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福島市請負工事監督要綱 
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(目的) 

第１条 この要綱は、福島市が発注する土木、建

築その他の請負工事(以下「工事」という。)の請

負契約の適正かつ円滑な履行の確保を図るため、

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)、同法施行

令(昭和２２年政令第１６号)、福島市財務規則

(平成１５年規則第３４号。以下「規則」という。)、

福島市工事請負契約約款(以下「約款」という。)

その他法令に定めるもののほか、工事の監督に関

して必要な事項を定めるものとする。 

(目的) 

第１条 この要綱は、福島市が発注する土木、建

築その他の請負工事(以下「工事」という。)の請

負契約の適正かつ円滑な履行の確保を図るため、

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)、同法施行

令(昭和２２年政令第１６号)、福島市財務規則

(平成１５年規則第３４号。以下「規則」という。)、

福島市工事請負契約約款(以下「約款」という。)

その他法令に定めるもののほか、工事の監督に関

して必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この要綱における用語の意義は、規則、

約款、福島市請負工事検査規程(平成３１年４月

１日付け訓令第１６号。以下「規程」という。)、

福島市請負工事中間検査実施要綱(平成２２年２

月１日制定。以下「中間検査要綱」という。)、

福島市請負工事検査事務処理要領(平成２２年２

月１日制定)及び福島市請負工事成績評定要綱

(平成２２年１０月１日制定。以下「評定要綱」

という。)の例によるほか、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よるものとする。 

 (１)  

略 

 (15)   

 (16) 検査員 

  「検査員」とは、規則第１９４条、約款第３

２条及び規程第３条に規定する検査員(依命検

査員を含む。)であり、規程第６条に基づき当該

工事の検査の執行を命じられた者をいう。 

 (17)   

 (18)   

 (19)   

 (20) 現場代理人 

  「現場代理人」とは、建設業法(昭和２４年法

律第１００号)第１９条の２及び約款第１０条

の規定に基づき、工事の契約の履行に関し、現

場に常駐し、運営、取締りを行う者をいい、受

注者の代理として広い権限を行使することがで

きる。ただし、請負代金額の変更、工期の変更、

請負代金の請求及び受領並びに工事関係者に関

する措置請求の権限は与えられていない。 

 (21)  

 (22)  

(定義) 

第２条 この要綱における用語の意義は、規則、

約款、福島市請負工事検査規程(平成３１年４月

１日付け訓令第１６号。以下「規程」という。)、

福島市請負工事中間検査実施要綱(平成２２年２

月１日制定。以下「中間検査要綱」という。)、

福島市請負工事検査事務処理要領(平成２２年２

月１日制定)及び福島市請負工事成績評定要綱

(平成２２年１０月１日制定。以下「評定要綱」

という。)の例によるほか、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よるものとする。 

 (１)  

略 

 (15)   

 (16) 検査員 

  「検査員」とは、規則第１９４条、約款第３

１条及び規程第３条に規定する検査員(依命検

査員を含む。)であり、規程第６条に基づき当該

工事の検査の執行を命じられた者をいう。 

 (17)   

 (18)   

 (19)   

 (20) 現場代理人 

  「現場代理人」とは、建設業法(昭和２４年法

律第１００号)第１９条の２及び約款第１１条

の規定に基づき、工事の契約の履行に関し、現

場に常駐し、運営、取締りを行う者をいい、受

注者の代理として広い権限を行使することがで

きる。ただし、請負代金額の変更、工期の変更、

請負代金の請求及び受領並びに工事関係者に関

する措置請求の権限は与えられていない。 

 (21)  

 (22)  

(監督員) 

第３条 工事の監督は、規則第１９１条第１項の

規定に基づき工事監督業務を担当する職員とし

(監督員) 

第３条 工事の監督は、規則第１９１条第１項の

規定に基づき工事監督業務を担当する職員とし



て契約権者から指定された者(以下「監督員」と

いう。)が行うものとし、監督員の業務は、別表

第１及び別表第２並びに次のとおりとする。 

 (１) 工事(規則第１９２条に規定する監督員

の一般的職務及び約款第９条第２項に規定

する権限を有する工事を指す。以下同じ。)

