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地方自治法第１９９条第５項の規定に基づく監査を執行したので、同条

第９項の規定により、その結果を次のとおり公表します。
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１ 監査の対象

（仮称）上谷津公園整備工事

２ 監査実施期日

平成 30 年 2 月 5 日

３ 監査の方法

工事技術に関する専門的知識を必要とするため、「公益社団法人 日本技術士

会」に委託を行い、書類調査、関係職員及び設計工事関係者からの事情聴取、

現地調査により、監査を実施した。

４ 監査の結果

監査の結果、当該工事は適正に執行されたものと認められ、特に問題点とし

て提起する事項は見受けられなかった。なお、技術士の報告書には、参考とな

る所見が記載されているので、今後の工事において十分に活用されたい。
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１

まえがき

本工事技術調査報告書は、和光市監査委員の要請に基づき、表記工事に対し、主とし

て技術的側面についての調査を実施し、その適否、或いは問題点の把握分析を行い、必

要に応じ改善案を提示し、以って工事監査参考資料として作成したものである。

§１ 一般事項

１．調査目的

本工事技術調査報告書は、地方自治法第１９９条第５項(定期監査)の規定及び和光市

の工事監査に係る技術調査委託仕様書に基づき、技術専門的な立場から、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施工出来形等に

関する事項、なら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

関連業務等に関する事項に対して調査を実施し、これら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、必要な助言等を行うことを目的とした。

２．調査実施日

平成３０年２月５日（月）

３．調査場所

和光市庁舎６０２会議室、現地工事箇所

４．調査方法

調査は、以下の手順により、工事関係者からの説明と質疑応答を交えて実施した。

①主管課による工事概要等の説明聴取

②設計図書（基本計画、設計図、積算書、仕様書等）の閲覧

③工事請負契約書、主任技術者及び現場代理人選任届、その他契約書添付書類の

閲覧

④工事監理状況の確認

⑤施工管理状況の確認

⑥現場出来形の確認

⑦工事記録写真の確認

⑧現場施工状況の確認
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５．工事監査当日の日程

時 間 内 容

２月５日（月）

午前 ９時００分

午前 ９時３０分

１０時００分

１０時３０分

１０時４０分

１２時００分

技術士・監査委員打ち合わせ

～午前の部～

（市庁舎６０２会議室）

工事監査【午前の部】

監査委員開会挨拶

技術士紹介・挨拶

出席者自己紹介

監査当日のスケジュール説明

入札・工事契約の質疑（財務課）

休憩

工事概要、工事設計、工事施工等の質疑（都市整備課）

午後 １時０５分

１時２５分

１時３０分

２時００分

２時２０分

３時００分

３時４０分

３時５０分

～午後の部～

（現地工事箇所及び工事建設事務所）

市役所出発

現地到着

工事監査【午後の部】

現地工事箇所での調査及び質疑（都市整備課及び工事施工業者）

現地出発

市役所到着

工事施工監理等の質疑

講評案作成

技術士による監査講評

講話[文系出身者に対する土木技術者への再教育]

講評に対する返礼（建設部長）

代表監査委員挨拶

監査終了
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§２ 工事概要
１）工事件名 （仮称）上谷津公園整備工事

