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１ 監査の対象 

(1) 工 事 名   旧犬山市福祉会館解体工事 

(2) 所管部課   健康福祉部 福祉課 

(3) 対象年度   令和２年度分 

 

２ 監査の期間 

令和２年９月 29日から令和２年 11月 19日 

[本監査実施日 令和２年 11月 19日] 

 

３ 監査の場所 

犬山市監査事務局 及び 当該工事現場（犬山市大字犬山字北古券地内） 

 

４ 監査の方法 

監査にあたっては、工事の計画、設計、施工及び監理等が適正かつ効率的に行われ

ているかどうかについて、書面監査及び実地監査並びに関係者からの説明聴取により

実施した。 

なお、工事の技術面については、工事技術調査業務を協同組合 総合技術士連合へ

委託し実施した。 

 

５ 監査の結果及び意見 

事前に提示された監査対象書類を検分した上で、疑問点を説明者に質問し、当該工

事の計画、調査、設計、監理(監督)等の各段階における技術的事項の実施状況につい

て監査した結果、概ね適正に執行されていると認められた。 

詳細については、協同組合 総合技術士連合からの「工事技術調査結果報告書」のと

おりであるが、所管課は報告書で指摘された点に留意するとともに、改めて全体的な

確認を行い、当該工事関係業務を適正かつ効率的に執行されたい。 
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１．監査の概要 

 

１-１ 技術調査対象工事名 

  旧犬山市福祉会館解体工事 

１-２ 調査実施日 

  令和２年 11月 19日    午前 契約書類ほか関係書類閲覧 

                                     工事内容の質疑応答等 

               午後 工事現場調査（書類調査、質疑応答） 

                  調査まとめ、講評 

１-３ 調査場所 

  犬山市役所監査事務局 及び 当該工事現場 

１-４ 工事技術調査業務実施技術士 

  協同組合 総合技術士連合 阿野 一雄 

               技術士（建設部門/総合技術監理部門） 

１-５ 事業の目的 

旧福祉会館は昭和 45年に建設され、その後、平成 16年に耐震補強工事が実施さ

れたが、建物及び設備の老朽化、景観阻害のため旧福祉会館本体の解体を実施する

ものである。 

 

 

２．工事の概要 

 

２-１ 工事名称 

  旧犬山市福祉会館解体工事 

２-２ 工事場所 

  犬山市大字犬山字北古券地内 

２-３ 工事内容 

  直接仮設工事 

    北側搬出入道路鉄板設置撤去      １式 

    ガードフェンス設置撤去        １式 

    家屋調査               １式 

    外部足場設置撤去           １式 

    防音パネル設置撤去          １式 

    その他    
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  解体工事 

    本体建屋解体工事           １式 

    ボイラー室等・付帯建物解体工事    １式 

    アスベスト除去工事          １式 

    地中埋設石垣調査           １式 

    機械設備解体工事           １式 

    電気設備解体工事           １式 

  運搬・処分 

    発生材運搬              １式 

    発生材処分              １式 

２-４ 入札方式 

  事後審査型一般競争入札（電子入札システム方式） 

２-５ 工事請負業者 

  大興建設株式会社 代表取締役 佐藤 伸二 

       所在地   一宮市木曽川町外割田字寺前 82番地 

       現場代理人 入山 司朗（１級土木施工管理技士、監理技術者） 

       監理技術者  児玉 芳典（１級土木施工管理技士、監理技術者） 

２-６ 設計業者/工事監理業者 

  株式会社 Ｙ.加藤建築設計事務所 代表取締役 加藤 義忠 

       所在地   犬山市大字犬山字末友 28番地 

２-７ 事業費 

  設計金額：   219,610,600 円（税込み） 

  予定価格：   219,610,600 円（税込み） 

  最低制限価格  175,681,000 円（税込み） 

  落札価格：   175,681,000 円（税込み） 

  落 札 率：   80.0 ％ 

２-８ 財  源 

  国庫補助① 13.2％ 国庫補助② 2.7％ 県補助 0％ 市費 84.1％ 起債 0％ 

２-９ 契約工期 

  令和２年７月７日 ～ 令和３年３月 19日 

２-10 工事進捗状況（11月 19日現在） 

    計 画 ： 65.0％ 

  実 施 ： 65.0％ 
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３．工事技術調査の所見 

 

