
令和３年度

随時監査（工事監査）結果

野 田 市 監 査 委 員



１ 監査した監査委員

栗林 徹

新井 栄子

深津 憲一

２ 監査の種類

随時監査（工事監査）

３ 監査対象工事

（仮称）野田市子ども館新築工事

４ 監査対象部局

野田市児童家庭部児童家庭課

５ 監査の期間

令和３年８月３日から令和４年２月２８日まで

６ 監査の方法

監査対象工事について、計画、契約、基本設計、実施設計、施工等が適正かつ

効率的に行われているかを主眼に、関係資料の提出を求め書類の調査を実施し、

関係者の説明を聴取し、及び工事現場において施工状況等の調査を実施した。

工事監査に当たっては、技術的観点からの監査を主眼としているため、特定非

営利活動法人地域と行政を支える技術フォーラムに工事技術に関する調査を委託

し、技術士による工事監査に伴う技術調査報告書（以下「報告書」という。）を

基に総合的な判断を加え、監査を実施した。なお、工事監査は、野田市監査基準

を定める規程(令和２年野田市監査委員規程第１号)に準拠して行った。

７ 監査の結果

監査対象工事に係る計画、契約、基本設計、実施設計、施工等については、監

査した限りにおいては、おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認めら

れた。

なお、別添の報告書に推奨事項及び提言事項が示されているので、今後の工事

施工に当たって留意されたい。
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まえがき 

 本技術調査報告書は、野田市との契約に基づき、標記工事に対して技術的側面についての

調査及びヒアリングを行い、その適否、あるいは問題点の把握・分析を行い、改善案（助言、

勧告）を提示し、工事監査参考資料として作成し提出するものである。 

 

第１章 調査概要 

 

1.1 調査目的 

本報告書は、専門技術者の立場から主として、当該工事に係る①計画、②契約、③基本設

計、④実施設計、⑤積算、⑥施工管理等に関する事項に対して調査を実施し、これらの諸事

項に係る妥当性、公正性、適正性、経済性、公平性の確認と必要な助言、勧告を行うことを

目的としたものである。 

 

1.2 工事概要 

 工事件名 (仮称)野田市子ども館新築工事 

 工事場所 野田市清水字沼端 1122番 1他 

 設  計 株式会社松下設計 

 監 理 者 株式会社カトウ建築事務所 

 敷地面積 9,116.72㎡ 

 建築面積   915.41㎡ 

 延床面積 1,152.39㎡ 

構  造 鉄筋コンクリート造 2階建て 

 主要用途 児童厚生施設(子ども館) 

設計業務 委託料 62,150,000円 

工事請負 建築工事：山本建設工業株式会社  

      請負金額：917,785,000円(うち消費税及び地方消費税 83,435,000円)  

      令和 3年 11月 19日契約変更後の契約金額 

944,460,000円(うち消費税及び地方消費税 85,860,000円)     

監理業務 委託料 15,400,000円      

 工  期 設計 令和元年 12月 6日～令和 3年 3月 10日 

         契約変更後 令和元年 12月 6日～令和 3年 4月 30日 

      工事 令和 3年 4月 22日～令和 4年 5月 31日   

監理 令和 3年 4月 23日～令和 4年 6月 14日    

       

1.3 実地調査実施日  

  令和 4年 2月 8日（火） 
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1.4 実地調査場所 

  野田市総合福祉会館第 1会議室及び現地 

 

1.5 出席者 

 児童家庭部 部長               平野 紀幸 

       児童家庭課長           小林 利行 

同 課長補佐          田中 道男 

          同 主任主事          西山 修一       

総務部 部長                 宮澤 一弥  

      営繕課 課長           中村 利夫 

       同 課長補佐          寺田 政司 

       同 営繕係長          福島 義人 

       同 主任主査          園田 謙二 

       同 主任技師          須藤 直子 

       同 技師            大柴 伸太郎 

受注者 

 設計業者 株式会社松下設計  

       設計部グループリーダー     星 広人 

 施工業者 山本建設工業株式会社 

       現場代理人 建築部長      枝川 行宏 

       営業課長            清水 英樹 

 工事監理業者 株式会社カトウ建築事務所 

        管理技術者 埼玉事務所長   桑山 真 

        構造担当           板倉 真一 

        電気担当           松澤 昇 

        機械担当           小川 卓丈 

 