２）工事場所 和光市新倉１丁目地内

３）担当部署 和光市建設部 都市整備課

４）工 期 平成２９年１０月４日～平成３０年３月１６日

５）設計金額 ５３，５３５，０００円 （税抜き）

６）落札額 ４７，５００，０００円 （税抜き）

７）契約金額 ５１，３００，０００円 （消費税相当額 ３，８００，０００円）

８）請負業者 （株）新倉造園土木

９）工事進捗率 平成２９年１月３１日現在６６％ （当初予定 ６６％）

１０）工事概要

・公園整備工事（２,１０７ ｍ２）

・基盤整備

基地造成工事（切土工・盛土工・残土処理工）

擁壁工（コンクリート土留め）

構造物撤去工

・公園施設等撤去・移設工

既存樹木伐採工

発生材処分工

・植栽

植栽工（高木植栽工・中低木植栽工・地被類植栽工・芝張工・草花種子散布工）

・施設整備

給水設備工（水栓類取付工・散水設備工・本管取り出し工・給水管路工・舗装工）

雨水排水設備工（横断溝工・雨水排水管布設工・有孔排水管工・浸透トレンチ・雨水桝

工）

汚水排水設備工（汚水排水管布設工・汚水本管取付工・汚水桝工）

電気設備工（照明設備工・電線管路工）

園路広場整備工（アスファルト舗装工・ブロック工・コンクリート舗装・擬石平板ブロック

工・ダスト舗装・園路縁石工・区画線工・階段工）

修景施設整備工（花壇工）

遊戯施設整備工（遊具組立工）

サービス施設整備工（時計工・水飲み場工・ベンチ・スツール工・制札板工）

管理施設整備工（柵工・車止め工・園名板工）

建築施設整備工（シェルター工・便所工）

・作業土木（床堀・埋戻し）

・仮設工（交通誘導警備員）
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§３ 所 見

技術調査を実施するに当たって、事業の各段階における着目点を設定し、その項目に従っ

て調査を実施した。よって所見もその項目毎に記述する。

１．事業の背景及び基本計画

次の３項目の着目点について確認し、評価した。

１）上位計画との関連性は明確か。

２）地域住民の事業に対する理解は得られているか。

３）事業の工期設定は適切か。

[所見]

上記の項目毎に所見を述べる。

１）和光市の上位計画との関連性

(1)上位計画との関連

①第四次和光市総合振興計画基本構想（2011～2020）

第四次和光市総合振興計画基本構想（2011～2020）では、和光市の将来都市像として

「みんなでつくる快適環境都市わこう」を掲げ、これを最終目標にした施策の体系図が作成さ

れている。

施策の体系図には４項目の基本目標が設定されている。そのなかに、都市基盤に関する

目標として「快適で暮らしやすいまち」が設定されており、さらにその基本施策として「憩いと

交流のための公園整備と管理」が設定されている。

今回技術調査の対象となった公園整備工事は、このなかの「施策９：計画的な公園の整備

と維持管理の充実」に位置づけられている。

②和光市都市計画マスタープラン改訂版（平成２６年３月）

「施策９」を受けて和光市都市計画マスタープラン改訂版（平成２６年３月）では、「将来の

全体都市計画」において、計画地前面の越戸川が主要緑地となっており、市街地と基幹的

なオープンスペースである荒川沿いの農地ゾーンとを結ぶ緑の軸として整備し、緑化を図る

ことや、まちづくり方針においても越戸川の多自然化散策路の整備が謳われている。

③数値目標

具体的な数値目標としては、平成２４年度３月の時点で埼玉県平均の１人当たりの公園面

積が 6.6ｍ２/人であるのに対し、和光市では、市民 1人当たりの公園面積が４．１ｍ２/人であ

る。和光市は人口増加の傾向があり、緑の保全にとどまらず、緑の創出に取り組むことが必

要として、本工事が計画されている。
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（2）本事業の背景と概要

本工事の施工場所に近接する位置に、以前「上谷津児童遊園地」が存在していた。しか

し、借地であったため、借地期限の到来とともに地主に返還された。その結果、この周辺から

街区公園が無くなったため市長への手紙による公園設置に関する要望が多数発生し、本事

業を行うことになった。

公園の計画立案に関しては、住民参加のワークショップを合計４回実施し、検討を行って

いる。計画案は、４回のワークショップによりまとめられた５案に中から、投票によって１案を選

定した。

（評価）

以上より、本工事は、上位の計画と十分に整合していると判断する。

２)住民の理解

①合計４回のワークショップ結果を設計コンセプトに反映している。このため住民の理解は

十分に得られた状態で、設計がなされ、工事が進められている。

②工事着工前には近隣の民家にビラによる広報を行っている。

③当該地域は住宅街であるが、施工に関する苦情は現在までないとのとことである。

④家屋調査については、近隣の住民はワークショップで工事内容を理解しており、工事に

よる家屋への影響が殆どないとの判断のもとに行っていないとのことである。

(評価)

