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工事監査の結果について（報告） 

       

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定例監査の一環として工事監査を実施し

たので、同条第９項の規定により別紙のとおり報告します｡ 



工 事 監 査 報 告 書 

この監査は、全国都市監査委員会の都市監査基準に準拠した岡谷市監査事務処理規程

に基づき実施した。 

１ 監査の範囲 

（１）監査の種類 

   地方自治法第１９９条第４項の規定に基づく定例監査の一環としての工事監査 

（２）監査対象 

長地１号線改良工事 

（３）監査実施期間 

平成３０年１１月１４日（関係書類及び現地調査） 

平成３０年１２月 ３日（工事技術調査報告書提出） 

（４）工事技術調査業務実施技術士 

特定非営利活動法人 長野県技術士センター 事務局長 伴野 節男 氏 

（５）監査の観点及び監査方法 

   対象工事の適法性・合理性・効率性を検証するに当たり、設計から施工に至る各プロセ

スについて適正かつ能率的に行われているか等を主に技術面から監査するため、工事関係

書類の調査及び技術面における調査を特定非営利活動法人長野県技術士センターに委託

するとともに技術士による現場調査に同行し、実査・立会・確認を行った。 

また、技術士による工事技術調査業務報告書（以下「調査報告書」という。）をもとに総

合的な判断を加え、監査報告書とした。 

２ 監査の結果 

  調査技術士による調査報告書の内容を検証し、総合的な検討を行った結果、本事業につい

ては、おおむね良好に進捗しているものと認められた。 

本事業の対象である長地１号線は、県道岡谷下諏訪線（通称「田中線」）及び１級市道３２

号線（通称「湖岸通り線」）に平行した岡谷湖畔公園に隣接する市道であるが、狭あいな道路

であるために車両の通行及び歩行者の安全にも支障を来たしていた状況であった。 

こうしたことから、本事業は、円滑な交通環境の確保とともに、住民にとって安全で安心

な地域の形成を図ることを目的として、国の地方創生道整備交付金を活用しながら平成２７

年度から平成３０年度までの４か年にかけて実施された事業である。 

なお、今回の工事監査対象である本事業は、技術士から事業実施者（発注者）、設計者及び

施工者のそれぞれの段階や立場において、公共事業として妥当な水準にあるとの所見をいた

だいたが、その一方で、それぞれに対して幾つか是正すべき事項が指摘されたことから、こ

れらを真摯に受け止めるとともに、各組織内においても監査結果の積極的な情報共有を図り、

今後の事業実施、工事施工等に活かすよう努められたい。 

本工事監査により明らかとなった課題等の詳細については、別紙調査報告書に記載されて

いるとおりであり、内容を十分精査した上で改善・是正に取り組まれたい。 

以下、技術士による工事技術調査結果を示す。 
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Ⅰ．技術調査の範囲 

 

（１）技術調査対象事業 

長地１号線改良工事  

岡谷市長地権現町四丁目 

 

（２）調査内容 

今回実施した調査の内容は次のとおりである。 

・発注者      事業実施技術に関する事項 

設計監督技術に関する事項 

           施工監督技術に関する事項 

・設計者      設計実施技術に関する事項 

・施工者      施工実施技術に関する事項 

 

（３）調査実施日 

平成 30年 11月 14日（水） 

 

（４）調査場所 

  岡谷市役所 6階 605会議室及び当該工事現場 

 

（５）監査委員 

  代 表 監 査 委 員   小口 明彦 

 識 見 監 査 委 員   小口 敏高 

 議会選出監査委員   小松  壮 

 

 

（６）監査委員事務局 

  事 務 局 長   松下 正樹 

  事 務 局 主 幹   今井 啓智 

  事 務 局 主 査   斉藤 かおり 

 

（７）技術調査業務実施技術士（報告書作成とも） 

特定非営利活動法人 長野県技術士センター 伴野 節男（技術士－建設部門） 
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Ⅱ．調査結果概要 

 

