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まえがき 

本工事調査報告書は、和光市代表監査委員の要請に基づき、表記工事に伴う技術的側

面についての調査及びヒアリングを行い、その適否、或いは問題点の把握・分析を行い、工

事監査時の参考資料として作成し提出するものである。 

 

 

第１章 調査概要 

 

１．１ 調査目的 

本工事調査報告書は、地方自治法第 199 条第 1 項及び第 5項の規定に基づき、監査

委員の監査につき専門技術者の立場から主として、当該工事に係わる①計画、②設計、

③積算、④工事監理、⑤施工管理、⑥施工出来栄えなどに関する事項並びに当該業務

実施に伴う①入札方法、②契約、③行政運営、④その他関連業務などに関する事項に対

して調査を実施し、これらの諸事項に係わる妥当性、公正性、適正性、経済性、公平性の

確認と必要な助言を行うことを目的としたものである。 

 

１．２ 調査実施日       平成 21 年 1月 27 日 

 

１．３ 実施場所        和光市役所 ６階 ６０２会議室及び現地 

 

１．４ 出席者 

    代表監査委員 杉本 武 

 議選監査委員 田中 貴和子 

 総務部  部長 芳野 雅廣 

      〃  財政課 課長補佐 結城 浩一郎 

      〃  〃 契約担当統括主査 白川 将実 

    建設部    部長 大寺 正高 

 〃  審議監 荒井 修 

 〃 道路安全課 課長 中川 直也 

 〃 〃 工務担当統括主査 吉川 福治 

 検査室   室長 波多野 武男 

 〃 検査担当統括主査 小川 和宏 

監査委員事務局 局長 濱田 啓 

  〃 主幹 田中 孝一 

 〃 書記 齋藤 文子 
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 〃  主事 星野 美保 

     技術士 岡  孝夫 

  

１．５ 日 程 

      9 時 30 分： 工事概要の説明 

              書類調査 

     12 時 00 分： 昼食 

     13 時 00 分： 現地へ移動 

              現場調査 

     15 時 30 分： 工事調査総括 

     16 時 10 分： 終了 

 

１．６ 調査方法 

  工事調査は、下記の資料、事項等について実施した。 

① 担当課による道路改修理由の説明及び工事概要等の説明 

② 担当課による道路改修設計業務委託及び工事の入札・契約等の説明 

③ 業務委託契約、工事請負契約等の調査 

④ 特記仕様書の閲覧 

⑤ 設計図書類の閲覧 

⑥ 施工管理帳票類（各種試験結果等）の閲覧 

⑦ 工事監理状況の調査 

⑧ 施工管理状況の調査 

⑨ その他   

  以上の事項について、担当課および関係各位からのヒアリング、質疑応答、書類を基に

調査を行ったものである。 

 

１．７ 工事概要 

 

      工事件名 市道４９４号線道路改修工事（土木工事） 

 

      工事場所 和光市新倉８丁目９番地先 

 

      発注者    和光市 

 

      担当課   和光市建設部道路安全課 
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請負業者・請負金額・工期 

      請負業者   （株）新倉造園土木 

            請負金額   28,350,000 円 

工   期   平成 20 年 9 月 30 日～平成 2１年 2月 27 日 

 

      工事概要 

 道路延長 L=228.0m 

 施工幅員 W=6m 

 土木   一式 

   運搬工  一式 

 車道舗装工 （密粒度 Ast＝ 5ｃｍ） 

 車道路盤工 （上層路盤工 t＝20cm 下層路盤工 t＝20cm） A＝1184.1m2 

 排水工    浸透自由勾配側溝 300×300L＝465m 

  浸透自由勾配側溝 300×500L＝3.2m 

  浸透自由勾配側溝 300×700L＝3.2m 

  ボックス暗渠     300×240L＝8.8m 

  ボックス暗渠     300×500L＝4.4m 

  集水桝         N＝４基 

  

      進捗率     約 75 ％ （平成 21 年 1月 20 日現在） 
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第２章 技術調査の業務内容 

 