の監督に関すること 

 (２) 評定要綱に定める工事の成績評定に関す

ること 

 (３) 福島市建設工事元請・下請関係適正化指

導要綱(平成１１年４月１日制定)及び別に

定める「福島市請負工事現場施工体制点検

マニュアル」により、受注者の適正な施工

体制の確保等に関すること 

２  

３  

４  

て契約権者から指定された者(以下「監督員」と

いう。)が行うものとし、監督員の業務は、別表

第１及び別表第２並びに次のとおりとする。 

 (１) 工事(規則第１９２条に規定する監督員

の一般的職務及び約款第１０条第２項に規

定する権限を有する工事を指す。以下同

じ。)の監督に関すること 

 (２) 評定要綱に定める工事の成績評定に関す

ること 

 (３) 福島市元請・下請関係適正化指導要綱(平

成１１年４月１日制定)及び別に定める「福

島市請負工事現場施工体制点検マニュア

ル」により、受注者の適正な施工体制の確

保等に関すること 

２  

３  

４  

(監督員の責務) 

第４条 監督員は、別表第３に掲げる区分に応じ、

工事等の担当課長等(以下「担当課長等」という。)

の命を受け、規則及び約款並びに契約書、設計図

書その他関係書類に基づき、契約履行の過程にお

ける工程管理、品質管理、出来形管理等について、

適正かつ効率的に監督を遂行しなければならな

い。 

２  

３ 監督員は、工事の着手に先立ち、必要に応じ

て、次に掲げる当該工事に係る事前調査等を行う

ものとする。 

 (１)  

略  

 (５)   

 (６) 約款第１６条に規定する工事用地の把握 

 (７) その他必要な事項 

４ 重点監督を要する工事において、２名以上の

監督員を置いた場合は、約款第９条第３項に規定

するそれぞれの監督員が分担して有する権限の

業務内容について、監督員単独ではなく、複数で

把握し、互いに補完しあいながら行うものとす

る。 

５  

(監督員の責務) 

第４条 監督員は、別表第３に掲げる区分に応じ、

工事等の担当課長等(以下「担当課長等」という。)

の命を受け、規則及び約款並びに契約書、設計図

書その他関係書類に基づき、契約履行の過程にお

ける工程管理、品質管理、出来形管理等について、

適正かつ効率的に監督を遂行しなければならな

い。 

２  

３ 監督員は、工事の着手に先立ち、必要に応じ

て、次に掲げる当該工事に係る事前調査等を行う

ものとする。 

 (１)  

略  

 (５)   

 (６) 約款第２条に規定する工事用地の把握 

 (７) その他必要な事項 

４ 重点監督を要する工事において、２名以上の

監督員を置いた場合は、約款第１０条第３項に規

定するそれぞれの監督員が分担して有する権限

の業務内容について、監督員単独ではなく、複数

で把握し、互いに補完しあいながら行うものとす

る。 

５  

(契約図書に基づく処理方法) 

第５条 監督員は、約款第９条第５項に基づく催

告、請求、通知、報告等の書類が提出された場合

は、その内容を十分に検討しなければならない。 

 

２ 約款第９条第２項及び第４項の規定により契

約図書に示された指示、承諾、協議、提出、受理、

報告及び通知並びに確認及び検査等について、特

に様式が定められているものを除き、工事打合せ

簿(様式第１号)にて適正に処理するものとし、監

督員は、受注者に指示又は協議する必要がある場

(契約図書に基づく処理方法) 

