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平成 29年度工事監査結果報告書の提出について 

 

 

 地方自治法第 199 条第 5 項の規定に基づき工事監査を実施し、同条第 9 項の規定により、その結果

に関する報告を決定したので提出します。 
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第１ 監査の概要 

１ 監査の種類  

地方自治法第 199条第 5項の規定に基づく工事に係る随時監査 

 

２ 監査の範囲及び対象  

平成29年度中に完了する契約金額1,000万円（消費税及び地方消費税込）以上で、工事監査日にお

ける進捗率を勘案し、以下の2件の工事を監査対象とした。 

  

(1) 総合体育館冷暖房設備改修工事（輻射パネル設備工事）［管工事］ 

    工事担当課    建設経済部建築住宅課 

    工事場所     田川市大字伊田 2550-1 

    施工業者     株式会社永和ビルテック 

    契約金額     98,982,000円 

    契約年月日    平成 29年 11月 7日 

    契約工期     平成 29年 11月 7日～平成 30年 3月 30日 

    進捗状況     平成 30年 1月末現在約 40％（作業ベース） 

    財源内訳 

                                       （単位：円） 

事業費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 起債 その他特定財源 一般財源 

98,982,000 － － 98,970,000 － 12,000 

 

  (2) 田川市実践型栽培施設新設工事［建築工事］ 

    工事担当課    建設経済部産業振興課 

    工事場所     田川市大字伊田 2427-3他 白鳥工業団地（Ｅ区画） 

    施工業者     八女カイセー株式会社 

    契約金額     91,260,000円 

    契約年月日    平成 29年 9月 28日 

    契約工期     平成 29年 9月 28日～平成 30年 3月 12日 

    進捗状況     平成 30年 1月末現在約 70％（作業ベース） 

    財源内訳      

                                       （単位：円） 

事業費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 起債 その他特定財源 一般財源 

91,260,000 45,630,000 － 43,800,000 － 1,830,000 
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３ 監査の方法及び着眼点 

  監査の方法は、上記工事の計画、設計、積算、契約、施工等に関する事項について、あらかじめ 

提出された資料を基に関係者に説明を求めるとともに現場を実査した。 

監査にあたっては、工事が現場の状況に適合した施行で安全性の確保に十分配慮されているか、 

 更に、効率性、経済性についても妥当なものであるかを主眼に実施した。 

なお、技術調査においては、工事技術に関する専門的知識を必要とするため、「公益社団法人大阪 

技術振興協会」への委託を行い、専門的立場からの指導及び助言を受けた。 

 

４ 監査の期間  

平成 29年 12月 20日（水）から平成 30年 1月 30日（火）まで 

 

 

第２ 監査の結果 

 工事の計画、設計、積算、契約、施工等については、概ね適正妥当であると認められたが、技術士 

による工事技術調査の結果、いくつかの課題及び留意すべき事項が提示されたので、今後の工事施工 

に反映されたい。 

 

１ 指摘事項  

⑴ 建築住宅課［総合体育館冷暖房設備改修工事（輻射パネル設備工事）］ 

 ア 書類調査及び現場調査に基づく指摘事項 

  ① 計画について 

   今後の維持管理を円滑に効率的に行うためにも、事業目的に対する有効性、関係者との協議 

や説明の内容、関連工事等との協議の内容及び長寿命化計画などは、計画時点の経緯や基本的 

な考え方をまとめた記録を残しておくことが望ましいと考える。 

 

   ② 設計について 

    総合体育館全体の冷暖房設備の運転効率を高めるために、熱流動解析を行うことが望ましい 

   と考える。 

 

   ③ 施工について 

    試験検査報告書等の提出書類に対して市監督員（担当技師）が指導を行うに当たっては、そ 

の指導が有効であることを時々は確認することが望ましいと考える。 

 

   

 

 



  

3 

                     

イ 過去の助言・提言事項の評価に基づく指摘・検討事項 

   ① 工事請負業者への指導について（指摘） 

    市監督員が行う工事請負業者への指導については、これまでの措置報告のように単に「指導 

を強化するだけ」ではなく、今後は、指導の有効性について、例えば、工程会議等で確認する 

ことを検討されたい。 

   

 ② 工事打合せ簿の内容充実について（指摘） 

日報や打合せ議事録など最も基礎となる記録を残すことは改善の基本であり、本件は平成 26 

年度から指摘されている事項である。現段階では未対応の状況であるので、例えば、日々の業 

務や打合せ内容などは類似する部分が多いので、チェックを入れるだけで記録でき、特記事項 

を書くのは少しだけとなる様式化を工夫することが望ましいのではないかと考える。 

 

   ③ 検査程度（頻度）の有効性について（検討） 

    本市における工事検査は、これまで長年にわたり担当課の課長により実施されてきたが、平 

成 30年度から別組織（契約管理課）で行う体制に見直されたことは評価に値する。今後は、施 

設を構成する個々の設備の重要度に応じた検査程度（頻度）、例えば、全数検査や抜取検査（抜 

取率を変える）を有効に適用するなどにより、検査の質を高める工夫をされたい。 

 

 

 ⑵ 産業振興課［田川市実践型栽培施設新設工事］ 

  ア 書類調査及び現場調査に基づく指摘事項 

① 設計について 

      管理棟の土間下地にはポリフィルムが挿入されているだけで、断熱材が挿入されていない。 

床下からの冷えの問題があり、少なくとも人間の作業する部屋は土間下に断熱材の挿入が必要

であると考える。 

 

   ② 現地調査における所見について 

     鉄骨横架材の現場歩行時の高さに厳しい箇所があり、危険予知の対応が必要である。また、 

当プロジェクトは実践施設ではあるが、植物工場的な要素もあることから、法面の緑化等によ 

る整備が必要と考える。 

 

 別紙、技術士等による「平成 29年度工事技術調査結果報告書」を示す。  



【別紙１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査実施日 ： 平成 3 0 年 1 月 2 9 日（月） 

場   所 ： 田川市役所会議室及び当該現場 

監査執行者 ： 代表監査委員  丸谷 芳昭 

        監査委員    髙瀬 冨士夫 

調査立会人 ： 監査委員事務局 事務局長 原田 謙次 

                           主任   鶴川 真紀 

調査対象工事：総合体育館冷暖房設備改修工事（輻射パネル設備工事）  

 

 

 

田 川 市 

平成 29 年度工事技術調査結果報告書 

 

 

平成 30 年 2 月 28 日 

公益社団法人 大阪技術振興協会 

技術士（機械部門、総合技術監理部門） 松永 健一 
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Ⅰ．総合体育館冷暖房設備改修工事（輻射パネル設備工事） 