２．１ 計 画 

（１） 和光市における道路整備計画について 

和光市では平成 18 年度に「和光市道路整備実施計画」を作成し、平成 43 年度までの

道路整備計画をまとめている。この計画は道路評価市民委員会での議論を踏まえ、次の2

つの視点を重視している。 

① 市民の視点を考慮した優先順位の設定 

② 狭あい道路の解消に係る取り組み 

ここでは市民の視点を重視した道路整備を進めていくという姿勢が明確である。 

（２） 今回の道路改修工事の必要性 

今回の対象工事は、上記の道路整備計画とは直接関係なく、主として住民からの要望

により実施した。従来は、砂利道に防塵のためにアスファルト乳剤を撒いた程度の道路で

あった。今回の改修対象道路は、和光市のアグリパーク市民農園等に隣接する道路で、

交通量は少ないものの、これを利用する住民に広く活用される。その意味では、適切な改

修工事と判断する。 

一般に道路改修は、道路パトロール（原則 2 週間に１回）による道路状況調査や住民か

らの要望を総合して優先順位を決定している。住民からの要望窓口としては、市民相談室

や道路安全課への直接連絡とがあり、原則として、要望があった道路については、必ず調

査を実施している。適切な配慮と判断する。 

しかし、道路改修の優先順位を決定するための基準を明示したものがなく、説明責任と

いう観点からは、やや不十分である。道路改修予算は限られるため、今後は道路改修の

基準を明確化することが望ましい。 

（３） 今回の道路改修工事までの手順 

 今回の道路改修計画は平成 18 年度の計画があり、平成 19 年度の予算処置により設計

委託業務が発注された。その設計を受けて、平成20年度の予算処置により今回の改修工

事が発注された。手続きとしては、適切と判断する。 

（４） 今回の道路改修修工事に至る調査・試験について 

今回の道路改修工事では、和光市による舗装の最低条件（舗装5cm、上層路盤20cm、

下層路盤 20cm）であるため、舗装設計に必要な調査（交通量等）や試験（路盤等の土質

試験）は、特に実施していない。 

 

２．２ 設 計 

（１） 道路改修設計 

今回の道路設計は、平成 19 年度に業者に委託して設計している。通常の設計は委託



 5 

することが多いが、緊急時等には道路安全課で設計を実施することもある。今回の工事は

計画に則った工事であるため、適切な設計業務委託である。 

（２） 工期設定 

今回の道路改修の工期は、これまでの実績をもとに決めている。しかし、今回は周辺農

地との境界設定に時間がかかりそうなために、全体契約工期約 5 ヶ月のうち、約 1 ヵ月は

余裕をみて工期を定めた。実際には、側溝の製品納期遅れのために乗り込みが 20日程

度遅れ、現在でも 10 日程度遅れている。しかし、最終工期には十分間に合う予定である。 

本来、請負業者が作成する実施工程でも、当初から余裕を明確にした工程であることが

望ましい。しかし、今回の実施工程では各作業内に余裕を含んだ工程となっており、余裕

時期が明確でない。このため現場乗り込み時期が大幅に遅れ、実施工程は最初から現実

と合わない工程となっている。これでは、適切な工程管理が行えない恐れがあり、今後は、

実施工程についても請負業者との情報交換を密にして、適切な実施工程を作成させるこ

とが望ましい。 

（３） 付帯設備及び埋戻土 

今回の道路付帯設備としては、浸透自由勾配側溝と集水桝等がある。特に前者の浸透

自由勾配側溝は、道路周囲が農地であることから、できるだけ雨水を周辺地盤に戻すとい

う配慮であり、適切な設計である。 

また、今回の道路の側溝周囲は、底盤や農地側の埋戻土は、改良土や客土を購入し

て使っている。客土は通常のローム層であるが、周囲の建設工事からの適切な廃土がな

かったために購入土を使用した。適切な対応と判断する。 

（４） 特記仕様書 

今回の工事の特記仕様書は、環境配慮事項、濁水処理事項、建設リサイクル法に係る

仕様書の 3 つからなっている。これらは和光市としての建設工事を実施するときに、通常

使われる特記仕様書とのことであるが、いずれも社会情勢を考慮した適切な仕様書であ

る。 

 

