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定期監査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、定期監査を実施し

ましたので、同条第 9項の規定により、監査の結果に関する報告を決定し、

次のとおり提出します。 
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定期監査（工事監査）結果報告 

 

１ 監査の対象 

工  事  名 
工事担当 

部 課 名 

契約担当 

部 課 名 

検査担当 

部 課 名 

1 堀江２号汚水管工事（１８－３） 
下水道部 

下水道整備課 

総務部 

契約課 

総務部 

技術管理課 

2 
安全２８基幹８号竹原送水管布設替 

及びシールド工事 

公営企業局 

管理部 

建設整備課 

公営企業局管理部 

契約管理課 

 

２ 監査の期間 

  平成 31年 1月 15日から 1月 17日まで 

 

３ 監査の方法 

平成 30年度に施工中の工事から監査の対象工事 2件を抽出し、計画・設計・積算・契約・施工・監

理・監督が適切かつ効果的に執行されているか工事関係書類を調査するとともに、工事現場の実地調

査を行った。 

なお、工事の適正性、安全管理に対する適切な執行等の書類調査及び現地調査を、公益社団法人 大

阪技術振興協会に委託し、その結果を参考とした。 

 

４ 監査の結果 

監査対象である 2件の工事について、公益社団法人 大阪技術振興協会の技術士による技術調査を実

施し、その結果を「平成 30年度 工事監査技術調査結果報告書」として提出させた。 

その報告書の内容と監査委員による実地調査の結果、施工計画書及び現場状況について、次の点が

見受けられたので、留意されたい。 

 

【要望事項】 

堀江２号汚水管工事（１８－３） 

・施工計画書及び現場状況について 

工事請負者が提出する施工計画書において、資材検収後の保管・養生についての計画、仮設工

（地山掘削時の土留め工等）の組立図の添付がないもの及び「安全施工サイクル」が示されてい

ない状況が見受けられた。 

また、現場において、具体的進捗を示す工程表によって工程管理が行われていない状況が見受

けられた。 

今後は、施工計画書を受理する際、添付漏れなどがないか精査し、現場においては、実際の進

捗を管理するためには、工種ごとに管理することが望ましく、工事請負者に対して、工夫した工

程管理図を作成し管理をするよう、また、事故防止のため徹底した安全管理の指導に努められた

い。 

 

※ 監査対象工事概要については、平成 30年度工事監査技術調査結果報告書に記載 
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松 山 市 

 

平成３０年度工事監査 

技 術 調 査 結 果 報 告 書 

 

平成 31 年 1 月 31 日 

 

受託者名 公益社団法人 大阪技術振興協会 

調査員氏名 技術士(建設部門・総合技術監理部門) 熊井 文孝 

 

                                                                                                     

 調査場所：別館 6 階 第 5 委員会室及び当該工事場所 

 

 

             調査実施日：平成 31 年 1 月 15 日(火) 

       調査対象工事Ⅰ：堀江２号汚水管工事（１８－３） 

         工事担当部課：下水道部 下水道整備課 

 

       調査実施日：平成 31 年 1 月 16 日(水) 

       調査対象工事Ⅱ：安全２８基幹８号竹原送水管布設替及びシールド工事 

         工事担当部課：松山市公営企業局 管理部 建設整備部 

 

       所見発表：平成 31 年 1 月 17 日(木) 

       11:00～11:30 対象工事Ⅰ：堀江２号汚水管工事（１８－３） 

       11:30～12:00 対象工事Ⅱ：安全２８基幹８号竹原送水管布設替及びシールド工事 
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【調査結果報告Ⅰ】 

■対象工事名：堀江２号汚水管工事（１８－３） 

１．工事内容説明者：下水道整備課       課長 浮田 達也（午前のみ） 

                       主幹 川口 征英 

                         副主幹 藤家 孝博（午前のみ） 

                       主査 高岡 英文 

          契約課          主幹 井出 英治（午前のみ） 

                       主事 山本 健（同上） 

          技術管理課        主幹 仙波 好弘（同上） 

                       主査 長曽我部 俊彰（同上） 

          現場出席者 

               株式会社 塩出建設 

              現場代理人兼主任技術者 

 塩出 一大（午後のみ） 

               南海測量 株式会社（施工監理委託） 

                    管理技術者 橘 孝志（午後のみ） 

     立会   監査委員事務局 

               代表監査委員（識見） 石田 愼二（午後のみ） 

                 監査委員（識見） 原田 光雄（同上） 

                     事務局長 橘川 浩司（同上） 

                       次長 松谷 照仁（同上） 

                       主査 松平 晃定（同上） 

                       主査 泉市 竜谷 

                       主任 濱田 ひかり 

 

