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     平成30年度定期監査［工事］（平成30年度執行分）結果報告の提出 

について 

 

 

 地方自治法第199条第１項及び第４項の規定により、下記について監査を実施したので、

同条第９項の規定に基づき、その結果報告を提出します｡ 

 指摘事項については、措置を講じたうえ、再発防止のための職員の研修や定期的な打合せ

での事務統一等を行うようお願いします。 

 この監査の結果に基づき、又はこの監査の結果を参考として措置を講じたものについては、

同条第12項の規定により、通知願います。 

 

 

記 

 

 

 工事の名称   武蔵境駅南口駅前広場改修工事 
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第１ 監査の種類 

  地方自治法第199条第１項及び第４項の規定による監査 

 

第２ 監査の対象 

  武蔵境駅南口駅前広場改修工事 

 

第３ 監査の期間 

  平成30年10月16日から平成31年１月28日まで 

 

第４ 監査の概要 

  この監査は、工事の設計、施工等が法令等に準拠し、適正かつ効率的に執行されている

かどうかを主眼として、公益社団法人日本技術士会と工事技術調査の業務委託契約を締結

し、その協力を得て実施した｡ 

 

第５ 監査の結果 

  監査の結果は、次のとおりである。 

  改善又は検討を要する事項及び実地調査の際に示した軽微な事項については、今後の工

事に役立てるよう要望する。 

  なお、文中「指摘事項」とは、不当又は不正な事務処理があった場合に、その事実を指

摘して是正を求めるものであり、「監査意見」とは、不当又は不正な事務処理には該当し

ないが改善の可能性があると認められる事実があった場合に、市の組織及び運営の合理化

に資するための意見を表明するものである（監査委員の職務執行に関する要綱第16条）。 
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 [１]工事概要 

 １ 工事名称・工事場所・工期・施工理由・工事内容 

（１） 工事名称：武蔵境駅南口駅前広場改修工事 

（２） 工事場所：武蔵野市境南町二丁目地内 

（３） 工  期：平成30年６月１日から平成31年２月28日 

（４） 施工理由 

武蔵野市バリアフリー基本構想及びバリアフリー道路特定事業計画に基づき、武

蔵境駅南口駅前広場の道路改修を行う。 

（５） 工事内容 

     街きょ改修、車道舗装、歩道舗装等 

 

 ２ 設計業務 

委託契約金額、期間、及び請負業者 

（１） 予備設計委託       5,346,000円（消費税込み） 

     平成28年９月28日から平成29年２月28日まで 

     株式会社長大 東京支社 

（２）詳細設計委託       7,236,000円（消費税込み） 

     平成29年５月30日から平成30年３月23日まで 

     株式会社長大 東京支社   

（３）詳細修正設計委託     1,998,000円（消費税込み） 

     平成30年６月14日から平成31年３月15日まで 

     株式会社長大 東京支社 

 

３ 工事請負 

（１） 請負業者：株式会社武蔵野トランスポート 

（２） 契約金額： 142,560,000 円（消費税込み） 

 

４ 実地調査日 平成30年11月14日 
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[２]指摘事項等 