２．３ 工事監理 

（１） 工事監督員及び工事打合せ 

道路安全課では、工事ごとに監督員を定めて請負業者に通知し、工事監理を実施して

いる。今回の工事でも監督員通知書が適切に発行されていることを確認した。 

請負業者との打合せは、定例ではなく、随時実施している。さらに 10 日ごとにまとめた

「工事旬報及び保安設備確認票」の提出を受けて監理している。これら旬報には、作業の

内容、保安設備等の数などが記載されていることを確認した。 

（２） 設計変更及び軽微な変更協議 

今回の工事は、側溝が浸透自由勾配側溝であり、本来基礎コンクリートは不要であるが、
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今回の積算では基礎コンクリートを打設する計画となっていた。そのために、その部分のコ

ンクリート量が少なくなり減額となる。今後、その設計変更が行われる予定である。また、設

計変更については、手順、帳票とも適切に定められていることを確認した。 

軽微な変更協議は、随時の打合せが実施されている。これらは工事記録に残しており、

一例として記録簿を確認して、適切に発注者に軽微な変更協議および報告が行われてい

ることを確認した。 

 

２．４ 積  算 

  積算基準については、単価の決め方として以下の優先順で決めていることを確認した。 

①埼玉県土木工事標準積算基準書 

②積算刊行物（物価版、積算資料等） 

③見積り（原則 3社見積） 

このうち、見積りによる工事費の積算例について、グレーチング（溝蓋）について確認し

た結果、３社見積を適切に行っており、その最低価格を採用していることを確認した。積算

書を確認した範囲では、適切な対応が行われている。 

また、従来の道路改修の一般的な１平方メール当たりの単価についても確認したが、今

回の工事では特に比較はしていない。今後、できるだけ単価比較を行うと、大きな積算ミス

等があった場合にも気づきやすいので、実施することが望ましい。 

 

２．５ 入 札 

和光市の入札方式は、工事では 1 千万円以上でダイレクト型一般競争入札（落札者の

み資格確認を行う事後審査方式）、1千万円未満で4社以上の指名競争入札となっている。

一方業務委託は、入札金額によって細かく分かれているが、今回工事の設計業務委託は

130万円以上 2千万円未満で 4社以上の指名競争入札となっている。 

以上の規定に基づくと、道路改修工事はダイレクト型一般競争入札、設計業務委託は4

社指名競争入札となっており、いずれも適切な入札方式で実施されたことを確認した。ま

た、入札者の資格も工事公告時に細かく明示されている。 

入札の結果、道路改修工事は8社入札で落札率は96％、設計委託業務は4社入札で

落札率は 91％となっている。 

支払い条件のうち、請負金額 500 万円以上、工期 90 日以上の工事では前払い金を

40％以内で支払うことになっており、今回の工事でも支払われた。残りは竣工時の支払と

なる。保証金は、和光市での工事実績がある業者の場合は免除されている。 

 

２．６  施工管理 

（１） 工程管理 
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工程は、前述したように現在のところ10日程度遅れている。乗り込み時に側溝製品が受