以上のことから、住民の理解や協力を得ながら工事が進められていると判断する。

３）事業の工期設定

契約工期は、平成２９年１０月４日～平成３０年３月１６日である。

工事出来高を金額換算した進捗率は、平成３０年１月３１日現在、当初予定６６％に対し、

実績６６％である。

現在の施工状況は、クリティカルパスに影響を及ぼす給排水管や電線管の埋設管工事は

予定通り終了している。残工事としては芝張り工があるが、今後、降雪がなければ、予定工

期内に完了する状況にある。

(評価)

以上より工期の設定は適切であると判断する。

２．計画及び設計

次の４項目の着目点について確認し、評価した。

1)事業目的に適合した設計になっているか。

２)経済性・環境保全に関する検討はなされているか。

３)設計図面、その他の設計資料は適確に作成されているか。
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４）関連法規、設計基準等の整備状況及び運用は適切か。

[所見]

上記の項目毎に所見を述べる。

１）事業目的との適合性

(1)設計コンセプト

設計に際し、平成２８年１０月２２日（土）～２９年１月１４日（土）にかけて全４回のワークショ

ップを行い、広く市民から意見を取り入れて設計を行っている。ワークショップの最終決定案

をもとにコンセプトが決定された。その結果、コンセプトは「キャッチフレーズ」という言葉に置

き換え、工夫した点は「イチオシポイント」および「おすすめメモ」とし、「ルール」についても設

定した。その結果を表－１に示す。

表－１ 設計コンセプト

(2)ゾーンニングと動線

本公園は次の５つのゾーンに区分され、動線が設定されている。

①南側入口ゾーン

敷地南側の市道２３６号線からの入口と広場である。市道は幅員が狭い上にカーブがきつ

く、かつ住宅地の擁壁により見通しが悪い。そのため入り口部の混乱を避け、安全性を確保

するために、敷地境界と公園入口の間に幅１．０ｍの余裕空間を設けている。駐輪場は18台

程度のスペースを確保している。

②北側入り口ゾーン

敷地北側で越戸川遊歩道からの入り口と、斜面部である。遊歩道と敷地平坦部とのレベ

ル差は約２．５ｍで階段が設置されている。

キャッチフレーズ

お散歩コースのある公園

木の温もりと安らげる空間

緑の中でランランパーク！

夢と安らぎの公園

イチオシポイント

散策路

おすすめメモ

木の温もりと木製遊具

子どもから高齢者が足を運ぶ

緑と川と安らぎがある

ルール

ボール遊び禁止
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なお、和光市公園及び公園施設等設置基準における 1 カ所以上の入口、入口の大きさ

（間口３．０ｍ、奥行き２．０ｍ以上）は確保されている。

③休憩と幼児遊びのゾーン

敷地中央に休憩施設を設置し、本公園のそばの休憩施設から親の目の届く範囲に幼児

遊びのゾーンを設置する。静的な活動空間となる。

④遊具ゾーン

主に小学生以上が対象となる遊具を設置する。広場空間ゾーンと共に動的な活動空間と

なる。

⑤広場空間

普段はかけっこや鬼ごっこ、散策等に利用できる。その他、災害時の消火訓練等のイベン

トにも活用できる多目的な空間である。

（3)設計内容

以上のコンセプトおよびゾーニングや動線を踏まえて設計された具体的な内容は、下記の

通りである。

・出入り口については、越戸川沿いからも出入りできるように２カ所設置する。

・公園から住宅への視線対策として境界に中木を列植する。

・火を使用するイベント対策として、一部ダスト舗装※とする。

また施設では住民からの要望に応える形で次のような内容となっている。

・駐輪場は自転車１８台駐輪できる広さとした。

・ベンチや砂場は、利用者の話し声が届かぬよう、民家から離して設置している。

・築山及び砂山は一体化している。

・時計は、住民からの要望により追加された。

・防災訓練用の広場が確保されている。

・夜間照明を設置する。ただし制御方法は運用後に検討する。

（評価）

本工事の計画及び設計は、コンセプトに沿って適切な内容となっていると判断する。

２）経済性及び環境保全に関する検討

(1)コストダウン

残土搬出を少なくするために、切土と盛土のバランスを考慮した造成計画としている。

(2)環境保全

緑化率は、都市緑地法施行規則９条による基準の８０%以上とした。降雨は、有孔管を通じ

て地下に浸透させる設計になっている。地下水の涵養は、緑地に潤いを与え、植物の育成

を活発化することが期待できる。

※用語説明[ダスト舗装]：石灰ダスト舗装のことで、石灰岩砕石を用いた舗装をいう。
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(3)維持管理

