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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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工事技術調査実施状況写真

　　　　書類審査　令和元年９月４日  事業概要説明

　　　　書類審査　令和元年９月４日　工事概要説明
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　　　　書類審査　令和元年９月４日

　　　　書類審査　令和元年９月４日
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　　　　書類審査　令和元年９月４日

　　　　 書類審査　令和元年９月４日
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　　　　現地実査　令和元年９月５日　永和小学校

　　

　　　　現地実査　令和元年９月５日　一箕中学校
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　　　　現地実査　令和元年９月５日　河東学園中学校

　　　　現地実査　令和元年９月５日　河東学園小学校
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     　　現地実査　令和元年９月５日　河東学園小学校
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Ⅰ．調査概要 

Ⅰ－１．目 的 

 

会津若松市立小中学校には保健室等へのエアコンの設置、扇風機等の設置を行ってきたが、

近年の猛暑の影響により、学校環境衛生基準を満たせないため、学習環境の改善が必要となっ

た。 

本対象工事は全小中学校への公平な空調設備の整備により児童・生徒の安全・安心の確保

と、教職員の労働環境の改善を行うものである。 

本工事にかかる事務、特に公募型プロポーザル方式による随意契約の適正性、及び工事技術

面に於ける調査を行い、事業（事務・工事）執行に関する意見の具申並びに調査の結果報告を

行うものである。 

調査は以下の概要に従い、事前に質問書を提出した上で、当日ヒヤリング及び現場実査によ

り実施した。 

 

（１）公募型プロポーザル方式（ＤＢ方式）による随意契約等の調査閲覧 

（２）基本設計図書類の調査閲覧（設計仕様等） 

（３）実施設計図書類の調査閲覧（特記仕様書、設計図、構造計算書、契約書等） 

（４）施工計画書の調査閲覧 

（５）施工管理帳票類の調査閲覧 

（６）工事管理状況、方法等の調査 

（７）施工管理状況、記録帳票類の調査 

（８）工事記録写真、現場での実査等による施工状況の確認 

（９）その他必要な事項 
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Ⅰ－２．出席者及び工事内容説明者（氏名の後の〇印は説明者を示す） 

 １．出席者 

     

【市】 

教育委員会企画副参事兼教育総務課長     稲生 豊彦  〇 

教育委員会教育総務課  副主幹         長島 秀昭 

教育委員会教育総務課  副主幹         長谷川 修司    〇 

教育委員会教育総務課  副主幹         長澤 毅  〇 

教育委員会教育総務課  技査          渡部 哲也 

教育委員会教育総務課  主事          髙畑 幸平 

財務部公共施設管理課  課長          菅家 登  〇 

財務部公共施設管理課  主幹          田中 仁 

財務部公共施設管理課  副主幹         宮下 昌史  〇 

 

【受注者】 

会津ガス㈱       監理技術者(現場代理人)  齋藤 伸也      〇 

会津ガス㈱       設備部長         笠原 晋       〇 

㈱会津電気工事     現場代理人        山内 賢       〇 

㈱会津電気工事     監理技術者        亀倉 昌広      〇 

㈲佐藤建築設計事務所  主任           室井 洋       〇 

㈱エム設備設計事務所               小椋 吉美      〇 

遠山設備設計                   遠山 邦夫      〇 

 

【工事監理業務受託者】 

一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 

            業務部設備課長      小谷 幸広         〇 

            専門官          糠澤 茂典      〇 

 