旧福祉会館の解体工事は、住居、店舗、小学校等の施設が密集した中での工事であり、

敷地の東側は犬山城への観光客が往来する道路に面し、南側は隣接する小学校の通学路

となっている。このため解体工事の実施にあたっては、敷地周辺の環境に十分配慮した

工事施工が必要条件となっている。 

工事技術調査を実施するにあたっては、限られた時間内における調査でもあり、工事

着手前までの調査・設計、積算・単価、入札・契約の技術事項と、工事着手後の施工を

中心とする施工管理等の技術事項について、事前に監査事務局へ質問事項を作成・送付

し、調査当日は受け取った回答に基づいて、サンプリングにより書類及び口頭での質疑

応答を行った。 

また現地調査においては、現地の工事の進行状況（仮設工事及び解体工事）の確認を

行い、次に工事の施工管理（工程管理、品質管理、安全衛生管理、環境管理）の実施状

況について、書類審査及び口頭での質疑応答・確認を行った。 

以上より事業の各段階の技術的事項については、設計基準、仕様書、設計図書に基づ

いて適切に実施されていた。工事の実施にあたっては、法令順守により安全管理及び周

辺環境に配慮した工事が実施されており、工事技術調査時の書類審査及び質疑に対する

回答は十分なものであり、かつよく整理されていた。 

これより工事全般に関する是正や瑕疵は認められず、概ね適切に工事が実施されてい

るものと判断した。 

技術調査を通して気付いた事業遂行上の改善点や、今後の検討すべき事項を取りまと

めて以下に示した。 

 

 

４．工事着手前における技術調査事項 

 

４-１ 調査及び設計 

（設計の経過） 

解体工事の実施設計は令和元年度に設計委託業務として実施され、設計成果品である

設計書、数量計算書、特記仕様書、設計図面を確認した。特に設計委託報告書は作成さ

れていないが、発注者との打合せ議事録を確認し、設計の経緯、設計内容、決定事項等

について確認を行った。 

（準拠した計画・設計基準） 

計画・設計を実施するにあたっては、多くの法令、設計基準、技術基準等を参考にし
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て実施されており、これを以下に示した。 

  ・建築物解体工事共通仕様書（国土交通省：平成 24年） 

  ・公共建築工事標準仕様書 建築工事編 電気工事設備編 機械工事設備編 

                      （国土交通省：平成 28年） 

  ・建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省：令和元年） 

  ・建築工事安全施工技術指針（国土交通省：平成 27年） 

  ・石綿障害予防規則（厚生労働省：平成 28年） 

  ・その他関係法令及び諸工事基準 

（計画・設計内容） 

実施設計業務においては、解体工事として必要となる下記の設計項目についてそれぞ

れ実施され、その結果が設計図面及び特記仕様書に反映されたものとなっている。 

   ・解体工法の選定 

  ・作業中の安全確保 

  ・周辺環境の保全 

  ・建設副産物の再利用 

これより敷地周辺環境への配慮、工事に伴うコスト縮減を考慮した解体工事の設計成

果品となっていることを確認した。 

なお、建物内部のアスベスト（石綿）調査は、令和元年度に調査業務委託として別業

者の委託業務として実施されており、この調査結果に基づいてアスベスト除去工事の詳

細な設計が実施されている。 

一般的に解体工事は新築工事とは異なり、工事に伴う各種の検討や工法選定及び材料

選定を必要とはしないが、設計委託時に発注者との打合せ協議記録を通して、設計内容

の決定した経緯や決定内容等が記録されている。しかしながら設計業務として内容の明

確化、第三者への説明責任等を考慮すると、技術的事項、決定根拠について別途整理し

ておくことを推奨する。 

 