監査委員事務局 

        代表監査委員         栗林 徹 

        監査委員           新井 栄子 

        監査委員           深津 憲一 

        事務局長           飯塚 浩司 

        主幹兼事務局長補佐      堀江 賢司 

        主任主査           大月 加奈子 

        主査             衣川 明史 

        主任主事           袴田 文子 
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特定非営利活動法人 

 地域と行政を支える技術フォーラム 

        技術士            原田 敬美 

 

1.6 日程 

  令和 4年 2月 8日（火） 

     9時 55分 工事概要説明、書類調査、質疑  

     11時 55分 調査、質疑終了 

     13時 20分 現地調査     

     14時 15分 現地調査終了 

     14時 45分 監査委員・技術士打合せ 

     15時 05分 講評 

     15時 30分 調査終了 

 

1.7 調査方法 

  調査は、仕様書に基づき実施したものであり、その概要、手順は次のとおりである。 

① 担当課による工事経過、概要の説明 

② 計画分野の調査 

③ 契約分野の調査 

④ 設計図書の調査 

⑤ 積算書の調査 

⑥ 施工管理状況の調査 

⑦ その他 

 

 以上の事項について、担当課及び関係各位からのヒアリング、質疑応答、書類を基に調査

を行ったものである。 
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第２章 調査業務内容 

 

2.1 計画 

(上位計画の位置付け） 

 本事業は、平成 27 年度に策定された野田市総合計画の「基本方針 2 子どもの健全育成

と子育て環境の充実」に基づいた事業である。 

本事業は、野田市の上位計画に位置付けられている。 

(本事業の必要性) 

 児童館は現在 6 か所あるが、中央子ども館は開設が昭和 52 年で面積 199.26 ㎡、比較的

新しい施設の関宿子ども館の開設が昭和 62年で面積 155.30㎡であり、開設以来 30数年か

ら 40年以上経過し、施設の老朽化、規模が小さいなどの問題があった。 

また、既存の子ども館は、地域密着型の小規模児童館であり、多様化するニーズに応える

には規模が小さい上に、新たなニーズに諸室の現状は対応困難な状況であった。 

そうした中、18歳までの全ての子供、保護者が交流し、体験し、また、乳幼児相談にも利

用できる大型の児童センターを造ってほしいという市民からの要望があった。 

本事業は、必要な事業である。 

(計画策定） 

 児童家庭部児童家庭課が事務局となり検討委員会を設置し、令和元年 5月に「子ども館整

備基本構想」を策定した。 

 その内容は、1現状と課題、2施設の目指す姿（例 ①基本コンセプト、②基本的な考え

方、③基本方針、④各エリアの区分と機能）、3運営方法などである。 

 検討委員会の委員は、庁内の児童政策や施設整備の部門の職員である。利用者の親の意見、

小中学校の意見、近隣住民の意見を聴取し、基本構想策定に反映した。 

 建設予定地は、現在施工中の敷地とし、延床面積は約 1,000㎡、建設予定年度は令和 2年

度から令和 3年度と決定した。 

計画策定の方法、計画内容は適切である。 

（まとめ） 

 本事業は、野田市の上位計画に位置付けられている。6館ある既存の子ども館は狭あいで、

老朽化し、更新する必要があり、さらに、新たな子育てニーズに対応するため必要な事業で

ある。計画策定方法、計画内容は適切である。 

 

2.2 契約  

(契約方法) 

設計事務所の選定、施工会社の選定は、設計・施工一括発注公募型プロポーザル方式であ

る。その目的は、民間企業の持つノウハウの活用、工期の短縮、より良い建物を造るため、

技術力の高い業者に依頼することである。 
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なお、野田市の事業で、同様の契約方法は、水道事業で実施した事例がある。 

契約方法は、技術力を評価する方法で、好ましい。 

(プロポーザルの審査) 