１ 工事の背景及び基本計画 

   市は、「バリアフリー基本構想」に基づき、市内の３駅周辺の整備を進めているが、

武蔵境駅南口については駅前広場が昭和54年に整備されたもので、整備後40年近く経過

している。そのため舗装等の老朽化が進んでいること、バスロータリーが円形であるこ

とで歩道とバス乗降口の間に大きく隙間ができ、高齢者や身体障害者の乗降に不便が生

じていること、視覚障害者誘導用ブロックの配置に曲線が含まれていることで視覚障害

者の利用勝手が悪いことなどの問題点が指摘されていた。 

 更に、ラグビーワールドカップ2019や東京2020オリンピック・パラリンピックの会場

となる東京スタジアムへのシャトルバス発着等により、大勢の客の利用が予想されてい

る。 

以上の背景により、武蔵境駅南口広場の改修を行ってバリアフリー化を推進し、高齢

者や身体障害者等をはじめ、海外からの観光客を含む一般の利用客にとっても利用しや

すい形状に改めることを目的として工事を実施するものである。 

工事の背景及び基本計画に関する着眼点及び評価は、以下のとおりである。 

 （１）上位計画との関連性は明確か 

    駅前広場は地域の玄関口に相当し、毎日大勢の市民が利用する施設であることから、

その利便性を高めることは市の「バリアフリー基本構想」を高い次元で具体化するも

のであり、上位計画との関連性は極めて明確であると判断する。 

 （２）施設利用者、地域住民の事業に対する理解は得られているか 

    広場の道路及び各構造物等の配置・形状は、警視庁協議を経て、市民及び駅利用者

に対する事業説明会を行って意見を聞き取り、視覚障害者誘導用ブロックの配置につ

いては視覚障害者と現場立会いを実施し、意見を取り入れている。また、バス乗降場

の形状についてはバス事業者、タクシー乗り場の形状についてはタクシー事業者の意

見を参考にするなどきめ細かい配慮を行っており、妥当であると判断する。 

 （３）工程計画は適切か 

    実地調査日時点での進捗率は16.4％（計画 16％）と順調であり、平成31年２月末

の工期内完了は予期せぬトラブルが生じない限り問題ないと思われる。よって工程計

画の策定は適切であると判断する。 

 

    ２ 計画及び設計 

      計画及び設計に関する着眼点及び評価は、以下のとおりである。 

    （１）事業目的に適合した設計内容か 

       この改修工事において、バリアフリー化を取り入れた事項として次の点が挙げられ

る。 

   ・バス乗降口部分の道路線形を従来の曲線から直線にすることで、バスが歩道に正着

して隙間が空かないようにするとともに、歩道との段差を従来の20cmから15cmにして

スムーズな乗降ができるようにする。 
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   ・広場周りにある横断歩道位置で車道高さを上げ、歩道との段差を5cmとし、更に縁

石位置での段差をなくして車椅子での横断を楽にする。 

   ・視覚障害者誘導用ブロックの折れ点を少なくし、直線的な線形にして視覚障害者の

利用性を改善する。 

   ・駅南口から南方向への動線を直線にして歩道の利用性を改善する。 

   ・福祉車両優先乗降スペースを設ける。 

   ・タクシー乗り場に車椅子用のスロープを設ける。 

   ・広場の街路灯については、従来の照明がやや暗いという意見に配慮し、照度をアッ

プしたＬＥＤ照明とする。 

   ・歩道舗装は従来のアスファルトから透水性インターロッキングブロック舗装とし、

意匠性を持たせて駅周辺の景観に配慮するとともに、目地部分の窪みがない形とし、

車イスやベビーカー等の走行性を改善する。 

    以上の内容において、様々な角度からバリアフリー化について良く検討された経緯

が伺え、高い評価に値すると判断する。 

 （２）現場条件に適合した合理的な設計内容か 

    この現場には従来も駅前広場として利用されてきたことで既設の車道舗装があるが、

道路線形を一部変えたことで、舗装を新規に設置する部分と、従来の舗装の表層のみ

を打ち換えする部分などが複雑に入り組んでいる。それらについては舗装区分を厳密

に区別して設計しており、この項目については厳密かつ合理的に設計されていると判

断する。 

 （３）廃材の再利用に対する対応は適切か 

    歩道舗装に使用されている敷石（インターロッキングブロック）には、清掃工場か

ら排出される焼却灰等を再利用したエコセメントを使用しており、廃材の有効活用と

して適切であると判断する。実地調査日には歩道舗装工事は未着手だったが、現場周

辺に同様の製品で舗装済みの箇所があり、それを見たところ、表面には光沢があるの

に滑りにくい感触で、歩道舗装材としてとても良い選択であると判断する。 

 （４）設計図面は的確に作成されているか 

    必要な図面が揃っており、作成されている図面は正確かつ簡明で、問題点は見当た

らなかった。 

     