第５条 監督員は、約款第１０条第５項に基づく

催告、請求、通知、報告等の書類が提出された場

合は、その内容を十分に検討しなければならな

い。 

２ 約款第１０条第２項及び第４項の規定により

契約図書に示された指示、承諾、協議、提出、受

理、報告及び通知並びに確認及び検査等につい

て、特に様式が定められているものを除き、工事

打合せ簿(様式第１号)にて適正に処理するもの

とし、監督員は、受注者に指示又は協議する必要



合は、速やかに担当課長等に報告しなければなら

ない。 

３  

４  

がある場合は、速やかに担当課長等に報告しなけ

ればならない。 

３  

４  

(監督に関する書類の整理) 

第６条 監督員は、工事期間中又は工事竣工時に

おいて施工に関する次に掲げる書類(受注者から

提出された書類を含む。)を作成し、又は整理し

て監督の経緯を明らかにしておかなければなら

ない。 

 (１) 約款第３条に規定する工程表及び請負代

金内訳書 

 (２)  

略  

(監督に関する書類の整理) 

第６条 監督員は、工事期間中又は工事竣工時に

おいて施工に関する次に掲げる書類(受注者から

提出された書類を含む。)を作成し、又は整理し

て監督の経緯を明らかにしておかなければなら

ない。 

 (１) 約款第４条に規定する工程表及び請負代

金内訳書 

 (２)  

略  

  

(施工状況の確認及び立会等) 

第９条 監督員は、規則第１９２条第２項の規定

に基づき、工事が契約図書のとおり行われている

かどうかを確認及び把握するため又は設計図書

及び仕様書の規定により工事の施工に伴う監督

員検査を実施するため、施工段階(段階確認を含

む。)において、必要に応じ、工事現場の立会、

又は関係資料を請求するものとし、原則として、

監督員の臨場により、出来形、品質、規格、数量

等を確認する｡ 

２  

略 

６  

７ 約款第１７条第２項及び第３項の規定に基づ

き、約款第１３条第２項若しくは第１４条第１項

から第３項までの規定による検査及び立会を請

求しないで工事を施工し、かつ、写真その他の方

法による記録により当該施工部分の適否を確認

することが困難な場合において、監督員は、担当

課長等の指示を受け、必要と認められる場合は、

工事目的物の一部を破壊し、当該施工部分の確認

をすることができる。 

８  

略 

(施工状況の確認及び立会等) 

第９条 監督員は、規則第１９２条第２項の規定

に基づき、工事が契約図書のとおり行われている

かどうかを確認及び把握するため又は設計図書

及び仕様書の規定により工事の施工に伴う監督

員検査を実施するため、施工段階(段階確認を含

む。)において、必要に応じ、工事現場の立会、

又は関係資料を請求するものとし、原則として、

監督員の臨場により、出来形、品質、規格、数量

等を確認する｡ 

２  

略 

６  

７ 約款第１７条第２項及び第３項の規定に基づ

き、約款第１４条第２項若しくは第１５条第１項

から第３項までの規定による検査及び立会を請

求しないで工事を施工し、かつ、写真その他の方

法による記録により当該施工部分の適否を確認

することが困難な場合において、監督員は、担当

課長等の指示を受け、必要と認められる場合は、

工事目的物の一部を破壊し、当該施工部分の確認

をすることができる。 

８  

略 

(工事材料等の検査) 

第１０条 監督員は、約款第１３条第２項に規定

する工事材料の検査を行う場合は、工事材料検査

申請書(様式第４号)により行い、その結果を受注

者に通知するものとする。 

２  

３  

(工事材料等の検査) 

第１０条 監督員は、約款第１４条第２項に規定

する工事材料の検査を行う場合は、工事材料検査

申請書(様式第４号)により行い、その結果を受注

者に通知するものとする。 

２  

３  

(支給材料及び貸与品の検査、引渡し) 

第１１条 監督員は、約款第１５条の規定により

設計図書に定められた支給材料及び貸与品につ

いては、その品名、数量、品質、規格又は性能を

設計図書に基づき検査し、引渡しを行うものとす

る。 

(支給材料及び貸与品の検査、引渡し) 

第１１条 監督員は、約款第１６条の規定により

設計図書に定められた支給材料及び貸与品につ

いては、その品名、数量、品質、規格又は性能を

設計図書に基づき検査し、引渡しを行うものとす

る。 



２  

３  

４  

２  

３  

４  

  