２．工事概要 

   当該工事は、第 4 次松山市下水道整備基本構想に基づき、北部処理区管渠整備事業と

して、本工事を施工し、公共用水域の水質保全を図るものである。平成 30 年度は、北部

処理区整備予定面積 11ha に対し、本事業ではその内 1.73ha を整備するものである。 

 

(1）工事場所 松山市 堀江町 

(2）工事内容 

         工事延長 L=255.1ｍ 

        汚水管（PRPφ200）L=255.1ｍ 

        アスファルト舗装工 A=897 ㎡ 

        雨水管（HPφ300・φ350・φ400）L=256.3ｍ 

        配水管（DIPφ100）L=160.0ｍ 
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        汚水マンホール工 N=9 箇所 

        雨水マンホール工 N=12 箇所 

汚水桝 N=38 箇所 

雨水桝 N=38 箇所 

(3）入札方式          一般競争入札 

(4）請負者       有限会社 塩出建設 

(5）現場代理人     塩出 一大（1 級土木施工管理技士 C151008416） 

(6）主任技術者     塩出 一大（同上） 

(7) 設計委託業者    株式会社 エクセル調査設計 

(8) 施工監理委託業者  南海測量株式会社 

(9) 工事費             設計金額  57,103,000 円（税抜） 

            予定金額 57,103,000 円（税抜） 

                       調査基準価格 50,797,469 円（税抜） 

            請負金額    54,864,648 円（税込） 

                  落札率  89.0％ 

(10) 工事期間     平成 30 年 5 月 16 日～平成 31 年 2 月 18 日 

      (11) 工事進捗状況   計画出来高 75.0％ 実施出来高 75.0％ 

（平成 31 年 1 月 15 日現在） 

(12) 公告日       平成 30 年 4 月 16 日 

(13) 入札年月日        平成 30 年 5 月 10 日 

      (14) 財源内訳          国庫補助金 19,140,000 円 起業債 35,724,648 円 

 (15) 契約年月日        平成 30 年 5 月 15 日 

 (16) 履行保証          契約保証金（現金） 

 

３．工事監査における所見 

   本工事の調査は、平成 31 年 1 月 15 日（火）午前 10 時から実施した。午前は、基本事

項、計画、設計、積算、契約、施工、監理、監督、検査等各段階にわたって書類及び聴き

取り調査を実施した。 

  また、午後の現地調査では、掲示物、関係書類及び施工状況について調査・確認した。 

  具体的結果については、以下のとおりである。 

 ３・１ 基本事項について 

  当該工事の工事費の算出において、基本となる使用資材の品質、規格、数量等が明確に

示されているか、施工計画の樹立に必要な施工要領の説明が適正に指示されているか及び

検査をどのように行うかについて調査したので以下に申し述べる。 

 （１）当該工事に使用する資材の品質、規格、数量等は、明確に指示されているかについ

て調査した。これらについては、設計図及び設計内訳書に適正に示されていることを確
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認した。 

