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松原市監査委員 川西 修  

松原市監査委員 中田 靖人 

 

 

令和元年度実施工事監査結果報告について 

 

 

 地方自治法第 199 条第 5 項の規定に基づく随時監査（工事監査）を実施した

ので、その結果について同条第 9項の規定により提出します。 

 



１．監査の対象 

  松原市新図書館建設事業 

    （担当部署：市民協働部 市民図書館） 

 

２．監査の期間 

  令和元年 9月 10日から令和元年 10月 28日 

 

３．監査の方法 

  今回の監査は、令和元年中に施工している上記工事について設計、施工及

び監理等が適切かつ効率的に行われているかどうかという観点から、調査を

公益社団法人 大阪技術振興協会に委託して実施した。 

 

４．監査の場所及び実施日 

  実施場所  松原市福利厚生会館 ３Ｆ ＡＢＣ会議室及び工事現場 

  実 施 日  令和元年 10月 8日（火） 

 

５．監査の結果 

  本監査では、提示された以下の監査対象書類を検分し、疑問点は説明者に

質問し、当該工事の計画・調査・設計・仕様・積算・契約・使用材料・施工

管理・品質管理・監理（監督）等の各段階における技術的事項の実施状況に

ついて吟味した結果、工事の目的達成に必要な関係書類は、よく整理ができ

ていることを確認した。 

  現場施工状況については、施工者をはじめ工事関係者と十分な打ち合わせ

を行い、完成に向け順調に進んでいる。安全管理状況については、現場周辺

における安全対策等も十分講じられるとともに環境や車両交通等に対する配

慮もなされており、ともに良好であることを確認した。 

 

 

  主な監査対象書類 

 工事監査技術調査調書 

 工事監理業務委託仕様書 

 松原市新図書館建設工事数量表 

 施工計画書管理表・施工図提出予定表 

 工事監理報告書・工事定期報告書・工程表・設計図（建築図、構造図、電気設

備図、機械設備図）  

 松原市新図書館建設事業に係る基本協定書、松原市新図書館建設事業に係る設

計及び施工業者に係る公募型プロポーザル実施要領・要求水準書 

 

 なお、本監査に係る委託先の技術士による調査結果は、別紙資料のとおりで

ある。 
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１．調査の概要 

１-１ 技術調査対象工事名称 

松原市新図書館建設事業 

 

１-２ 調査実施日 

令和元年１０月８日（火） 午前１０時～午後２時３０分（書類審査） 

午後２時５０分～午後３時５０分（現場調査） 

１-３ 調査場所 

松原市福利厚生会館３ＦＡＢＣ会議室及び現場 

 

１-４ 監査執行者 

代表監査委員                    川西 修 

議選監査委員                    中田 靖人 

 

１-５ 技術調査業務（報告書共）実施技術士 

公益社団法人 大阪技術振興協会   

五十嵐 博行 技術士（建設部門） 

〒５５０-０００４ 大阪市西区靱本町１丁目８番４号（大阪科学技術センタービル５０４号） 

T E L：０６-６４４４-４７９８、F A X：０６-６４４４-４８１８ 

 

１-６ 調査立会者 

行政委員会総合事務局 

    事務局長                    中野 浩司 

参事                        西口 浩司 

参与                        恩地 裕也 

 

１-７ 工事内容説明者 

市民協働部 市民図書館 

館長                        手束 元信 

主幹                        木口 周亮 

都市整備部 建築住宅課 

課長補佐                    松野 淳 

係長                         高松 祐治 

事業受注者 鴻池組、マル・アーキテクチャ設計・施工共同体 

 (有)マル・アーキテクチャ代表取締役  高野 洋平  
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取締役 高野 祥子  

株式会社鴻池組大阪本店 設計本部建築設計第 1部         

    建築設計第２グループ     課長  大橋 達也 

株式会社鴻池組大阪本店 設備エンジニアリング部 

             設備第一課 田中 優斗 

                  現場代理人 竹元 康博 

 