(建設副産物の処理) 

第１３条 監督員は、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律(昭和４５年法律第１３７号)、資源の有

効な利用の促進に関する法律(平成３年法律第４

８号)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関

する法律(平成１２年法律第１０４号。以下「建

設リサイクル法」という。)等に基づき、工事の

施工に伴い発生する建設副産物が適正に処理さ

れていることを確認しなければならない。 

２ 監督員は、特別管理産業廃棄物のうち特定有

害産業廃棄物である石綿含有吹付け材、石綿含有

保温材等及び石綿含有成形板(以下「石綿含有建

材」という。)を除去する工事にあっては、前項

の法令のほか、大気汚染防止法(昭和４３年法律

第９７号)、労働安全衛生法(昭和４７年法律第５

７号)、石綿障害予防規則(平成１７年厚生労働省

令第２１号)その他石綿処理に関する諸法令、石

綿暴露防止対策、特別管理産業廃棄物保管基準、

産業廃棄物保管基準等が遵守、徹底されているこ

とを確認しなければならない。 

３ 監督員は、特別管理産業廃棄物のうち特定有

害産業廃棄物であるポリ塩化ビフェニル(ＰＣ

Ｂ)を含む機器類等や特別管理産業廃棄物である

廃油、廃酸、廃アルカリ、鉛蓄電池の電解液、ア

ルカリ蓄電池の電解液等を廃棄又はフロン、六フ

ッ化硫黄ガス等を回収、処理を行う工事にあって

は、第１項の法令のほか、ポリ塩化ビフェニル廃

棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平

成１３年法律第６５号)その他関係する諸法令、

特別管理産業廃棄物保管基準等が遵守、徹底され

ていることを確認しなければならない。 

４ 監督員は、特定建設資材(コンクリート、コン

クリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスフ

ァルト混合物)、土砂、砕石その他の建設資材を

搬入する工事又は特定建設資材廃棄物(コンクリ

ート塊、建設発生木材、アスファルト塊)、建設

廃棄物(建設汚泥、建設混合廃棄物、金属くず、

廃プラスチック、紙くず、石綿含有建材(飛散性)

等)、建設発生土の建設副産物を搬出する工事に

あっては、建設リサイクル法の規定に基づき、適

切な処理がされているか把握しなければならな

い。 

５ 監督員は、工事着手時において、受注者より、

建設リサイクルガイドラインに基づく、｢再生資

源利用計画書｣及び｢再生資源利用促進計画書｣の

提出を受けなければならない。 

６ 監督員は、工事竣工時において、遅滞なく受

注者より、建設産業廃棄物処理結果報告書(様式

(建設副産物の処理) 

第１３条 監督員は、建設資材を搬入又は建設発

生土、コンクリート塊、アスファルト塊、建設発

生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物、金属くず、

廃プラスチック、紙くず、アスベスト(飛散性)等

の建設副産物を搬出する工事にあっては、建設工

事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成１

２年法律第１０４号)の規定に基づき、適切な処

理がされているか把握しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 監督員は、工事の着手時において、受注者よ

り、｢再生資源利用計画書｣及び｢再生資源利用促

進計画書｣の提出を受けなければならない。 

 

３ 監督員は、工事竣工時において、遅滞なく受

注者より、建設産業廃棄物処理結果報告書(様式



第１０号)及び建設リサイクルガイドラインに基

づく、｢再生資源利用実施書｣、｢再生資源利用促

進実施書｣の提出を受け、実施状況を把握しなけ

ればならない。 

７ 監督員は、産業廃棄物が搬出される工事にあ

っては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)等によ

り適正に処理されていることを確認しなければ

ならない。 

第１０号)及び｢再生資源利用実施書｣、｢再生資源

利用促進実施書｣の提出を受け、実施状況を把握

しなければならない。 

 

