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工　事　監　査　報　告　書

　「会津若松市監査基準に関する規程」に基づき、随時監査を実施したので、その結果を報

告いたします。

第１　監査の種類

　地方自治法第199条第５項の規定による随時監査（工事監査：工事技術調査）

　工事監査（工事技術調査）は、計画、設計、積算、入札、契約、施工管理等の各段階に

おいて、技術的視点から工事が適正に施工されているかを主眼に行われるものであり、品

質の確保はもとより経済性や効率性・有効性の向上を目的に実施するものである。対象と

する工事は設計額が比較的高額（概ね 30,000千円以上）な工事等（調査、設計、工事監理

又は事業の維持管理等を含めて発注するものを含む。）で、技術的に難易度が高く、監査

実施時期において工事進捗率が概ね50％前後のものから、適宜、選択する。

　なお、今回監査の対象とした工事については、工事進捗率 50％前後となる時期が７月上

旬と見込まれた。そうした中で発注者（市教育委員会）から、空調設備の 1日も早い供用

開始を図る上で、最も工事が繁忙な時期であり、この時期の数日の遅れが２学期開始時の

供用開始を極めて困難にしかねないとして、監査実施時期のあり方について協議があった

ことを踏まえ、小中学校の児童・生徒の健康保持を最優先とし、特例として「工事進捗率

50％前後」を工事監査（工事技術調査）の要件としないものである。

第２　監査の対象工事に係る全体事業の概要

　今回の監査が対象とする工事は、「会津若松市立小中学校空調設備整備事業（Ａグルー

プ）工事」であるが、本工事は、現在改築中の行仁小学校を除く市立小中学校 29校を対象

とする小中学校空調設備整備事業の一環として施工されるものであり、当該事業は、近年

の気温上昇により、夏季の小中学校生活における児童・生徒の安全確保が喫緊の課題と

なっていることから、学校環境衛生基準を遵守し、小中学校29校の普通教室等に空調設備

を整備する事業である。

１．事業実施に当たっての目標（クリアすべき事項）

　小中学校空調設備整備事業の実施に当たっての目標（クリアすべき事項）は、次のとお

りであった。

①小中学校29校における普通教室等に、平成 31年（令和元年）夏からの空調設備の使用

を目指し、可能な限り早期に整備する。

②国が新たに創設した「冷房設備対応臨時特例交付金」を活用して整備する。したがっ
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て、当該交付金の対象外であるリース方式の手法はとらないこととし、また、当該交付

金の交付条件から平成31年度(令和元年度）中の事業完了が必須となる。

③老朽化した暖房設備（蒸気ボイラー設備）については、空調設備へ切り替える。

④設置後のメンテナンスを容易にし、ランニングコストを抑制する。

２．契約のあり方

　前記の目標（クリアすべき事項）を踏まえ、入札契約方式及び受注者選定方式並びに発

注単位については、次のとおりであった。

①入札契約方式については、一般的には設計と施工を分離して発注する、いわゆる分離

発注方式（施工段階では、設計に基づいて確定した工事の仕様を契約の条件として提

示し、その「施工」のみを発注する。）であるのに対し、今回は、設計と施工を一括し

て発注する、いわゆる設計施工一括発注方式（ＤＢ方式（デザインアンドビルド方

式）。発注に当たっては、発注者が求める機能・性能及び施工上の制約等を契約の条

件として提示する。）とした。

②受注者選定方式については、発注者の示した仕様（設計及び条件）を満たす競争参加

者のうち、最低の価格をもって申込みをした者と契約する価格競争入札が原則である

が、今回は、技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者を契約候補者とし、業務仕

様の協議を行い、随意契約により契約相手方を決定する、いわゆる公募型プロポーザル

方式とした。

③発注単位については、小中学校 29 校を次の４つのグループに分け、発注グループご

とに候補者を選定した。また、本事業への参加資格要件については、設計業務の要件と

施工業務の要件の２つの要件を満たしていなければならないが、施工業務については

地域要件（市内業者及び準市内業者）を付すとともに、参加資格者は単体企業のみな

らず、特定建設工事共同企業体（ＪＶ）の参加も可（混合入札）とした。

グループ名 学　　校　　名 教室数

Ａグループ
日新小・松長小・永和小・城南小・小金井小・

河東学園小・一箕中・河東学園中
165

Ｂグループ
湊小・大戸小・第二中・第三中・第四中・湊中・大

戸中
153

Ｃグループ
一箕小・神指小・門田小・第一中・第五中・

第六中
180

Ｄグループ
鶴城小・城北小・城西小・謹教小・東山小・

荒舘小・川南小・北会津中
150
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第３　監査対象工事の概要