 （２）施工要領の説明は、設計図、設計内訳書及び特記仕様書において適正に示されてい

ることを確認した。 

 （３）検査及び検収はどのように行うかについて聞き取り調査した。材料承認願の提出時

における資料調査、段階確認及び資材入荷時の検査において、材料の品質及び規格等を

確認しているとの説明を受け、関係記録及び資料で確認した。適正である。 

 ３・２ 計画について 

  松山市は、平成 29 年度 3 月に「松山市下水道事業経営戦略」及び「第 4 次松山市下水道

整備基本構想」を策定し、その中で、50 年間の長期財政シミュレーションを実施し、将来

の収支予測を行うとともに、「未普及解消」「浸水対策」「地震対策」「長寿命化対策」

等、下水道に求められている役割について、計画的に事業を進めることにしている。 

  当該工事は、「未普及解消」を目的として、国の「汚水処理施設を今後 10 年間程度で概

成する」という方針を踏まえ、人口・環境・収益性・効率性の 4 つの視点から投資効果や

水質改善効果の高い地区を優先して整備している工事の一つである。なお、松山市では、

平成 38 年度末で下水道処理人口普及率 69.0％を目指している。 

 （１）当該路線の広報について調査した。松山市は、下水道工事を実施する場合受益者負

担金や下水道使用料等、料金関係の説明及び工事周知を目的に、沿線住民及び地元関係

者に対し、説明会を行っているとの説明を受けた。適正である。 

 （２）工事決裁伺について調査した。執行伺書は、松山市契約規則に則り、適正に決裁を

受けていることを伺書記録で確認した。適正である。 

３・３ 設計について 

（１）実施設計は、平成 26 年度に「堀江２号汚水管工事に伴う実施設計業務委託」として

委託されている。設計基準等は、設計当時の最新版により設計されているか、また成果

物の内容の確認が行われたかについて調査した。成果物の内容及び参考とした基準等に

ついて、技術管理課で確認しているとの説明を受けた。また代表的参考基準として「下

水道施設の耐震対策指針と解説・公益社団法人日本下水道協会 2014 年版」を調査した。

適正である。 

（２）設計図、設計内訳書及び特記仕様書は、当該工事に適正な内容であるかについて聞

き取り調査した。特記仕様書を含むこれらの内容について、請負業者から疑義が出され

ていないとの説明を受けた。適正である。しかし、特記仕様書及び施工条件の明示書は

一覧表化されていることから、当該工事において、発注者が特に意図している留意事項

があらわされていないように見受けるので、特に請負者が施工計画する事項を明確に表

記できるように検討していただきたい。 

３・４ 積算について 

 （１） 積算基準について調査した。積算基準は積算時点における最新版のものが整備され
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運用していることを確認した。また参考とした基準等として代表的に「下水道用設計標

準歩掛 公益社団法人日本下水道協会 平成 29 年度」を確認した。適正である。 

 （２） 積算内訳書について調査した。数量及び積算金額等は、下水道整備課内の検算者２

名による照査を行い、さらに技術管理課で設計審査を行っているとの説明を受けた。適

正である。 

 （３） 工期算定の根拠及び工期算定について調査した。算定根拠は、「土木工事標準積算

基準」愛媛県土木部 平成 29 年版を参考とし、算出していることを確認した。また計算

結果を確認した。適正である。 

３・５ 契約について   

 （１）入札公告、業者決定、契約締結等の状況について聞き取り調査した。松山市の契約

規則に則り適正に行っているとの説明を受けた。適正である。 

 （２）入札の状況に関する資料を確認した。15 者が入札に参加し事後審査の結果 2 者が失

格となった。適正である。 

 （３）契約保証について調査した。契約保証金は、現金で納められているとの説明を受け

た。適正である。 

 （４）契約約款第 52 条の「災害保険について」を調査した。当該条項は、一般的に「火災

保険について」として示されている場合が多く、「災害保険について」としているとこ

ろは少数派である。当該工事の工事内容特性から考慮すると「災害保険について」の方

が適切であると考えている。適正である。 

 （５）現場代理人及び技術者届を調査した。適正に整備されていることを確認した。適正

である。 

 （６）監督員通知書を調査した。適正に発行され請負者に通知されていることを確認した。

適正である。 

３・６ 施工について 

 （１）現在の工事の進捗状況を確認した。平成 31年 1月 15日現在の進捗状況は、計画 75％、

実施 75%であるとの説明を受けた。計画と実施が拮抗しているので、特に問題とするこ

とはないが、25%の残工事があることから、工期内竣工に向けての工程管理に留意して

いただきたい。 

 （２）施工計画書について調査した。施工計画書の体裁はおおむね整っているが、以下に

述べる点について対応していただくことを要望として申し述べる。 

   ①施工計画書を受け取る際は、設計図、設計内訳書、特記仕様書、標準仕様書等に整

合しているか確認する他、資材検収後の保管・養生はどうするのかについて計画する

こと及び仮設工（地山掘削時の土留め工等）の組立図を添付することが重要であるの

で受領の際、確認していただきたい。 

   ②日常の安全管理で重要な要素である「安全施行サイクル」が示されていないので受

領の際確認していただきたい。具体的活動内容を示すと「安全施工サイクル」とは、
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朝礼、安全指示事項の伝達、危険予知活動（ＫＹ活動）、始業点検、作業開始、安全