４-２ 積算及び単価 

（数量・積算） 

工事積算にあたっては以下の積算基準に基づいて実施している。 

  ・愛知県建築工事積算資料（愛知県：令和元年４月） 

  ・建築工事設計積算参考資料（愛知県：令和元年 10月） 

積算業務は設計委託業務において実施されており、本解体工事は特に当地域の周辺環

境に対する制限が多い工事であることから、解体工事全体の見積について３社を対象と

して見積徴収を実施している。この徴収した見積書に基づいて工事価格の検討を行い、



- 7 - 

 

最低価格を採用して設計価格とし、これより最低制限価格の設定をしている。 

積算の実施にあたっては設計業務委託において作成された数量を、発注者の健康福祉

部福祉課と都市整備部都市計画課の担当職員が、設計図面から数量のチェックを実施し

ている。同様に積算業務と金額についても多重チェックを実施して決裁を伺っており、

積算根拠及び積算の正確性を確認した。 

（工事工程） 

工事工程については、設計委託時に実績等に基づいた標準的な作業工程が算出されて

いて、これに基づいて発注者の担当職員が工程を検討・確認して発注工期を決定してい

る。 

 

４-３ 入札及び契約 

（入札関係） 

工事の入札は事後審査型一般競争入札（４社が参加、１社が辞退、応札３社）により

実施されている。公告、入札、開札、事後審査、契約、最低制限価格公開の各手順は、

犬山市契約規則に基づいたものとなっている。 

公告に示されている入札参加条件として、所在地要件、施工に関する要件、配置技術

者、総合評定値、その他の事項が設定され、上記の入札手順の経過を経て最低制限価格

により工事の受注業者が決定されている。 

以上の入札手順の記録を調査・確認した結果、入札に基づく合規性、公平性、適切性、

妥当性、透明性、履行の確実性等が管理されていることを確認した。 

（契約関連書類） 

工事契約時に必要となる各種書類に関して調査確認を行った結果、契約の履行が適正

に行われていることを確認した。 

   ・契約締結伺い決裁書 

   ・建設工事請負契約書 

   ・請負代金内訳書 

   ・建設業許可証 

   ・工事着手届 

   ・全体工程表 

   ・現場代理人及び主任技術者通知書（公的技術資格写し） 

   ・請負者加入保険（労働災害保険成立票） 

   ・前払金保証書（該当なし） 

   ・工事履行保証保険（10％契約保証金として預かり済） 

   ・建設業退職金共済制度（掛金収納証） 
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   ・安全衛生管理体制 

   ・施工体制台帳及び施工体系図 

 

 

５．工事着手後における技術調査事項 

 

５-１ 原価管理（設計変更）について 

（設計図書の照査） 

設計図書は建設工事の特性から完全なものとはならず、設計図書と工事現場の状態が

異なったり、設計図書に示された施工条件が実際と一致しなかったり、設計図書で想定

していなかった条件が発生したりする場合がある。このため工事受注者は工事着手前に

照査を実施して設計図書の確認を行う必要がある。 

当業務では受注業者が工事に先立って現地調査を実施した上で、設計図書の照査を実

施しており、これを一覧表として提出し発注者との打合せが実施されていた。 

（設計変更） 

現時点において特に大きな設計変更は発生していないが、建物本館北側境界部におい

て中部電力の既設の高圧施設の存在が確認され、この部分の鋼矢板打設、躯体撤去作業

の中止により設計変更が発生している。 

 