注生産だったため納期が遅れたことが主因である。これらの工期の遅れは、随時行われる

打合せで報告している。最終的な工期は十分に間に合う予定である。 

また、実施工程は、当初の乗り込み遅れにもかかわらず、当初工程計画のまま管理を

行っており、やや実態と離れた工程管理となっている。今後は、乗り込み時に適切な実施

工程の修正を行い、実態に合った工程管理を実施することが望ましい。 

（２） 安全管理 

安全管理体制は、施工計画書により、適切な安全管理組織が明示されている。日常の

安全管理活動については、KY 活動（危険予知活動）や新規入場者教育等適切な活動を

行っている。記録は作業日報に残しているとのことであるが、実際の記録は未確認であ

る。 

 その他、工事現場はきれいに清掃されており、これまでのところ無事故であることから、適

切な安全管理が行われていると推定できる。 

（３） 品質管理及び各種試験 

使用材料は、事前に承諾書によって市の承諾を受けることになっている。現場での納入

時の立会は、サンプリングによって行い、写真等によって記録している。各種材料の品質

証明書も確認し、適切に管理されている。 

試験としては下層路盤で砂置換による密度試験を実施したが、まだ最終結果は出てい

ない。また、上層路盤についても、今後同様な試験を実施する予定である。 

（４） 工事写真 

工事写真は、いくつかの記録写真を確認したが、いずれも日付の記載がない。特に黒

板を入れた工事写真については、検査記録ともなるため、今後はすべてについて日付を

入れて撮影することが望ましい。 

（５） 出来形管理 

施工計画書の出来形管理基準において各種構造物の基準高さ、幅、高さ、延長につ

いて規格値が定められている。しかし、規格値がすべて１桁大きな値（本来 5mm であるべ

き規格値が 50mm と記述されている等）となっている。早急に出来形基準の規格値を正し

い値に修正して、最終の出来高確認時には間違わないようにする必要がある。 

（６） 産業廃棄物管理 

今回の現場では、特記仕様書に定められている舗装切断時に発生する濁水の処理に

ついて、適切な処理が行われていることを写真によって確認した。 

再生資源利用計画書では、搬入についてはアスファルト混合物、土砂、採石等適切な

記載がある。一方、搬出計画ではアスファルト・コンクリート塊はあるが、建設発生土につい

ては記載が漏れている。早急に修正して、正し計画書とする必要がある。 

マニフェストから、アスファルトがらについて適切な処分が実施されていることを確認し
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た。 

（７） その他管理項目 

その他管理項目としては、下記の項目を調査したが、いずれも適切な管理をしているこ

とを確認した。 

   ・低騒音・低振動型機械の使用 

   ・軽油 JIS 規格（規定のスタンド利用） 

   ・過積載の防止（目視） 

   ・アイドリングストップ 

（８） 現場掲示物 

工事掲示物としては、発注者、受注者、工事名、工期、場所等を記載した掲示物を確

認した。 
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第３章 総合評価 

今回の工事調査で、特に大きな指摘すべき事項はない。しかし、今後の課題として、以

下の点に配慮し工事を進められたい。 

 

（１） 道路改修計画については、住民からの要望、道路パトロール等による道路の損傷

度等を総合的に判断して実施している。しかし、明文化したものがなく、説明責任と

いう観点からは、今後道路改修の基準を明確することが望ましい。 

（２） 工程計画については、当初から遅れることが見込まれた場合には、実施工程で適

切に計画を見直すことが望ましい。 

（３） 今回の道路改修工事においては、一般的な１平方メール当たりの工事単価とは特

に比較していない。今後、できるだけ単価比較を行うと、大きな積算ミス等があった

場合にも気づきやすいので、実施することが望ましい。 

（４） 施工計画書の出来形管理基準において各種構造物の基準高さ、幅、高さ、延長に

ついて規格値が定められているが、規格値が１桁大きな値となっている。早急に規

格値を正しい値に修正して、最終の出来高確認時には間違わないようにする必要

がある。 

（５） 工事記録写真は、いくつかの写真を確認したが、いずれも日付の記載がない。特に

黒板を入れた工事写真については、検査記録ともなるため、今後はすべてについ

て日付を入れて撮影することが望ましい。 

（６） 再生資源利用計画書では、搬入についてはアスファルト混合物、土砂、採石等適

切な記載がある。一方、搬出計画ではアスファルト・コンクリート塊はあるが、建設発

生土については記載が漏れている。早急に修正して、正しい計画書とする必要があ

る。 

 

 今回の工事は、現在まで若干工程が遅れているが、今後とも工事完成に向けて、無事故、

無災害で完成されることを期待する。 

 

 

 

むすび 

 おわりに、今回の工事技術調査はサンプリング調査によって実施したものであるが、総合

評価に示した事項については十分配慮されることを要望する。 


