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 地方自治法第 199条第４項の規定に基づく工事監査を実施したので、同条第９項の規
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平成27年度工事監査結果報告書（平成26年度施工分） 

１ 監査の期日及び対象 

 平成26年度に施工した市営建設工事について、書類監査は平成27年４月22日、24日、27

日、５月１日の４日間、現地監査は下表の日程で５日間、延べ９日間実施した。 

 

期 日 工   事   名 請負金額 担当課（依頼先） 

５月８日 

大工町駒木線道路改良舗装工事 11,568,960円 

建設課 

下道線・大楢線道路改良舗装工事 21,954,240円 

遠野ふるさと村(川前別家)茅葺屋根改修工事 37,468,440円 
商工観光課 

（都市計画課） 

市営大野平牧場外周柵設置・敷砂利工事 12,494,520円 
畜産振興課 

（都市計画課） 

５月11日 

附馬牛小学校大規模改造・建設工事 55,312,200円 
教務課 

（都市計画課） 
遠野中学校校舎（第2期）改築工事 210,326,910円 

旧土淵中学校改修工事 75,782,520円 
経営企画部 

まちづくり再生担当 

遠野東中学校太陽光発電設備設置工事 30,201,120円 
環境課 

（都市計画課） 

５月13日 

稲荷下第二地区歩行者専用道路築造工事 100,845,000 円 

都市計画課 

歩行者専用道路休息施設新築工事 20,065,320円 

遠野児童館改築工事 67,598,280円 
子育て総合支援課

（都市計画課） 

遠野市民センタ－（体育館棟）改修工事 597,922,560円 
市民協働課 

（都市計画課） 

国体記念公園市民サッカ－場Ａ面改修工事 289,786,680円 
国体開催推進室 

（建設課） 

遠野運動公園多目的運動公園改修工事 191,914,920円 
国体開催推進室 

（都市計画課） 

５月15日 

消防救急デジタル無線・移動系デジタル防災行

政無線整備工事 
886,378,680円 保安施設課 

重要文化財旧菊池家住宅保存修理工事 39,292,580円 
文化課 

（都市計画課） 

市内電気自動車用充電設備設置工事 26,759,160円 

経営企画部 

企画・秘書広報担当 

（都市計画課） 

浸出水処理施設デ－タロガ更新工事 

（最終処分場） 
12,204,000円 

清養園クリ－ンセン

タ－ 
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２ 監査の内容 

 工事の施工に係る事務執行の状況及び現地確認 

 

３ 監査の手順 

(1) 請負金額が 300 万円以上の工事 98 件の概要について担当課長等から資料の提出を求

め、そのうち 22件を監査対象とした。 

(2) 事前審査として、監査対象工事に係る設計図書、契約書、施行状況その他の関係書類

の提出を求めて書類監査を行い、疑義その他不明な事項については現地監査の前に担当

課長等に説明を求めた。 

(3) 現地において工事施工担当者等から説明を聴取し、工事の施工状況を確認した。 

 

４ 監査の結果 

 工事に係る契約その他の関係書類については、おおむね適正に手続きが行われ、また、

施工状況については、工事主管課等の工事監理のもと、設計図書、仕様書等に基づき必要

な検査等も実施され、おおむね良好に施工されているものと認められた。 

 今後とも、工事の設計及び施工にあたっては、なお一層技術の向上を図るとともに、経

済性、安全性に配慮し、かつ、契約書特記仕様書等に定めている事項の徹底を図り、請負

者への指導も含めた適正な施工管理を期待する。 

 なお、事務処理上の書類の不備及び軽微な事項については、その都度関係職員に対して

口頭で指摘をし、書類の不備については改善がなされた。軽微な事項については改善を要

請したので記述を省略する。 

 監査対象工事ごとの監査の結果については、次のとおりである。 

 

○大工町駒木線道路改良舗装工事 

〔指摘事項〕 

 特になし 

〔意見・要望〕 

この工事は、全体で平成 25 年度から平成 27 年度の３ヵ年で、歩道等(L=750.1m)の整

備であった。通学の児童生徒を始めとして、歩行者の通行の安全を確保するための整備

が行われ、交通安全に大きく寄与していると認められる。 

 