①発生するゴミは、ワークショップで“みんなで協力して拾う”ことを宣言している。

②サクラは基本的に剪定すると弱くなるため、できるだけ剪定しないことが望ましい。した

がって、道路に面しない場所を選定して植えている。

③芝生は、維持管理労力の少ない野芝を選定している。

(4)安全性

①公園内に死角場所が発生しないように、中低木植栽は必要最小限とし、芝生を主とした

見通しの良い空間の創出及び配色を行っている。

②点字ブロックの配置や段差２cm の確保等、高齢者や視覚障害者及び肢体不自由者等

へのユニバーサルデザイン対応型舗装構造としている。

③火を使用するイベント対策として、一部ダスト舗装としている。

（評価）

以上より、基本的なコンセプトや内容は、住民と行ったワークショップから出された意見を

基に、設計が行われている。その結果、外部経済を含めた経済性に関する検討は幅広く行

われており、優れた設計になっていると評価する。

３）設計図面、その他の設計資料

(1)設計図面

平面、断面、各部詳細図等を確認したが、必要なものが網羅されていた。また内容も具体

的かつ詳細に記述されていることを確認した。

（評価）

設計図面、その他設計資料は適切に作成され、整備されていると判断する。

４）設計技術基準等運用状況

下記を採用していることを確認した。

・都市公園標準技術解説書 平成２８年度版 （一）日本公園緑地協会

・都市公園における遊具の安全確保に関する指針 [改訂版] （一）日本公園施設業協会

・遊具の安全に関する基準 平成２６年６月 （一）日本公園施設業協会

･高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法） 平成１８年６月

国土交通省

・移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 平成１８

年１２月 国土交通省

・都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン[改訂版]平成２４年３月 国土交通省

・埼玉県「福祉のまちづくり条例 設計ガイドブック」 平成１７年 3月

・和光市「公園及び公園施設等設置基準」平成２２年６月

・国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第２版）－「別編：子

どもが利用する可能性のある健康器具系施設」，平成 26 年６月－

・一般社団法人 日本公園施設業協会「遊具の安全に関する基準」2014 年６月
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（評価）

以上より、主な工種の計画及び設計に関する適用基準は適切であると判断する。

３．積算

次の２項目の着目点について確認し、評価した。

1)適用した積算基準、及び算出根拠は明確か。

2)算定額は明確かつ適正か。

[所見]

１）積算基準等運用状況

①積算は、埼玉県土木工事標準積算基準書（工事編その１、その２，機械経費編，－平

成２８年１０月－に基づき、埼玉県土木工事設計単価表（平成２９年４月）に準拠して算

出されている。

②本工事は、和光市単独実施事業である。

③基準に掲載されていない製品単価は、市のルールに則り、物価版もしくは複数社から相

見積もりをとり、各社からヒアリングを行って実績等を確認のうえ最低価格のものを採用し

ている。

④内訳書から主要工種を抽出して確認したが、数量計算及び積算は詳細かつ適正に行

われていた。

（評価）

以上、積算については適切に実施されていると判断する。

公共工事の積算は、規定のコンピュータによる積算プログラムによって行われるのが通常で

ある。したがってアウトプットされた成果品は、大きな間違いがないかどうかという視点から、代

表的な項目や重要な項目を抽出して、単価や数量及び代価表の確認をする必要がある。この

点について調査時に担当者から説明を受けたが、迅速性に欠ける印象を受けた。今後の改

善点として頂きたい。

４．入札及び契約

次の２項目の着目点について確認し、評価した。

1)適正な入札方式が採られ、公正な評価がなされているか。

2)契約の条件が明示され、適切に契約されているか。

[所見]