１-８ 工事概要 

（１）工事場所       松原市田井城３丁目１０３番１、同１０３番２ 

（２）建物概要 

ア 敷地面積      １，６４３．５７㎡  

イ 建築面積      １，０４３．２４㎡   

ウ 延べ面積      ２，９８７．３３㎡ （容積不算入除き２，８７３．７５㎡） 

エ 高さ         地盤高 ＧＬ＝標高１９．０７ｍ  

１階床高 ＧＬ＋１．２１ｍ 

軒高    ＧＬ＋１４．６８ｍ 

              最高部高 ＧＬ＋１８．５５ｍ 

オ 建蔽率・容積率 建蔽率：６３．４７％＜８０％、容積率：１７４．８４％＜３００％ 

カ 地域・地区     近隣商業地域、準防火地区、耐火建築物 

キ 用途         図書館 

ク 構造・階数      鉄筋コンクリート造、地上３階、地下１階、塔屋  1時間耐火構造 

ケ 地業・基礎     深層地盤改良杭（エスミコラム工法）Φ８００、７９７本、 

先端深さ ＧＬ－４．４７ｍ～ＧＬ－６．６７ｍ 

                 直接基礎 連続基礎 長期許容支持力度 ２５０ｋN/㎡ 

（３） 設計・施工共同体 鴻池組、マル・アーキテクチャ設計・施工共同体 

             代表者 大阪市中央区北久宝寺町３－６－１ 

                    株式会社鴻池組大阪本店 

                     取締役専務執行役員本店長 渡津 弘己 

              構成員 大阪市中央区北浜東１－２９－５Ｆ 

                     有限会社マル・アーキテクチャ大阪事務所 

                      取締役 高野 祥子     

（４） 設計・施工契約金額 

ア 設計業務委託費     ９６，０１２，０００円（消費税込） 

イ 工事監理業務委託費  ４１，１４８，０００円（消費税込）  

ウ 建設工事費      １，３２０，８４０，０００円（消費税込）     
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（５） 事業期間    

ア 設計工期   平成３０年４月２７日～平成３０年１２月３１日  

イ 工事監理   平成３０年７月５日～令和２年２月２９日  

ウ 工事工期   平成３０年６月２８日～令和２年２月２９日 

（６） 工事進捗率  令和元年１０月８日現在 ８５．２％ 

 

 

２．調査の結果 

工事監査技術調査の対象工事は、令和元年度 新図書館建設事業である。松原市には、これ 

まで８つの市民図書館が建設され、現在、その内６つの図書館が運営されている。新図書館は、 

中央館機能の充実や新たな図書館サービスの実現をめざし、同市田井城３丁目１０３番１及び同 

１０３番２に、今池親水公園溜池の一部を埋立て造成し建設するものである。 

調査時の現況について、建築工事は、躯体工事が完了し、外部、内部の仕上工事中である。 

電気設備工事及び機械設備工事は、機器等取付及び取付下地工事中である。工事の進捗率

は、８５．２％であった。 

２工事関係書類について、サンプリングによる書類の確認および関係者への質疑応答によ

り、工事技術調査の着眼点について調査を行った。事業目的・計画、設計、積算、入札

・契約、施工管理及び個別施工については、書類の整備状況を含め良好である。また、

現場状況についても問題は見られない。 

３調査した事項のうち主な内容の要点を「３．調査の所見」で、事業目的・計画、設計、

積算、入札・契約、施工管理、個別施工及び現場調査の項に示し、意見等がある場合は、

意見の項に記すものとする。 

 

３．調査の所見 

３-１ 事業目的、計画 

本事業は、平成２３年３月に策定された、松原市第４次総合計画において定めた基本目標の１

つの、未来を拓く自立心を育む人づくりに示された、生涯学習の充実と智の拠点づくりと整合して

いる。 

また、平成２８年５月の松原市教育大綱において、生涯を通じた学びを支援する環境づくりのな

かで、市民ニーズや人権などに配慮した、生涯学習の機会や場を提供するとしていることとも整合

している。 

さらに本事業は、平成２７年５月に策定された、松原市公共施設等総合管理計画とも整合性が

図られている。 

以上より、本事業の背景、経緯は明確であり、さらに与条件も的確に定められている。 
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３-２ 設計 