審査委員は 11人で、委員長は副市長、副委員長は児童家庭部長、委員は総務部営繕課長、

保健福祉部障がい者支援課長、保健センター長、子ども支援室長、児童家庭部児童家庭課長、

児童家庭部保育課長、生涯学習部青少年課長、さらに、子育て中の職員 2人である。 

審査の手順は、一次審査は書類審査、2次審査はプレゼンテーションである。 

評価項目について、(1)事業計画に関し 40点、うち、実施体制 15点、工程計画 10点、リ

スク管理 15点、(2)施設計画に関し 100点、うち、全体配置計画 10点、施設計画 20点、デ

ザイン・景観 20点、魅力度 40点、環境負荷・ライフサイクルコスト 10点、(3)プレゼンテ

ーションに関し 20点、(4)児童館の実績に関し 20点、(5)提案価格に関し 20点で、合計 200

点である。 

審査の結果、提案内容は、プロポーザル事業者募集要項に定める事業費の提案上限額を下

回っており、定性的事項と定量的事項の審査による評価点の 50％以上であり、適格要件を

満たしていることから、応募した山本建設工業株式会社を代表企業とするコンソーシアム

(企業連合)を野田市子ども館整備事業の選定事業者にすると決定した。 

 審査委員の構成、評価基準は適切である。  

なお、応募者は 1者であった。応募者が 1者であったことの検証をされたい。本来、複数

の応募があるべきである。今後、同種の事業を実施する際の参考にされたい。 

 また、審査の更なる公正性確保のため、審査委員に外部の識者を招へいすることを検討さ

れたい。 

(契約書） 

 設計業務、建設工事、監理業務の契約書について、収入印紙の額、日付など、契約書の鑑

は適切である。 

 契約内容の執行を担保するための履行保証について、設計、施工、監理の分野で、保険会

社の公共工事履行保証証券、また、保証会社の東日本建設業保証株式会社の保険で担保され

ている。監理業務では、保証金が納められた。 

(提案時と契約時の変更内容) 

 令和元年 10 月 15 日の公募型プロポーザルの提案時の工事費は税込みで 712,800,000 円

であった。実施設計後、令和 3年 4月 21日、工事費を 917,785,000円に増額変更し契約し

た。 

 増額変更の理由は、以下の 4点である。 

 1つ目は、敷地の地盤が想定以上に軟弱であったことである。募集要項で、敷地近辺のボ

ーリングデータを参考に提供し、設計事務所は杭長 12m と想定し、提案時の価格は

30,000,000 円であった。設計時のボーリング調査結果で、杭長 41m が必要となり、実施設

計時の価格が 59,115,700円となり、杭工事の費用は 29,115,700円の増額となった。 
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 2つ目は、許認可関係(開発協議)によるもので、①防火水槽設置、②雨水貯留槽設置、③