【市】 

監査事務局   代表監査委員     江川 辰也 

 監査委員 目黒 章三郞 

            事務局長       石原 俊一 

            事務局次長      小林 康能 

            主任主査       芳賀 直子 

            技査         角田 邦光 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Ⅰ－３．事業概要 

 １．工事場所  日新小学校 外 7校 

 ２．工事件名  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 

３．工事概要 

（１）空調設備設置に係わる設計・施工 

１）パッケージエアコン（ＰＡＣ（ＥＨＰ））設置工事 

 ①日新小学校    23台（プロポーザル方式により確定した台数を示す） 

  ②松長小学校    23台（同上） 

  ③永和小学校    15台（同上） 

  ④城南小学校    29台（同上） 

  ⑤小金井小学校     33台（同上） 

  ⑥河東学園小学校  15台（同上） 

  ⑦一箕中学校    42台（同上） 

  ⑧河東学園中学校  11台（同上）    合計 191台（同上） 

２）ＰＡＣ（ＥＨＰ）設置に伴う電気設備工事 

  ①動力設備工事 

  ②受変電設備工事 

  ③構内配電線路 

  ④撤去工事 

（２）事業の基本方針 

   １）財 源 ：冷房設備対応臨時特例交付金を最大限活用。 

２）体 制 ：設計施工一括発注方式による設計業務の委託。工事監理業務の委託。 

３）維持管理：公共施設等総合管理計画に沿った将来的な維持管理費の抑制。 

老朽化した石油暖房設備からの転換。 

４）対象教室：普通教室を基本に職員室等及び必要な特別教室にエアコンを整備。 

            蒸気ボイラー設備校では冬季の暖房機器として利用できるエアコンを 

整備。 

５）契 約 ：DB(デザインビルト）方式による工期短縮。 

           公募型プロポーザル方式により、民間知見と経験を最大限活用。 

（３）設計・施工一括発注方式の発注業務内容 

１）設計業務 

    ①空調設備等の設計のための事前調査業務 

     ②空調設備の施工に係わる設計業務（対象校の設計図書の作成等） 

       ③その他、付随する業務（学校との調整を含む） 

２）施工業務 

  ①空調設備等の施工のための事前調査業務 

  ②空調設備の施工業務（空調設備の導入に伴う一切の工事）、 

受変電設備の改修、配管の整備、空調機器の設置、既存施設等の移設・復元等を 

含む 

       ③その他、付随する業務（学校との調整を含む） 

３）維持管理に係わる提案 
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 ４．事業予算 

会津若松市立小中学校29校の学校空調設備整備事業の総事業費（予算額）は以下の通り。 

（１）総事業費（予算額）： 1,633,861千円 

   工事費      ：  1,625,779千円 

   工事監理委託料  ：   8,082千円 

（２）4工区（Ａ～Ｄグループ）に分離発注 

５．公募型プロポーザル方式による随意契約 

（１）「プロポーザル要求水準書」を募集参加事業者に提示 

   募集に参加しようとする事業者に要求する「最低限満たすべき水準」として提示。 

  そのうち主なものを次に示す。 

①熱源は電気式空冷ヒートポンプ式とする。 

②機器の能力は空調負荷計算を実施し、「発注者が示す設定条件」と同等以上とする。 

③集中管理システムを導入し、エアコン電力のデマンドコントロールを管理できる。 

（２）提案上限額の設定 

    発注グループ毎に提案上限額を予算の範囲内において設定するものとし、これを 

公表している。 

（３）プロポーザル選定委員会が「評価基準（配点表）」により選考を行った。 

（４）プロポーザル方式募集の公告日  平成30年12月27日 

   事業者選定に係るヒヤリング日     平成31年 1月31日 

   選定結果通知日    平成31年 1月31日 

（５）4工区（Ａ～Ｄグループ）の事業者選定結果 

Ａグループ： 8校  429,289,200円（プロポーザル参加者数 1者） 

Ｂグループ： 7校  364,424,400円（プロポーザル参加者数 3者） 

Ｃグループ： 6校  406,944,000円（プロポーザル参加者数 2者） 

Ｄグループ： 8校  364,176,000円（プロポーザル参加者数 3者） 

６．受注者（Ａグループ） 