3-2-1 総合（意匠） 

新図書館の設計において、プロポーザル時の要求水準書の各項目は、全て反映している。 

溜池を埋め立てずに施工することで、造成盛土部分の掘削工事を不要とし、工期短縮とコスト 

削減を図っている。 

外壁の厚さを６００ｍｍとして力強いデザインとし、さらに環境負荷の少ない安定した室内環境を 

生み出すとともに、地震力を全て外壁で負担させることで、内部空間は、軽やかな鉄骨フレームに 

よる吹き抜けやスキップフロアで立体的に構成している。 

3-2-2  構造 

基礎形式は、地盤改良杭Φ８００による直接基礎の連続基礎とし、長期許容支持力度は、２５０ 

ｋN/㎡としている。 

構造方式は、壁式ＲＣ造とし、耐震設計ルートは１、重要度係数は１．２５、設計用ベースシア係 

数は０．２５としている。地震力の設定において、地下階を１階とみなし、建物を４階建てとしてい 

る。内部の鉄骨柱と梁は、ピン接合とし、地震力は、外周ＲＣ架構に負担させている。 

3-2-3  電気 

受変電設備は、信頼性、メンテナンス性、拡張性、安全性等に対し、屋内型、予備キュービクル

設置スペースの確保などに配慮し、変圧器は、高効率トランスとしている。 

幹線動力設備は、停電時のバックアップは見込まず、階ごとの盤構成としている。 

閲覧室等主要諸室の照度は、閲覧室５００Lx、開架エリア３００Lx としている。照明器具は、全て 

ＬＥＤ器具とし、便所には人感センサー付器具を選定し、事務エリア、開架エリア等の外光が入り 

込む箇所には、明るさセンサーを設置し自動調光機能を持たせ、年間約８０％程度の消費電力の 

節減を見込んでいる。 

3-2-4  機械 

衛生器具設備において、洗面器、手洗器及び小便器の水栓は、自動水栓とし、節水型衛生器 

具を選定し、年間２０％程度の水道使用量の節減を見込んでいる。 

給水設備において、給水系統は、給水高さ、所要水量、使用用途及び維持管理面を考慮して 

決定している。 

空調換気設備は、各室の使用目的、室内条件及び管理運営方式を考慮して、外気処理空気

調和機、パッケージ型空調機、ファンコイルユニット、床輻射冷暖房設備及び全熱交換器を選定

している。 

エレベーター乗場戸は、建築基準法施行令第１１２条第１３項第二号に適合した認定を取得し 

ている。 

屋内消火栓（広範囲型２号消火栓）の配置において、建物各位置から消火栓のホース接続口 

までの水平距離は、最大で２３ｍで、消火器は、計９基配置している。 

3-2-5 維持管理への配慮 
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建築では、外壁への丸環設置と、壁面へのフッ素樹脂塗装でメンテナンスに配慮している。設

備では、中央監視設備の導入により設備の状態監視・操作が容易になり、更新スペースの確保、

比較的設備寿命の長い床輻射システムを選択している。 

以上より、本事業の各設計内容は明解であり、特に問題はない。 

 

３-３ 積算 

本事業の設計監理業務費及び工事費は、設計・施工一体型公募プロポーザルにて提案され

た金額である。それぞれの金額の妥当性の確認は、大阪府住宅まちづくり部の「設計監理業務

委託料算定要領」、国土交通省の「新営予算単価」により行われており、特に問題はない。 

 

３-４ 入札・契約 

本事業の設計者並びに施工者の選定は、設計・施工一体型の公募型プロポーザル方式で 

行われた。その理由は、参加者が有する独自の技術やノウハウを活用し、高い品質の確保、工 

期の短縮やコスト縮減が期待できると判断したからとのことである。 

履行保証、前払保証、技術者の資格届、監督員通知等の契約関係の事務処理にも、特に問

題はない。 

 

３-５ 施工管理 

3-5-1 施工計画書、施工図、報告書 

 施工計画書は、全ての工種について作成し、監理者、発注者支援業務受託者、監督員、主任 

監督員の順に承諾している。施工図、報告書は、工事施工者が作成提出後、監理者、発注者支 

援業務受託者の順に承諾している。 

3-5-2 環境対策 

 グリーン調達方針に基づく調達品は、一部の鉄筋、一部の鉄骨（電炉鋼材）、エコケーブル、一 

部の照明器具等である。 

3-5-3 建設副産物処理 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）は、電子マニフェストを採用している。 