１．調査概要 

本報告書は、地方自治法第 199条第 4項の規定により岡谷市の定例監査の一環として、工事

技術調査（技術監査）を実施し、その結果を取りまとめたものである。 

本調査において対象とした工事は、「長地１号線改良工事」である。 

長地１号線は、県道岡谷下諏訪線（通称：田中線）と１級市道３２号線（湖岸通り線）に平

行し、岡谷湖畔公園に隣接する市道であるが、狭あいな道路であり、車両の通行及び歩行者の

安全にも支障を来たしている。 

このことから、本線の整備により、円滑な交通環境を確保するとともに、住民にとって安全

で安心な地域の形成を図るため、平成２７年度から、国の地方創生道整備交付金事業で工事を

実施してきており、平成３０年度が最終年度となっている。 

 

２．事業実施者（発注者）に対する所見 

・事業実施技術 

発注者は、諏訪湖の湖岸に位置する当該道路の利用目的を把握した上で安全で安心な道路

の実現のために、国土交通省の交付金事業として本事業を具体化していることを確認した。 

このように、本事業は市の単独費事業でなく国からの費用負担を受けられる交付金事業と

している点で必要な社会資本を効率的に整備しており、適切な事業実施であると考える。 

以上により、事業実施の技術としては適切であると判断した。 

・設計監督技術 

本事業に係る設計は、平成 27 年に指名競争入札により発注されていた。指名に当たって

は岡谷市の土木設計資格を有する業者を選定しており適切な発注方法であると判断した。 

また、実際の設計内容については発注目的を達するために適切な計画となるように指導し

ていることが伺えた。設計報告書の取りまとめについては一部に取りまとめ上の改善点はあ

ったものの、設計内容全てに対する検討はなされており、これらの指導についても問題ない

と判断した。 

以上により、公共事業の設計監督技術として妥当な対応であることを確認した。 

・施工監督技術 

本工事の施工監督（監理）は、発注者自らが実施していた。 

施工監督の履歴として、監督員より監督員日誌を受領し、監督が適切に行われていること

が確認できた。ただし、施工者の提出した管理写真等では監督員の立会状況が十分に確認で

きなかったため、この点について積極的な立会と工事管理写真への記録を積極的に行うこと

を指導した。 

以上のとおり、若干の是正指摘を行ったものの施工監督技術としては公共事業として問題

のない水準であることを確認した。 
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３．設計者に対する所見 

・設計事務技術 

設計の成果品として設計報告書が取りまとめられており、設計事務技術としては基本的に

問題ないことを確認した。ただし、設計報告書において必要な全ての検討がなされているこ

とは確認できたものの、設計報告書本文のみでは設計内容全ての検討経過を確認することが

できず、巻末資料を確認しなければならなかったため、この点について是正指示を行った。 

・設計実施技術 

設計対象物に対して、おおむね基本的な検討が行われており、構造や工種の選定について

も若干の不整合はあったものの、結果として妥当な設計として取りまとめられていることを

確認した。 

以上により、設計実施技術として妥当な水準にあることを確認した。 

 

４．施工者に対する所見 

・工事事務技術 

工事の実施に必要となる事務書類について、契約書類・施工管理書類（施工計画書、工程

表、記録写真、関連資料）・品質管理書類・労働安全衛生関連書類等が適切に管理されている

ことを確認した。ＣＯＲＩＮＳ登録についても適切に行われていることを確認した。 

また、現場における安全教育等の実施状況についても適切に行われていることを写真記録

と記録文書により確認した。 

以上により、工事事務技術については良好な水準にあると判断した。 

・工事実施技術 

工事対象施設に対する施工管理技術のうち、工程管理、品質管理、安全管理の各技術につ

いて実質的な現場運営における技術水準の確認を行った。 

調査当日は、工事の進捗が、予定実施ともに 60％程度であり順調に施工が行われているこ

とを確認できた。 

現場内の仮設備は、適切に管理されており、工事区域の制限表示等も適切に行われていた。

また、工事構築物は良好に施工が行われていることを確認した。 

以上により、工事実施技術についても良好な水準にあると判断した。 

 

