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１ 工事内容説明者

調査出席者

企画総務部 管財課  次長兼課長            加藤 雅人

   〃     〃  係長                苅谷 有我 

 都市建設部 建築指導課  課長              阿部 匡

   〃     〃    係長              横山  貴一 

     〃      〃    技術主査            光崎 憲   

     〃      〃    技師              二宮 将彦

企画総務部 契約経理課  契約第一係長          廣瀬 暁子

工事請負者

     大日本・天龍・協和・足立特定建設工事共同企業体 

大日本土木株式会社 ：  建築工事部担当部長         野村 章雄

大日本土木株式会社 ： 現場代理人（監理技術者） 中井 正博

２ 工事概要

(1) 工事場所 ：各務原市那加桜町１丁目 69 番地地内 

(2) 工事背景

耐震性に問題がある本庁舎について、拠点庁舎として十分な耐震性の確保及び本庁舎が

抱える様々な課題の解決を図るため、新庁舎を建設する。

ア 工事内容

敷地面積：12,467.56 ㎡

建築面積：4,195.53 ㎡

床面積：16,802.69 ㎡

高層棟：鉄筋コンクリート造（免震構造）、地下 1階地上 7階

低層棟：鉄骨造(鉄骨造)、地上 2階

付属棟：鉄骨造、鉄筋コンクリート造、全て平屋

  （駐車場上屋、車寄せ上屋、駐輪場、バイク駐車場、ゴミ置場棟）

基礎地業：直接基礎(格子状地盤改良)

イ 基本方針

新庁舎は建て替え手順及び経済性を考慮し、高層棟と低層棟の 2 棟で計画する。

高層棟は「免震構造」（耐震安全性の目標：Ⅰ類相当）とし、災害時に災害対策活動拠点

としての機能を発揮し、継続して庁舎機能が維持できるようにする。

低層棟は「耐震構造」（耐震安全性の目標：Ⅱ類）とする。
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部　位 分 類 耐　震　安　全　性　の　目　標

Ⅰ類
　大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標
とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。

Ⅱ類
　大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できること

を目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られるものとする。

Ⅲ類
　大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低
下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られるものとする。

構 造 体

ウ 構造計画概要

高層棟（設計図書参照）

構造形式：免震構造（地下 1 階柱頭での中間階免震）

構造種別：鉄筋コンクリート造

プレストレストコンクリート造

架構形式：耐震壁付ラーメン構造

基礎形式：直接基礎（地盤改良）

低層棟（設計図書参照）

構造形式：耐震構造

構造種別：鉄骨造

架構形式：純ラーメン構造

基礎形式：直接基礎（地盤改良）

液状化対策

地質調査の結果から、地震時に支持層（GL-12.0m）から上の地盤に液状化が生じる

可能性があるため、基礎底（高層棟 GL-6.0m , 低層棟 GL-2.0m）から支持層までの

地盤を改良し、建物を安全に支持する。（設計図書参照）

免震装置

鉛プラグ入り積層ゴム支承を平面的にバランスよく配置する。（設計図書参照）

耐震性能

建築基準法で定められた「稀に発生する地震動」（震度５弱程度）、「極めて稀に発生

する地震動」（震度６強程度）に加えて、新庁舎への影響が大きいと想定される「南

海トラフ地震」「養 桑名  四日市断層帯地震」（震度６弱程度）に対して、構造体

に損傷が生じないことはもちろん、設備配管の破損、天井の落下、家具や什器の転

倒を生じないようにすることで、市庁舎としての機能維持が図られ継続利用を可能

とする。

(3) 工事請負業者

大日本・天龍・協和・足立特定建設工事共同企業体

【１回目不調 ２回目落札】 

「一般競争入札(３ＪＶ参加）、電子入札、入札後審査方式」 

(4) 設計会社・工事監理

 設  計：日本設計・大建設計・Meet’s設計工房設計共同企業体

 工事監理：日本設計・大建設計・Meet’s設計工房設計共同企業体
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(5) 事業費      