３ 数量計算及び積算 

  数量計算及び積算に関する着眼点及び評価は、以下のとおりである。 

 （１）数量計算は適切に算出されているか 

    この工事の大部分は舗装等の面的工事、及び縁石等の線的工事で、数量計算は面

積、延長の算出が主な仕事となる。面積の算出は東京都の基準により三斜方式で計

算されており、適正に行われていると判断する。 

 （２）適正な積算がなされているか 

    積算は東京都の積算基準に基づいて算出されており、主要工種をチェックした限
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りでは適切に算出されていると判断する。 

 （３）見積徴取によるものは公正な比較で決定されているか 

    この現場では特殊な雨水枡が使われているが、その製品を作っている企業は１社

のみであることで、１社からの見積通りの金額で単価が設定されていた。他の自治

体の例では割掛けを行うケースが多いようである。 

なお、見積徴取時に金額が300万円以上である場合、対象が１社または複数社に

かかわらず建設物価調査会に価格調査を委託しているとのことであり、これについ

ては妥当な対応である。 

 

４ 入札及び契約 

  入札及び契約に関する着眼点及び評価は、以下のとおりである。 

 （１）入札方式は適正であるか、また、入札参加者の条件等は適切か 

    この工事の入札は工事希望制指名競争入札で行われ、入札参加資格の主な条件は

次のとおりであった。 

    ① 東京都内に本店、支店又は営業所等を有し、市と契約する事業所が土木工事業

において特定建設業の許可を受けていること 

    ② 武蔵野市の建設工事等競争入札参加資格を有し、「一般土木工事」の業種で共

同格付「Ａ」に等級格付けされており、かつ経営事項審査の「土木一式」の総合

評定値Ｐが1200点以上であること 

    ③ 上記②にかかわらず、武蔵野市に支店又は営業所等を有する者は、「一般土木

工事」で共同格付「Ｂ」以上に等級格付けされて、かつ経営事項審査の「土木一

式」の総合評定値Ｐが900点以上であること 

    ④ 上記②にかかわらず、武蔵野市に本店を有し３年以上営業を継続する者又は武

蔵野市と災害時協力協定を締結する団体に所属する者は、「一般土木工事」で共

同格付「Ｄ」以上に等級格付けされて、かつ経営事項審査の「土木一式」の総合

評定値Ｐが800点以上であること 

     以上の入札方式、条件等は、工事規模はかなり大きいものの工事内容にさほど特

殊で高度な技術を要するものが含まれないことから、適切であると判断する。 

  （２）入札の透明性・公平性は確保されているか 

     入札希望は６者（市内５者、市外１者）となり、入札はインターネットを経由す

る電子入札で行われ、株式会社武蔵野トランスポート（Ｂランク、916点）が落札

した。 

     なお、入札終了後にはメールで落札者に通知され、入札結果は翌日、東京電子自

治体共同運営協議会の電子調達サービスのホームページに公表されたとのことで、

透明性、公平性は十分確保されていると判断する。 

  （３）契約書類、添付書類等は適切に作成されているか 

     契約書類、各種添付書類（着手届、現場代理人・監理技術者届、施工体制台帳そ

の他）は完備しており、内容も適切であると判断する。 
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５ 施工管理及び工事監理 