５-２ 施工管理全般について 

（施工管理の仕様書） 

施工管理を行うにあたっては関係法令の遵守と、特記仕様書及び設計図面に示されて

いる内容に従い、下記の仕様書（最新のもの）に基づいて施工計画書が作成され、現場

の施工管理を実施している。 

  ・建築工事監理業務委託共通仕様書（愛知県） 

  ・建築解体工事共通仕様書（国土交通省） 

  ・公共建築工事標準仕様書（建築工事編：国土交通省） 

  ・公共建築工事標準仕様書（電気設備編：国土交通省） 

  ・公共建築工事標準仕様書（機械設備編：国土交通省） 

  ・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編：国土交通省） 

  ・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備編：国土交通省） 

  ・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備編：国土交通省） 

（施工計画書） 

施工計画書には作業所の工事実施体制、各工種（仮設工事、解体工事、アスベスト撤
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去工事、産業廃棄物の運搬・処分）の作業手順と作業方法、工事に伴う施工管理（品質

管理、工程管理、安全管理、環境管理）の内容が記述されている。 

特にリスクアセスメント手法を用いて施工計画書が作成されており、「安全の先取り」

を行った工事管理を計画・実施している。リスクアセスメント手法の手順としては、①

リスクの特定、②リスクの見積り、③リスク対策の検討・決定、④リスク対策の実施、

⑤作業員への周知徹底 といった安全管理を計画的に行うものである。 

現場において各作業の作業手順書を確認したが、リスクアセスメント手法により作成

され、作業員に周知徹底されていた。 

作業の中心となる解体工事の作業計画は、車両系建設機械の油圧式圧砕機を中心とし

た作業順序と作業方法が、機械配置図に基づいて作成されていた。 

施工計画書は計画が確定した部分から順番に提出されているが、作業計画の記述内容

については、系統的なまとまりや記述の充実が必要であると感じた。 

 

５-３ 工程管理について 

（作業工程の管理） 

現場における工程管理は全体計画工程表に基づいて、毎週の作業工程の経過から翌週

の計画工程の検討・見直しが実施されており、これに伴って作成された週間工程表及び

月間工程表を発注者に提出し、打合せを行なって工程管理を実施している。 

（作業工程の進行状況） 

全体計画工程表によると、技術調査日当日において金額ベースで計画進捗率 65.0％、

実際の進捗率 65.0％となっている。 

現地調査の当日までに、仮設工事と本館内部のアスベスト撤去作業、内装撤去作業と

本館北側の低層部の解体作業が終了しており、この北側位置にラフタークレーンを設置

して足場の組立作業を実施中であった。この作業状況より足場組立がほぼ完成しつつあ

り、防音パネルを設置後に本館上屋の解体作業が本格化する作業工程となっている。 

当初の計画工程表から対比すると、養生足場組立と上屋解体工事の工程がやや遅れ気

味の傾向だが、概ね計画どおりの工事進行となっている。 

  

５-４ 品質管理について 

（品質管理体制） 

工事の各段階において品質証明を実施するため、作業所において品質検査員を選任し、

品質管理及び出来形管理を実施している。 

（使用材料の品質確認） 

仮設工事に使用されるパネルフェンス、足場、防音パネル等の材料については、仕様
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書、品質検査証等の資料が提出されている。また本館地下撤去後の埋戻し工事に使用さ

れる埋戻し材料（山ズリ）の土質試験結果も提出されている。 

（地下部の埋戻し作業） 

建物の地下撤去作業後の埋戻し工の施工は、施工数量がＶ＝2,100 ㎥と大きいため、

埋戻し施工時の品質管理は特に重要な作業である。 

現時点において埋戻し作業計画は明確に記述されていないが、埋戻し材料（山ズリ）

の土質試験結果（各種物理試験、突固め試験）が既に提出されており、この試験結果に

基づいて埋戻し作業の施工計画、締固め管理基準（まき出し厚さ、作業機械と作業方法、

品質確認試験）を作成し、これに基づいて施工管理を実施する必要がある。 

埋戻しの締固め（転圧）の施工管理を確実に実施することにより、竣工後に発生が予

想される敷地の沈下や陥没等のトラブルを未然に防ぐことができる。 

（出来形管理） 

躯体解体時の出来形管理については、敷地の解体状況、廃棄物の処分先のトラックス

ケールによる重量計測により解体量の確認をする予定となっている。 

（写真管理） 

作業の各段階において施工状況の写真管理を、愛知県デジタル写真情報基準（案）に

より実施をしている。 

 