3-5-4 維持管理 

工事施工者が、竣工時に保全計画書、長期修繕計画書を作成提出し、その後は発注者が管 

理していくとのことである。 

3-5-5 品質管理   

使用材料の F☆☆☆☆の確認は、施工計画書に添付の資料で行っている。試験・立会検査 

は、遣り方、鉄筋配筋検査、コンクリート受入検査、鉄骨本締め検査、分電盤、満水・水圧・耐圧 

試験等について行っている。 

3-5-6 施工監理 
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監督員は、本建設敷地外の敷地、施設や前面道路について、管轄部署との調整を行ってい

る。監理者の管理は、工事監理報告書により毎月の監理実績を確認するとともに、週間定例会 

議の出席及び各種報告書の提出により監理状況を確認している。 

3-5-7 労働安全衛生管理 

安全衛生協議会は、毎月第三木曜、工事施工者と協力業者が参加して、工程確認と月度安全 

目標の見直し設定、協力業者安全衛生パトロール報告等を行っている。 

その他、工程管理、工事写真、施工者関係、下請負業者の管理等も、特に問題はない。 

 

３-６ 個別施工 

3-6-1 仮設工事 

 工事着手前、工事中の溜池の水質について、（株）タツタ環境分析センターにて、水素イオン 

濃度、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量等の１１項目について、現在までに、計４回、 

水質調査を実施したが、結果は工事着手前と総じて変化はない。 

 工事中の近隣の安全確保のために、工事用ゲートへカーブミラー、ガードマンの配置、仮囲い 

への夜間照明設置等を行っている。 

3-6-2 土工事、地業工事 

今池全体の汚泥量は、積算ではバキュームで１２㎥、セメント改良で４１０㎥と見込んでいたが、 

施工結果は、それぞれ１４㎥、５１０㎥であった。 

地盤改良杭の先端深さは、試験コラム施工後にゾーンごとに決定している。 

3-6-3 鉄筋工事、コンクリート工事 

 圧接継手部、溶接継手部の非破壊検査（非破壊探傷試験）は、内外エンジニアリング（株）で 

実施している。９月３日に圧接施工し、９月４日に試験したＲＦ柱の圧接継手部の試験結果及び、 

９月７日に溶接施工し、同日に試験した２Ｆ梁の溶接継手部の試験結果を確認した。合格率は、

それぞれ１００％である。 

 構造体コンクリートの設計基準強度は、２４N/㎟と３６N/㎟であるが、調合強度は、打設期間ご 

とに、２４N/㎟は２７N/㎟（標準期）と３０N/㎟（夏季）に、３６N/㎟は３９N/㎟（全期）としている。 

3-6-4 鉄骨工事 

突合せ溶接部の超音波探傷検査は、内外エンジニアリング（株）で実施し、合格率は、１００％ 

である。合成デッキは、小梁上を連続させず単純支持とし、小梁上部にスタッドコネクタ（頭付き 

スタッド）を打設している。 

3-6-5 防水工事、屋根及びとい工事 

ＦＲＰ防水の代替え改質アスファルト塗膜防水及びシーリングは５年保証、アスファルト防水及

びウレタン塗膜防水は１０年保証である。 

折版葺材の耐風圧強度に対する安全性は、確認している。１０年保証書は、提出予定である。 

3-6-6 塗装工事、内装工事 
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傾斜外壁の防汚性に対する、フッ素系塗膜塗装の保証期間は、調整中である。 