５．調査結果 

今回の工事技術調査を通して、発注者・設計者・施工者のそれぞれの段階や立場において公

共事業として妥当な水準にあることを確認した。 

ただし、施工監督員と施工者の双方において監督経過を写真として記録する意識が若干低か

ったので、この点について今後の改善を要望した。 

ただし、前述のとおり実施内容としては適切な対応が行われていることを各種書類及び当日

の当事者からのヒアリングにより確認できたので、本事業は公共事業として、おおむね良好な

水準にあると判断した。 

次項以下に、今回の技術調査業務により実施した調査結果の詳細を示す。 
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Ⅲ．調査結果詳細 

 

１．技術調査出席者 

    発注者  岡谷市 

：建設水道部長    山岸  徹 

：土木課長          古川 幸男 

：土木課統括主幹     宮本 秀幸 

：土木課主査          橋爪 誠二郎 

：財政課主査          内山 朋信 

 

    設計者  株式会社アルプス 

：統括部長         植松 一之 

：相談員          下田  力 

：相談員           森橋 英幸 

 

    施工者  興和工業株式会社 

：土木工事部長       藤森 公仁雄 

：土木工事部工事長     三井 浩平 
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２．調査対象工事概要 

（１）事業の目的 

長地１号線は、県道岡谷下諏訪線（通称：田中線）と１級市道３２号線（湖岸通り線）

に平行し、岡谷湖畔公園に隣接する市道であるが、狭あいな道路であり、車両の通行及び

歩行者の安全にも支障を来たしている。 

このことから、本線の整備により、円滑な交通環境を確保するとともに、住民にとって

安全で安心な地域の形成を図ることを目的としている。 

本事業は、国の地方創生道整備交付金事業として事業実施しており、平成２７年度から

工事着手し、平成３０年度が最終事業の年度となっている。 

 

（２）工事場所 

岡谷市長地 

 

（３）工事概要（技術調査実施対象工事） 

工事名称  長地１号線改良工事 

工事概要  道路築造工    L=386ｍ 

側溝工（300型） L=381ｍ 

側溝工（700型） L=93ｍ 

舗装工      A=2,300㎡ 

工  期  平成 30年 6月 21日～平成 30年 12月 28日 

請負業者  興和工業株式会社 

請負金額  74,196,000円 

契約方法  事後審査型一般競争入札（総合評価落札方式） 

事後審査型一般競争入札（総合評価落札方式）により発注し、７者の応札

があった。平成 30年 6月 14日の入札において、１回目の入札により興和

工業株式会社が落札候補者となり、平成 30年 6月 20日に契約した。 

 

（４）工事進捗状況 

    平成 30年 11月 14日の進捗率  実績 60％ （計画 60％） 

 

（５）工事監督員 

    監督員 岡谷市土木課主査  橋爪 誠二郎 
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３．調査結果・所見 

 

３－１ 発注者に対する所見 

 

・事業実施に対する所見 

 

（１）事業計画 

本事業は、国の地方創生道整備交付金事業として実施しており、地域の安全・安心な生活

環境実現のために円滑な交通環境を確保するために実施しているものである。 

 

（２）事業工程計画 

事業工程計画について、本事業は平成 27 年度に事業対象全区間の詳細な計画の確定を行

うために詳細設計を行っており、その上で事業に係る工事期間を平成 30 年度までの 3 年度

としている。また、事業実施の各年度毎に工事実施内容を適切に分割し、交付金対象額との

整合を図りつつ事業を進捗していることを確認した。 

以上により、事業工程計画については、適切な対応がとられていると判断した。 

 