下水道の延伸、④水道の改修、⑤舗装の変更の 5件である。 

各々の内容は、以下のとおりである。①は消防指導に伴う 20tの防火水槽設置で、提案時

は計上がなく、実施設計時の価格は 6,885,280円で、6,885,280円の増額となった。②は雨

水貯留槽(46t及び雨水本管φ300、67m延伸で、提案時の価格は 15,780,000円で、実施設計

時の価格は 34,698,769円で、18,918,769円の増額となった。③は下水道を敷地外の北側歩

道下にφ200の約 70m延伸で、提案時は計上がなく、実施設計時の価格は 10,653,500円で、

10,653,500 円の増額となった。④は敷地外の東側道路内の公共水道管 50A の延長と隣接地

1 件の引込管 20A の改修で、提案時は計上がなく、実施設計時の価格は 2,457,000 円で、

2,457,000円の増額となった。⑤は敷地内の舗装工事で、都市計画課指導に伴う車路スロー

プの〇型滑り止め付きコンクリート舗装及び消防指導に伴う 15t 車両耐荷重仕様への変更

で、提案時の価格は 758,000円で、実施設計時の価格は 4,352,000円で、その結果、3,594,000

円の増額となった。 

 3つ目は、市などからの追加要望によるもので、6件ある。大きくは 3件で、①屋上芝生

広場の仕上げの変更、②多目的室の床暖房、③プレイルームの体育器具の追加設置である。 

 各々の内容は、以下のとおりである。①は福祉団体からの要望で、ペントハウス周りにウ

ッドデッキ設置が追加となり、提案時は計上がなく、実施設計時の価格は 997,290 円で、

997,290円の増額となった。②は児童家庭課からの要望の床暖房設置で、提案時は計上がな

く、実施設計時の価格は 751,139円で、751,139円の増額となった。③は児童家庭課からの

要望のバスケットゴール設置で、提案時は計上がなく、実施設計時の価格は 918,000円で、

918,000円の増額となった。③に付随し、バスケットゴール設置に伴うコートラインの設置

は、実施設計時の価格は 75,600円で、75,600円の増額となった。次に、③の付随の 2件目

で、バスケットゴール設置に伴うガラス面への防球ネットの設置で、実施設計時の価格は

229,500円で、229,500円の増額となった。次に、③の付随の 3件目で、バスケットゴール

設置に伴う空調機の防球ガード設置で、実施設計時の価格は 207,000円で、207,000円の増

額となった。 

 4つ目は、上記の 1から 3の内容が複合的に影響している項目で、2件ある。①は擁壁の

更なる補強工事である。軟弱地盤であること及び消防指導に伴う 15t 車両の進入による擁

壁構造躯体の増大である。提案時の価格は 36,137,940円で、実施設計時の価格は 77,436,354

円で、その結果、41,298,414 円の増額となった。②は①の追加工事を含めた土工事の追加

による残土処分の追加である。追加により、実施設計時の価格は 52,895,830円で、その結

果、52,895,830円の増額となった。 

 一方、減額の項目で、要求水準及び提案事項を取りやめた内容が 2件ある。①は難聴者支

援装置で、FM補聴システムの採用により、備品対応に変更した。提案時の価格は 150,000円

であったが、取りやめで 150,000円の減額となった。②は乳幼児室バルコニー及び大階段下

駐輪場の取りやめで、提案時の価格は 4,500,000円であったが、4,500,000円の減額となっ
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た。 

 以上の結果、増額の小計は 164,347,022円となる。この金額に共通仮設費(提案時 5%、実

施設計時 5%)と諸経費(提案時 15%、実施設計時 8%)を加え、合計 186,350,000円の増額とな

った。 

 1について、契約のリスク分担に基づき、市が差額を負担することとした。市が差額を負

担することは妥当である。しかし、杭長の変更について、設計時の想定長さと変更後の長さ

の乖離が大きい。今後、同種の事業で、発注の際、近隣のボーリングデータを複数提供する

か、あるいは、発注前に市がボーリング調査をすべきである。 

 2 について、許認可によるもので、市が差額を負担することとした。変更は妥当である。 

 3について、市からの要望で、市が差額を負担することとした。変更は妥当である。 

 4について、軟弱地盤であることと許認可によるもので、市が差額を負担することとした。 

技術的にもやむを得ない事情で、変更は妥当である。 

 5について、減額変更は妥当である。 

(設計業務履行期間の契約変更) 

設計業務の履行期間の契約変更があった。当初、令和元年 12 月 6 日から 3 年 3 月 10 日

までであったが、令和 3年 3月 8日付けで契約変更し、令和 3年 4月 30日までの履行期間

延長である。その理由は、新型コロナウィルス蔓延で、設計事務所職員の配置の都合による

もので、やむを得ない事情である。 

(工事中の増額契約変更) 

 令和 3年 11月 19日付けで、当初契約額は 917,785,000円(税込み)が 944,460,000円(税

込み)で 26,675,000円の増額の変更契約である。その理由は、屋外の遊び場について、全て

の子ども達がそれぞれの楽しみ方で遊ぶことができるインクルーシブな遊び場とするため、

当初計画していた水遊び場に代わり噴水設備を有する水遊び場を整備するものである。併

せて当初計画の遊具の設置を取りやめ、別途工事としてインクルーシブ遊具等を整備する

ためである。 

 変更理由は妥当である。 

(まとめ） 

 契約方法は設計・施工一括発注公募型プロポーザル方式で、より良い施設を建設するため、

技術力の評価に基づき業者選定するもので、好ましい。今後も同様の方法を積極的に採用さ

れたい。 

 なお、応募が一者のみであった原因について検証されたい。 

 契約書など事務手続は適切である。 

 プロポーザル提案時の工事費から実施設計後の工事費に増額変更があったが、やむを得

ない事情であり、増額理由は妥当である。  

 なお、事前の杭長の想定と実際の設計時の間に大きな乖離があったが、今後、近隣のボー

リングデータを複数活用するか、発注前に市がボーリング調査をするべきである。 



 8 

 工事中、増額契約変更があった。インクルーシブな遊び場とするための変更で、理由、手

続は妥当である。 

 設計業務の履行期間延長の契約変更があった。その理由は、新型コロナ禍の影響で設計事

務所員の配置に問題が生じ、やむを得ない事情である。 

 