〇工 事 名　　　　会津若松市立小中学校空調設備整備事業（Ａグル－プ）工事

〇工事場所　　　　日新小学校・松長小学校・永和小学校・城南小学校・小金井小学校・

　　　　　　　　　河東学園小学校・一箕中学校・河東学園中学校

〇契約方法等

・入札契約方式　　設計施工一括発注方式

・受注者選定方式　公募型プロポーザル方式

　平成30年 12月 18日の入札契約審査会において、設計施工一括発注方式かつ公募型

プロポーザル方式で発注することを決定するとともに、施工業務に係る地域要件の設

定及び混合入札（参加者は単体企業・ＪＶのどちらでも可能）についても決定した。

・事業実施要領等

　平成 30年 12月 27日に会津若松市小中学校空調設備整備事業実施要領を制定すると

ともに、募集要項（各グループの対象校及び各グループの提案上限額を除き、グループ

共通）、プロポーザル選定委員会設置要領（対象は全グループ）、要求水準書（グルー

プ共通）、整備箇所図（グループごと）、審査基準（グループ共通）、契約書案（工事

名及び工事場所を除き、グループ共通）を決定し、公募を開始した。（参加意向申出書

提出期限は平成31年１月23日。企画提案書提出期限は平成31年１月28日）

〇受注候補者の決定

・平成31年１月31日にプロポーザル選定委員会を開催し、各グループの応募者ごとに、

企画提案書に基づくヒアリングを実施の上、評価を行い、各グループの受注候補者を選

定した。なお、プロポーザル選定委員会のメンバーについては、本事業について高い見

識を持ち、客観的な判断ができる学識経験者２名、児童・生徒を理解し、学校施設に精

通し、また、地域と交流し、実際にエアコンの利用や維持管理を行っていく小中学校の

教職員の代表２名（小学校長１名、中学校長１名）、公共施設の設計・施工に精通し、

一級建築士の資格を持つ市職員1名の５名で構成されている。

・Ａグループの参加者は、会津ガス・会津電気工事・佐藤建築設計特定建設工事共同企

業体 1者で、評価点は 500点満点中 408.0点（300点未満であれば失格）となり、同事業

体が受注候補者となった。

　　　　【提案上限額】　436,715,000円（消費税及び地方消費税含む）

　　　　【提　案　額】　429,289,200円（消費税及び地方消費税含む）

　　　　【提案上限額に対する提案額の率】　98.3％

〇契約締結

・平成31年 1月 31日に受注候補者である会津ガス・会津電気工事・佐藤建築設計特定建

設工事共同企業体を随意契約の相手方とし、見積書を徴することを決定し、併せて、提

案額と同額で予定価格を設定した。

・平成 31年 2月 1日に会津ガス・会津電気工事・佐藤建築設計特定建設工事共同企業体
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から提案額と同額の見積書が提出され、その額で工事請負仮契約が締結された。