１．工事内容説明者 

出席者 

（工事担当課） 

建設経済部 建築住宅課  課長    原口 直樹 

             課長補佐  荒木 雅伸 

             係長    内村 一幸 

          主任（市監督員）  八城 裕治 

（予算担当課） 

教育部 文化生涯学習課  課長    本永 高弘 

             課長補佐  清川 憲一 

 

２．工事概要 

2.1 計画概要 

本施設は、2020 年東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地誘致に伴

う冷暖房設備改修工事を行うものである。なお、従来の総合体育館には、冷暖房設

備がなかった。 

2.2 工事場所 

福岡県田川市大字伊田 2550－1 

2.3 工事概要 

除湿型放射冷暖房機１階設置工事 

空気調和設備（輻射パネル設備） 

除湿型放射冷暖房機       34 台 

寸法（1 台）1,280 mm（幅） ✕ 3,000 mm（高） ✕ 214 mm（厚） 

加熱能力 3.4kW、温水流量 9.8 ℓ／分（41～33℃） 

冷却能力 3.4kW、冷水流量 9.4 ℓ／分（ 7～12℃） 

除湿型放射冷暖房機     20 台 

寸法（1 台）1,280 mm（幅） ✕ 4,500 mm（高） ✕ 214 mm（厚） 

加熱能力 5.5kW、温水流量 15.8 ℓ／分（41～33℃） 

冷却能力 5.5kW、冷水流量 15.9 ℓ／分（ 7～12℃） 

建築工事            一式 

輻射パネル設備設置床コンクリート工事、型枠工事、鉄筋工事、防水工事 

金属工事（輻射パネル防球柵、床開口部塞ぎ板、床下・天井点検口、鋼製床組、

天井下地開口） 

木工事（床フローリング、構造用合板） 

外構工事            一式 
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ツツジ伐採・伐根 

2.4 工期 

平成２９年１１月７日～平成３０年３月３０日 

2.5 設計業務委託先 

株式会社 メイ建築研究所 

 福岡市博多区博多駅東 2 丁目 9 番 1 号 

2.6 監理業務委託先 

株式会社 メイ建築研究所 

 福岡市博多区博多駅東 2 丁目 9 番 1 号 

設計業務と監理業務の委託先は、競争入札により同時に決定。 

2.7 工事請負業者 

株式会社 永和ビルテック 

 福岡県田川市大字川宮 915－1 

2.8 請負金額 

（当初）変更なし 

設計金額（税込）１０３，１１３，０００円 

請負金額（税込） ９８，９８２，０００円 

請負率  96.0 ％ 

契約日  平成２９年１１月７日（指名競争入札） 

2.9 現場代理人・主任技術者 

工事種別   管工事 

現場代理人  山下 貢一郎 

主任技術者    同  （監理技術者） 

2.10 市監督員 

建設経済部 建築住宅課  主任 八城 裕治 

2.11 工事進捗状況 

進捗率   40％（平成３０年１月末日現在作業ベース） 

 



 

3 

 

３．書類調査における所見 

3.1 総括的所見 

本工事における計画、設計、積算・契約、施工、検査・工事監理監督の各段階が、

技術面から適正に行われているかを合規性の観点を主眼に、経済性、効率性及び有効

性の観点にも留意して関係書類の調査を行った。この調査の着眼点は「工事監査の着

眼点」（全国都市監査委員会）に沿って設定し、事前の質問文書で確認を行った。内

容は後述のとおりであるが、書類調査の結果は良好であった。 

なお、本工事は、設備のなかった既存の総合体育館に輻射パネル方式の冷暖房設備

を新設するものであり，2020 年東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ

地誘致という今日課題に対する対応を早急に講じる必要から行うものであり、事業目

的に対して有効なものとなっている。また、利用者の利便性に支障のない工期内に完

了する予定である。 

本調査では、主に施工方法、施工管理計画（品質管理、出来形管理、工程管理）、

安全管理及び環境保全を重点的に調査した。輻射パネルなどの主要機材が現地搬入さ

れていないため、事前に送付された書類への事前の質問文書と担当職員からの聞き取

りにより調査し、概ね、施工計画どおりに施工されていることを確認した。 

但し、以下の点は「提言」とした。詳細は後述を参照されたい。 

○ 今後の維持管理を円滑に効率的に行うためにも、事業目的に対する有効性、地元住

民や関係者との協議や説明の内容、関連工事等との協議の内容及び長寿命化計画な

どは、計画時点の経緯や基本的な考え方を纏めた記録を残しておくことが望ましい。

［(1) 計画、1）事業目的］ 

○ 冷暖房設備の運転効率を高めるために、熱流動解析を行うことが望ましい。［(2) 設

計、1）法令等に適合した設計］ 

○ 試験検査報告書等の提出書類に対する市監督員の指導に当たっては、その指導が有

効であることを時々は確認することが望ましい。［(4) 施工、5）試験検査］ 

 

3.2 調査項目 

(1) 計画 

1）事業目的 

本工事が事業目的に対して有効なものとなっているかを、具体的には冷暖房設備を

新設する理由と輻射パネル方式を選定した理由などを調査した。 

総合体育館の冷暖房設備改修工事（輻射パネル設備工事）は、冷暖房設備のなかっ

た体育館に輻射パネル方式の冷暖房設備を新設するものであり，2020 年東京オリン

ピック・パラリンピックの事前キャンプ地誘致を目指すためだけではなく、田川市の

スポーツ振興を図ることを主な目的としている。 

総合体育館は、一般の利用、各競技団体の大会、障害者団体の利用、保育園の運動

会などの多くの行事で年間を通じて使用されているが、輻射パネル設備により、これ

らの利用が良い温度環境で，かつ熱中症対策を施した安全な環境で行うことができる。
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また，上記の事前キャンプ地誘致計画が次のとおり具体的に進んでいる。 