設計金額  6,676,641,400 円（税込み）

 請負金額  6,655,000,000 円（税込み）（うち 605,000,000 円 消費税及び地方消費税）

(6) 工事期間 

令和元年８月５日から令和４年 11 月 15 日まで

(7) 進捗状況 令和２年９月末日現在 

計画出来高 15.0 ％ 実施出来高 15.0 ％                  【計画どおり】

(8) 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）

また、本工事に任命されている監督員は４名体制で、総括・主任・一般の権限分担も記

載されており、適正であった。

総括監督員 都市建設部 建築指導課長        阿部 匡        

主任監督員    〃      〃  係長         横山  貴一          

一般監督員   〃      〃  技術主査      光崎 憲

一般監督員   〃      〃  技師        二宮 将彦

３ 調査所見

３－1 書類関係

(1) 地方自治法・金銭的保証制度として、履行保証制度の活用が図られている。

契約保証金について、契約約款どおりであり適正である。

※令和４年迄の総支払金額計：665,500,000 円

【東日本建設業保証株式会社 請負金額の 10％以上】

前払金保証について、契約約款どおりであり適正である。

      ※令和４年迄の総支払金額計：2,662,000,000 円

【東日本建設業保証株式会社 請負金額の 40％以内】

中間払金について、契約約款どおりであり適正である。

※令和４年迄の総支払金額計：1,011,560,000 円

                【東日本建設業保証株式会社 請負金額の 20％以内】

(2) 入札状況について

本工事は、「各務原市建設工事入札後審査方式一般競争入札実施要領」及び「各務原市

建設工事共同企業体取扱要綱」に基づき、一般競争入札に付する条件が示され、適正に

施行されていた。

「各務原市建設工事の請負契約に係る入札及び契約情報等の公表に関する要綱」、「各務 

原市電子入札運用基準」に基づき、電子入札にて実施されていた。
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・公告日      令和元年５月 10日  

・参加申請期間      令和元年５月 10日 ～ 令和元年７月 ２日

・登録確認通知      令和元年７月 ４日  

・入札書受付       令和元年７月 ５日 ～ 令和元年７月 11日

・開札日        令和元年７月 12日

本工事の入札への見積もり期間：令和元年５月 11 日～令和元年７月 11日

建設業法第20条第3項、建設業法施行令第6条第1項に規定された必要な見積期間（予

定価格 5000 万円以上は、（通知～応札期間 15 日以上））が確保されていた。

適正であった。 

(3) 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適正な指導がなされ購入掛金収納書を確認し、協力会社へ

の受払い現状を確認した。適正であった。

工事完了後は、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）を提出させること。

(4) 現場代理人、監理技術者・主任技術者等届

現場代理人、監理技術者、主任技術者等届は、資格証（写）等を提出させ、適正に整

備されていた。   

３－２ 積算・設計に関する書類

(1) 積算

① 数量算出について

1) 工事設計の数量算出は適正に算出作成されていた。

2) 設計内訳書の数量算出は、業務委託された日本設計・大建設計・Meet’s 設計工房設計

共同企業体によって、「公共建築工事積算基準」「建築数量積算基準」に準拠して作成し

ていた。

  ② 値入について

1)  「公共建築工事積算基準」及び「公共建築工事共通費積算基準」に準拠し、市販の「建 

築コスト情報」「建設物価」「建築施工単価」「積算資料」を使用し、また、「物価資料に

よらない場合」の原則として見積り業者数３社の徴取がなされ、比較を経て適正な「ス

ライド掛率」の設定を行い、各務原市採用単価として積算し「予定価格」を算出してい

た。本工事の掛率は、適正であると判断される。 
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【参考図書 その１】