（３）発注手法 

本事業における発注手法は、次のとおりであった。 

・設計業務    指名競争入札（岡谷市土木設計登録業者のうち、5者を指名） 

・施工監督業務  直営（岡谷市建設水道部土木課において工事監督を実施） 

・工事      事後審査型一般競争入札（7者応札、第 1回の入札により落札） 

設計業務委託、請負工事ともに公共事業の発注手法としては適切であると判断した。 

特に、事後審査型の一般競争入札は多くの施工者が自らの判断により応札が可能となるた

めに、これからの公共事業の入札方式としては透明性と公平性さらには技術競争を促すため

の良い発注方式であると考える。 

設計業務などにおいても、同様の入札方式や総合評価落札方式の導入なども含めていけれ

ば一層の技術力向上に寄与すると考える。 

 

（４）事業管理 

発注者より示された各種関係書類を確認した結果、本事業全般を通して、発注者は適切

に事業の管理を行っていることを確認した。 
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・設計監督に対する所見 

 

本事業において発注者が行った実施設計の進捗・実施内容の監督について、所見を述べる。 

 

（１）設計品質監督 

本業務の実施に当たり、発注者は次の対応を行っていることが確認できた。 

・事業実施に必要な工事の全容把握と、それに対応した設計の取りまとめ指導 

・設計の成果品を取りまとめた設計報告書の編纂 

・工事の分割発注のための設計の工区分け 

以上の対応により、公共事業における設計業務として必要な品質管理は行われていたと

判断した。 

しかし、設計報告書において設計の取りまとめとして必要な情報が、報告書の本文には

記載されておらず、一部は巻末資料として綴じ込まれていたり、途中の協議資料として提

出されたままであったりと内容が分かりやすく整理されているとは言いがたい状況であっ

た。この点について、発注者として適切な指導を行うように指摘した。 

 

（２）設計工程監督 

事業を複数年度にまたがって実施する計画であり、その初年度として設計業務を発注し

ていた。また、設計業務の工期については、平成 27 年 12 月としており、余裕を持って年

度内に業務が完了できる工程計画を組んでいることを確認した。本事業は交付金対象事業

であることを考慮すると、事業実施年度の変更はできるだけ避けるべきであり、この点を

考慮しても適切な対応であると考える。 

以上により、設計工程に対する監督は適切であったと判断した。 

 

（３）工事費積算 

工事の発注に必要な工事費内訳書作成のための工事数量計算について設計者に対して適

切に指導しており、問題ないことを確認した。 

なお、工事費の実質的な積算業務は、発注者自らが公共積算システムを用いて行ってお

り、こちらについても適切に対応されていることを確認した。 

以上により、工事費積算に対する監督は適切であったと判断した。 
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・施工監督に対する所見 

 

本工事の施工監理については、発注者自らが監督員として実施していた。 

以下に、施工監督に対する所見を述べる。 

 

（１）施工監督技術 

施工監督技術は、工程管理、品質管理、安全管理の主要な３つの視点から施工者に対する

監督を進めることが基本となる。今回の調査において、関係書類を確認し、工事監督員へヒ

アリングを行った結果、施工監督技術としては、おおむね妥当な水準にあることを確認し

た。 

ただし、品質管理について現場での監督記録は残っていたものの、現場における品質監

督業務の基本である立会検査の記録写真が乏しく、説明責任を十分に果たしているとは言

いがたい状況も伺えた。そこで、この点についてこれから工事完了に向けて、多くの場面で

監督業務を写真記録として留めるように指摘した。 

また、工程管理として施工者が提出した施工計画書を確認している記録は残っていたも

のの、施工計画に示された施工内容と現場の施工状況が異なっている状況があるにもかか

わらず、この点について施工計画書などの修正指示を行っていなかったので、この点につ

いても施工計画書の記載内容と現場での施工内容が整合するように指摘を行った。 

安全管理としては、現場内の定期的な巡回パトロールを実施するなど適切に管理されて

いることを確認した。 

 

 

 

（総括） 

今回の調査を通して、発注者は事業実施者として、おおむね適切に事業の立案から設計監

督、施工監督を行っていることを確認した。 

ただし、設計及び施工監督技術については、まだ向上の余地があると判断した。特にアカ

ウンタビリティの視点に立って、各段階における実施事項や監督員の実施業務などを“見え

る化”することを心がけながら、それぞれ技術力向上の努力を期待したい。 
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３－２ 設計者に対する所見 