      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 

           代表者：会津ガス株式会社代表取締役社長 相馬祥平 

７．契約金額（Ａグループ） 

     提案上限額：436,715,000円 

     提案額 ： 429,289,200円 

     提案上限額と提案額の率：98.3％ 

 予定価格： 429,289,200円（消費税含む） 

 契約金額： 429,289,200円（消費税含む） 

 請負率 ： 100.0％（対予定価格） 

 変更率 ： 変更契約なし 

８．工事監理 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 

９．契約工期    平成31年2月13日～令和元年9月30日 

10．仮契約日          平成31年2月1日 

11．本契約日     平成31年2月12日 

12．履行保証    あり 平成31年2月12日（東日本建設業保証株式会社） 

13．前払金保証   あり 平成31年2月19日（東日本建設業保証株式会社） 

14．工事進捗率    95％（令和元年8月30日） 
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Ⅱ. 調査結果 

Ⅱ―１. 総括的所見 

 民間の知見と経験を最大限活用するとともに工期短縮を目的に本事業で採用されたDB(デザ

インビルト）方式による公募型プロポーザル方式随意契約の適正性について調査を行った。 

専門的で特殊設備工事であった浄水場整備事業を除き、会津若松市に於けるこの契約方式の

本格的な実施は初めてであるとの説明があった。調査の結果その執行状況は、空調方式の決

定・機器能力算定手続・予算枠の設定・プロポーザル選定基準・受注者選定手続の各段階で適

切な資料作成と決定作業が行われていることを確認した。 

  調査当日の工事進捗率は 95％でほぼ完成に近い状態であった。現場実査を通じて、給食調理室

のスポット空調の運用面を含めた調整、施工図の表記ミスの一部修正、電気図面で今回施工部分

の明確な表示、支持未完成部分の仕上げ等については完成までに仕上げられたい。そのほかの工

事技術面に於ける調査においては、事業（事務・工事）執行が適切に行われていることを確認

した。 

以上、当事業に於けるプロポーザル方式による業者の選定、実施設計、施工、工事監理までそ

の実施状況に、大きな問題となるところはない。 

 

Ⅱ－２． 個別的所見 

 １．プロポーザル要求水準書について 

    Ⅰ－３．事業概要の５．（１）に示すように、事業者に要求する「最低限満たすべき水

準」のうち、①、②、③として示されている根拠について確認を行い、下記の様な説

明がなされた。 

（１）空調方式の比較検討及び決定根拠 

①ＥＨＰ（電気式空冷ヒートポンプ方式）とＧＨＰ（ガスエンジン式空冷ヒートポ 

ンプ方式）のメリット・デメリットの比較検討及びＥＨＰに決定した根拠についての 

説明は下記の様になされた。 

   ・ＧＨＰは、ＥＨＰと比較して、停電等のリスク回避や受電設備工事が不要であることな

どのメリットがある。一方で、ＧＨＰは、エンジン搭載の室外機設置のための広いスペ

ースを確保する必要があること、稼働音が大きいこと、定期的なメンテナンス費用を要

することなどから、庁内関係３部署協議の上、総合的に判断しＥＨＰとした。 

   ・比較的気候条件の似通っている山形県での実施状況の調査を行い、ＥＨＰで暖房能力不

足等の問題は発生していない事を確認している。 

   ・蒸気ボイラー設置校の蒸気ボイラーは廃止し、今回設置のエアコンで暖房を行うが、灯

油焚温水ボイラー設置校では暖房はエアコンを使わず既設温水ボイラーで行う。 

  （２）機器の冷暖房能力の算定根拠 

②「機器の能力を発注者が示す設定条件と同等以上とする」とあるが、この能力を 

算定した根拠についての説明は下記の様になされた。 

   ・空気調和衛生工学会（SHASE）の単位負荷を基準にエアコン能力を算定した。その際、

学校の建築年度、建物の断熱材の有無、窓ガラスの種類（ペアガラスかシングルガラス）

を勘案し、学校ごとに標準教室の必要馬力を算出した。比較的古い学校（暖房を蒸気ボイ

ラーからエアコンに転換する学校）は 6馬力、新しい学校は 5～4 馬力としている。 

   ・近隣地区のエアコン設置校での運転実績をメーカから入手し、設定条件の能力で問題が無    

いことを確認した。 
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 （３）デマンドコントロールシステム 