基準等 制定又は監修 年版

ａ．共通

官庁施設の基本的性能基準 国土交通省 H25

官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 国土交通省 H25

官庁施設の総合耐震診断・改修基準 国土交通省 H 8

官庁施設の環境保全性基準 国土交通省 H23

官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 国土交通省 H18

公共建築工事積算基準 

公共建築数量積算基準

公共建築工事積算基準等資料

国土交通省

国土交通省

国土交通省

H29

H29

H31

公共建築工事共通費積算基準 国土交通省 H26

公共建築工事標準単価積算基準 国土交通省 H27

建築物解体工事共通仕様書 国土交通省 H24

建築工事における建設副産物管理マニュアル 国土交通省 H14

省エネルギー建築設計指針 国土交通省 S55

官庁営繕事業に係る電子納品

運用ガイドライン【営繕業務編】
国土交通省 H24

【参考図書 その２】

基準等 制定又は監修 年版

ｂ．建築

建築工事設計図書作成基準 国土交通省 H21

敷地調査共通仕様書 国土交通省 H24

公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 国土交通省 H25

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 国土交通省 H25

建築設計基準 国土交通省 H26

建築構造設計基準 国土交通省 H25

建築構造設計基準の資料 国土交通省 H27

建築工事標準詳細図 国土交通省 H22
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ｃ．建築積算

公共建築数量積算基準 国土交通省 H29

公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編） 国土交通省 H24

公共建築工事見積標準書式（建築工事編） 国土交通省 H24

【参考図書 その３】

基準等 制定又は監修 年版

ｄ．設備

建築設備計画基準 国土交通省 H27

建築設備設計基準 国土交通省 H27

建築設備工事設計図書作成基準 国土交通省 H21

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 国土交通省 H25

公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 国土交通省 H25

公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 国土交通省 H25

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 国土交通省 H25

公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 国土交通省 H25

公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）

排水再利用・雨水利用システム計画基準 国土交通省 H16

建築設備耐震設計・施工指針 国土交通省 H26

建築設備設計計算書作成の手引 国土交通省 H21

ｅ．設備積算

公共建築設備数量積算基準 国土交通省 H29

公共建築設備工事内訳書標準書式（設備工事編） 国土交通省 H24

公共建築工事見積書標準書式（設備工事編） 国土交通省 H24
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(2) 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正に作成整備され

ていた。設計内訳書の表紙に「適用年月日：平成 31 年４月１日」と記載し、積算時根拠

記述を明確に示していた。適正であった。

(3) 設計

① 計画

建築工事の計画通知関係書類、関連相互間の調整等については、関係者の意見を十分

に取り入れた計画である。適正に計画実施されていた。

② 設計

1) 設計会社からの関係書類

設計会社の設計技術者及び工事監理技術者などの関係書類は、整備されていた。

本工事は大規模建築工事であり、本設計の全ての設計担当者（構造担当者、電気設備

担当者、機械設備担当者等）の氏名と資格の写しを適正に書面にて提出させていた。

【設計コンセプト】

「市民の安全・安心な暮らしを支え みんなにやさしい庁舎」

・ 防災拠点の機能が果たせる庁舎

耐震性の確保／災害対策本部機能の整備／バックアップ機能の整備

・ 誰もが利用しやすい庁舎

窓口機能の整備／相談機能の整備／駐車場・駐輪場の整備／

移動しやすい空間の整備利用しやすい設備の整備／分かりやすい案内の整備

・ 市民に親しまれる庁舎

交流機能の整備／情報発信機能の整備／議会施設の整備

・ 経済性に配慮した環境にやさしい庁舎

省エネルギーへの対応／ライフサイクルコスト低減への対応

・ 機能的・効率的な庁舎

執務空間の整備／会議室等の整備／セキュリティ機能の整備

【設計方針】

「ものづくり」の活力と「おもてなし」の心で「まち」をつなぎ、市民の誇りになる新庁舎

・ 市民の安全・安心を支える堅牢さと、瞬時に災害対策拠点へ機能転換できる備えを併せ

持つ庁舎

災害対策の中枢となる高層棟は免震構造を採用し、自家発電設備等の設備を備えて

インフラ途絶時も庁舎機能を維持し、継続的な災害対応が可能な庁舎とします。

・ 全ての来庁者にとってわかりやすく見通しの良い単純明快な施設構成

市民の利用頻度が高い窓口を 1、2 階に集約し、全体が視認しやすい施設構成、分

かりやすいサイン、ゆとりのある通路幅等、ユニバーサルデザインに配慮した計画

とします。

・ けやき通りと那加メインロードに面した「おもてなし」の顔づくり

メイン通りに面して低層部に「かかみのフォーラム（仮称）」を整備し、内部の様子

がよく見え、親しみやすい庁舎の顔をつくります。けやき通りに面した低層棟には

市民ギャラリー併設カフェスペースを設け、にぎわいを創出します。
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・ 各務原市の自然を大いに活かした「各務原型環境建築」の実現