誘致対象国：ドイツ連邦共和国 

誘致を進めている競技団体：空手競技、車いすフェンシング 

仮調印競技：車いすフェンシング（本調印は 4 月以降） 

なお、災害時には、救援物資の集中管理を行う物資集配拠点を総合体育館に設置し、

災害対策本部（市役所）が損壊した場合には、本部を総合体育館に設置することにな

っている。このため、災害時にも輻射パネル設備が転倒しない構造強度が求められる。

なお、総合体育館は新耐震基準により設計された建物で、昭和 57 年 9 月に確認済証

が交付されている。 

次に、「輻射パネル方式」を選定した理由は何か、他の方式との比較検討（機能、

性能、ランニングコストを含む経済性など）を行ったか、同方式の採用例を調査し、

採用例との比較検討は行われたかを調査した。 

事前に、宇土市民体育館における輻射パネル方式の採用例を調査し、利用実態の確

認を行ったこと、通常の吹き出し方式（油炊き、電気式）との比較評価を行ったこと、

バドミントンなどの競技で気流の影響がほとんどないことが輻射パネル方式の選定

理由の一つであったこと、輻射パネルの設置が既存の壁に制限されるため、外気負荷

条件は 15000m3／h（収容人数 500 人相当）以下となり、収容人数がそれ以上にな

れば、冷房時の平均温度は高くなること、但し冷気が下部（競技者や観客の位置）に

下がるため、あまり影響がないと考えられることを確認した。また、全てをダクト方

式の冷暖房設備とする場合に比べ 30～40％減の省エネ効果があり、30～60 分で設定

温度までの立上げが可能で、体育館内をエリアごとに分割制御できる運転方法である

ことなどを確認した。 

調査の結果、輻射パネル設備を新設する必要性や方式の選定は妥当であり、本設備

工事は、有効性、経済性及び環境性（省エネ性）の観点から、本事業の目的に対して

適正であると判断する。 

但し、事業目的に対する有効性については、計画時点の基本的な考え方を纏めた記

録を残しておくことが望ましい。                    提言 

2）地元住民や関係者との協議 

市民、地元住民や総合体育館利用者に対し、改修の目的や概要について事前説明や

調整がされているか、改修工事の基本方針はどのようにして設定されたものか、基本

方針に市民、地元住民や総合体育館利用者の意見は反映されているかを調査した。 

2017 年度初めより指定管理者（NPO法人 田川市体育協会）を通じて輻射パネル

設備の工事計画を利用者へ周知している。電気、ガス、水道等の事業者との協議は、

確認する内容が無いため行っていない。なお、NPO法人 田川市体育協会は、平成

21 年に田川市体育・スポーツ振興の中心施設である田川市総合体育館を中心とした

田川市体育施設の指定管理者となり、現在、9 つの体育施設を運営・管理を行いなが

ら、田川市の生涯スポーツの振興と、よりよいスポーツ環境づくりを目指し、参加団

体である 20 競技団体とともに活動している。これらから指定管理者を通じた利用者

へ周知は有効であり、総合体育館の利用者との協議は、適正であると判断する。 
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但し、輻射パネル設備の設置計画を、総合体育館の利用者への事前説明した記録を

残しておくことが望ましい。                      提言                          

3）交通管理者や関連工事等への届出と協議 

本工事には、官公署への届け出がない。 

4）長寿命化計画等の策定と反映 

改築工事を対象に、長寿命化計画等が策定され、ライフサイクルコストが検討され

ているか、既存設備の日常点検や定期点検等の結果が反映されたものとなっているか

を調査するものであるが、本工事は、冷暖房設備がなかった総合体育館に輻射パネル

設備という冷暖房設備を新設するものであり対象外である。 

なお、本施設は田川市公共施設等総合管理計画の下位にあたる個別の長寿命化計画

は策定していない。しかしながら、総合管理計画の償却期間 60 年の内 34 年経過し

ており残管理年数を考慮すると、輻射パネル設備の耐用年数は 30 年と長く、周囲の

配管等の全てが露出しているため将来の維持管理の容易さは考慮されており、機器の

保守や更新を考慮して、天井点検口、床下点検口などが適切に配置され、経済性と効

率性の観点から長寿命化への対応は問題がないと判断する。 

5）工期の設定 

工期の設定は適切に行われているかを調査した。 

輻射パネル設備は、メーカー工場において、輸送や現地組立に容易な１体に組み立

てられるので、現地の施工期間は比較的短い。本工事の対象である総合体育館のアリ

ーナを使用できない期間は、2018 年 1 月 1 日～3 月 9 日の約 2 ヶ月間であり、この

期間は、指定管理者を通じて事前（2017 年度初め）に利用者へ周知している。なお、

本工事中においてもアリーナ以外の小体育室等の利用は可能である。 

利用者の利便性に支障のない時期に、適切な長さの工期が設定されており、適正で

あると判断する。 

 

(2) 設計 

1）法令等に適合した設計 

法令等に適合した設計となっているかを調査した。 

本工事の設計及び工事監理業務は（株）メイ建築研究所に委託された。設計業者の

選定は、工事監理業務と共に競争入札により行われており、入札結果は公表されてい

る。設計業務の再委託はされていない。入札会社の選定条件は、次のとおりである。 

① 測量・コンサルタント業務の有資格者のうち、平成 28・29 年度競争入札参加有

資格者名簿附帯業務（市外）に登録された業者であり、本社が福岡県内にある業

者。 

② ①の条件で、建築関係建設コンサルタント業務のうち意匠、暖冷房、衛生及び電

気を登録している業者。 

③ ①及び②の条件で、資本金が 10，000 千円を超える業者。 

④ ①、②及び③の条件で、5 業者を選定。 
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また、設計図書の検収は市監督員により行われた。適正であると判断する。 

但し、大空間である総合体育館内全体がほぼ一定温度になるまでは、場所ごとの温

度にムラがあると思われるが、ほぼ均一な温度になるまでの過渡的な熱流動解析は行

われていない。冷暖房設備の運転効率を高めるために、熱流動解析を行うことが望ま

しい。                                提言 

2）設計基準、設計資料等の整備状況と運用 

設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているかを調査した。 

設計業務の委託内容は、重要事項説明書と業務工程表により確認している。総合施

工計画書は、「公共建築（改修）工事標準仕様書（電気設備工事編）」、「同（機械設備

工事編）」と「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）」・「同（機械設備工事編）」

の最新版（平成 28 年版）が適用されており、設計内容を協議する際には担当部署も

同席し内容を確認している。適正であると判断する。 

3）適切な工法 

仕様書、現地の状況を十分に反映させた、適切な工法（手法）となっているかを調

査した。 

設計は、事前に指定管理者（NPO法人 田川市体育協会）へ説明した後に進められ

た。主として建屋内工事であるため、周辺住民に騒音や振動が著しく影響することは

少ないと考えられる。事前の現地調査は行っていない。施工計画書は特記仕様書どお

りであり、現地の状況を十分反映した管理を行なっている。適正であると判断する。 

4）的確な設計図書 

図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているかを調査した。 

工事提出書類一覧により設計図書の提出状況を随時確認している。例えば、「監理

技術者資格証（写）」は最新の資格や有効期限を確認している。適正であると判断す

る。 

 

(3) 積算・契約 

1）積算基準、積算資料等の整備状況と運用 

積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているかを調査した。 

積算は、公共建築工事積算基準（平成 28 年度版）、公共建築設備数量積算基準（平

成 28 年度版）に基づいている。適正であると判断する。 

2）歩掛と単価 

歩掛及び単価の基準日や条件設定は適正かを調査した。 

機械設備の歩掛及び単価の基準日や条件設定は、「積算実務マニュアル 2017」を採

用し、その他の市場単価は、経済調査会・建設物価調査会の平均値を、歩掛及び単価

の基準日は 7月号（夏号）を採用している。また、諸経費率は田川市建築工事等諸経

費率表に基づいている。適正であると判断する。 

3）数量、金額と算出根拠 
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数量、金額は正確か、その算出根拠は明確か、見積金額の算定，算定結果の検証，