③集中管理システムを導入し、エアコン電力のデマンドが大きくなるに従って軽警 

報・重警報の２段階の警報を発報するシステムとしている。この警報に従って手動でエ 

アコンの入れ切りを行うことによりエアコン電力のデマンドコントロールをする。 

 

   以上、プロポーザル要求水準書で要求する「最低限満たすべき水準」の技術的根拠は明白で 

  あり、問題はないと考えられる。 

 

 ２．提案上限額の設定について 

     「発注グループ毎に提案上限額を予算の範囲内において設定し、これを公表する。」と 

    あるが、グループ毎の提案上限額の設定は、設計図が無い状態で、どのような積算によっ 

て行われたのか確認し、下記の様な説明がなされた。 

（１）標準的な学校の設計と積算を行い単位教室あたりの基準単価を算出した。その他の学 

校については、各校の個別条件（ベランダの有無による室外機置き場と冷媒配管長、 

オープン教室の有無とビニールカーテン設置の必要性、受変電設備のトランス変更工 

事など）を考慮して、積算システムにより工事費を積算した。 

  （２）準拠した積算基準は、歩掛りを含めて、福島県土木部の「建築関係工事積算基準」に

依っている。 

  （３）積算時期は、平成 30年 10月～平成 30 年 12月。 

  （４）積算は福島県の積算システム（エスティマ）を利用して作成した。グループリーダー 

     のチェックを受け、課長の決裁を受けた。 

  （５）機器価格は複数社分入手し比較の上、割引率を乗じて算出した。 

  （６）前述の通り 2校について詳細設計と見積を行い、基準単価を算出し、諸条件を加味し 

た上で他校の積算額を算出し設計書を作成した。提案上限額の設定はこの設計書に依 

った。 

 

   以上、提案上限額を設定する手続きは、ＤＢ発注方式であるため詳細設計図のない中で、一

部校の図面を作成し、概算ではあるが各校の諸条件を考慮した上で積算を行なって設定してお

り、問題はないと考えられる。 

 

 ３．プロポーザル審査選考体制と選定委員について 

    「プロポーザル選定委員会設置要領」の規定に基づきプロポーザル選定委員会が設置さ 

れ、審査はこの委員会で行われた。 

（１）選定委員については、次の観点から、委員５名を選出し、会津若松市長が決定した。 

・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（建築意匠を専   

門とする大学教授及び建築設備を専門とする大学教授） 

公立大学法人会津大学短期大学部産業情報学科デザイン情報コース教授 柴﨑恭秀 

学校法人日本大学工学部建築学科建築設備・防災研究室教授      森山修治 

・児童生徒を理解し、学校施設に精通し、また、地域と交流し、エアコンを実際に利用や維 

 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） 

     会津若松市立永和小学校長             遠藤信恵 

会津若松市立河東学園中学校長          古川一博 
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・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 

会津若松市建設部建築課長             松川和芳  

  （２）「プロポーザル企画提案審査基準」が作成され、選定委員が各々提案ごとの採点を行

い、5名の採点合計点と 1位を付けた委員数の両面から評価を行っている。 

  （３）入札契約審査会     （第 5回）平成 30年 12月 18日 

  （４）第 1回プロポーザル選定委員会        平成 30年 12 月 25日 

  （５）第２回プロポーザル選定委員会・選定結果通知 平成 31年 1 月 31日 

 

   以上、プロポーザル審査選考体制・選定委員と審査体制は、いろんな方面から検討されてい

て、問題はないと考えられる。 

 