巡視活動、翌日作業打合せ会議、作業終了時の片づけ及び作業終了等の一日の時間経

過に伴って行うべき事柄を時間と共に示したものである。また開始時間及び終了時間

等の就業時間を示すことは、労働基準法の就業規定に当たるので重要な事でもある。 

   ③施工計画書にページ番号をふることは重要であるので受領の際、確認していただき

たい。一般的に、施工計画書は、「参考にするもの」であるから、見る人にとって見

やすいように工夫していただきたい。 

 

 ３・７ 監理について 

 （１）使用材料届及び施工体制台帳等の書提出物は、適正に提出されているか調査した。

いずれも適正である。 

 ３・８ 監督について 

 （１）段階確認は、施工計画書において定められ、適正に実施されていることを記録で確

認した。適正である。 

 （２）工事資材の臨場検査は、段階確認等の際に適正に行っているとの説明を受けた。適

正である。 

 ３・９ 検査について 

 （１）資材入荷時の材料検査及び段階確認等と検査においては、特段問題ないことを確認

した。しかし、当該工事は施工監理委託業者と契約しているので、材料確認検査、工事

の進捗管理等の監理について指導し、丁寧な現場指導を行うことについてお願いする。 

 ３・１０ 現場状況について 

 （１）工事現場における日常の安全管理について，ＫＹ活動日報その他記録簿等を確認し

た。安全関係資料は整備されており適正である。 

 （２）工事請負者が実施している工程管理について、管理図等を調査した。工程管理は、

現場で具体的進捗を示す独自の工程表によって工程管理が行われているわけでなく、一

般工程表を使用しているとの説明を受けた。実際の進捗を管理するためには、工種ごと

に管理することが望ましいので、工夫した工程管理図を作成の上管理することを監督員

から指導をお願いする。 

 （３）現場掲示物について調査した。掲示物は適正に掲示されていることを確認した。 

 

４．総合的な所見 

 今回実施した工事監査に伴う技術調査の範囲では、特に指摘する事項は見当たらず、

おおむね適正に執行されていると判断できる。 

 しかし、今回実施した工事監査に伴う技術調査における、要望事項及びお願い事項に

ついては、各項目の中で申し述べたが、まとめて申し述べると、３・６施工について（２）
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施工計画書の内容確認における要望事項、３・９検査について（１）施工監理委託の指

導をお願いする事項、３・１０現場状況について（２）現場における工程管理の管理方

法について請負業者を指導するお願い事項について検討していただき、今後の工事に反

映させることを願っている。 
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【調査結果報告Ⅱ】 

■対象工事名：安全２８基幹８号竹原送水管布設替及びシールド工事 

１．工事内容説明者：（企）建設整備課     課長 中村 寛（午前のみ） 

                       主査 伊藤 憲行（同上） 

                       主査 阿部 秀昭 

                       主任 野本 弘太郎 

          （企）契約管理課     主査 清家 幸範（午前のみ） 

                       主査 高須賀 丈進（同上） 

          現場出席者 

          戸田・成武・森田特定建設工事共同企業体 

              現場代理人兼監理技術者 曽原 直樹（午後のみ） 

                    主任技術者 小野 眞也（同上） 

                    主任技術者 大野 正人（同上） 

     立会   監査委員事務局 

               代表監査委員（識見） 石田 愼二（午後のみ） 

                 監査委員（識見） 原田 光雄（同上） 

                 監査委員（議選） 本田 精志（同上） 

                 監査委員（議選） 上田 貞人（同上） 

                     事務局長 橘川 浩司（同上） 

                       次長 松谷 照仁（同上） 

                       主査 松平 晃定（同上） 

                       主査 泉市 竜谷 

                       主任 濱田 ひかり 

 

２．工事概要 

   当該工事は、「水道ビジョンまつやま 2009」において、「地震災害に強い水道の構築」

を目標に掲げ、特に耐震化の優先度の高い基幹管路について、平成 25 年度に「基幹管路

の耐震化基本構想」を策定している。特に優先度の高いかきつばた浄水場から竹原浄水

場間は、管路が 40 年経過し老朽化が懸念されていることから、平成 28 年度から全長約

4.5ｋｍについて耐震化工事を進めている。また工事は泥土圧ミニシールド工法によるシ

ールド工法を採用し、小断面の長距離施工などより経済性、施工性に優れた工法により

施工するものである。 

 