設計者については、設計業務の実施に必要となる各種書類の作成・管理に関する設計事務技

術と実際の設計における設計内容の検討水準や設計内容の品質等に関する設計実施技術の２

つの視点から調査を行った。 

 

設計事務技術 

（１）契約書類 

契約に必要な書類は提出され、適正に管理されていたことを確認した。なお、ＴＥＣＲＩ

Ｓの登録について任意登録とのことであり、実際に登録はされていなかった。この対応につ

いては設計者として自社の技術力をアピールする場を自ら減らしていることとなり、今後は

積極的な技術力のアピールを行うべきであると感じた。 

 

（２）設計報告書 

設計として必要な内容は、業務途中の協議書・設計報告書本文・設計報告書巻末資料など

を通して明確化されていることを確認した。 

しかし、設計内容について設計報告書本文中に全てを網羅できておらず、いくつかの資料

を確認しないと設計内容の全体を把握できない状況であった。 

そこで、今後の対応として設計内容の全ての決定プロセスを設計報告書本文に示すように

指摘を行った。 

 

設計実施技術 

（１）業務計画書 

今回の設計業務の実施において、業務全般を俯瞰した上で設計業務の進捗方針を示した内

容を業務計画書としてとりまとめ、発注者と実施内容及び実施方針を共有すべきであるが、

これらの対応が少し希薄であり、業務計画書は発注項目を単純になぞる内容であった。この

点については、設計者としてどのように業務を進めるのかを技術的見地から明確にすべきで

あったと考える。 

 

（２）設計品質 

設計に取りまとめていく内容については、全ての事項について比較検討を基本とする工事

への採用妥当性評価が必要である。本業務においては、各種排水路・各種基礎構造・土留構

造物・道路舗装・他といくつもの比較検討すべき事項があった。これらの全てに対して発注

者との協議や基本検討は行われており、取りまとめられた設計内容はおおむね妥当な内容と

なっていた。 

しかし、設計検討とは設計目的の整理から課題の抽出、その課題解決のための対策案の選

定、選定案の比較検討、対策案の決定というプロセスを的確に踏んでいくべきであり、この

点において十分な対応がなされているとは言いがたいものであった。また、設計における設

計計算過程においていくつかの違算も見受けられた。 
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幸い、決定された設計内容は、公共事業として妥当な内容とはなっていたために過大設計

となるような内容ではなかったが、今後は完成度の高い設計を取りまとめるように指摘を行

った。 

 

（３）工程管理 

当初の契約工期は、平成 27 年 7 月 16 日から平成 27 年 12 月 25 日までの工期であった。

その後、業務実施途中において、発注者より長野県との道路線形調整や近隣住民との合意形

成に不測の日数を要したとの理由で平成 28年 2月 23日まで工期延伸があった。しかし、受

注者の業務進捗管理に起因する工期遅延は発生しておらず、業務計画書に示した工程計画に

沿って、良好に業務は進捗管理されていたことを確認した。 

以上により、おおむね適切な工程管理が行われていると判断した。 

 

 

 

（総括） 

今回の調査を通して、設計業務受注者は公共事業として、妥当な内容の設計を取りまとめ

ていることを確認した。 

ただし、設計品質に示したとおり不十分な対応もあり、設計技術についてはまだ向上の余

地があると判断した。特にアカウンタビリティの視点に立って、各段階における実施事項や

発注者と設計者の関わり、その結果確定されていく設計内容などを“見える化”することを

心がけながら、技術力向上の努力を期待したい。 
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３－３ 施工者に対する所見 

施工者については、工事実施に必要となる工事書類の作成・管理に関する工事事務技術と現

場運営や出来形の品質管理等に関する工事実施技術の２つの視点から調査を行った。 

 

工事事務技術 

（１）契約書類 

契約に必要な書類は提出され、適正に管理されていたことを確認した。ＣＯＲＩＮＳの工

事着手時登録についても、登録期限内に適切に提出され対応されていることを確認した。 

 