  施工管理及び工事監理に関する着眼点及び評価は、以下のとおりである。 

 （１）施工は設計に準拠して適正に実施されているか 

    実地調査日時点での進捗状況は、街きょ（歩道と車道の間の縁石とエプロン）・

排水設備完了、西側の交通島完了、歩道舗装の一部着手という状況であった。 

    上記の工種は時間と手間がかかる割には出来高が上がらないのが通常で、残され

た工種である舗装工事関係は比較的短期間に進捗と出来高が上がるため、現時点で

の進捗は概ね当初予定通りと考える。 

    なお、完了した部分の出来形は良好で、設計に準拠して適正に実施されていると

判断する。 

 （２）施工管理は適切に実施されているか 

   ア 工程管理 

     工程は概ね順調に進捗しており、工程管理は適切に実施されていると判断する。 

    施工会社の作業の進捗報告、日報等も整理されていた。 

     なお、舗装新設工事等は当初夜間工事で実施する予定であったが、バス会社、

タクシー会社等と協議の上、運行に支障を与えない手順を示して昼間に実施する

ことになり、それによる工事費の変更を行うこととしている。 

     これらについての市の対応は適切であると判断する。 

   イ 出来形及び品質管理 

     舗装工事が大部分未着手であるので、全体の出来形は把握できなかったが、完

了部分の形状について、数か所で寸法を当たったところいずれも図面通りであっ

た。地中埋設部分の記録写真も詳細であり、出来形管理は適切であると判断する。 

     撤去したコンクリート廃材、残土等の処理については、マニフェストを照査し

たが、処理は適切に実施されていると判断した。 

   ウ 安全管理 

     この工事では高所作業や地中を深く掘削するような危険を伴う工種を含まない

ため、重大事故の可能性は少ないと思わるが、その代わり、車両や歩行者に近接

する工事が大部分であるため、第三者事故を防ぐことの配慮が重要となる。 

そのため、毎日のＫＹ活動（危険予知活動）、作業員の新規入場者教育などの

地道な対応が重要である。施工会社の安全衛生活動について、ＫＹ活動記録、作

業員名簿、作業手順書などを閲覧したところ、日頃の活動内容がきちんと記録さ

れ、整理されており、適切な管理が行われていることが確認できた。 

（３）工事記録写真の整理状況 

    実施中及び実施済みの工事に関する記録写真を閲覧した。内容は詳細で整理状況

も適切であった。現場代理人の質疑に対する対応も的確と判断する。 

 （４）工事監理の内容は適切か 

    工事監理の定義は発注者による間接的施工管理であると考える。それを実施する

ためには工事の内容を的確に理解、把握すること、施工会社との協議を通して進捗
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の度合い、施工内容の適否も正確に把握し、的確な指示を行うことなどが挙げられ

る。今回の実地調査における市担当者との質疑及び関係書類等の審査の結果、それ

らの事項が適切に実施されていることが確認できた。 

 

６ 総合評価 

  全体として発注者、施工者共に良好な工事監理、施工管理の基に工事が進められてい

ることを確認した。 

  バリアフリー基本構想をより広い範囲に広めるべく努力をされているように見受けら

れ、そのことにより市内に居住される市民だけでなく、この地域を訪れる訪問客や海外

からの観光客の利便性を高めることにも繋がり、結果として市のステイタスをより上昇

させることになるものと考える。よってこの施策は非常に当を得たものであると評価す

る。 

 

本工事についての指摘事項等は、下記のとおりである。なお、工事期間中に改善が必要

なものについては、実地調査時又は調査後に所管課へ指導を行った。 

 

記 

 

[管財課 指摘事項] 

１ 武蔵境駅南口駅前広場改修工事の入札において、発注工事の公表期間が要綱で定められ

た期間より短い期間で設定されていた。 

２ 武蔵境駅南口駅前広場詳細修正設計委託の契約締結伺書において、記載の誤りがあった。 

 

  工事請負契約の入札手続に関する要綱、委託等契約取扱要領に基づき、適正に処理され

たい。 

 

[道路課 監査意見] 

１ 舗装工事が本格化すると、第三者事故の可能性も高くなる。発注者として、折にふれて

注意喚起を行い、安全管理に努められたい。 

 

[その他監査意見] 

１ 特殊な製品の単価の設定において、見積対応の場合のルールを市として統一し、明確に

することを検討されたい。 

 