省エネルギー技術の導入と様々な環境負荷低減手法の採用により、一次エネルギー

消費量を一般庁舎と比べて約 51％の削減を目標とします。

・ 柔軟性・効率性・快適性を併せ持つ市民サービスや議会運営の要となる執務空間

執務ゾーンの形状を整形でひとつながりのオープンフロアとすることで将来的な組

織改編に対してもフレキシブルに対応できる庁舎とします。

【構造計画】

〇基本方針

新庁舎は建て替え手順および経済性を考慮し、高層棟と低層棟の 2 棟で計画します。

高層棟は「免震構造」（耐震安全性の目標：Ⅰ類相当）とし、災害時に災害対策活動

拠点としての機能を発揮し、継続して庁舎機能が維持できるようにします。

低層棟は「耐震構造」（耐震安全性の目標：Ⅱ類）とします。

【平面計画】

１階平面図

・「かかみの庭（仮称）」に面して高層棟の主出入口を配置し、総合案内やエレベーター、階

段、トイレを分かりやすい位置に計画する。

・エントランスホールや待合ロビーは、「かかみのフォーラム（仮称）」を構成する。  

・内部空間として、通りに面して配置することで外から中の人の動きが良く見える構成とす

る。

・1、2 階には、市民利用頻度の高い窓口、相談、案内機能を優先的に配置する。

２階平面図 

・執務室は 1 階と同様にオープンフロアとし、カウンターの見通しが良い構成とする。

・西側の共用スペースに多目的室を配置し、時期による臨時的な窓口の開設などが可能な計

画とする。 

・高層棟と低層棟は連絡通路（外部廊下）で接続し、来庁者の利便性に配慮する。

３階平面図

・市長室や行政執務機能を南側に配置する。

・更衣室、書庫、会議室等のサポートエリアを北側に配置する。

４階平面図 

・危機管理部門、情報管理部門、共用会議室を配置する。

・災害対策本部は共用会議室を転用し、事態の推移により拡張可能とすることで災害時にも

円滑な対応ができる計画とする。 

５階平面図

・南側に行政執務機能を配置する。

・更衣室、書庫、会議室等のサポートエリアを北側に配置する。

６階平面図 

・議場、議会運営に必要な諸室を集約して効率的でコンパクトな配置する。  

・傍聴席はバリアフリーとし、難聴の方が声を聴きやすくなる磁気ループを設置する

などユニバーサルデザインの議場を計画する。

・議場ロビーは市民に開かれた場所とし、議会を市民が身近に感じられる計画とする。

地階平面図

・免震構造に伴う地下空間を有効利用し、約 60台分の公用車駐車場とする。

・公用車駐車場は那加メインロードからスロープでアプローチする。
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◆電気設備概要

電気設備概要受変電設備

受電方式：6.6kV1 回線受電 屋内型キュービクル

一般電灯：900kVA

一般動力：800kVA

非常保安電灯：100kVA 

非常保安動力：300kVA

非常用発電設備

ガスタービン発電機 625kVA

燃料：軽油

稼働時間：168 時間

（1週間連続運転可能）

太陽光発電設備

多結晶シリコン太陽電池 100kW

パワーコンディショナー 100kW

幹線動力設備

動力 三相 3 線 200V

電灯 単相 3 線 200V/100V

照明設備

LED 照明器具

人感センサーおよび昼光制御センサー制御

雷保護設備

棟上導体方式（引下げ導体は構造体を利用）新 JIS レベル

保護レベル 保護効率(%)
最大雷撃電流
(kA)

最小雷撃電流
(kA)

雷撃距離(m)