上記についてまとめて所見を述べる。

１）入札方式

(1) ダイレクト型一般競争入札の採用



１０

ダイレクト型一般競争入札方式を採用している。この方式は、入札書提出後に、有効な範

囲内における最低価格提示者から順に入札参加者を審査して、適格の場合に落札者とする

方法による一定の資格要件を定めて行う一般競争入札をいう。

本工事は、設計金額が５３，５３５，０００円（税抜き）であるため、B級工事（３千万円以上、

１億円以下)に該当する。

参加資格要件は、格付け総合点数要件が B級であること（和光市の業者の場合C級も可

能としている）、登録事業所及び本店の地域要件を満たす者であること、工事実績要件等を

満たす者であること等が規定されている。

(2)設計金額及び予定価格の公表

「和光市一般競争入札結果等の公表要綱」にて、設計金額は事前公表、予定価格は事後

公表と定められており、これに従って実施されている。

(3)低入札価格調査制度の採用

低入札価格調査制度とは、発注者が定める予定価格（又は設計金額）に比べて著しく低

い入札価格を提示した者について、その者を落札者とすることが適切かどうかについて調査

を行うものである。この制度の目的は、入札において不適切なダンピング受注を排除し、公

共調達の品質確保を図ることとしている。

当工事の低入札価格調査基準価格は、４７，７３２，７０９円に設定されていたため、本工事

も調査対象となり、平成２９年１０月３日に低入札価格調査委員会が開催された。その結果、

工事入札金額内訳のなかで、交通誘導員の金額が著しく低いことが明らかになったが、現

場監督員が適切に指導していくことで、「履行可能」と判断され、契約に至った。

(4)電子入札

埼玉県電子入札共同システムによる入札制度を実施している。その目的は透明性・公正

性・公平性の確保及び利便性の向上を目的としている。その波及効果として、談合の防止も

図られているとの説明があった。

以上の説明があり、質疑応答から公共調達に関しては、できるだけ合理的に受注業者を

決定しようとする姿勢が感じられた。

２）入札状況

６社による競争入札の結果、最低価格の(株)新倉土造園木が４７，５００，０００円で落札し

た。設計金額に対する落札率は、８８．７％であった。

（評価）

以上のような説明を踏まえて、契約関係書類として、契約書、現場代理人・主任技術者選

任届、工程表等を確認したが、いずれも適正な内容であった。

よって、入札契約に関する諸手続は問題ないと判断する。
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５．工事監理及び施工管理

次の５項目の着目点について確認し、評価した。

1) 工事監理は適切に行われているか。

2) 施工は設計に準拠して適正に実施されているか。

3) 施工計画は適正に作成されているか。

4) 施工管理（工程管理、品質管理、出来形管理、安全管理）は適切に行われているか。

5) 工事記録写真は施工順序に従い適切に整理されているか。

[所見]

上記の項目毎に所見を述べる。

１）工事監理

質疑を通して、和光市の担当者の応答内容は的確であり、工事内容をよく把握しており、

また元請けに対する監督指導を適切に行っているという印象を受けた。

２）設計への準拠

施工場所全体を目視にて確認したが、設計に準拠して適正に工事が進められていた。

施工中であったが、地形及び地盤高さの変化に対して丁張りをかけ、精度良く施工してい

ることを確認した。

３）施工計画

施工計画書は、工程表や安全管理計画、出来形管理基準値表等の必要事項が整理され

ていた。

また施工計画図と説明文が適切に組み合わせて編集されており、第三者が見ても非常に

分かりやすく作成されていた。

４）施工管理

(1) 施工体制

(株)新倉造園土木が元請会社で、一次下請け会社として未来都建設(株)他が施工に当た

っていた。元請けの現場組織図や下請けの施工体系表では、全員の氏名と担当が整理さ

れていた。また作業員名簿、有資格者名簿、緊急時連絡組織表等も整備されていた。

(2)施工サイクル及び安全管理

①午前８時００分に朝礼及び作業指示・安全指示を行った後、作業を開始し、夕方５時に

終了というサイクルで施工が進められていた。翌日の作業打ち合わせは、午後１２時５０

分に行っていた。作業終了後には現場代理人等による巡回を行って場内の整備状況

や安全の確認を行っていた。

②作業打ち合わせと安全指示及びKY活動は、朝礼時に行い、口頭と書面にて元請けか

ら下請けへの指示が行われていた。これらの指示書は、元請と下請けが互いに署名を

交わしており、責任の所在の明確化が図られていることを確認した。
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以上の作業打ち合わせ簿や安全指示書等を確認したがよく整備されており、日々の施