　　　　【予 定 価 格】　429,289,200円（消費税及び地方消費税含む）

　　　　【見 　積 　額】  429,289,200円（消費税及び地方消費税含む）

　　　　【落 　札 　率】　100.0％

　　　　【契 約 金 額】　429,289,200円（消費税及び地方消費税含む）

〇受 注 者　　会津ガス・会津電気工事・佐藤建築設計特定建設工事共同企業体

〇工　　期　　平成31年２月13日 ～ 令和元年９月30日

〇進捗状況　　工事進捗率　95％　（ 令和元年８月末現在 ）

〇工事内容

１．空調設備整備教室

　　　　全体（８校）

　　　　　　普通教室   111室

　　　　　　特別教室    29室

　　　　　　管理諸室　　25室

２．各小中学校の工事内容

①日新小学校

　　　　・エアコン設置台数：普通教室　15室　5馬力 15台

　　　　　　　　　　　　　　特別教室　 2室　6馬力 1台、4馬力 2台

　　　　　　　　　　　　　　管理諸室　 4室　6馬力 1台、4馬力 2台、3馬力 1台

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.5馬力 1台

　　　　・キュービクル改造：既存動力変圧器 50kVA撤去、新規動力変圧器 150kVA設置

　　　　　　　　　　　　　　コンデンサ取替 16kvar

　　　　・オープン教室への対応：透明ビニル製カーテン設置

②松長小学校

　　　　・エアコン設置台数：普通教室　13室　5馬力 13台

　　　　　　　　　　　　　　特別教室　 3室　5馬力 5台

　　　　　　　　　　　　　　管理諸室　 4室　6馬力 1台、5馬力 2台、2.5馬力 2台

　　　　・キュービクル改造：既存動力変圧器 50kVA撤去、新規動力変圧器 150kVA設置

　　　　　　　　　　　　　　コンデンサ取替 21.3kvar

　　　　・オープン教室への対応：透明ビニル製カーテン設置

③永和小学校

　　　　・エアコン設置台数：普通教室　 7室　5馬力7台

　　　　　　　　　　　　　　特別教室　 3室　6馬力 1台、5馬力 1台、4馬力 2台

　　　　　　　　　　　　　　管理諸室　 4室　6馬力 2台、2.3馬力 1台、2馬力 1台

　　　　・キュービクル改造：既存動力変圧器 30kVA撤去、新規動力変圧器75kVA設置

　　　　　　　　　　　　　　コンデンサ取替 10.6kvar
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　　　　・オープン教室への対応：透明ビニル製カーテン設置

④城南小学校

　　　　・エアコン設置台数：普通教室　18室　5馬力 18台

　　　　　　　　　　　　　　特別教室　 3室　5馬力 2台、4馬力4台

　　　　　　　　　　　　　　管理諸室　 4室　6馬力 1台、5馬力 3台、2.5馬力 1台

　　　　・キュービクル改造：既存動力変圧器75kVA撤去、新規動力変圧器 150kVA設置

　　　　　　　　　　　　　　コンデンサ取替 31.9kvar

　　　　・オープン教室への対応：透明ビニル製カーテン設置

⑤小金井小学校

　　　　・エアコン設置台数：普通教室　21室  5馬力 20台、4馬力 1台

　　　　　　　　　　　　　　特別教室　 3室　5馬力4台、4馬力 2台

　　　　　　　　　　　　　　管理諸室　 4室　6馬力 2台、5馬力 2台、2.5馬力 2台

　　　　・キュービクル改造：既存動力変圧器 100kVA撤去、新規動力変圧器 200kVA設置

　　　　・オープン教室への対応：透明ビニル製カーテン設置

⑥河東学園小学校

　　　　・エアコン設置台数：普通教室　15室　6馬力8台、5馬力7台

　　　　・オープン教室への対応：透明ビニル製カーテン設置

⑦一箕中学校

　　　　・エアコン設置台数：普通教室　14室　6馬力 14台

　　　　　　　　　　　　　　特別教室　12室　6馬力 2台、5馬力6台、4馬力 14台

　　　　　　　　　　　　　　管理諸室　 5室　6馬力 1台、5馬力 2台、2.5馬力 3台

　　　　・キュービクル改造：既存動力変圧器 50kVA撤去、新規動力変圧器 200kVA設置

⑧河東学園中学校

　　　　・エアコン設置台数：普通教室　 8室　5馬力 3台、4馬力 5台

　　　　　　　　　　　　　　特別教室　 3室　6馬力 3台

　　　　　

第４　監査の着眼点

　全国都市監査委員会版別項「監査等の着眼点」の「第３　工事監査等の着眼点」を踏ま

え、工事の経済性、効率性、有効性の観点から監査を行った。

　また、ＤＢ方式かつ公募型プロポーザル方式による手続の適正性の観点から監査を行っ

た。

第５　監査の実施内容

　あらかじめ対象工事に係る関係資料の提出を求め、対面において契約の概要、設計概

要、工事概要、工事監理業務概要の聴取を行い、工事現場において、工事担当職員及び工

事関係者から説明を受けるとともに、施工状況調査を実施した。
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　なお、技術面の調査については技術士法第２条に規定する技術士による支援を受けて監