４ 監督員は、産業廃棄物が搬出される工事にあ

たっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)等に

より適正に処理されていることを確認しなけれ

ばならない。 

  

(設計図書の変更) 

第１５条  

２  

３  

４  

５  

６  

７ 監督員は、契約締結後に約款第１８条又は第

１９条の規定により、次の各号に掲げる内容に変

更が生じたときは、契約変更締結後７日以内(た

だし、行政機関の休日に関する法律第１条に規定

する行政機関の休日を除く。)に、その内容を工

事内容(変更)報告書（様式第１１号）により検査

員へ報告しなければならない。 

(設計図書の変更) 

第１５条  

２  

３  

４  

５  

６  

７ 監督員は、契約締結後に約款第１８条又は第

１９条の規定により、次の各号に掲げる内容に変

更が生じたときは、契約変更締結後７日以内(た

だし、行政機関の休日に関する法律第１条に規定

する行政機関の休日を除く。)に、その内容を工

事内容変更報告書（様式第１１号）により検査員

へ報告しなければならない。 

  

(損害発生の確認及び報告) 

第１８条 監督員は、約款第３２条に規定する工

事目的物の引渡し前に、当該工事目的物若しくは

工事材料その他の工事の施工に関し、受注者から

損害の発生についての報告を受けた場合は、直ち

に受注者に事故等発生報告書(様式第１２号)を

提出させ、その原因、損害の状況等を確認のうえ、

担当課長等に報告し、その指示を受けなければな

らない。また、必要に応じて、受注者に対し、二

次災害防止の措置を求めるものとする。 

２  

略 

(損害発生の確認及び報告) 

第１８条 監督員は、約款第３１条に規定する工

事目的物の引渡し前に、当該工事目的物若しくは

工事材料その他の工事の施工に関し、受注者から

損害の発生についての報告を受けた場合は、直ち

に受注者に事故等発生報告書(様式第１２号)を

提出させ、その原因、損害の状況等を確認のうえ、

担当課長等に報告し、その指示を受けなければな

らない。また、必要に応じて、受注者に対し、二

次災害防止の措置を求めるものとする。 

２  

略 

  

(中間検査) 

第２１条 監督員は、契約図書に定めるもののほ

か、約款第３２条の２第１項及び中間検査要綱の

規定により中間検査が必要と認められる場合は、

中間検査の実施を請求しなければならない。 

２  

３  

(中間検査) 

第２１条 監督員は、契約図書に定めるもののほ

か、約款第３１条の２第１項及び中間検査要綱の

規定により中間検査が必要と認められる場合は、

中間検査の実施を請求しなければならない。 

２  

３  

(部分使用及び部分検査) 

第２２条 監督員は、約款第３４条第１項の規定

に基づき、工事目的物の全部又は一部を引渡し前

に部分使用を行う必要があるときは、受注者から

部分使用承諾書(様式第１４号)により部分使用

に係る承諾を得なければならない。 

２  

(部分使用及び部分検査) 

第２２条 監督員は、約款第３３条第１項の規定

に基づき、工事目的物の全部又は一部を引渡し前

に部分使用を行う必要があるときは、受注者から

部分使用承諾書(様式第１４号)により部分使用

に係る承諾を得なければならない。 

２  

(部分払及び既済部分検査、特別検査) (部分払及び既済部分検査、特別検査) 



第２３条 監督員は、規則第１５７条及び約款第

３８条第２項の規定に基づき、受注者から既済部

分検査請求書(様式第１５号)により出来高に対す

る部分払の請求があったとき、又は規則第１６１

条及び約款第４４条、第４５条若しくは第５８条

第１項の規定により契約を解除し、約款第４９条

第１項の規定による部分払をするときは、設計図

書と出来形部分等を確認のうえ、当該請求に係る

出来高の調書を作成し、速やかに検査を依頼する

ものとする。 

第２３条 監督員は、規則第１５７条及び約款第

３７条第２項の規定に基づき、受注者から既済部

分検査請求書(様式第１５号)により出来高に対す

る部分払の請求があったとき、又は規則第１６１

条及び約款第４４条第１項並びに約款第４５条

第１項の規定により契約を解除し、約款第４７条

第１項の規定による部分払をするときは、内訳書

と出来形部分等を確認のうえ、当該請求に係る出

来高の調書を作成し、速やかに検査を依頼するも

のとする。 

(部分引渡し及び一部竣工検査) 