2.3 基本設計 

（施設の規模） 

基本設計で、施設規模を延床面積 1,000㎡程度とした。根拠は、平成 24年に厚生労働省

が定めた「児童館の設置運営要綱」に基づく。要綱の第 3児童センター、建物の広さについ

てで「大型児童センターにあっては 500㎡以上とし」と記載されている。 

国の基準は最小限で、市が検討したプログラム内容、機能に基づき必要とする諸室の面積

を決めた。 

(関連法規の検討)  

基本設計図書の 10ページ、II関連法規の整理では詳細に検討されている。 

なお、右上欄で建築基準法の 3行目、延床面積が「述」床面積と記載され、誤字である。

今後気を付けられたい。 

(配置図)  

基本設計図書の 15ページ、配置図で、基準点(BM)と道路幅員についてである。基準点は

敷地の北側の道路に設置した。道路幅員の記載がないが都市計画道路の幅員が 19m、42条 2

項道路の幅員が 2.738mで合計 21.738mである。 

(概算工事費) 

 基本設計図書の 22 ページの概算工事費について、同等の他市の施設、松伏町の児童館、

春日部市のエンゼルドームを参考とした。 

(まとめ) 

 基本設計は、厚生労働省の児童館の設置運営要綱に基づき、また、野田市の子ども館整備

基本構想に基づき作成された。基本設計図書は、実施設計につなげる重要な図書である。検

討範囲、検討内容、作成した図書は充実した内容である。 

 

2.4 実施設計 

(特記仕様書) 

 実施設計図書の A02特記仕様書で、 1⑦ワンデーレスポンスと記載されている。好まし

い内容である。 

(1階平面図) 

 実施設計図書 A28 1階平面図で、セキュリティ対策について、窓、扉付近にカメラを設

置し、機械警備でセキュリティ対策を行う。 

(防火水槽・受水槽) 
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 実施設計図書 G25 耐震性貯水槽で 40 ㎥と記載されている。消防署との協議で規模が決

まった。 

(擁壁) 

実施設計図書 G31 擁壁構造図に、福田企画設計と記載されている。協力事務所であるが、

設計図書の作法としては、元請の事務所名で作成することが好ましい。 

(柱状図) 

実施設計図書、構造図 S15、柱状図で、建物予定の四隅でボーリング調査をした。地形の

特徴は起伏が多く、敷地の低い所では表層から 5m下までの部分は、以前に行われた盛土で

ある。敷地の高い所では、表層はローム層、下層は粘土層である。 

杭工法はコストの低減のため、既成杭を採用した。 

(電気設備) 

実施設計図書 E06 発電設備特記仕様書について、本施設に非常用発電が設置される。本

施設は、災害時避難施設となる。そのため 72時間以上の電力確保が必要で、設置位置はキ

ュービクルの隣である。 

自家発電がカバーする範囲は、災害時に、最小限の電力供給をすることであり、1階はプ

レイルーム、トイレなど、2階は、事務所、防災機器、電話、LAN、給水ポンプ、エレベータ

ーなどである。 

(空調・衛生設備) 

実施設計図書 M08 1階平面図(空調)のプレイルームの空調方式について、広い部屋であ

り、多目的用途に使用され、バスケットボール、ダンスなどの活動に使用される。空調機を

5台設置し、個別に運転できる。 

 なお、乳幼児、児童が使う施設、また、スポーツなどの部屋の冷暖房は、今後、健康、快

適に配慮した輻
ふく

射冷暖房方式を検討されたい。 

 実施設計図書 M41雨水貯留槽について、排水計画平面図が作成され、計画雨水量が算定さ

れた。雨水貯留、排水の計算を行い、開発担当部門の承認を得て設計図書を作成した。 

(まとめ) 

実施設計図は積算、施工をするために必要十分な内容である。乳幼児、児童が利用する福

祉系の施設では、冷暖房設備の方式に「健康性」「快適性」の観点から輻
ふく

射方式を検討され

たい。 

 