（２）施工計画書 

今回の工事について、工事全般を通して施工方針を示した事項及び個別の施工工種につい

ても、施工計画書としてとりまとめられ、それぞれの施工実施における注意点や施工手順が

適切に示されていることを確認した。 

 

（３）品質管理 

検査当日は、紙書類として出力された品質管理書類はなく、全てを電子データとして確認

した。 

確認した品質管理については、実施内容が現場記録書類として適切に取りまとめられてい

ることを確認した。 

 

（４）工程管理 

検査当日の工事進捗率は 60％であり、当初計画も同様に 60％となっていた。また、施工

管理書類のうち、工程管理書類からも工事進捗が 60％程度であることが確認できた。 

工程管理として、全体工程表（長期工程表）及び４週間工程表（短期工程表）を用いて、

工事の大きな流れと直近の工事の管理を行っていることが確認できた。 

また、工事日月報を毎日記録することで工事進捗を適切に把握していることも確認した。 

以上により、良好な工程管理が行われていると判断した。 

 

（５）写真管理 

工事写真は、電子データとして確認した。写真には、工事写真として必要な説明力・表現

力・見やすさ等が適切に反映され、良好な写真管理が行われていることを確認できた。 

ただし、監督員の立会写真が乏しく、これまでの工事進捗の中で監督員が的確に立会を行

っていることの証明が不十分と感じた。そこで、この点について改善を指摘した。  
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（６）安全衛生管理 

建設業退職金共済制度には、会社で加入しており、必要な下請者に対応しているとのこと

であったが、当日までに対象者はいないとのことであった。 

新規入場者教育・定期的な安全教育（安全大会等）は、的確に実施されていることを確認

した。現場の安全パトロールについては、現場当事者のパトロール、店社パトロールなどが

実施されていることを確認した。これらの安全衛生活動については、書面による記録や写真

等で確認した。 

以上により、安全衛生管理については適切な対応が行われていることを確認した。 

 

工事実施技術 

（１）工事施工状況 

調査当日は、前述のように 60%程度の出来高であり、現場内を確認しても、おおむね同程

度の進捗であることが確認できた。 

現場内は、適切に資材が整理されており、工事関係者の駐車車両には車止めが設置される

など、適切な現場施工が行われていることが伺えた。 

以上により、工事施工状況は良好であると判断した。 

 

（２）出来形管理 

現場施工における構築物の出来形管理においては、発注者より示された管理基準値をさら

に低減した厳しい自主管理基準値を設定して、精度の高い施工を目指しているとの説明であ

った。調査当日は、実際の施工構築物を確認し、それらの精度が高いことを確認した。 

以上により、工事における出来形管理は良好に行われていることを確認した。 

 

（３）安全管理 

現場においては、工事区域を示す防護柵や各種の安全啓発看板等の設置など、適切な安全

管理が実施されていることを確認した。また、工事区域内の開口部については、転落の防止

措置が適切に取られるなど現場内外に対して適切な安全管理対策が施工されていた。 

以上により、安全管理は適切に行われていると判断した。 

 

（４）環境対策 

環境対策については、低騒音型機械の積極使用や近隣住民に向けた住民説明会を実施する

などハード対策とソフト対策を並行して行っていることを確認した。 

このような対応は、工事が環境に及ぼす影響を低減する努力を行う一方で、環境に対して

積極的に工事の影響を低減していることを住民に周知するための良い対応であり、工事によ

る環境悪化をできる限り低減していることをアピールする有効な対策であると感じた。 

以上により、環境対策については適切な対応が行われていることを確認した。 
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（総括） 

今回の調査を通して、施工者は適切に各種の施工管理を行っていることを確認した。 

特に、構築物の出来形管理については良好であり、精度の高い施工が行われていること

を確認した。その他、施工管理に必要となる書類も適切に作成されており、この点につい

ても公共事業として適切な現場管理であると感じた。 

以上により、施工者の工事実施技術は、公共事業の実施において良好であると判断した。 


