる。 

・インターネットからログインする際に、電子認証キーが必要。 

 

４－５ 安全管理に関する書類 

(1) 施工計画書より安全管理のための組織図、緊急時連絡体制図など整備されてい

た。 

 

(2) 作業員への安全管理は、朝礼、ミーティング及びＫＹ活動記録で作業員に周知

徹底がなされていた。 

 

(3) 使用建設機械の「取扱者」を選任しておくこと。（取扱者名の表示） 

【土木工事安全施工技術指針 第 4章第 2節（取扱責任者）より 】 

車両系建設機械の点検について 

大きく 3種類あります。 

ア 年次検査（特定自主検査） 

イ 月次検査 

ウ 作業前検査 

・ イの月次検査について、事業者は、車両系建設機械については、1 月以内ごと

に 1 回、定期に、自主検査を行わなければならない。 

【安全衛生規則第 168条(定期自主点検)】 

・ ウの作業前検査について、事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうと

きは、その日の作業を開始する前に、ブレーキ及びクラッチの機能について点

検を行なわなければならない。 

  【労働安全衛生規則第 170条(作業開始前点検)】 
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（4）出入口部の分電盤の取扱者を定め、表示し扉に施錠すること。 

 【安全衛生規則 第 329 条、第 333 条～第 339 条、第 352 条、第 353 条】

 

 

４－６ 現場施工状況調査における所見 

(1) 作業所において、作業員への指示、指導は適切に実施されていた。 

ＫＹ記録、指示事項が記載され、作業員への適切な指示指導がなされていた。 

 

(2) 工事の品質管理状況は、書面及び現場施工状況から判断して特に問題は認めら

れなかった。 

 

(3) 建設業法等による工事現場掲示物「建築工事事務の手引（愛知県建設局2-5）

及び「愛知県現場必携1-13 (5)」より、「工事現場の掲示について」を参考に

掲示すべきものを徹底させること。また、記載方法等を請負業者へ指導徹底を

お願いする。 
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ア【参考】工事現場への掲示  【愛知県土木工事現場必携 1-13より】 
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イ【参考】 

 

 

(4) 建設工事公衆災害防止対策要綱が改正された。 

【建設工事公衆災害防止対策要綱が改正され、2019年 9月 2日に公布・施行(国土交通省告示 496号)】 

緊急時に作業員の避難場所を見やすい位置に、また、作業中止基準の具体的数値

を記載し、掲示させ作業員に周知させる指導をお願いする。 

ウ【参考】 

 ◆労働安全衛生法では、 悪天候時及び地震後の作業規制を決めている。  

                        （労働基準局の通達で次のようになっている） 

強風 10分間の平均風速が毎秒 10メートル以上 

大雨 1回の降雨量が 50ミリメートル以上 

大雪 1回の降雪量が 25センチメートル以上 

中震以上の地震  震度階数 4以上 

暴風 瞬間風速が毎秒 30メートルを超える風 

 

 



 22 

５ 技術調査全般 

本工事の書類及び現場を通じて、各種届出書や施工計画など、工事着手前、工

事中に必要な書類は整備・保管されていた。 

施工及び管理は、書類はもとより現場監理が大切である。 

工事監理者及び発注者監督員として、「施工監理プロセス、施工計画、段階確認

検査、材料承認検査等（チェックリスト）一覧」など「チェックリスト」管理す

ると、より品質の高い工事目的物が施工される。 

今回は全体のサンプリング監査であり詳細まで検証することができなかったが、 

安全管理体制の充実を図り、無事故、無災害完成をお願いする。 

                                                            

以 上 

 

 

 

 

 

文書中の 

   部分は、留意事項 

   部分は、今後に向け提案及び要望 