Ⅰ 98 200 2.9 20
Ⅱ 95 150 5.4 30
Ⅲ 90 100 10.1 45
Ⅳ 80 100 15.7 60

自動火災報知機

GR 型受信機※（下説明参照）

※ GR 型受信機とは、R型受信機の機能と G型受信機の機能を併せもつもの

R 型受信機とは、火災信号、火災表示信号若しくは火災 情報信号をそれぞ

れ固有の信号として、又は、設備作動信号を共通若しくは固有の信号として

受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するもの。

G 型受信機とは、ガス漏れ信号を受信し、ガス漏れの発生 を防火対象物の

関係者に報知するもの。 

その他設備

構内交換設備、構内情報通信網設備、情報表示設備、映像音響設備、拡声設備、誘導

支援設備、テレビ共同受信設備、監視カメラ設備、入退室管理設備、駐車場管制設備
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◆空気設備概要

熱源設備

井水熱利用ヒートポンプ＋太陽熱・コジェネ排熱利用

ビル用マルチエアコン（EHP・GHP）

空調設備

除湿型（デシカント）外調機 + 床放射空調

全熱交換ユニット + ビルマル用室内機

換気設備

除湿型空調機による第一種換気方式（1・2 階執務室）

調湿型外気処理機による第一種換気方式（主要執務室）

全熱交換器による第一種換気方式（その他空調対象室）

排気ファンによる第三種換気方式（トイレ・倉庫等）

排煙設備

自然排煙

中央監視

PC 型中央監視装置 +BEMS-PC

◆給排水設備概要

上水給水設備

SUS 製受水槽 + 加圧給水ポンプユニット

雑用水給水設備

躯体利用水槽 + 加圧給水ポンプユニット

給湯設備

ガス給湯器（LP ガス利用）、貯湯式電気温水器

排水設備

屋内分流（汚水、雑排水、ドレン系、雨水系）方式

衛生器具設備

節水型衛生器具

消火設備

屋内消火栓設備、連結送水管設備、不活性ガス消火設備、泡消火設備、消火器

３－３ 施工に関する書類

(1) 関係諸官庁への届出

必要な諸手続は、適正に実施され、関連書類は整備・保存されていた。

(2) 工事カルテ

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

情報サービス）登録は行われており、関連書類は適正に保管・整備されていた。

本工事は、大規模建築工事であり、工事受注者の担当技術者が多く従事している。

個人の施工実績を証明するものであり、技術者インセンティブを図るためにも従事担

当技術者を登録しておくことが望ましい。
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(3) 施工体制台帳・施工体系図

施工体系図及び施工体制台帳は、施工途中であるが適正作成されている。

建設業法が、一部改訂され、令和 2年 10 月１日 より下記に示す内容が義務化された。

今後、建設業者への指導をお願いする。

【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ます。

○ 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項三、施行規則第 28 条）

令和 2年 10 月１日より、建設業法及び公共工事入札契約適正化法の一部改訂に伴い、建

設業法第 40 条（標識の掲示）の規定も変更されている。新法では、工事現場における下

請の建設業許可証の掲示義務が緩和された。従って、今後の掲示を各務原市として統一

周知させることが望ましい。また、施工体制台帳に「作業員名簿」の添付が義務化され

た。建設キャリアップシステム（ＣＣＵＳ）登録を促すことが必要となった。

国土交通省は社会保険加入の下請指導ガイドラインの改定案をまとめた。労働者単位

での加入確認を徹底。ＣＣＵＳの登録情報に基づき作成した作業員名簿で技能者一人一

人の加入状況を確認することを原則化する。

元請は下請に対し、下請と個人事業主（一人親方）との関係を記載した再下請負通知

書の提出を求め、施工体制台帳に反映させる。８月２９日まで意見を募り１０月１日に

適用する。 

 １０月１日施行の改正建設業法では、これまで任意だった作業員名簿を施工体制台帳

の書類の一つに位置付け、特定建設業者に対し作成と現場への備え置きを義務付ける。

これを契機に、国交省は「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を改正す

る。ＣＣＵＳに登録された情報を活用し、効果的に社会保険加入を確認・指導すること

を原則とする。 

 ガイドラインは元請が新規入場者を受け入れる際、作業員名簿で各作業員の社会保険

欄を確認するとしている。作業員一人一人の社会保険加入、未加入を効率的に確認する

方法として、ＣＣＵＳに登録された真正性の高い情報が活用できることをガイドライン

に明記。

この場合、社会保険の標準報酬決定通知書など関係書類のコピーなどによる確認が不

要となる。 

 一人親方は法令上、社会保険の加入義務がない。事業主のため働き方改革関連法に基

づく年次有給休暇の取得義務や、時間外労働の罰則付き上限規制なども適用されない。

このため本来雇用すべき技能者の一人親方化を図る動きがある。 

 ガイドラインでは個人事業主として下請と請負契約を結び雇用保険に加入していない
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作業員について、元請が下請に対し、個人事業主との関係を正しく記載した再下請負通