2.5 積算 

（建築工事） 

設計施工一括の発注であり、設計事務所と建設会社が独自に単価設定した積算書である。 

8ページ 2土工について、切土 4,450㎥、埋戻し量 1,172㎥、残土処分 3,278㎥と計上

されていたが、実績で、切土 14,536 ㎥、埋戻し量 4,847 ㎥、残土処分(場外処分)9,689 ㎥

となった。計算書を確認した。 



 10 

22 ページ 4 コンクリート工事、普通コンクリート躯体部分 1,506 ㎥と計上されている

が、計算根拠を確認した。 

29 ページ 6 鉄筋で、D13 92.3t 及び D25 61.10t と計上されているが、その計算根拠

を確認した。 

(まとめ） 

積算書の数量について一部抽出調査であるが、内容は適切と判断する。 

 

2.6 施工 

（進捗） 

令和 4年 1月末時点の進捗率について、マスター工程で 55%、実績は 50.14%である。遅れ

の原因は、型枠大工の人的不足である。外構工事はマスター工程より進捗が早い。現場代理

人から、契約工期までに竣工予定との報告を受けた。 

進捗は問題無いと判断する。 

(施工体系図） 

施工体系図を確認した。下請は 25社あり、そのうち、建築 22社、電気 1社、空調衛生 2

社である。そのうち、市内業者は 4社である。 

今後、更なる市内業者の活用を図られたい。 

(監理体制) 

監理はカトウ建築事務所が担当し、毎週水曜日定例会を開催している。さらに、配筋検査

などその都度監理をしている。 

(施工図承認の手続) 

施工図承認は、工事の 2週間前に、最初に、監理者がチェックし、その後、市の監督員へ

渡し、承認を得て工事をする手順である。 

(中間検査) 

審査機関の中間検査は、令和 3 年 11 月 26 日に実施された。中間検査合格証の原本を確

認した。 

(数量検査) 

 コンクリートの納品検査について、建物の積算量は 1,604.6㎥であるが、令和 4年 2月 8

日現在の納品量は 1,690.75㎥である。 

 鉄筋の納品検査について、建物の積算量は 217.50t であるが、令和 4 年 2 月 8 日現在の

納品量は 256.41tである。 

 コンクリートの納品検査について、擁壁部分の積算量は 669.0㎥であるが、令和 4年 2月

8日現在の納品量は 685.5㎥である。 

 鉄筋の納品検査について、擁壁部分の積算量は 72.68tであるが、令和 4年 2月 8日現在

の納品量は 72.006tである。 

 集計表を確認した。コンクリート納品量と鉄筋の納品量は、適切である。 
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(杭打設、配筋検査) 

 杭打設について、監理者が、試験杭を全数立会いし、残りの 38本については、施工者が

立会い、作業日誌で支持層到達の確認をした。 

 杭芯ずれはないこと及び杭頭深度の成績表を確認した。 

配筋検査は、監理者が、部位ごとに全て確認し、全数が合格した。 

(コンクリート強度試験の成績) 

一部であるが、ピット耐圧盤の 28日強度の成績表で合格であることを確認した。 

(鉄筋溶接の検査) 

鉄筋の溶接の検査について、監理者が検査をし、社内検査をし、溶接の下請業者が検査を

し、圧接業者が自主検査をし、さらに超音波検査をした。全て合格である。 

(工事写真) 

 工事写真の一部を任意に抽出し、調査した。2階の柱の配筋で、D25が 12本配筋されてい

る状態及び基礎梁の配筋で、D19が上端 4本、下端 3本、スターラップ D13が 200㎜ピッチ

で配筋されている状態を確認した。 

 工事写真は適切に作成、ファイルされている。 

(作業員の資格証) 

 特記仕様書に記載されている電気設備、技能士の資格証について、電気第一種電気工事士

免状と第三種電気主任技術者免状を、また、技能士では、とび、コンクリート圧送、鉄筋施

工、左官、ガラス、サッシ施工の技能士の証明書を確認した。 

(施工現場) 

