
平成 25 年 6 月 

建築設計事務所 様 

都市計画総局建築技術部建築課 

 

神戸市工事監査指摘事項のまとめ 
 

１．はじめに 

平成 16 年度から平成 24 年度までの 9ヵ年について、建築工事における工事定期監査の指摘事

項の内容について整理したものです。 

本書に記載の、指摘事項の内容を把握して頂き、実務に反映してください。 

 

２．最近の傾向について 

■ 設 計 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

・適用すべき基準の取り違い、不統一などの基本的なものから、特記仕様書の記載内容や条件明

示の不備等の書類整備に関わる不適切な事例がみうけられる。 

・安全・安心の観点から、バリアフリーやユニバーサルデザインを取り入れながら、視覚障がい

者用誘導ブロックの誤設置、基準外の手すりや階段、EXP.J など、結果としてその機能が不十

分なものも多い。 

 

■ 積 算 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

・単価設定での見積もりの徴収方法、査定及び見積書の内容の詳細な照査等に問題点が多くみう

けられる。具体的には、原則である 3 者見積もりが 1 者、条件提示不備（材質，運搬費，諸経

費），査定において提示条件と異なるものを比較、必要な内訳の未計上など課題が多い。 

・共通費の取扱いでは、その他工事、率の補正及び二重計上等の不適切な事例も多くみうけられ

る。 

・違算による過大、過小の中には単純な入力間違い、 近では単位当り単価の算定ミス、積算基

準の適用誤り、仮設材の条件選択･数量誤り等の初歩的ミス、チェック不足がみうけられる。 

これらは、積算の基礎的事項であるので、細心の注意を払って数量調書や内訳明細の内容を十

分に精査を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 設 計（事例） ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

１．屋外渡り廊下の塗装改修計画                             

中学校の耐震補強他工事で、北棟と南棟をつなぐ屋外渡り廊下については、耐震上支障がなか

ったことから、塗装改修工事だけを行っていたが、施工後数ヵ月で塗装面に鉄部の錆びが浮き出

ている。これは，上部通路面からの漏水が原因であると考えられるが、施工前の詳細な調査によ

り現況を把握した上で、必要な計画・設計を行うべきであった。 

 

 

 

 

 

２．縦樋の塗装の未改修                                 

外壁改修後、外壁の全面塗装を行っているが、その外壁に付いている縦樋については、既存の

塗装が剥れて見苦しくなっている状態にもかかわらず、計画時点での調査や工事施工中において

も考慮しておらず、今回の工事で放置された状態で景観上も好ましくないので、縦樋の新替等を

行うべきであった。 

  

 

 

 

 

３．保育所の階段手すり                                  

保育所の建設工事で、1 階から上階にいく階段の片方において踏み面 3 段分の手すりがなく、

この部分で幼児等が手すりを使うことができない設計となっていた。階段の手すりは、踊場も含

めて連続させ、途中で途切れないように設置すべきであった。 

 

 

 

 

 

４．バリアフリー（手すりの設置等）                               

校舎から校庭への屋外の階段（幅 10ｍ，高低差 3.75ｍ）の両サイドに取り付けている手すりが

1 段形式であるが、利用者（小学生）の安全性を考慮して 2 段形式の設計にすべきであった。  

また、校舎から渡り廊下等への出入口建具下枠の形状が、深さ 15mm で幅が 72mm の凹面と

なっているところがあり、つまずき事故の危険性がある。安全性を考慮した設計をすべきであっ

た。 

 

 

 

 

 

天井面：錆が浮き出ている 

縦樋、受け金物とも従前のまま 

2・3 階にあがる階段（踏み面 3 段分の手すりがない) 



５．地下通路点字ブロックの改修                             

本工事は、地下通路（道路管理者が管理者）の点字ブロック改修工事であるため、「神戸市バ

リアフリー道路整備マニュアル(以下、「マニュアル」という。)」に沿って改修することとして

いる。 

しかし、一部の階段やエレベーター前などにおいて、マニュアルによらないで従前の不適切な

設置位置のまま張り替えていたり、点字ブロックが不足しているなどにより、バリアフリー改修

工事としては不適切なものとなっており、整備済みの北側地下通路との整合がとれていない状況

となっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．施設出入口のバリアフリー                               

①バリアフリー新法の改正（平成18 年12 月）に伴う国土交通省「高齢者・障害者等の円滑な移

動等に配慮した建築設計標準」の「建築物の出入口」設計標準では、マットは「埋め込み式出

既存位置に張替えただけで, 乗り場ボタン位置に誘導されてい

ない 

手すりに沿って階段を移動すると, 隙間が広すぎて点字ブロックを認識できない 

階段鼻先から約60cm の位置に点字ブロックが貼られている（30cm が本来の位置） 

点字ブロックが1 列しか設置されていな

い （正しくは2 列設置） 

エスカレーター前に点字ブロックが設置

されていない。 



入口マット」とし、点字ブロックとは重複せずに整備することで、的確にバリアフリー設計を

することとなっている。 

しかし、当施設出入口では、 施設管理者が「出入口マット」を置いたため、点字ブロックを隠

しており点字ブロックがその機能を果たしていない状況が見られた。 

「建築物の出入口」の設計においては、出入口マットの設置の方法、点字ブロックの設置方法

等を所管課と十分協議すべきであった。 

 