知書や請負契約書の提出を求める。

一人親方を記載した適切な施工体制台帳、施工体系図の作成することも加える。 

 このほか作業員の適切な保険加入が確認できない場合でも例外的に現場入場できる

「特段の理由」の具体的なケースを列挙。下請に対し、実態が雇用労働者の一人親方と

早期に雇用契約を締結し、適切な社会保険に加入させることを改めて規定する。

※『「外国人建設就労者受入事業に関する下請け指導ガイドライン」の改訂について（国土

建第 377 号・国土建整第 106 号：令和元年 12 月 23 日）』に「外国人建設就労者等建設現

場入場届出書」の添付書類が示されている。現に本工事も外国人労働者が就業しており、

管理徹底をお願いする。

「添付書類」

①建設特定技能受入計画認定書又は適正監理計画認定証

②パスポート

③在留カード

④受入企業と外国人建設就労者との間の雇用条件書

⑤建設キャリアアップシステムカード（登録義務のある者のみ）

(4) 全体工程表及出来高管理表

契約時及び施工計画作成時に実施工程表が、提出され整備されていた。

月報（月末作成）は、各工種部分構成率が計算され、出来高工程曲線を業者に作成さ

せ、工程と出来高の進捗管理がなされていた。

進捗管理の履行報告書は、適正に提出されていた。

本工事においては、実施工程、施工各部分構成率、出来高工程曲線とリンクされ、適

正な工程管理であった。また、打合せ記録も適正に整備されていた。

(5) 施工計画書

施工計画書は、工種別に、施工に合わせて順次提出させており、適切に作成させてい

た。

本工事の９月末現在、15.0％の出来高であるため、現在施工部一部であったが、提出

されている施工計画は、①総合施工計画書、②基礎工事（地盤改良）、③型枠工事、④

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事、⑤鉄筋工事、⑥免震工事等であり、適正であった。

今後、既存建物解体工事、防水工事、外装タイル工事、内装工事、金属製屋根工事、

木工事、金属製建具工事、ガラス工事、塗装工事、塗床工事、サイン工事、外装工事等

が作成提出される。受注者作成、工事監理者及び市職員監督員の適正な管理をお願いす

る。

(6) 写真管理

施工進捗にともなった、適正な管理状態であった。監査日の部分確認となった。
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サンプリングで全てを確認できていないが、提示された写真については、適正に整理

されていた。

(7) 検査および確認

監査日時点までの段階確認検査は、適正に実施され記録も整理されていた。

(8) 主要使用材料承諾願

現時点に於いての主要使用材料の承諾願いが適正に整理されていた。

使用資材（機材）一覧表は、工事請負者から監督員に提出され、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。