(1）工事場所 松山市 拓川町ほか 

(2）工事内容 

         シールド工（RC・鋼製セグメント）  L=3127.8ｍ 
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        送水管布設替工   φ700mmDIP L=3147.8ｍ 

        バタフライ弁設置工 φ700mmDIP 2 箇所 

        空気弁設置工    φ100mmDIP 3 箇所 

(3）入札方式          一般競争入札（総合評価落札方式） 

(4）請負者       戸田・成武・森田特定建設工事共同企業体 

(5）現場代理人     曽原 直樹 

(6）監理技術者     曽原 直樹（監理技術者証第 00020809231 号） 

  主任技術者     小野 眞也（１級土木施工管理技士 616446） 

  主任技術者     大野 正人（２級土木施工管理技士 90867472） 

(7) 設計委託業者    株式会社 芙蓉コンサルタント 

(8) 施工監理委託業者  株式会社 ウエストコンサルタント 

(9) 工事費             設計金額  2,601,740,000 円（税抜） 

            予定金額 2,601,740,000 円（税抜） 

                       調査基準価格 2,356,059,318 円（税抜） 

            請負金額   2,545,344,000 円（税込） 

                  落札率  90.6％ 

(10) 工事期間      平成 28 年 12 月 21 日～平成 33 年 8 月 23 日 

      (11) 工事進捗状況    計画出来高 35.1％ 実施出来高 38.5％（平成 30 年 12 月

末日現在） 

(12) 公告日       平成 28 年 11 月 7 日 

(13) 入札年月日        平成 28 年 12 月 15 日 

      (14) 財源内訳          国庫補助率 0％ 県補助率 0％ 起債充当率 0％ 

(15) 契約年月日        平成 28 年 12 月 20 日 

(16) 履行保証          西日本建設業保証株式会社 

 

３．工事監査における所見 

   本工事の調査は、平成 31 年 1 月 16 日（水）午前 10 時から実施した。午前は、基本事

項、計画、設計、積算、契約、施工、監理、監督、検査等各段階にわたって書類及び聴き

取り調査を実施した。 

  また、午後の現地調査では、掲示物、関係書類及び施工状況について調査・確認した。 

  具体的結果については、以下のとおりである。 

 ３・１ 基本事項について 

  当該工事の工事費の算出において、基本となる工法、仮設の種類、使用資材の品質、規

格、及び数量等が明確に示されているか、また施工計画に必要な施工要領の説明が適正に

指示されているか及び検査をどのように行うかについて調査したので以下に申し述べる。 

 （１）当該工事に使用する資材の品質、規格、数量等は、明確に指示されているかについ
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て調査した。これらについては、設計図及び設計内訳書に適正に示されていることを確