第２４条 監督員は、約款第３９条第１項の規定

により部分引渡しを受けようとするときは、部分

引渡しに係る請負代金の額を算定し、速やかに検

査を依頼するものとする。 

(部分引渡し及び一部竣工検査) 

第２４条 監督員は、約款第３８条第１項の規定

により部分引渡しを受けようとするときは、部分

引渡しに係る請負代金の額を算定し、速やかに検

査を依頼するものとする。 

(竣工検査) 

第２５条 監督員は、受注者から工事完成の確認

の請求があったときは、受注者の立会のうえ、直

ちに監督員検査を実施しなければならない。この

場合において、出来形、品質に不適合がある工事、

未竣工工事又は修補すべき部分を発見したとき

は、受注者に対し、これらを是正するよう指示し

なければならない。 

２ 監督員は、前項の確認(是正事項の確認含む。)

の結果が合格と認められるときは、担当課長等の

命を受けた担当係長等による下検査を受けなけ

ればならない。この場合において、監督員は、第

２０条第２項の資料並びに次の各号に掲げる資

料を提示しなければならない。 

 (１) 監督員検査の結果及び監督記録 

 (２) 関係法令等に基づき官公署並びに行政機

関が行う検査結果資料 

 (３) 社内検査結果資料(受入検査を含む。) 

 (４) 下請負業者の自主検査結果資料 

３ 監督員は、前２項の規定による完成の確認検

査を実施したときは、下検査記録書(様式第１６

号)を作成し、その結果を担当課長等に報告しな

ければならない。 

４ 監督員は、第１項並びに第２項の確認を完了

し、受注者から約款第３２条第１項の規定に基づ

く工事完成通知書(様式第１７号)の提出があっ

たときは、第２項の下検査の結果が合格と認めら

れ、かつ、次の各号に示す要件をすべて満たして

いることを確認のうえ、同通知書及び第２０条第

２項に示す工事の完成を確認するための図書、資

料、記録等を精査し、竣工検査前チェックリスト

(様式第１８号)を添えて、速やかに検査を依頼す

るものとする。 

 (１) 設計図書に示すすべての工事が完了して

いること 

 (２) 監督員の指示した事項がすべて完了して

いること 

(竣工検査) 

第２５条 監督員は、工事が竣工したときは、直

ちに監督員検査を実施し、担当課長等の命を受け

た担当係長等による下検査を受けなければなら

ない。この場合において、未竣工工事又は不適合

工事を発見したときは、受注者に対し、これらを

是正するよう指示しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 監督員は、前項の規定による下検査を受けた

ときは、下検査記録書(様式第１６号)を作成し、

その結果を担当課長等に報告しなければならな

い。 

３ 監督員は、第１項の下検査の結果、合格(是正

事項の確認含む。)と認められる場合、かつ、次

の各号に示す要件をすべて満たした場合におい

て、受注者から工事完成届(様式第１７号)及び工

事の完成を確認するための図書、資料、記録等を

受理し、竣工検査前チェックリスト(様式第１８

号)を添えて、速やかに検査を依頼するものとす

る。 

 

 

 (１) 設計図書に示すすべての工事が完了して

いること 

 (２) 監督員の指示した事項がすべて完了して

いること 



 (３) 設計図書に定められた工事関係図書及び

記録の整備がすべて完了していること 

５ 第３項の下検査記録書の作成は、前４条の検

査に準用するものとする。 

 (３) 設計図書に定められた工事関係図書及び

記録の整備がすべて完了していること 

４ 第２項の下検査記録書の作成は、前４条の検

査に準用するものとする。 

  

(関連工事との調整) 