断熱材現場発砲吹付け硬質ウレタンフォームの厚みは、確認し、難燃性を有している。 

3-6-7 電気設備工事 

電波障害調査を着工時、上棟時、竣工時の計 3回、現地調査を行う予定で、現時点までの調

査では、有害な障害は、報告されていない。 

  電灯設備、コンセント設備、空調換気用電源設備の点灯試験、極性試験、照度測定及び、情 

報通信網設備、電話交換設備の絶縁抵抗試験、機器取付調整は、１１月中旬に行う予定である。 

拡声設備、電気時計、呼出し設備、緊急呼出し設備、表示設備の絶縁抵抗動作試験、音量測 

定は、１１月中旬に行う予定である。 

自動火災報知設備において、消防署に着工届を９月１１日に提出しており、設置届を１０月末 

に提出し消防検査を受ける予定である。 

3-6-8 機械設備工事 

給水設備において、地震時の対策としてフレキシブル配管を採用している。 

排水通気設備の配管の漏れ試験（通水試験、満水試験）は、順次施工中である。 

空調設備、空調換気設備の機器取付後の試運転調整は、１１月中旬に行う予定である。 

屋内消火栓設備において、消防署に着工届を８月２３日に提出し、設置届を１０月末に提出し 

消防検査を受ける予定である。 

 その他、金属工事、左官工事、建具工事、植栽工事、昇降機工事等も、特に問題はない。 

 

３-７ 現場調査 

3-7-1 現況 

建物の完成は、令和元年１１月３０日で、令和元年１１月中旬から建物の完成検査を行う予定

である。 

建築工事は、各階、躯体工事は完了し、外部、内部の仕上工事進行中、電気設備工事は、各 

階、配管、配線、器具取付工事中、機械設備工事は、各階、配管、機器取付工事中である。 

3-7-2 品質 

 各工事の施工品質を目視によって確認し、特に問題はない。 

 

3-7-3 工程 

 工期が迫っている中、工程どおり順調に作業は進んでいる。 

3-7-4 安全・衛生 

現場北東面仮囲いの外面の公衆の見やすい位置に、建設業許可票、労災保険成立票、施 

工体系図、建築基準法による建築確認表示板等を掲示し、仮囲いには現場イメージアップイラ 

ストが描かれている。 
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３-８ 意見 

① 新図書館の設計では、建築物省エネ法、建築物環境総合評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）、さら

には高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）及びユニバ

ーサルデザイン７原則の内容を遵守したものとなっており、今後の松原市の公共施設設計

のマイルストンの１つになると思われる。 

② 溜池を埋め立てずに施工することで、造成盛土部分の掘削工事が不要となり、工期短縮と

コスト削減を図ったとのことである。また、照明器具は全てＬＥＤ照明器具とし、便所には人

感センサー付き照明器具を選定し、さらに省エネルギー型の空調換気器具、節水型の水

栓、衛生器具を選定するなどコスト縮減とともに、環境に対する配慮をしっかり行っているこ

とは、大いに評価できる。 

③ 外観は、外壁の厚さを６００ｍｍとして力強いデザインとし、さらに環境負荷の少ない安定し

た室内環境を生み出すとともに、地震力を全て外壁で負担させることで、内部空間は軽や

かな鉄骨フレームによる吹き抜けにするなど図書館らしからぬ造形美を持っている。目視調

査によれば、出来栄えもよく細部にまでこだわった仕事ぶりである。 

④ 工事現場周辺は、工事用ゲートへカーブミラー、ガードマンの配置、仮囲いへの夜

間照明設置を行うなど、安全確保は十分図られている。当日は、一部作業空間が天

候影響や資機材により採光が遮られるなど、少し暗く感じたが、照度基準は十分に

満たしており問題はない。工期が迫る中、作業はてきぱきと行われており、現場に

おける安全性は十分確保されている。また工事車両のアイドリングストップ、掘削重機の

低騒音・低振動型対応の実施、工事事務所の昼休み電気消灯等を行うなど、工事中の近

隣の安全確保や周辺環境への配慮に対する対策は、大いに評価できるものである。 

 

最後に 

新図書館の完成により、松原市民の皆様の生涯学習の充実と、智の拠点づくりに大きく寄与 

し、心豊かな市民生活の向上に大いに役立つものと推察いたします。本施設が、いつまでも美 

観を保持し、長く市民の皆様に愛着を持って利用されることを望みます。 
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４．工事写真 

 

仮囲い外面 建設業許可票等掲示状況     屋上 押さえコンクリート、植栽部施工状況 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

設備配管施工状況、デッキ下面耐火被覆       閉架書庫 移動書架組立状況 

                          

      

設備配管 耐火二重管他施工状況         天井面 吹付用軽量塗装仕上 
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