４．契約について 

  （１）仮契約日    平成 31年 2月 1日 

  （２）本契約日           平成 31 年 2月 12日 

（３）随意契約理由 

    事業者からの企画提案に係るプロポーザル選定委員会の審査結果に基づき受託候補者 

として選定された者と随意契約としているが、随意契約の理由書が下記の様に作成され 

ていることを確認した。 

    「本事業は単に価格的な視点のみで事業者を選定する性質のものではなく、競争入札に適

さないものであることから、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号の規定に基づ

き、随意契約としたものです。」 

  （４）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 

           代表者：会津ガス株式会社代表取締役社長 相馬祥平 

  （５）建設業登録証等 

・会津ガス(株)  福島県知事(特-27)第 5216号、管工事業他 

・(株)会津電気工事  福島県知事(特-29)第 5706号、電気工事業他 

・(有)佐藤建築設計事務所  一級建築士事務所 福島県知事登録第 15(904)0019 

 

   以上、随意契約理由等契約に係わる事項に問題はないと考えられる。 

 

５．設計業務について 

  （１）着手前に提出する書類 

      業務水準チェックリスト、管理技術者選任通知書、業務工程表、各校詳細工程表、業 

     務計画書、設計委託承諾依頼書が提出されていることを確認した。 

  （２）特記仕様書・設計図等の確認 

   １）各学校ごとに電気設備と機械設備の設計図が施行前に提出され、発注者の監督員（公共 

  施設管理課及び教育総務課の技師）及び工事監理受託者の工事監理者（一般財団法人  

ふくしま市町村支援機構の専門官）の承諾を得ていた。 

   ２）電気設備と機械設備の特記仕様書で下記の様な違いがあるが、実情を考慮して記載して  

あるとの回答があり、また実際に使い分けがなされていることを確認した。 
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 電気設備特記仕様書 機械設備特記仕様書 

床・壁を貫通する 

場合の鉄筋探査 

金属探知機 Ｘ線内部探査（撮影） 

後施工アンカー 金属拡張系アンカー（打込式） 接着系アンカー（有機系） 

金属拡張系アンカー（打込式） 

   

    ３）空調熱負荷計算書で機器の定格冷暖房能力が不足する室があるが、インバーターでの 

回転数アップによる能力上昇が見込まれ、その能力範囲内の負荷であることを確認し 

ているとの説明があった。 

４）電気設備工事の単線結線図で、改修前と改修後の図面の差異が判然としないので、改 

 修部分を太線にするなどの図面作成上の工夫が欲しい。完成図では明確にされたい。 

          

以上、設計業務に関しては、電気単線結線図の表示方法以外に問題はないと考えられる。 

 

６．工事監理について 

（１）工事監理業務は下記理由により県及び県内 59市町村が出捐している「一般財団法人 

   ふくしま市町村支援機構」と随意契約がなされている。 

「本件業務は、工事監理の実績を有する地元の第三者機関である必要があり、このよ

うな機関は、県内では一般財団法人ふくしま市町村支援機構のみとなります。よって、

その性質又は目的が競争入札に適しないものであることから、地方自治法施行令第 167

条の 2第 1項第 2号の規定に基づき、随意契約としたものです。」 

  （２）監理の形態は、常駐監理ではなく重点監理である。 

  （３）現場確認検査の立会及び月一回の定例会議への出席が行われていて、業務報告書が月報 

として毎月提出されている。 

 

     以上、工事監理については、随意契約理由等を含め特に問題となることはなく適切に行 

    われていると考えられる。 

 

７．施工業務について 

（１）着手前に提出する書類 

    各種書類がここに記載した日付で提出されていることを確認した。 

１）工事着手届  平成 31年 2月 13日 

２）マスター工程表 平成 31年 2月 13日 設計の業務工程を兼ねる 

３）現場代理人通知書 平成 31年 2月 13日 

４）監理技術者通知書 平成 31年 2月 13日 

【空調】齋藤伸也 （初回）平成 12年 11月 6日 

（交付）平成 26年 3月 20日 第 00030688868号 

【電気】亀倉昌広 （初回）平成 18年 3月 31日  

（交付）平成 28年 8月 29日 第 00020915862 号 

５）建退共証紙購入申請書の写し 平成 31年 3月 13日 

６）下請計画書  平成 31年 4月 4日 

７）ＣＯＲＩＮＳ登録 平成 31年 3月 4日 登録 
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平成 31年 7月 26日 第 1回変更登録 