査品質の向上を図った。

第６　監査の実施場所及び日程

監査の実施期間  

     令和元年６月12日　～　令和元年11月 27日

工事技術調査実施日及び場所

     令和元年９月４日　書類審査　河東支所３階会議室

     令和元年９月５日　現地実査　永和小学校外３校

第７　監査の結果

　技術士による工事技術調査結果報告書を踏まえ、会津若松市立小中学校空調設備整備事

業（Ａグル－プ）工事の工事監査を実施した結果、発注者による公募型プロポーザル方式

による契約、監督等の事業遂行、工事監理委託業者による監督員と工事受注者との連携を

密に取りながらの施工監理業務及び受注者による設計・施工計画・施工管理等の実施につ

いて適正であると認められた。

　なお、所見については次のとおりである。

1．契約について

①入札契約方式及び受注者選定方式について

　今回の入札契約に当たっては、設計施工一括発注方式（ＤＢ方式）がとられている

が、当該方式は、設計・施工及び入札契約手続に要する期間の大幅な短縮が期待される

手法である。加えて、国の新たな交付金の創設によって、全国規模で小中学校に空調設

備を設置する動きが広まり、部品・製品の確保が懸念される状況にあって、設計の段階

から資材の手配を可能とする手法でもある。

　事業者の選定に当たっては、公募型プロポーザル方式によって受注候補者を選定して

いるが、当該方式は、詳細な仕様や条件が設計図書として確定していない段階（した

がって通常よりも早い段階）でも発注が可能であり、また、民間事業者のノウハウや固

有の知見を活かした成果をも期待できるものである。

　以上のことから、短期間での完成が求められていた本事業の目的・趣旨並びに当該事

業を取り巻く社会状況に照らし、適切な発注方式といえる。

②入札契約方式の決定手続及び受注者選定手続について

　本市の公共工事においては、一般的に、設計と施工を分離して発注し、受注者も価格

競争で決定しているが、今回の工事については、入札契約方式としては設計施工一括発

注方式を、受注者選定方式としては公募型プロポーザル方式を採用している。こうした

手法の選択に当たっては、入札契約審査会を経て決定している。併せて、小中学校 29校
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を４つのグループに分割して発注すること、さらには、応募者に地域要件を付すことや

ＪＶ企業体と単体企業の混合入札とすることについても、当審査会を経ており、これら

の意思決定に係る庁内手続は適切にとられている。

　受注候補者の選定に当たっては、専門家及び施設利用者の代表者によるプロポーザル

選定委員会を設置の上、選定委員会において、あらかじめ定めた６項目の評価基準に基

づき、ヒアリングの上、企画提案書を評価し、最優秀提案者が選定されている。こうし

た中で、今回の監査の対象であるＡグループについては、応募者が１者であり、当該事

業者が最優秀候補者に選定され、受注候補者となったが、評価点は 500点満点中 408.0点

と、予めプロポーザル企画提案審査基準で定めたクリアすべき評価点 300点を大きく上回

り、特に問題とすべき点はなかったところである。

　また、契約者決定に至る一連の手続は、極めて短期間の中で通常とは異なる事務手続

が必要であったが、先進事例の研究や関係各課との度重なる協議によって、全体的な事

務手順を検討したとのことであり、募集要項や契約書案も含め、適切な事務手続によっ

て進められたものと評価したい。

③要求水準書及び提案上限額の設定について

　設計施工一括発注方式においては、設計図書に代えて、工事の仕様に係る最低限満た

すべき水準を要求水準書として事業者に示すことになるが、今回の要求水準書につい

ては、別添の工事技術調査結果報告書にあるとおり、空調方式やその性能について、先

進事例の調査やメーカー聞き取り等により技術的根拠を確認しながら作成している。

　また、公募型プロポーザル方式においては、提案上限額を事業者に提示することにな

るが、設計施工一括発注方式をとっているため、今回は、詳細な設計図書がない段

階でこれを積算する必要があった。別添の工事技術調査結果報告書において検証してい

るとおり、モデルケースを設定して積算を行い、それをもとに各学校の個別条件に応じ

て積算するなど、創意と工夫を重ねながら積算したものと思われる。

　以上のとおり、要求水準書及び提案上限額の設定については、今回のケースに類似し

た前例がない中で、しかも、極めて限られた時間の中で、関係各課が協議を重ねなが

ら、適切に設定したものと評価したい。

　　