 

 

 

 

 

②ホール内の点字ブロックをステンレス点字鋲としているが、国土交通省「高齢者・障害者等の

円滑な移動等に配慮した建築設計標準」では点字鋲とする場合は、周囲の床材との対比上、色

相・明度・彩度を考慮して識別しやすくする必要（輝度比2.0以上確保することが望ましい。）

があるとしている。 

しかし、このような検討をせずに点字鋲を設置していたため、視覚障がい者にとって床面との

判別がしにくい状況が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

７．現況地盤高の把握                                   

便所新築工事で、設計図面をみると、完成時の計画地盤高の図面はあるが、工事着工時の現況

地盤高を表す図面が見当たらない。また、数量計算書によると、計画地盤高より工事を行うとす

る数量になっていた。  

しかし、現況地盤高は、公園整備のため計画地盤高より平均１０cm下がった地盤となっており、

根切り工事や残土処分等で過大な積算となっていた。  

工事着工時の現況地盤高を正確に把握するとともに、設計図面への明記および積算について適

正に行うべきである。 

 

８．安全・安心に利用できるための設計                             

小学校の新築工事において一部の階段及びスロープについて1段手すりで設計されていた。 

また，3階屋上部にプールを設置、更衣室を下階（2階）に設置しており、この間の往来は隣接校

舎棟の階段を利用する設計となっているが，その経路にはエキスパンションジョイント（EXP.J）

があることから、水に濡れたままでの通行を考慮する必要があるにもかかわらず、EXP.J金物につ

いて滑り止め加工のない設計が行われていた。  

 



９．材料・工法等参考品目リストの記載                             

設計図書のひとつである「材料・工法等参考品目リスト」は、設計図に明示している材料等に

ついて、それぞれの品目毎に設計で意図している性能・仕様に合致している会社名及び商品名等

を記載することとしている。  

しかしながら、本工事のリストは各品目について会社名と商品名が記載されているものは1社の

みであり、他は会社名のみの記載となっている。これでは、それぞれの品目についての商品が1

社指定されているとの誤解を生じる恐れがあり、契約条件の明確化という観点から不適切なもの

となっているため、3社以上記載すべきであった。  

 

10．仮設計画図の記載                                   

 特記仕様書によると、指定仮設用地があることと、仮囲いは塗装溶融亜鉛めっき鋼鈑波板（高

さ 1.8ｍ、厚さ 0.19mm）、ガードフェンス（高さ 1.8ｍ）、A 型バリケード（高さ 0.8ｍ）の３種

類に指定されている。ところが、設計図面には仮設計画図が記載もれで、その大きさや、位置及

び長さが明示されていなかった。  

発注図書は、記載もれのないよう適切に整備すべきである。 

 

11．雨水排水方式の見直し                                  

 設計図面では、地下のピット階に雨水槽があり、屋上の雨水の一部を一旦この雨水槽に集め、

ポンプアップで排水する方式であれば、建物がある限り、常にポンプアップが必要で、いつまで

も運転費がかかる不経済な設計となっている。  

雨水の水勾配を適切に計画し、雨水槽に入れずに直接地上の側溝に流し込むことは可能で、経

費のかからない自然流下方式に変更するなど経済設計に努めるべきである。 

 

12．ユニバーサルデザイン                                 

便所新築工事で、多目的便所出入口の庇を支える独立柱が３本あり、それらの柱は、全て打ち

放し仕上げで角は面取りがされていない。  

公園は、幼児や児童が多く利用し、尖った角は非常に危険である。柱の角は丸面や面取りをす

るなど、利用者に配慮すべきであった。  

 

 

 

 

 

 

13．ユニバーサルデザイン                                  

 バス乗り場（6番）の自立標識の基礎部分（900×600×100）が床面から突出しており、つまず

き事故の原因となる恐れがある。  

また、６番乗り場と７番乗り場の間の車路際通路（幅約60cm）は歩行者進入禁止としているが、

そのための進入禁止標識は６番乗り場と７番乗り場のほぼ中間地点の壁面よりに設置しているた

め、歩行者はその近くまで行かなければ標識を確認できず、現地調査時にも車路を横切っている

状況が見られた。  



不特定多数の者が利用する施設においては、より安全性に配慮した設計を行い、ユニバーサル

デザインを推進すべきであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

14．公園バリアフリー化の設計                                

 既設公園のバリアフリー化等の工事で、「移動等円滑化園路」として定めた経路においてバリ

アフリー化の目的を果たしているとはいえない状態が見られた。誰もが使いやすい公園とするた

めにも、「神戸市バリアフリー公園整備マニュアル（案）」に基づき適切に設計・整備すべきで

ある。 

 排水溝・枡の上蓋が細目化されておらず、車いすやベビーカー等の車輪、杖や靴の踵等が挟ま

る可能性がある。 

       
 