記録の保管はどのようにしているかを調査した。 

見積金額や数量等は設計委託業者の（株）メイ建築研究所が検証し、金額査定の査

定率は聞取り調査により市職員が決定した。輻射パネル設備の見積は、まずメーカー

3 社から見積書を入手し、比較検討により採用メーカーを決定した後に、その代理店

から確定見積を入手する方法で行った。適正であると判断する。 

4）入札契約方式の選択 

入札契約方式の選択は適切に行われているかを調査した。 

設計・工事監理業務委託と輻射パネル設備工事の入札方式と入札の経緯は次のとお

りである。 

①設計・工事監理業務委託－入札方式：指名競争入札、入札日：6 月 6 日、参加業

者数：5 者、契約日：6 月 13 日 

②輻射パネル設備工事―入札方式：指名競争入札、入札日：10 月 31 日、参加業者

数：6 者、契約日：11 月 7 日 

入札時の各種証明書や登録証等の書類の提出、及び社会保険への加入状況は、市職

員により入札参加業者登録時などに確認されている。契約書に基づく図書は、市の指

示どおり適正に提出されている。落札価格、予定価格及び落札業者は公表されている。

適正であると判断する。 

5）随意契約の理由 

随意契約による場合は、その理由が適正かを調査するものであるが、本工事及び設

計業務委託は指名競争入札による契約であり、随意契約には該当しない。また、工事

監理業務委託は、設計業務委託と共に指名競争入札で業者を（株）メイ建築研究所に

決定している。 

 

(4) 施工 

1）諸官庁等への事務手続き 

工事施工に関する諸官庁等への事務手続きは適正に行われているかを調査した。 

本工事における諸官庁等への手続きは無いことを確認した。 

2）工事施工計画 

工事施工計画は適切か、施工計画書、工程表は整備されているかを調査した。 

本工事に必要となる仮設計画を関連工事と共同で作成している。撤去工事に伴う廃

棄物の回収・処理に関する契約書は、産業廃棄物処理計画書に写しが添付されている。

実施工程表は、発注者と請負業者の図書・図面を承諾する工程が明確である。工程は

月間工程表もしくは 3 週間工程表で調整している。内容に変更が生じた場合は、工

程打合せで、その都度確認することになっている。適正であると判断する。 

3）施工計画書に基づく施工 

施工計画書どおり施工されているかを調査した。 
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特記仕様書や施工計画書どおり施工されていることを、現場代理人（監理技術者）、

工事監理業務受託者と市監督員が確認することになっている。適正であると判断する。 

4）施工体制台帳の整備と現場掲示 

施工体制台帳は整備されているか、適切に現場掲示されているかを調査した。 

施工体制台帳は写しを現場に掲示し、市監督員に写しを提出している。施工体制台

帳や施工体系図を確認したところ、監理技術者等の資格者は適正に配置されていた。

適正であると判断する。 

5）試験検査 

承諾図書、工事記録写真等の請負業者提出書類は整備されているか、各種検査、材

料試験等は適正に行われ、その報告書等の内容は適切かを調査した。 

提出書類は、工事提出書類一覧により予定どおり出書し現場事務所等に整備するこ

と、工事写真は施工順に整理すること、現場掲示物は見やすい場所に、見やすい方法

で掲示すること等を、市監督員が指導している。 

輻射パネル設備が現地搬入されていない段階であり、現地施工が進んでいないため、

検査書類は作成準備中である。工事写真は順次撮影されており、施工体系図等の掲示

物が整備されている。現段階では適正であると判断する。 

但し、試験検査報告書等の提出書類に対する市監督員の指導に当たっては、指導が

有効であることを時々は確認することが望ましい。             提言                                                        

6）工程管理 

工程管理は適切に行われているかを調査した。 

本工事では毎月第２，４金曜日に総合工程会議（発注者、工事監理者、請負者が出

席）を開催し、３週間工程表により工程を確認する。現段階では適正であると判断す

る。 

7）工期と設計の変更 

工期変更、設計変更の理由、内容や時期は適切かを調査した。 

現段階では、本工事における工期や設計の変更は生じていない。工程変更や工程遅

延の理由、内容や時期などは市監督員と現場代理人が出席した総合工程会議で、相互

に作業が関連する工事との工程調整と併せて確認する。適正であると判断する。 

8）関連工事との調整 

既設構造物や関連工事との調整は適切に行われているかを調査した。 

市監督員と現場代理人が出席する総合工程会議を合同で開催し、工程や作業が相互

に関連する工事との取合いを調整する。関連工事の施工業者間の調整は、工程会議に

て行い、詳細な取合いは業者間で電話やメール等で周知を行うように市監督員が指導

している。適正であると判断する。 

 

(5) 検査・工事監理監督 

1）監理監督の責任体制 
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市監督員は、場合によっては特記仕様書の内容を変更できる権限を有している。市

監督員の職務や選任方法は市規則で定められているか、監理指針は何に基づいている

か、市監督員の指導はどのように連絡調整しているかを調査した。 

監理指針は、「建築工事監理指針（平成 28 年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕

部監修）等に基づいている。請負業者への市監督員の指導は、工程会議の工事打合せ

等で行い、その他必要な場合は電話やメール等にて連絡調整している。また、協議事

項や決定事項は書面に整理している。適正であると判断する。 

2）履行期限 

履行期限は守られているか、具体的には試験・検査報告書に試験・検査日の記載漏

れはないか、監督員の確認印は押されているかを調査した。 

現在、施工途中であるが、履行期限は守られている。現段階では適正であると判断

する。 

3）履行内容の確認 

履行内容の確認(検査、検収、立会)は厳正に行われているか、具体的には各種検査、

材料試験等は適正に行われ、その報告書等の内容は適切か、監督員の立会頻度はどの

ように決定しているか、立会する場合は、市監督員を工事記録写真に写しているか、

検査記録の重要部分は工事写真記録でも確認できるかを調査した。 

段階立会確認書により検査を実施し、立会状況を工事写真で確認できるように指導

している。材料確認はミルシート等により行っている。検査報告書の他、重要な検査

内容は工事写真でも確認できるようにしている。 

保温材や接着剤は安全データシートの他、工事写真でも確認することになっており、

納品伝票は、集計が必要なものは集計表を作成し、受入検査や工事写真にて確認する

ことになっている。承諾材料が変更された場合は、図面を修正して承認している。現

段階では適正であると判断する。                          

4）指示事項や打合せ記録の整理 

指示事項や打合せ記録が整理されているかを調査した。 

施工における指示や協議等は、適切に実施されており、工程会議の議事録により整

理されている。現段階では適正であると判断する。 

 