２．工事監理について

　設計施工一括発注方式ではあるが、実務的には、各学校ごとに、受注者による設計が

終了した段階で、発注者である市の承認を得て、その後に施工の段階に移行する手順が

とられていた。

　こうした中で、設計段階の協議及び設計の承認は、当該工事に係る市の監督員（教育

総務課の技師と公共施設管理課の技師の２名）が直接担い、施工段階に入ると、工事監

理の受託者である一般財団法人ふくしま市町村支援機構（福島県及び本市を含む県内 59

市町村が出捐）が第一義的には工事監理業務を担うという役割分担で行われていた。工
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事監理業務については、各学校ごとに、現場確認検査の立会い及び月一回の定例会議へ

の出席といった重点管理により行われ、その結果については月報の業務報告書により市

に報告されており、特に問題はなかった。

３.要求水準書及び設計について

①空調設備機器の選定

　要求水準書において、電気式空冷ヒートポンプ方式とガスエンジン式空冷ヒートポン

プ方式を比較し、次の理由から電気式空冷ヒートポンプ方式としていた。

・ガスエンジン式空冷ヒートポンプ方式は、エンジン搭載の室外機設置のため、広いス

ペースの確保が必要となる。

・ガスエンジン式空冷ヒートポンプ方式は、稼働音が大きく、また、定期的なメンテナ

ンス費用を要する。

②高圧受変電設備

　受注者は、多数のエアコン設置により既存の動力変圧器の容量が不足するため、要求

水準書に基づき、新たに容量の大きい動力変圧器の設置を設計において提案していた。

③電気設備

　受注者は、プロポーザル選定委員会の審査結果において委員より意見のあった学校の

美観については、電線管配線を塗装することにより景観に配慮していた。

　以上、要求水準書及び設計について、特に問題はなかった。

４.提案上限額の積算について

　発注グループごとに提案上限額を提示するため、次のように積算を行っていた。

・標準的な学校の設計積算を行い単位教室当たりの基準単価を算出し、各校の個別条件

（ベランダの有無、オープン教室の有無、室外機置場、冷媒配管長等）を考慮して工事

費を算出していた。

・積算基準は、福島県土木部の「建築関係工事積算基準」を準拠し、福島県の積算シス

テム（エスティマ）により積算していた。

・機器価格は、複数社分入手し割引率を乗じて実勢価格に反映していた。

　以上、積算については詳細設計図がない中で、概算ではあるが各校の諸条件を考慮し

て積算を行っており、問題はなかった。

５.施工について

①施工計画書

　本工事に関する冷媒配管工事、高圧受変電設備改修工事、電気設備工事、内装工事等

各工事の施工計画書で必要事項を項目別に記述してあり、適切に示されていた。

②使用資材
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　平成31年４月９日より順次、使用資材に係る承諾願が提出され、承諾されていた。

③施工管理

・設計図とは別に施工図が発注者側に提出され承認されていた。

・工事履行報告書は、月ごとに進捗状況を示し報告されていた。また、工事日報につい

ては、学校ごとに毎日作成されていた。

・施工体制台帳、施工体系図が整備されていた。また、下請契約書、注文請書、施工体

制点検表も整備されていた。

・産業廃棄物を処理した確認書類としてマニフェストが整理されていた。また、工事経

過写真が適切に記録されていた。

④品質管理

・現場に納入された機器等の材料検査が行われていた。

・空調室外機について、高架台を含めた耐震計算を行っていた。また電気盤について、

アンカーの引抜試験が行われていた。

・契約工期内ではあるが、段階確認（一工程完了）を行い、２学期の始まる８月 26日ま

でには試運転を開始していた。

⑤安全管理

　新規入場者教育、毎朝始業前のＫＹ活動、月１回以上の安全パトロール等が実施され

ていた。また、本工事での事故は現時点では、発生していないとの報告を受けた。

　以上、施工に係わる各事項について、特に問題はなく適切に行われていた。
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