工サイクルが適正に管理されていると判断された。

③安全協議会は定期的に実施されていた。また作業所交通安全委員会も実施されてい

た。これらの安全関係の組織は整備されていることを確認したが、社内本社からの社長を

はじめとする経営陣による安全及び品質検査は、実施されていないとのことであった。

是非、経営者も施工期間中に現場の施工状況の視察を行うよう改善して頂きたい。

④現場の安全管理については、標識、バリケード、片付け、資機材の整理整頓、作業員

の服装、合図、交通誘導員の配置等は問題がなかった。

⑤重機の点検は、始業前に実施していた。

⑥吊り荷ワイヤーの管理は、毎月はじめに 1 回点検し、点検が完了したワイヤーには、電

工テープでその月の色を巻いていた。例えば、1 月,５月,９月は緑色、２月,６月,１０月は

黄色、３月,７月,１１月は赤色、４月,８月,１２月は白色としていた。

(3)品質及び出来形管理

造園工事は土工事と公園施設が主体である。したがって出来形管理が重要になるが、測

量や寸法管理は精密に行われていた。

また、資材の品質管理に関する各種書類を確認したが、整備されていた。

完了した工事の出来形は工事写真により確認したが、設計に準拠して施工されていた。

(4)工程管理

全体工程は、バーチャート及び進捗度バナナ曲線により管理がなされていた。予定進捗

率６６％に対して実績が６６％で、予定通り工事が進んでいるとのことであった。

５）工事写真

着工時から現在行っている作業に至るまで、時系列的に工事写真が整理されていた。

また、埋め戻し等により目視できなくなる箇所の出来形管理についても、写真による記録

がなされていることを確認した。

（評価）

以上より工事監理及び施工管理は、様々な工夫を施しながら、適正に行われていると判断

する。
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むすび

１） 技術調査全体の総括

細部にわたっていくつかの要望事項を提起しましたが重大な問題は見あたらず、全体的

には、良好な監理運営により工事が進められているという印象を受けました。

したがって、本調査では改善に関する大きな指摘事項はありませんが、今後更に質の高

い行政運営を行って頂くために、研究課題として下記を提案致します。

２) 今後の研究課題について

(1) “新しい公共「官民協働」”への取り組み

従来は、発注者である自治体が計画設計を行い、これを施工会社に請け負わせて工事を

完成させ、住民が供用するという形をとっていました。しかし、最近は、”新しい公共”のあり方

として、住民の意見を生かした政策を行う「官民協働」という手法がとられるようにな

ってきました。

和光市で実施された本工事は、計画段階からワークショップを行い、住民との協働状態で

作業を進めており、まさにこの「官民協働」を実施していることになります。

（2）「官民協働」に関する論文発表

本工事の「設計コンセプト」は、「住民参加のワークショップ」で出された意見に基づいて構

築されています。

このことは、和光市の担当部署の高い能力と熱意のたまものであると高く評価します。

さらにワークショップの成否は、ファシリテータの能力に依存することが多いといわれていま

す。ワークショップで設計コンセプトまで構築できたということは、優れたノウハウを有するファ

シリテータが担当されたことと推察致します。

いま全国で、公共事業を官民協働で進めようという動きが盛んになっています。是非この

ワークショップで得られたノウハウを、土木学会全国大会等にて発表して頂きたいと思いま

す。とくに工事が終わった後では、関係資料が散逸してしまいます。したがって後で書くとい

うことは難しくなります。

学協会に論文発表しておくと、全国の自治体が同様の協働事業を計画する場合、既発表

の論文を検索することになり、ノウハウの普及に繋がることが期待できます。また本人の技術

者としての貴重な足跡を残すとともに技術力の向上につながります。

最後に、当日の工事技術調査に対し、熱心にご協力頂いた担当部課各位に深く感謝申し

上げます。

以上