(6) 環境保全・安全衛生 

1）周辺の環境保全 

周辺の環境保全は適切に行われているか、設備の環境保全機能・性能は試験等で確

認されているか、グリーン購入法は考慮されているか、省エネ法は具体的にどのよう

に考慮されているかを調査した。 

既存の総合体育館への設置であるため、冷暖房能力が最大となるように輻射パネル

の設置面積を最大限に確保することを優先して配置している。産業廃棄物処理実績報

告書に、マニフェスト伝票集計表、積込運搬等の工事写真を添付して提出するように

市監督員が指導している。冷暖房設備の性能は工場試験結果を書類で確認している。 
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また、騒音、振動、塵埃及び水質汚濁による周辺住民への影響が無いことを確認し

た。適正であると判断する。 

2）現場及び周辺の安全管理体制 

現場の安全管理体制は、施工計画書どおり配置されているか、記録は保管されてい

るかを調査した。 

現場の安全管理は、施工計画書どおりに行い、安全訓練等活動報告書により確認す

ることになっている。適正であると判断する。 

3）現場の安全管理活動 

現場の安全管理活動は、特記仕様書や施工計画書どおり適切に行われているか、現

場の安全巡視、安全教育などの安全管理活動（朝礼、安全大会、安全衛生協議会、新

規入講者教育、KY 活動など）は、どのように行われているかを調査した。 

現場の安全管理は、施工計画書どおりに行い、安全訓練等活動報告書により確認す

ることになっている。なお、これまでに工事中の災害や事故は無かった。適正である

と判断する。 

 

４．現場調査における所見 

4.1 総括的所見 

本工事における現場施工の段階が、技術面から適正に行われているかを合規性の観

点を主眼とし、経済性、効率性及び有効性の観点にも留意して調査した。輻射パネル

設備などの主要機材が現地搬入されていない段階であり、現地施工が進んでいない状

況であった。内容は後述のとおりであるが、現地調査の結果、特筆すべき問題はなか

った。 

4.2 調査項目 

(1）標識等の掲示 

必要な標識等が掲示されているかを調査した。 

建設業許可標識、労災保険関係成立票などの標識は、第 3 者が確認できる場所（共

同の現場事務所の総合体育館に面した場所）に掲示されており、取り付け状態も良好

であった。適正であると判断する。 

(2）仕上がり 

仕上がりは適正かを調査するものであるが、輻射パネル設備などの主要機材が現地

搬入されていない段階であり、仕上がり状態を確認できるほど現地施工が進んでいな

い。 

(3）現場の安全管理体制 

工事災害防止対策等を含め現場の安全管理体制が、施工計画書どおり行われている

かを調査した。 

安全訓練等活動報告書等により確認が行われている。適正であると判断する。 

(4）現場の安全管理活動 
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現場の安全管理活動（朝礼、安全大会、安全衛生協議会、新規入講者教育、KY 活

動、安全巡視など）が施工計画書どおり適切に行われているかを調査した。 

安全訓練等活動報告書等により確認が行われている。現場では、新規入構者教育の

状況を確認した。輻射パネル設備などの主要機材が現地搬入されていない段階であっ

たが、現時点では適正であると判断する。 

(5）現場の工程管理活動 

工程管理活動が安全余裕をもって適切に行われているかを調査した。 

工程会議で関連工事との調整状況や予備日等の確認を行っている。適正であると判

断する。 

(6）関連工事との調整活動 

既設構造物や関連工事との調整が、安全上適切に行われているかを調査した。 

工程会議で関連工事との重複作業の有無や取合い状況の確認を行っている。適正で

あると判断する。 

(7）その他の施工 

その他、「3.2 (4) 施工」と「3.2 (6) 環境保全・安全衛生」に関する内容を調査す

るものであるが、輻射パネル設備などの主要機材が現地搬入されていない段階であり、

確認できるほどに施工が進んでいない。 

 

５．提言事項 

5.1 過去の助言・提言事項に対する現状の改善状況 

建築住宅課に対して、平成 26 年度と平成 27 年度の「工事監査結果報告書」に助

言・提言事項が記載されており、これらに対する現状の改善状況を調査した。その

結果と評価を下表に示す。また、評価記号の意味と各々の件数は次のとおりである。 

A：改善されている（９件） 

B：改善されているが、更に改善の余地がある（１件） 

C ：改善されていない（１件） 

（平成 26 年度の助言・提言事項に対する現状の対応状況） 

項目 内 容 現状の改善状況と評価 

積算・契

約 

【積算のチェック】建築事務所が積算した

直接工事費を チェックした痕跡が残され

ていない。市の担当者がいつ チェックし

たのか痕跡を残すことが望ましい。 

A．担当者等が設計書をチェッ

クした痕跡を残すように対応

している。 

施工 【施工計画書の承認目時等の記録】作成者

の承認日等の 記録なされていないものが

見受けられた。 

A．承認印等の記録漏れが無い

ように周知し確認している。 
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【工事打合せ簿の内容の充実】細部まで記

録し内容を充実させること。 

C．工事打合せ簿の内容充実を

検討しているが、現段階では未

対応である。 

検査・工

事 監 理

監督 

【段階確認の記録の整理・充実】行うべき

（工程ごとに 整理することが望ましい）。 

A．段階立会確認書により記録

を行い、新築工事等工種別整理

が可能なものについては工種

別にて整理するように指導し

ている。 

【工事完成検査体制の見直し】工事品質の

確保や検査に 対する信頼性の確保という

観点から検査員は担当課（建築住宅課）で

はなく、別組織で実施する方法が主流とな

っている。（多くの自治体では「契約検査

課」を別組織として検査を行っている） 

A．平成 30 年度に実施の建設

工事から検査組織の分離を目

指して現在調整中である。な

お、外部活用を図る予定であ

る。 

（平成 27 年度の助言・提言事項に対する現状の改善状況） 

項目 内 容 現状の改善状況と評価 

計画 【事業コンセプトの明記】実施計

画前段階の顧客要求を満たすか、

第三者検証が必要である。設計検

証で受注者のコンセプトを明記す

る。 

B．基本設計段階から事業関係者と協議

し設計内容を検討しているため、事業関

係者との合意形成は図れている。このた

め現段階では、設計検証を実施していな

い。 

【特記仕様書の明記】特有な事項

や施工条件を明確に示す。 

A．現場特有の事項や施工条件がある場

合は現場説明書等で対応している。 

積算・契

約 

【積算内容の点検】担当者がチェ

ックした記録（痕跡）を残す方 が

望ましい。 

A．担当者等が設計書をチェックした痕

跡を残すようにしている。 

施工 【施工計画書の正確性】一部が現

場の実態と合わない。正確な書類

を求める必要がある。 

A．施工計画書の内容を充実するよう施

工者への指導を強化している。 

検査・工

事 監 理

監督 

【指示・是正のトレーサビリティ

の確保】いつ誰の指示で何を対応

したかを記録に残す。立合記録が

ない。作成や承認日の記入漏れが

ある。 

A．平成 27 年度工事監査時点は、工事

途中であったため未整理のものを提示

したが、工事完了時の工事報告書では、

仕様や各部の納まりの変更内容、疑義が

生じた施工方法に関する協議簿及び質

疑書が整理されていることを確認した。 

指示書等はその都度整理するように施

工者への指導を強化している。 
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【工事写真の撮影と編集】立合者