 現場で、建築のベンチマークを確認した。公道に面して法定掲示物が掲示されている。 

建築確認済証(令和 3年 2月 25日付け)の副本の原本が現場事務所に保管されていることを

確認した。 

 仮囲の一部はパンチングメタルが使用され、公道から施工現場を見ることができ、また、

風通しもよい。 

(建設副産物） 

電子マニフェストで管理をしている。産業廃棄物業者の許可証及び契約書を確認した。 

(作業環境) 

作業員の休憩所は、新型コロナウィルス対策でテーブルにアクリル板が置かれている。密

にならないように配慮し、アルコール消毒を心掛け、体温 37.5度以上の方は帰っていただ

くようにしている。 

夏場の熱中症対策で、スポーツドリンクを 2回提供している。また、強制的に休憩を取っ

てもらうようにしている。 

今後、作業員の休憩所では、旧労働省の快適職場ガイドラインに基づき、体調の悪い作業

員が横臥
が

できるよう畳一枚分のスペースを配置するよう、監督員、発注者の立場から指導さ

れたい。 
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また、今後、女性監督員、作業員が増えることが想定され、女性専用トイレ、更衣室設置

を検討されたい。 

(まとめ） 

 工程は、おおむねマスター工程のとおりである。各種手続書類、施工関係書類は適切に作

成されている。近隣対策、法定手続など諸手続は適切である。杭打設、配筋など施工は適切

に実施されている。鉄筋、コンクリートの納品量は積算書と整合性が取れている。建設副産

物は適切に処理されている。今後、市内業者の更なる活用を図られたい。作業員の休憩所で

は横臥
が

できるスペースを検討されたい。また、女性監督員、作業員が増えることが想定され、

女性専用トイレ、更衣室設置を検討されたい。 
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第３章 総合評価 

 

今回の調査で、気付いた点、今後の課題として、以下の点に配慮し工事を進められたい。 

 

（１） 本事業は野田市の上位計画に位置付けられている。既存の施設は狭あいで老朽化

し、更新する必要があり、さらに、新たな子育てニーズに対応するため必要な事業で

ある。計画策定方法、計画内容は適切である。 

（２） 契約方法は設計・施工一括発注公募型プロポーザル方式で、より良い施設を建設す

るため、技術力の評価に基づき業者選定するもので、好ましい。今後も同様の方法を

積極的に採用されたい。応募者が一者のみであった原因について検証されたい。 

契約書など事務手続は適切である。 

工事費の増額変更について、プロポーザル提案時の工事費から実施設計後の工事費

が増額変更となったが、やむを得ない事情で妥当である。しかし、杭長の事前の想定

と実施計画時の間に大きな乖離があった。今後、近隣のボーリングデータを複数活用

するか、発注前に市がボーリング調査をすべきである。市などからの設計変更要請に

伴う増額はやむを得ないと判断する。 

工事中の増額変更契約があったが、インクルーシブな遊び場とするための変更で妥

当である。 

設計業務の履行期間延長の契約変更があったが、新型コロナウィルス蔓延で設計事

務所員の配置に問題が生じ、やむを得ない事情である。 

（３） 基本設計は厚生労働省の児童館の設置運営要綱に基づき、また、野田市の子ども館

基本構想に基づき作成された。基本設計の内容は実施設計につなげるため重要な図書

である。作成した図書は充実した内容である。 

（４） 実施設計図書は、積算、施工をするのに必要十分な内容である。乳幼児、児童が利

用する福祉系の施設では、冷暖房設備の方式に「健康性」「快適性」の観点から輻
ふく

射方

式を検討されたい。  

（５） 積算は適切と判断する。 

（６） 施工の進捗は、おおむねマスター工程どおりである。各種手続書類、施工関係書類

は適切に作成されている。安全対策、近隣対応、法定手続など施工に関する手続は適

切である。杭打設、配筋などは適切に施工されている。鉄筋、コンクリートの納品量

は積算書と整合性が取れている。建設副産物は適切に処理されている。今後市内業者

の活用を図られたい。また、作業員の休憩所で横臥
が

できるスペースの確保、女性監督

員、女性作業員が増えることを想定し、女性専用トイレ、更衣室設置を検討されたい。 

 

むすび 

 おわりに、今回の調査はサンプリング調査により実施したもので、調査範囲から得られた
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結果についての判断を示した。大切な公金が市民のために適切かつ効果的に使用されるよ

う、今後も適切な監査活動の継続を要望したい。 