８）施工計画書  平成 31年 4月 4日 

   ・冷媒配管工事と電気工事の施工要領書を含む 

   ・再生資源利用実施書（建設資材搬入工事用）様式１、再生資源利用促進実施書 

（建設副産物搬出工事用）様式２を含む  平成 31年 4月 4日 

       ・官庁届出 3種類 8校分を含む 

９）納入仕様書     平成 31年 4月 9日～順次（名称は「機器承諾図」が良い） 

   ・変圧器（東芝製）は 2014年トップランナー適合品であることを確認した。 

   ・空調室外機の耐震計算書を確認した。 

10）メーカーリスト 平成 31年 4月 1日～順次（「主要材発注予定一覧表」が良い） 

11）労災保険加入証明願 平成 31年 3月 14日 （日新火災海上保険） 

 

（２）契約に関連する書類等 

    １）契約履行保証証書   有り 平成 31年 2月 12日 東日本建設業保証（株） 

    ２）前払金保証証書   有り 平成 31年 2月 19日 東日本建設業保証（株） 

    ３）中間払い      無し 

    ４）工期変更、設計変更 無し 

（３）施工及び施工管理 

    １）施工管理 

・設計業務としての設計図とは別に施工図が作成されている事を確認した。機種の表示が 

一部間違えているところがあるので、修正されたい（シングルとダブルの間違い等）。 

・電気主任技術者は教育委員会から専門業者への委託により小中学校に配置されており、 

電気室等での停電作業の時は依頼し、電気主任技術者立ち会いの下で作業を行っている 

事を確認した。 

・作業日報は学校毎に毎日作成されていることを確認した。 

・施工体制台帳・施工体系図が整備されていることを確認した。また、下請契約書または 

注文請書の写し、施工体制点検表が整備されていることを確認した。 

・産業廃棄物を処理した確認書類としてマニフェストが保管されていることを確認した。 

・工事写真が適切に記録・整備されていることを確認した。 

２）品質管理 

・使用機器・材料承諾図が提出され順次承諾されていることを確認した。 

・受変電設備の保護協調については確認を行っているとの説明があった。 

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

カーの引抜試験を実施していることを写真とともに確認した。 

・工期中ではあるが、暑い夏期のため学校側から仮使用したいとの申し出があり、段階確 

認（一工程完了）を行い、冷房使用を行っている。 

  

    ３）安全管理 

・新規入場者教育、毎朝の危険予知（KY）活動、及び店社パトロール（月1回以上）が実 

施され書類が作成されていることを確認した。 

・足場、酸欠作業、発電機チェック等の安全確認が行われていることを確認した。 

・現場に於ける事故は全く起こしていないとの説明があった。 
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４）工程管理 

・出来高カーブ記載の実施工程表が工事進捗状況報告書（月報）に添付されていることを 

確認した。 

・工事日報、月報が作成・提出されていることを確認した。 

 

５）試験・検査 

・工場検査は該当する機械がなく今回は行っていない。 

・機材の現場搬入時・現場施工時の検査は、社内検査の後立会願いを提出して、工事監理 

者により実施されていることを説明と写真で確認した。 

 

   以上、施工業務に係わる事項について特に問題となることはなく適切に行われていると考えら

れる。 

 

８．現場視察調査における所見 

（１）現場施工状況 

    全 8校の内、エアコン設置状況の異なる下記 4校について現場実査を行い施工状況につい 

て確認を行った。 

     ・永和小学校    15台 （給食室、オープン教室、天井カセット式（校長室）の 

                   エアコン設置） 

     ・一箕中学校    42台 （蒸気ボイラー設備から転換したエアコン設置） 

     ・河東学園中学校  11台 （通常の仕切られた教室でのエアコン設置） 

     ・河東学園小学校  15台 （オープン教室へのエアコン設置） 

     