やスケールも一緒に撮影する。施

工順に整理する。 

A．工事監理者等の立会者、計測器具が

確認できるように撮影し、施工順に整理

するように施工者へ指導している。 

なお、平成 28 年度は建築住宅課が担当する工事が監査対象になっていないため、

助言・提言事項はない。 

これらの結果のうち、田川市が工事完成検査体制を分離する見直しへ向け調整中で

あることは、特筆すべき改善点であると大いに評価する。 

5.2 今回の提言事項 

 本工事の書類調査及び現場調査に基づく提言事項は、各々３項と４項に記載してい

る。その要点を 5.2.1 項に示す。また、5.1 項で改善の必要がある項目に対する提言

事項を 5.2.2 項に示す。 

5.2.1 書類調査及び現場調査に基づく提言事項 

書類調査及び現場調査に基づく提言事項の要点を以下に示す。 

(1) 計画 

今後の維持管理を円滑に効率的に行うためにも、事業目的に対する有効性、地元

住民や関係者との協議や説明の内容、関連工事等との協議の内容及び長寿命化計画

などは、計画時点の経緯や基本的な考え方を纏めた記録を残しておくことが望まし

い。［(1) 計画、1）事業目的］ 

(2) 設計 

総合体育館全体の冷暖房設備の運転効率を高めるために、熱流動解析を行うこと

が望ましい。［(2) 設計、1）法令等に適合した設計］ 

(3) 積算・契約 

特になし。 

(4) 施工 

試験検査報告書等の提出書類に対する市監督員の指導に当たっては、その指導が

有効であることを時々は確認することが望ましい。［(4) 施工、5）試験検査］ 

(5) 検査・工事監理監督 

特になし。 

(6) 環境保全・安全衛生 

特になし。 

(7) 現地調査 

特になし。 

5.2.2 過去の助言・提言事項の評価に基づく提言事項 

5.1 項で改善の必要がある項目に対する提言事項を以下に示す。 
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(1) 工事請負業者への指導［計画、検査・工事監理監督］ 

 過去の監査報告書の助言・提言事項に対する現状の改善状況を調査した際に「市

監督員が工事請負業者に指導している」もしくは「施工者への指導を強化している」

という回答が、市担当者から示された。「指導」の有効性を、重要度に応じた適切

な頻度で確認することが肝要である。 

「指導」だけを強化することは、「特記仕様書」を疑義のないように詳細に書くだ

けで「検査」を行わないということに等しい。「有効性」の確認を時々行うべきで

ある。［5.2.1 (4) 施工と同じ提言を「計画、検査・工事監理監督」に広げ、補足］ 

(2) 工事打合せ簿の内容充実［施工］ 

日報や打合せ議事録などの最も基礎となる記録を残すことは、改善の基本である。

一方で次項に示すように、作業を効率的に行うことが求められる。日々の業務や打

合せ内容などは、同じ項目の類似の内容である場合が大部分である。このような同

種の作業内容の効率化を図ることが、作業の効率化のためには重要である。チェッ

クをいれるだけで日報や議事録のほとんどが記録でき、特記事項を書くのは少しだ

けとなる様式化を工夫することが望ましい。 

(3) 検査程度（頻度）の有効性［検査・工事監理監督］ 

今後、市が維持監理する施設が増える一方で少子高齢化により人口が減少するこ

とが予想される。そのため、事業目的の「有効性」を厳しく評価して、無駄な施設

を建設しないことが重要であるが、一方で少ない市職員で施設を維持監理するため

に、市職員の業務内容の「有効性」が問われる。 

本市では、検査業務を行う組織を分けて、少人数の市職員で対応する方向で検討

中である。施設を構成する個々の設備の検査程度（頻度）を高めれば、施設全体の

品質が上がるということでもない。全数検査を行なう重要設備の対応だけに追われ

て、請負業者の自主検査の確認を怠れば、検査業務の「有効性」が落ちることにも

なる。施設を構成する個々の設備の重要度に応じた検査程度（頻度）、例えば、全

数検査や抜取検査（抜取率を変える）を有効に適用する必要がある。まず、設備に

検査程度を適用する考え方を規則化して、検査実績からの検証に基づき変更してい

く仕組みをつくる必要がある。 

以上 



【別紙２】 

 

 

調査実施日 ：平成 30 年 1 月 30 日(火) 

場   所 ：田川市役所会議室及び当該現場  

監査執行者 ：代表監査委員 丸谷 芳昭   

監査委員   髙瀬 冨士夫  

調査立会人 ：監査委員事務局 事務局長  原田 謙次  

主任    鶴川 真紀  

 

 

     

調査対象工事  

田川市実践型栽培施設新設工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田川市  

平成２９年度工事技術調査結果報告書  

 

 

平成３０年３月２７日  

公益社団法人 大阪技術振興協会  

技術士（建設部門）・一級建築士 古川 博  
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Ⅱ．田川市実践型栽培施設新設工事 

 

１．工事内容説明者 

出席者 

  建設経済部 産業振興課 課長   田澤 好晴  

              企画官  小川 透 

      工事内容説明者 課長補佐 城野 昭憲  

                係長   田金 啓寿 

            主事（市監督員） 大原 三四郎 

  

２．工事概要 

2.1 計画概要 

  新たな農業技術の習得を希望する者に実践型栽培施設（以下「実践施設」という。）

の場を提供することにより、市内において就農するものを確保するための施設を建設

するプロジェクトである。 

 

2.2 工事場所 

  福岡県田川市大字伊田 2427-3 他 白鳥工業団地（E 区画） 

 

2.3 工事概要 

  パプリカ 冬作、夏作の実践型栽培施設の整備 

栽培方式 養液栽培・ヤシがら床・点滴ベンチューブ式 

  冬作ハウス (温室 A)  2 棟 1920 ㎡ 

  夏作ハウス（温室 B） 6 棟 1728 ㎡ 

管理棟 1 棟 160 ㎡ 

 