５-５ 安全管理について 

（安全衛生管理体制） 

作業所における工事の就労者数は、およそ常時 10名、最大 40名となっている。 

現場の安全衛生管理体制として統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、協力会社

の安全衛生責任者が選任され、災害防止計画を策定して現場の組織的な統括安全衛生管

理活動を実施している。 

また、作業所における安全衛生管理活動を実施するにあたって、基本方針、安全衛生

目標を策定し、重点項目として以下の５項目を選定し、これに基づいて各種作業の安全

管理を実施している。 

  ・第三者に対する災害の防止 

  ・重機災害の防止 

  ・交通災害の防止 

  ・墜落・転落災害の防止 

  ・クレーン災害の防止 

これらの安全重点管理項目は、市街地における大規模な解体工事の災害防止のために

特に重要なものといえる。 
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（日常の安全衛生サイクル活動） 

工事施工にあたり以下に示す安全衛生活動を実施している。 

  ・毎日の安全施工サイクル（安全朝礼、ＫＹＫ、作業場巡回、各種点検、毎日の

作業工程打合せ、その他） 

  ・毎週の安全施工サイクル（週間工程会議、一斉点検、一斉清掃） 

  ・毎月の安全施工サイクル（災害防止協議会、安全教育訓練、店所パトロール、

定期検査、その他） 

このうち、毎日の作業打合せ記録について内容確認を行ったが、明日の作業予定とこ

れに対する安全指示事項、当日の作業及び安全巡視状況、注意事項の記入チェック、是

正事項等の記入の確認がなされ、安全確認が全職員および作業員に周知徹底されている。 

また毎日の朝礼後に実施するＫＹＫ活動についても、安全掲示板に掲示されている実

施内容を確認した。 

毎月の労働災害防止協議会及び安全教育訓練記録においては、当該作業時期に応じた

災害防止や安全教育活動等の議題、情報提供が扱われて実施されていることを確認した。 

（各種安全衛生関連の現場掲示） 

解体工事は元請会社をはじめ多くの協力会社により作業が実施されており、関連する

会社の建設業の許可証と施工体系図は、法律に基づいて公衆の見やすい東側道路に面し

た場所に掲示されていた。また労災保険成立票、建設業退職金共済制度適用事業主の現

場標識、緊急時連絡表、作業主任者一覧表、その他の安全関係標識類についても作業所

内の見やすい箇所に掲示されていた。 

（過載荷防止及び交通安全） 

毎日の解体材の搬出に対しては、運搬ダンプトラックおよそ 10～20 台毎にトラック

スケールによる重量と積載状況を確認して、過積載防止に対する管理を実施する予定と

なっている。 

現場周辺道路は幅員も狭く民家が密集しており、また観光客の歩行や学童の通学路と

なっていることから、工事用解体材の搬出と共に通勤交通車両についても、交通安全に

対する教育を実施し職員及び作業員に周知徹底をしている。 

 

５-６ 環境管理について 

（アスベスト除去工事） 

調査時にはアスベスト含有建材の除去作業は既に終了しており、除去状況写真及び口

頭による作業内容の確認を行った。 

アスベスト含有建材の除去及び処分は、特記仕様書、検体分析結果報告書、石綿含有

建材平面図（各階）に基づいて作業が実施されている。 
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アスベスト含有建材の除去作業に際しては、関係官庁への届出、除去計画書の作成、