第３０条 監督員は、約款第２条の規定により当

該工事に関連する別契約の施工上密接に関連す

る工事がある場合は、工事全体の円滑な進捗のた

め、工程等について相互に支障がないように必要

に応じて施工について調整し、受注者に対し必要

事項を指示するものとする。 

２  

(関連工事との調整) 

第３０条 監督員は、約款第３条の規定により当

該工事に関連する別契約の施工上密接に関連す

る工事がある場合は、工事全体の円滑な進捗のた

め、工程等について相互に支障がないように必要

に応じて施工について調整し、受注者に対し必要

事項を指示するものとする。 

２  

  

(適用除外) 

第３２条 地方自治法施行令第１６７条の２第１

項及び規則第１８５条に規定する随意契約(手続

きの透明性及び公正性の確保に留意。)による請

負金額１３０万円未満の工事等の監督について

は、本要綱によらないことができる。 

２ 災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)

第２条第１項に規定する地震、洪水、暴風、豪雨、

豪雪その他の異常な自然現象等が原因により生

ずる災害並びに同法第９７条に規定する著しく

激甚である災害又は事故等により応急措置若し

くは応急復旧(被害の最小化や緊急的に機能回

復、原状復旧を図る工事)が迅速かつ的確に行わ

れるよう措置しなければ市民の生命、身体及び財

産に危害又は市民生活等に重大な支障並びに影

響が生じるおそれがあり、かつ、緊急の必要によ

り競争入札に付することができない工事等(以下

「緊急工事」という。)の監督については、本要

綱によらないことができる。ただし、地方自治法

第２３４条の２第１項に規定する監督の一部省

略を認めるものではない。 

３ 前項の災害応急対策又は緊急性が高い災害復

旧に関する緊急工事にあっては、地方自治法施行

令第１６７条の２第１項第５号に規定する随意

契約による契約の場合においても、特別な事由が

あるものを除き、原則として、規程に基づき検査

を行うものとする。 

４ 監督員は、第２項に規定する緊急工事の契約

を締結したときは、契約締結後７日以内(ただし、

行政機関の休日に関する法律第１条に規定する

行政機関の休日を除く。)に、その内容を工事内

容(変更)報告書（様式第１１号）により検査員へ

報告しなければならない。ただし、請負金額が５

００万円未満の工事については除く。 

５ 各担当部局等において、特別な事由があると

認めるときは、各担当部局において監督の実施に

必要な事項を定めることができる。 

(適用除外) 

第３２条 地方自治法施行令第１６７条の２第１

項及び規則第１８５条に規定する随意契約によ

る請負金額１３０万円未満の工事等の監督につ

いては、本要綱によらないことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 各担当部局等において、特別な事由があると

認めるときは、各担当部局において監督の実施に

必要な事項を定めることができる。 

  



  

附則 

(施行期日) 

 この要綱は、平成２２年１０月１日から施行す

る。 

附則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附則 

(施行期日) 

 この要綱は、平成２２年１０月１日から施行す

る。 

附則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

 この要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下

「施行日」という。）から以降に契約する工事か

ら適用し、施行日以前に契約した工事の監督は、

なお従前の例による。 

(経過措置) 

 この要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下

「施行日」という。）から以降に契約する工事か

ら適用し、施行日以前に契約した工事の監督は、

なお従前の例による。 

(名称変更) 

 この要綱による改正前の福島市請負工事監督員

執務要綱(平成２２年１０月１日施行)を、この要

綱による改正後の福島市請負工事監督要綱に名

称変更する。 

附則 

 この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、令和 年 月１日から施行する。 

 

(名称変更) 

 この要綱による改正前の福島市請負工事監督員

執務要綱(平成２２年１０月１日施行)を、この要

綱による改正後の福島市請負工事監督要綱に名

称変更する。 

附則 

 この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 
 

 



 
 

 

 

  

 
 

 

 



 
 

 

 

 

  

 
 

 

 



  
  

  

  



  
  

  

  



  
  

   