2.4 工期 

 当初 平成 29 年 9 月 28 日～平成 30 年 2 月 28 日 

変更  平成 29 年 9 月 28 日～平成 30 年 3 月 12 日（変更契約日平成 30 年 2 月 28 日） 

 

2.5 発注方式 

  業者による性能発注方式※。発注条件として、□建設業の許可業者。□一級建築士事

務所登録のある業者。（外部委託は OK であるが、事前に協議し、承認を受けること） 

（社）日本施設園芸協会の発行する「園芸用施設安全構造基準｝に準じた構造基準に適合

するハウスの施工実績のある業者。□福岡県内に事業所等がある業者。 

発注時、基本設計書、仕様書が配布されている。 
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 ※性能発注方式とは発注者が要求性能、その検証・照査方法、標準的な設計を示し、受注者がその性

能を実現する施工を行う方式で、この方式では、性能で発注する趣旨からも明らかなように、構造物完

成に至るプロセスは、受注者に委ね、発注者側で規定しない。一方、従来型の仕様発注は、構造物の形

状、構造、寸法、精度、工法等を具体的に明示する発注方式である。なお、性能発注の場合は設計施工

で発注される。 

 

2.6 工事請負業者 

 八女カイセー株式会社（建設業許可番号福岡県知事許可第 36415 号）/（4 者の性能

発注方式による指名競争入札）   

  福岡県八女郡広川町大字太田 1024  

八女カイセー（株）は設計業務については外部委託のため中島修建築事務所（1 級建

築士中島修登録番号 1－-103305/事務所登録福岡県知事登録 1－-50388）で承認を受

けている。 

 

2.7 請負金額 

設計金額（税込）91,827,000 円   

請負金額（税込）91,260,000 円  

請負率 99.38％  

契約日 平成 29 年 9 月 28 日 

 

2.8 財源区分 

 国庫補助率 １/２（内閣府による地方創生拠点整備交付金） 市１/２（起債） 

  

2.9 市監督員等  

 市監督員 産業振興課 主事 大原 三四郎 

 工事監理者 中島修一級建築士（登録番号 1－-103305）中島修建築設計事務所（福    

岡県知事登録 1－50388）(管理棟のみ) 

 

210 工事進捗状況 

 進捗率  70％（平成 30 年 1 月末現在作業ベース） 

 

３. 書類調査における所見 

 書類調査では、工事事務手続き関係書類（入札・契約）、共通調査事項関係書類（計

画・積算・設計・施工・監理・安全管理等）工事別調査関係書類について、提示され

た書類を検分し、疑問点や不明な点については、関係者に質問し、技術的事項の実施

態様について吟味した。その結果は、概ね良好と評価できる。 
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 以下に個々の項目に関する所見を示す。 

3.1 計画について 

(1) 経緯  

   実践施設を新設し、新たな農業技術の習得を希望する者に実践施設を提供し、市

内において就農するものを確保することが目的で立ち上げられた。日本において、

農業生産で、需要が見込めるパプリカの培養栽培システムに着目、現在多くはオラ

ンダや韓国からの輸入に頼る現状から、我が国のあちこちでパプリカの培養栽培が

手掛けられ、成果が上がっている状況を踏まえ、その普及を田川市として町おこし

的事業として取り組まれ、新たな農業技術の習得を希望する者に実践施設の場を提

供することにより、市内において、就農するものを確保するプロジェクトとして起

こされたものである。なお、当プロジェクトはすでに農業技術を習得する希望者は

決定済みで今年 4 月からアドバイザーの指導の下で、その農業技術等の習得のため

の実践栽培が始められることになっている。 

 

(2) 設計について（発注者方の基本設計） 

 1）配置計画について 

  設置場所は白鳥工業団地（E 区画）空地（活用面敷地面積約 6,600 ㎡）に管理棟、

その両側に冬作温室（鉄骨補強型パイプハウス）と夏作温室（パイプハウス）を配置

し、養液システム上、また管理上も踏まえた配置計画となっている。 

 

2）意匠計画について 

・冬作温室は鉄骨補強型パイプハウスで、パプリカの成長する茎高を配慮し軒高 3m

で計画されている。間口８ｍ×奥行 40m の 3 連棟建屋で、谷が 2 か所在り、雨水処

理で 40m の厳しい片流れ勾配処理となっている。（軒トイも片流れ）トイの仕様は

鉄板 2.3ｍｍの亜鉛引きドブつけ仕様となっている。外壁は胴縁パイプ下地の防虫網

上に PO フィルム仕上げ、屋根は母屋パイプ上にアーチパイプ＠500 下地 PO フィル

ム張りとなっている。（ＰＯフィルムはポリオフィン樹脂をベースにした新しいフィルムで特徴は、

フィルム製造時に多層化し、それぞれの層に保温、強度の特性を付与するなど、フィルム全体として保

温性、強度を従来の軟質塩化ビニールフィルムに近づけていることで、風の強いところで裂けにくい点

が特に評価されている。また軽量でべたつきが少なく、伸びが少ないのでバンドレスで展張が可。透過

光の拡散の割合も従来の資材が５％前後であるのに対し、15％程度ある。） 

・夏作温室はパイプハウス（間口 7.2ｍ×奥行 40ｍの単棟、軒高 1.9ｍ）288 ㎡の 6 棟で外 

壁仕様は冬作ハウスと同じである。 

・管理棟は従来型の鉄骨平屋建で、事務室（休憩室）、トイレ、養液設備管理室、作業

場からなっており、間口８ｍ×奥行 20ｍの建家である。外壁はガルバニュウム鋼板

張り、屋根もガルバニュウム鋼板葺きの断熱材ペフ４ｍ/ｍ下地仕様.天井材の下地に



4 

 

は断熱材の挿入があり、外壁下地にも断熱材が挿入されている。ただ土間下地にポリ

フィルムが挿入されているだけで、断熱材が挿入されていない。床下からの冷えの問

題があり、少なくとも人間の作業する部屋は土間下に断熱材の挿入が必要であった。     

提言 

・当敷地は市が工業団地としては開発した敷地であるが、今般の植物工場の設置に伴う

その変更の、開発行為の変更手続きと合わせ、確認した。 

 

3）申請関係 

 パイプハウスは建築確認不要。管理棟は必要。ほか開発行為変更許可申請要。 

 