石綿作業主任者の選任、作業従事者の特別教育と健康診断、特別管理、施工区画（セキ

ュリティゾーン）設置、保護具・保護衣の使用、作業場の隔離、湿潤化による撤去作業、

石綿の各種看板掲示、作業記録の作成（現在作成中）等について、法令に基づいて撤去

作業が実施されていることを確認した。 

（現場作業の環境対策） 

解体工事に使用する作業機械は、低騒音型・低振動型及び排水ガス規制型の車両系建

設機械を採用して作業を実施しており、足場に設置された防音パネルの効果もあり、周

辺に対する騒音対策効果が期待できるものである。 

解体作業工法としては油圧式の圧砕工法により実施されており、大きな騒音発生が予

想される大型油圧ブレーカーの使用は現在のところ予定はない。 

解体に伴う粉塵やほこりの発生に対しては、作業時の散水養生による抑制や作業現場

周辺の道路清掃を定期的に実施している。 

現時点までに北東部低層部の解体作業時に、地元より工事振動に関して１件の苦情が

発生していた。これから上屋解体作業の最盛期を迎えるために、さらなる地元住民から

の騒音・振動に関する苦情の発生が心配されるため、近隣対策への配慮を重点的に実施

していく必要がある。 

（建設廃棄物の管理） 

当工事は建設リサイクル法に該当するため、施工計画書に建設廃棄物処分計画、再生

資源利用計画が作成され、これに基づいて分別解体、適正な運搬、処分を実施している。

産業廃棄物の運搬・処分に関しては、運搬業者及び処分業者とも契約を実施し、産業廃

棄物管理票（マニフェスト：紙ベース）にて管理が実施されている。 

（イメージアップへの対応） 

特記仕様書にはイメージアップの実施項目は特に明記されていないが、受注者の企業

努力において下記の事項が実施されている。 

 ・仮囲いの観光案内ボード（犬山城シルエット）掲示 

 ・現場内の防犯ウェブカメラの設置 

 ・工事の進捗状況（ドローンカメラ）の犬山市ホームページへの掲載 

 

５-７ 今後の工程及び安全管理の確認 

（作業工程の再確認） 

現時点においては全体計画工程から見て、大きな作業工程の遅れは生じていない。 

また他工事との関連や輻輳
ふくそう

作業もないため、自工程により管理ができるため工程管理

は比較的容易といえる。ただし工事全体として折り返し時点を迎えるため、上屋解体工
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事の解体の進行状況を確認して、年明けの地下解体工事の作業工程の見直し、全体作業

工程の再確認を実施することが望まれる。 

（今後の工事施工に対する安全） 

現地調査により作業所の安全衛生管理は組織的に実施されており、現在まで事故は発

生していないが、今後上屋解体作業が本格的に始まることから、特に重機作業を中心と

する事故の発生が心配される。解体工事は年明けの１月末まで、地下の解体工事を順次

実施していく作業工程となっている。 

上屋解体作業は建物上部からの解体順序となるため、特に車両系建設機械の上下作業

の作業禁止、作業周辺の立入り禁止と安全確認、外壁部解体時の外部への解体物の崩落

防止について、安全管理を行っていく必要がある。 

建物解体工事が終了すると、仮設工の解体作業、残作業が残ることとなるが、工事の

中心となる解体工事が終了し、作業員の気持ちが緩んだ時に事故が発生するといった事

例は、土木・建築を問わず数多くの工事現場で発生している。 

したがって今後の作業において、元請け職員及び協力会社の作業員の全員が、コミュ

ニケーションを十分とりながら作業を実施し、全員の協力の下で無事故・無災害で工事

の完成に向かうことを期待している。 

 

 

６．現地調査（写真） 

 

主要な作業現場の状況写真を次ページ以降に示した。 
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  （全体写真南東道路角より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    （北側道路工事車両出入口） 

 

 

 

 

                           

  

 

 

 

 

 

  （南側道路小学校通学路） 
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     （東側道路観光客の通行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （北側道路搬出路鉄板敷設） 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

    （本館北側低層棟解体状況） 
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   （クレーンによる足場設置） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    （東側道路安全標識掲示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （現場内安全標識掲示状況） 

 

 