認した。 

 （２）施工要領の説明は、設計図、設計内訳書及び特記仕様書において適正に示されてい

ることを確認した。 

 （３）検査及び検収はどのように行うかについて聞き取り調査した。材料承認願の提出時

における資料調査、段階確認及び資材入荷時の検査において、材料の品質及び規格等を

確認しているとの説明を受け、関係記録及び資料で確認した。適正である。 

 ３・２ 計画について 

 （１）平成 25 年度に策定された「基幹管路の耐震化基本構想」に定められた基幹幹路の耐

震化の優先順位に従い、当該工事が実施されていることを確認した。適正な計画である。 

 （２）ミニシールドについて調査した。当該工事のミニシールドは、長距離掘進対応機を

使用している。しかしツールの中には摩耗するなどのため施工途中で差し替える必要が

ある物も多くある。地山を掘削するためのカッタービットは代表的な部品であり、掘進

にとって重要な要素である。カッタービットの交換が坑内からできるように計画されて

いる。適正である。 

 （３）当該路線の広報について調査した。平成 29 年 1 月、工事着手にともない、沿線住民

に対し工事案内ビラを戸別に配布し、協力を依頼したとの説明を受けた。適正である。 

 （４）工事決裁伺について調査した。執行伺書は、松山市契約規則に則り、適正に決裁を

受けていることを伺書記録で確認した。適正である。 

３・３ 設計について 

（１）実施設計は、平成 26 年度に委託されている。設計基準等は、設計当時の最新版によ

り設計されているか、また成果物の内容の確認が行われたかについて調査した。成果物

の内容及び参考とした基準等について、契約管理課で確認しているとの説明を受けた。

いずれも適正である。 

（２）設計図、設計内訳書及び特記仕様書は、当該工事に適正な内容であるかについて調

査した。現場状況の不一致によって、請負業者から特段疑義が出されていないとの説明

を受けた。適正である。しかし、特記仕様書及び施工条件の明示書は一覧表化されてい

ることから、当該工事において、発注者が特に意図している留意事項があらわされてい

ないように見受けるので、特に請負者が施工計画する事項を明確にして表記できるよう

に検討していただきたい。 

３・４ 積算について 

 （１）積算における積算基準等は、積算時点の最新版が使用されているかについて調査し

た。当該工事において参考として使用した積算基準について説明を受けた。適正である。 

 （２） 積算内訳書について調査した。数量及び積算金額等は、建設整備課内の検算者 2 名

による照査を行い、さらに契約管理課で設計審査を行っているとの説明を受けた。適正
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である。 

 （３） 工期算定の根拠及び工期算定について調査した。算定根拠は、「積算資料 2014」

ミニシールド協会編であり、また計算結果を確認した。適正である。 

３・５ 契約について   

 （１）契約の方法及び手続きについて調査した。松山市の契約規則に則り、一般競争入札

によって入札が行われ、契約が実施されていることを確認した。適正である。 

 （２）現場代理人、技術者届は提出されているか調査した。適正である。 

 （４）契約約款に災害条項が記載されているかについて調査した。第 52 条「災害保険につ

いて」を確認した。適正である。 

 （５）現場代理人及び技術者届を調査した。適正に整備されていることを確認した。適正

である。 

  （６）監督員通知書を調査した。適正に発行され請負者に通知されていることを確認した。

適正である。 

３・６ 施工について 

 （１）カッタービット交換について調査した。発進から到達までの間に２回のカッタービ

ット交換を計画し、ほぼ計画通りに交換し、間もなく到達に近い距離まで来ているとの

説明を受けた。慎重な設計と、丁寧な施工による結果であるので、設計及び施工のデー

タを分析し今後の松山市の関連工事に活かして頂くことを願っている。 

 （２）施工計画書ついて調査した。施工計画書は、設計図書等で要求している品質及び施

工設備等に対し、明確な施工方法を提示している。適正である。 

 ３・７ 監理について 

 （１）材料承諾願等の提出物は、適正に提出されているか調査した。いずれも適正である。 

 （２）立坑及びシールドの内部を調査した。漏水が見受けられず、設備の設置状況も整理

され標準的な状況である。段階確認、プロセスチェックの効果であるものと判断できる。

適正である。 

 ３・８ 監督について 

 （１）段階確認は、施工計画書において定められ、適正に実施されていることを記録で確

認した。適正である。 

 （２）工事資材の臨場検査は、段階確認等の際に適正に行っているとの説明を受けた。適

正である。 

 ３・９ 検査について 

 （１）シールド及びセグメントの検査は、工場において適正に行われていることを記録で

確認した。適正である。 

 （２）資材入荷時の材料検査及び段階確認等は、特段問題ないことを確認した。適正であ
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る。 

 ３・１０ 現場状況について 

 （１）工事看板、工事標識及び朝礼場の安全掲示物を調査した。いずれも適正であった。 

 （２）トンネル内に人が立ち入る長大トンネル工事であるので、救護設備の設置、定期的

な救護訓練及び非難訓練が必要対象となっている。現状、適正に行われていることを確

認した。適正である。 

 （３）シールドが間もなく到達立坑に到達する時期になっているので、安全管理及び品質

管理を十分行って、安全に到達するようにしていただきたい。 

 

４．総合的な所見 

 今回実施した工事監査に伴う技術調査の範囲では、特に指摘する事項は見当たらず、

おおむね適正に執行されていると判断できる。 

 しかし、シールド工事、特に長距離シールド工事は、同じ作業の繰り返しであるので

マンネリ化による災害発生が発生しやすいものである。マンネリ化を防止するのは請負

業者だけでは難しく、発注者監督員の安全管理が有効であるので、工事現場に臨場した

場合は、効果的な監督を願っている。 

以上 