4）構造計画について 

 ・冬作鉄骨補強型パイプハウス 

    基本設計書で耐風速 35ｍ/以上の強度を有することが設計条件で、仕様及び構造

計算は日本施設園芸協会「園芸施設安全構造基準」に基づくものと指定され、構造

計算書の提出が要求されている。その構造計算書を確認した。間口 8m、軒高 3m、

柱スパン 2.5m、本柱、合掌とも、角パイプ 100×50×2.3 の培養液使用の絡みから

亜鉛引きドブつけ、独立基礎仕様（地耐力３ｔ/㎡）となっている。なお、軸組筋

交は９φ（ドブつけ） 

・夏作パイプハウスは従来型パイプハウスで、鉄骨部材は冬作パイプハウスと同じ。 

基礎はパイプの差し込み〈土中連結）。塗装は培養液使用の絡みから冬作同様亜鉛

引きドブつけ仕様となっている。 

・管理棟はスパン８ｍ柱間隔４ｍの構造で合掌は H 型鋼、柱は角パイプで基礎は独

立基礎仕様（地耐力３/㎡）、塗装は培養液を使用する関係上、パイプハウスと同様

亜鉛引きドブつけ仕様となっている。土間コンクリート鉄筋の D13 は D10 の使用

で問題がない。 

 

5）機械設備計画について 

・養液栽培システム    

    管理棟養液栽培室から養液システム（点滴ベンチューブ式）により両ハウスに自動

供給されている。自動養液供給機は 3 液タイプ。 

・暖房設備 

    冬作ハウスには暖房機が 2 台設置の温風暖房で当設備はコスト的に安価で温度

の立ち上がりが早い。熱源は、重油による温風暖房で、油タンクとその防油提が設

置され、その配管が設けられている。また暖房が室内に満遍なく行きわたるため、

循環扇が 6 基設置されている。 

・自動開閉装置 
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・誘引棚設置工事 

・遠隔監視制御システム 

・管理棟の作業場には収穫したパプリカを一時保管するための予冷庫設備がある。 

またエアコンは天井カセットパッケージである。 

なお、トイレの汚水処理は５人槽浄化槽（合併）。汚水は敷地境界に設置されてい

る既存の明渠に放流となっている。 

 

 (3) 積算 

  今般の物件は行政が扱うには極めて特殊な工事で、当工事に適用される積算基準は

管理棟以外では園芸用の積算となり、一つの園芸施設のプラントと考え、産業振興課

としては指名外の業者に積算を応援させ、対処したとのことである。公共工事の扱い

としては極めて稀な処理方法であるが、現状ではやむを得ない処理方法となった。 

当積算に際しては、福岡県施設園芸用施設導入方針（平成 27 年 3 月版）に準拠し、

パイプハウスの仕様と規模から、施設導入方針に定める基準を参考にし、金額算定を

したとのこと。管理棟は庁内の建築住宅課に査定を依頼したが、管理棟にも、ハウス

の設備関係が入っている絡みから、管理棟もハウスと切り離さないで業者見積を参考

にし、その積み上げ金額から、0.9 掛けで設計金額を決定したとのこと。 

 

(4) 施工 

 1）施工計画書等 

温室工事施工計画書を確認。 

安全衛生関係で気温が１度以下の場合は原則として作業はしないと明記されている。 

 

2）検査・品質性能の確認・試験 

 性能発注であり、下記の試験、報告書等を確認した。 

 冬作ハウス（A 棟）の基礎引抜試験とその報告書。 

夏作ハウス（B 棟）、管理棟のスウェーデン式サウンディング試験による地盤調査報

告書、暖房機の暖房負荷計算書。 

 

3）工程管理 

 ・基本工程を基に月間工程、週間工程も定例会議で関係者に周知徹底の上進められた 

とのことである。今年からは 1 週間ごとの工程会議がなされ、その議事録も確認した。 

（昨年までは必要に応じて開催）工事日報も確認した。 

 

4）諸官庁への手続き 

 ・給水装置工事申込書、道路占用許可申請、協議書、浄化槽設置届、開発行為の変更
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許可通知書等の手続きを確認した。 

 

5)下請業者  

 施工体制台帳,及び施工体系図の記載の管理棟基礎工事の（株）谷口組、給排水設

備工事の（有）浄新、電気設備工事の（有）吉野電設への発注を確認した。 

 

6）安全衛生管理 

・店内安全パトロールは月 1 回実施されていることを確認した。 

 

(5) 設計変更事項 

定例会議において、下記の設計変更指示書が出されている。 

①暗渠排水設備工事      圃場の地盤改良のための追加 

②鉄骨補強型パイプハウス工事 出入口扉 アルミサッシからティペットドア（東都

興業）に変更 

③自動養液栽培システム設備工事 電磁弁 4 台から 8 台に変更 

                  ドリップ一式 3,024 ケから 2,890 ケに変更 

                  防除モータセットの追加 

                  カートジェッターの追加 

④遠隔監視制御システム    圃場センサー 2 台から 4 台に変更 

⑤管理棟建築工事       建築確認申請による排煙窓（3 台）設置による仕様

変更 

 以上の変更事項は性能発注物件であり、追加金額の対象にはならない。 

 

(6) 竣工図 

・竣工前に竣工図が発注者方に提出される。その図書に基づき竣工検査がなされる。 

 

4．現場調査における所見 

 ハウス鉄骨が立ち上がり、ハウス棟は外部防虫網の取り付け工事中であった。事務所

棟も鉄骨は立ち上がり、土間床コンクリートの打設前であった。工程的には計画通りに

進んでいる状況を確認した。 

 土間鉄筋のアンカー曲りの手曲げの不正箇所があった。また鉄骨横架材の現場歩行時

の高さに厳しい箇所があり、危険予知の対応を指示した。 

     当プロジェクトは実践施設ではあるが、植物工場的な要素もかんがみ、工業団地の

法面の緑化等による整備が大変、必要と思われた。              提言 

 

5．付言及び提言事項 
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5.1 付言 

当物件は従来からのバックデータがないため、業務で農家や農協でのビニールハウス

を取り扱う業者の支援により、設計金額作成の業務の処理がなされた。本体的には第三

者のコンサルタント主導で設計も含め、処理されるべきであったが,手慣れた相手先が

確認できず、日ごろ、ビニールハウスを取り扱う業者の情報量を活かし、業者による設

計金額の基となる積算と、基本設計書をアドバイザーの意見を参考に業者に依頼し、公

共工事の対処としては、特殊な対処の仕方となった。第三者的、コンサルタントの介在

による設計、積算の業務依頼が望まれたが、できうるコンサルが不在で当対処となった

もの。 

 

5.2 提言事項 

(1) 設計 

  管理棟の土間下地にはポリフィルムが挿入されているだけで、断熱材が挿入され

ていない。床下からの冷えの問題があり、少なくとも人間の作業する部屋は土間下

に断熱材の挿入が必要である。 

 

(2) 現地調査 

鉄骨横架材の現場歩行時の高さに厳しい箇所があり、危険予知の対応が必要であ

る。当プロジェクトは実践施設ではあるが、植物工場的な要素もかんがみ、工業団

地の法面の緑化等による整備が必要と思われる。      

 

                                 以上 