15．駐車場の転倒防止柵の設計                                

 駐輪場施設については、「自転車駐車場整備マニュアル（自転車駐車場研究会）」に基づいて

設計することとしている。 

 しかし、本工事では、自転車等の置場の側面に設けられる転倒防止柵の設計において、自転車

の転倒（将棋倒し）の防止、歩行者への安全確保等からのマニュアルでは高さ60cmとされている

が、高さ30cmで設計されていた。マニュアルに基づき適切に設計すべきである。 

    

 

16．区役所のバリアフリーデザイン                              

 本工事では以下の項目で十分に対応したバリアフリーデザインとなっていない事例が見られた。 

 市民のだれもが使いやすい施設とするために、設計においては、市民の利用に配慮した的確な

バリアフリーへの配慮が活かされるよう管理者と十分に調整されることが望ましい。 



①「兵庫県福祉のまちづくり条例」は、記載用カウンターの１以上は、下部に車いすのひざや足

元の入るスペースを設けるため奥行き45cm以上のスペースを設けることとしている。 

  しかし、市民へ対応する各担当課の窓口カウンターは奥行きが30cm程度しかなかった。一部

の課では車いすに対応した仕様の記載用机が工事とは別に備品として設置されているが、各担

当課の窓口カウンターは、様々な場面での車いす利用に対応するバリアフリーデザインとする

ことが望ましい。 

   

②北側エントランスを地下鉄駅からの主要出入口とし、北側エントランスと夜間出入口の２箇所

に点状ブロック等を設置しているが、南側エントランスでは点状ブロック等が設置されていな

い。南側エントランスにおいても、住民の出入りがあるため、敷地内通路としてスロープ及び

階段の始点、終点に注意喚起のための点状ブロック等を設けることが望ましい。 

    

③点状ブロック等が情報案内パネルに誘導するよう設置されているが、工事完了後に施設管理者

により設置された情報案内パネルが点字や触知板など視覚障がい者への対応がなされていない。

建築設計での配慮が活かされるような情報案内パネルを設けるよう調整することが望ましい。 

    

 

 

 

 

 

 

 



積 算（事例） ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

１．鉄骨建方機械器具費の違算                              

①鉄骨建方機械器具費の計上については、共通仮設費の揚重機械器具費に含まれることになって

いることにもかかわらず、鉄骨直接工事費にも計上し、二重計上となっていた。 

②鉄骨の「現場建方費」を直接工事費に計上すべきところ、誤って共通仮設費に計上し、また共

通仮設費に積み上げて積算すべき「揚重機械器具費」が計上されていないため過小となってい

た。 

 

２．鉄骨工事の「現場建方費」の違算                               

「神戸市建築工事積算基準」により、鉄骨の「現場建方費」は、市の標準単価を「単位面積あ

たりの鋼材使用量」および「鋼材総使用量」により補正した単価を使用することとなっている

が、この補正を行わなかったため過小となっていた。 

 

３．鉄骨工事での二重計上等                                

①設計過程における鉄骨構造の変更に伴い、追加した工種の拾い出し数量を内訳書作成時に、内

訳項目の記載順序を他の同種の工種とあわせて記載していたにもかかわらず、別途追加工種に

ついてのみ一連で再掲載していたことから二重計上となっていた。 

②運搬費の計上にあたり、標準単価を採用しているものと見積単価を採用しているものがあり、

同一工種において単価が統一されていない。標準単価を採用すべきであり、結果として過大と

なっていた。  

 

４．設計時期の異なる工事の同一発注における積算の不整合                  

設計時期の異なる東校舎棟及び屋内運動場棟の2 棟の工事であるが、この2 棟の工事を同一工

事として発注するにあたり、積算単価等の見直しを行っていた。 

しかしながら、2棟で同一仕様のものが積算根拠の違いから、単価差を生じていた。 

2棟それぞれの単価を照査したうえで設計書を作成すべきであった。 

 