(9) 品質確認について

   設計図書に定める品質及び性能を有する証明する資料として、「材料承認願い（岐阜県

建設工事共通仕様書第２編材料編１－２）」に基づき、適正に提出させていた。

材料承認書が提出されていて、監査日においては、適切な管理状態であった。

① 今後の不可視される状況・材料写真は、所定方法で的確に撮影し、また、材料の規格

ラベル、シールなどが写真で読めるように途中に工事監理者の徹底確認をお願いする。

工事の品質管理状況は、書面から判断して特に問題は認められなかった。

② 免震装置（鉛プラグ入積層ゴム支承）を使用している。検査、品質証明等で適正な品

質材を使用しているとのことであるが、偽装等の社会問題もあり、市民の関心事でもあ

る。社会性を鑑み、市民に分かり易く説明責任（アカウンタビリティ）できる資料を整

理準備しておくことが望まれる。

(10) 工事監理

①  月報は的確に作成され、工事監督員の確認も適正になされていた。

毎週の定例会議（関係者・工事監督員・施工業者参加）が実施されていた。また、

打合せ議事録も適切な管理監督状態であった。

設計会社の監理技術者の関係書類は、適正に整備されていた。

また、総合定例会議を実施し適正な指示、指導がなされていた。

②  監理に関する書類

施工報告書は、適正に提出され監督員の承認があり適正であった。

各工種の検査記録については、サンプリング監査であり細部まで確認できなかった

が、工事監督員が立会い撮影し、適正な管理状況であった。

③  工事別検査事項関係書類

下記の段階確認検査等書類を確認した。適正であった。
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３－４ 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) 新規入場者記録、ＫＹ（危険予知）活動記録、など安全管理に対する書類の整備も

適正であった。

(3) 作業員への安全管理は、毎日のツールボックスミーティング及びＫＹ(危険予知)活

動記録で周知徹底がなされていた。連絡調整もスムーズになされていた。

３－５ 建設廃棄物処理及び残土に関する書類

(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、施工中で確認できなかったが「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」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。

(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、電子媒体にて提出させるよ

うして頂きたい。  

【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。
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４ 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、指導は適正に実施されていた。

(2) 現状の管理体制は適切であり、管理された状態であった。

(3) 品質管理については、書面及び現場から判断して特に問題は認められなかった。

管理は、良好であった。

(4) ＧＬ盤の仮設電気の分電盤への通路を確保すること。

 （点検、操作に際して足場筋交いで通行しにくい。）

【参考】

（電気機械器具等の使用前点検等）労働安全衛生規則第 352 条 

事業者は、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を

開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項

について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければならな

い。 

（表略）

第 333 条第 1項の感電防止用漏電遮断装置 作動状態

具体的な点検項目は以下のとおりである。

・取扱責任者名は明示されているか

・分電盤内に不要なものはないか

・蓋はあるか

・使用していない間は施錠しているか

・アースは取り付けられているか

・漏電遮断器は機能しているか

・ケーブルに行き先表示は着けられているか

・スイッチは破損していないか

・締付ビスに緩みはないか、加熱で変色していないか

・端子部に防護カバーはついているか

(5) その他

① 掲示物について、作業工程表、建設業許可票の記載項目、労災保険関係、施工体系図、

「監理技術者」「主任技術者」「専任」など工期が長いため、再確認をお願いする。

  ②  保険契約関係（火災保険・労災保険・法定外保険・賠償責任保険等の加入契約関係書

類(協力会社分も含む)を一連のファイルで取りまとめておくと、不測の事態での対応が

速やかに対応できる）指導の程、お願いする。
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(6) 現場施工管理

 工事施工状況は、書面と同様適切に施工していた。

①  作業所において、作業員への指示、指導は適正に実施されていた。

安全管理に努め無事故、無災害であるよう今一度の安全指示、指導の徹底を図ってい

ただきたい。

②  本工事は、今後、複数業者の作業員が毎日 70 人～100 人程度作業すると予想される。

       特に、飛来落下、工事車両の出入り、作業員通勤車両の出入り、作業時及び作業終了

後の安全管理において、気をゆるめること無く、継続的な指導徹底をお願いする。

５ 技術調査全般

本工事について、工事監査を行った結果、書類検査、工事実施状況検査を通じて、良好

な実施状況であった。各種届出書や施工計画、施工段階確認検査、工事報告書など、施工

途中にもかかわらず書類は良く整備されていた。

施工及び管理は、書類はもとより、現場での監理が大切である。

工事監督員、工事監理者の適正な指示、指導が見受けられた。

今回は、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、施工管理（工

程内検査、段階検査）は、工事監督員、工事監理者の指導的立場が発揮され適正に実施さ

れていた。今後も現場を主体とした指導的立場の継続をお願いしたい。

工事施工の竣工後に提出される書類は、単に整備・保管する形式的なものでなく、当該

工事に関して必要な処理を迅速・的確に指示した記録となる。

本工事は、工期も長い。安全管理の徹底指導の継続を行い、無事故、無災害で工事が完

了するよう指導をお願いする。

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