    室内の天吊機器の配置は教室の構造や状況により考慮された配置となっている。機器と天

井との隙間に不具合はない。埋込型の室内機は既設天井を痛めることなくきれいな仕上がり

となっている。教室によって天井内スペースに配管が収まらない所や、ドレン管の勾配が取

れない所等については個別に考慮されていて機能上の問題は見受けられなかった。冷媒管と

ドレン管が窓を貫通する部分は、２重ガラス窓サッシュの切り抜き及びアルミ板取付を工場

加工で行われていて、熱的に全く問題の無い施工となっている。室内機の収まり及び配管の

出来映えは各学校とも良くできていて問題はない。 

    地上設置の室外機は積雪対策として高架台が設けられている。高架台は４脚のそれぞれが

高さ調節できるので、犬走りの傾斜地でも室外機の水平が保たれている。地震や暴風による

転倒防止策として壁等強固な場所からワイヤー接続が行われている。また防球等のための防

護ネットも取り付けられている。生徒が近寄れる場所の支持架台の端部はゴムカバーで、ワ

イヤーの切り口はテープで養生が確実に行われていて模範的な施工である。また冷媒管の曲

がり部には乗っても折れないように鋼製架台やアングル支持材が取り付けられている。未施

工の場所もあるが、今後確実に取り付けるとの説明があったので、実施されたい。 
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   オープン教室の仕切り部分にビニールカーテンが設置されているが、上部吊り金具部分は挟

み込む様に前後に 20cmほどビニールをたれ下げて施工されていて空調空気の漏えいに考慮が

なされている事を確認した。下部のアンダーカット部は 2cm 程度で問題とはならない。ただ

し、逆に生徒に必要な外気量を確保するための工夫は必要になってくるので、休み時間に換気

するなどの運用上の考慮をされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 室外機の高架台とワイヤー止め（暴風雪対策） 

と防護ネット施行状況 （永和小学校） 

写真 3 室外機冷媒管支持と 

金具保護カバー施工状況 

（一箕中学校） 

写真 4 透明ビニール製カーテン施工状況（永和小学校） 

写真 2 三菱電気製品の設計圧力銘板（一箕中学校） 

写真 5 日立製品の設計圧力銘板（河東学園小学校） 

 ビニールカバー施工状況（永和小学校） 
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   （２）工事現場掲示物 

      建設業許可証、労災、建退共、施工体系図のそれぞれの存在は書類で確認を行い、現場

掲示は写真で確認した。 

 

（３）安全対策 

監督員と学校長・職員とのコミュニケーションがしっかり行われており、児童生徒の安全

確保を含めて、問題となるところは見当たらなかった。 

 

（４）今後の工事に於ける要望事項 

     契約工期が令和元年 9月 30日であるが、工事の夏期試運転は工期内に全て完了予定で 

あり、夏期試運転残工事は発生しないとの説明があった。 

     完成時に提出すべき書類、各学校への取扱説明、引渡物品、維持管理に係わる提案等 

は、確実になされたい。 

 

Ⅲ．その他の所見 

 大型工事では経験のない DB 発注方式の採用とその実施にあたり、関係各部署が果敢に挑戦さ

れ、非常に短い期間で発注まで実施されていて、その努力と苦労が忍ばれる事業である。 

 また施工においても学校からの要望で、工期中であるにも拘わらず下記のとおり試運転が開始

され冷房仮使用に協力されている事及び現場施工状態・出来映えも良く、事業全体がモデルケー

スとして模範となるものである。 

現場が広範囲に亘ることもあり、移動交通も含めて事故無く竣工していただきたい。 

 

○各学校の試運転開始時期 

小中学校名 ６月下旬 ７月上旬 ７月中旬 ７月下旬 ８月上旬 ８月中旬 ８月下旬 

一箕中学校 ○       

城南小学校   ○     

日新小学校  ○      

松長小学校   ○     

小金井小学校      ○  

永和小学校      ○  

河東学園中学校       ○ 

河東学園小学校       ○ 

                        7/20夏休み           8/26二学期開始  

 

以上 

                         