５．不適切な見積り単価                                       

 見積単価を採用する場合は、見積り条件が同じであることや必要な内訳が記載されているか確

認することが必要である。 

①耐震補強のブレース設置工について見積りを3社から徴集していたが、そのうちの１工種である

補強筋の採用単価が、他の2社に比べ約30倍の開きがあったため、見積りを徴集したメーカーに

提示した条件を正確に把握して見積りを行っているか問合わせ等を行う必要がある。 

実勢単価と比べ明らかに不適当と考えられる単価を採用した場合、設計変更の対象となった時

に、適切な設計変更契約ができない恐れがあるので、見積書の内容をより詳細に照査すべきで

あった。 

②総価比較して 低価格となったメーカーの価格を採用していたが、徴集した見積書における杭

工事施工費の内訳の構成が各社で異なっており、正確な項目別価格の比較ができない状況にあ

ったため、積算書の杭工事施工費内訳に計上する各単価（杭施工費，根固め液費，杭周固定液

費等）の決定に齟齬をきたしていた。  

 



③計上すべき杭荷降ろし費が未計上であった。  

見積りの徴集にあたっては、積算するうえで必要な内訳が記載されていない場合、メーカーに

問合せ等を行い、見積書の再徴集を行うなど、適切な積算を行うべきであった。 

④鉄骨製作加工費等の単価決定に際し、見積価格をもとに単価を決定していたが、見積書に記載

された単価を誤って入力していた。  

⑤ALC版撤去の単価決定に際し、撤去費、運搬費、処分費を加算した複合単価で決定していたが、

誤って撤去費が加算されていなかった。  

 

６．耐震補強工事の鉄骨数量等の違算                          

中学校の耐震補強他工事で、3 構面で1 組とする鉄骨ブレースが2組必要であるにもかかわらず

1 組と誤ったため、鉄骨等の数量が所要数量の半分しか積算されていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

７．主要資材（鉄骨・鉄筋）の数量誤り                                

下記の事例では、設計図面から正確に主要資材の数量の拾い出しをしていないことや、計算途

中で数量の入力を誤っていたことにより違算となっていた。 

（事例）  

耐震補強工事において，耐震補強に用いる鋼材を内法で計測すべきところを鋼材芯で略算して

いたため、鋼材を重複して積算し、過大となっていた。 

 

 

 

 

 

 

８．足場等の存置日数                                   

２階及び３階建て相当部分の足場及び養生シートの積算に際し、９階建て部分と同じ平均存置

日数による単価で積算されていたが、１棟の建物のため、ある程度は９階建て部分の存置日数ま

で置かれるとしても、全てがそこまで置かれるとは限らず、存置日数については、工事工程を適

切に設定し、適正な積算を行う必要があった。 

 

９．仮設足場等の設置期間                                    

 本工事では保存修復工事に必要な仮設足場、棚足場、養生シート、登り桟橋などの設置期間を、

準備・後片付け期間を含め工期全体で積算していたため過大となっていた。 

 工事の施工状況に応じ、仮設足場の設置期間を適切に設定して積算すべきである。 

 

耐震フレームのうち重複して積算された鋼材 

（2 棟で 20 フレーム) 



10．手すり先行足場の違算                                  

①外壁改修工事で、特記仕様書では「手すり先行枠組み足場」としているが、積算では従来の「枠

組み足場」で積算されていた。 

②外壁改修工事で、「手すり先行枠組み足場」で積算されていたが、建築足場の 上部に設置す

る「安全手すり」が別途計上されていなかった。 

 

11．数量公開                                        

数量書において、公開すべきでない単価根拠の出典が一部記載された状態で公開していた。  

 今後の他の建築工事入札の競争性確保に支障をきたす恐れも考えられることから、細心の注意

を払い適切に処理すべきであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12．資材数量・施工数量の誤り                                      

 外壁改修工事において、工事に伴う外壁調査（補修の必要箇所とその補修工法・数量を確定す

るための調査）を行うこととしていたが、積算時に調査対象面積の入力を誤ったため外壁調査費

が過大となっていた。 

 

13．工事資材数量等の誤り                                    

 以下の工事では、設計図面から算出した鉄骨数量やユニット数を設計書に記載する際に、誤っ

た数量を入力したため過大となった。適切に積算すべきである。 

①区役所の建設工事において、鉄骨数量を数量調書から設計書に記載する際に、誤った数字を入

力したため過大となった。 

②中学校の新築工事において、トイレブースのユニット数を設計書に記載する際に、誤った数字

を入力したため過大となった。 

 

14．耐震補強他工事の積算                                   

 建築工事では、主要資材の数量は設計図面をもとに算出することとしており、積算では現場条

件や施工方法を適切に反映する必要がある。しかし、本工事では以下のような違算があった。 

 施工内容や現場条件を把握し適切に積算すべきである。 

①耐震壁設置工事において、資材（アンカー筋）の数量算出を誤り過大となっていた。 

②鉄骨ブレース工事において、現場条件では不必要な小運搬を計上したため過大となっていた。 

③太陽光発電設備の基礎工事費を計上していないため過小となっていた。 