 

 

５月18日 

遠野浄化センタ－ＮＯ2汚泥脱水機軸増設工事 22,572,000円 
水道事務所 

（下水道担当） 

上水道配水管布設替（仲町穀町）工事 57,093,120円 
水道事務所 

（上水道担当） 

小友簡水平笹浄水場（上水場・配水池）工事 130,418,640円 
水道事務所 

（上水道担当） 

小友診療所改築工事 45,923,760円 
保健医療課 

（都市計画課） 



 

- 3 - 

○下道線・大楢線道路改良舗装工事 

〔指摘事項〕 

 特になし 

〔意見・要望〕 

この工事は、「生活に身近な道づくり」事業として全体で平成 25 年度から平成 27 年

度の３ヵ年で、住民の要望に応じて 21ヵ所を整備するもの。 

工事によって生活基盤の整備向上が図られると伴に、地域の魅力を高めるための大き

な要因になっている。また複数工事を一本化した入札や契約は効率性があると認められ

る。尚、冬期間の工事であったことから、引き続き施工箇所の現地点検を望む。 

 

○遠野ふるさと村(川前別家)茅葺屋根改修工事 

〔指摘事項〕 

 特になし 

〔意見・要望〕 

 この工事は、伝統かやぶき屋根再生整備方針を定め、かやぶき屋根を良好な状態に保

つため平成 19 年度から順次改修を行なっているもの。本工事では、かやぶき屋根劣化

の弱点である「谷」の部分に杉材で補強を行うなど工夫がなされていた。曲り家を長く

維持するためのメンテナンスや、建物の利用方法についても検討し、より多くの観光客

が訪れる施設として頂きたい。 

 

 ○市営大野平牧場外周柵設置・敷砂利工事 

〔指摘事項〕 

 特になし 

〔意見・要望〕 

この工事によりキャトルセンターへの大型農業機械の搬入出が容易になるなど円滑な

施設管理に結びつくものであった。今後、更に効率的利用、経済性、有効性のある施設

として活用して欲しい。 

 

○附馬牛小学校大規模改造・建築工事  

〔指摘事項〕 

 特になし 

〔意見・要望〕 

   平成 25 年３月に閉校した旧附馬牛中学校校舎（床面積約 1563.74 ㎡）を附馬牛小学

校に改造する工事である。階段蹴上げ高の改修、全室 LED 照明の設置など児童の安全・

安心と環境に配慮した改造であり、児童がのびのびと学習出来る環境整備が出来たと認

められる。 
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○遠野中学校校舎（第 2期）改築工事 

〔指摘事項〕 

 特になし 

〔意見・要望〕 

 木造一部鉄筋コンクリート造（975.16 ㎡）の多目的教室棟の工事である。本工事をも

って、平成 23 年度から４ヵ年に渡る校舎の改築工事が完了した。木のぬくもりと温か

みがあふれる校舎の完成で教育環境整備が図られ、今後更に教育効果が高まるものと期

待される。 

 

○旧土淵中学校改修工事 

〔指摘事項〕 

 特になし 

〔意見・要望〕 

 廃校舎を「遠野みらい創りカレッジ」として利活用した本事業は、地域や民間企業、

大学等と共に青少年を巻き込んだ、遠野市のみらい創りにつながり、また地域経済への

波及効果も生み出している。廃校舎利活用の成功例と思われ、有効な事業であると認め

られる。 

 

○遠野東中学校太陽光発電設備設置工事 

〔指摘事項〕 

 特になし 

〔意見・要望〕 

この工事は、東日本大震災後に防災対策の一環として行っており、防災拠点等の施設

に再生可能エネルギー設備を導入し、災害等による停電時に必要最小限の電力を蓄える

事業である。非常用ということで発電量は大きくないが、地域性（寒冷地）に適した機

種を選定するなど評価できる。 

 

○稲荷下第二地区歩行者専用道路築造工事、歩行者専用道路休息施設新築工事 

〔指摘事項〕 

 特になし 

〔意見・要望〕 

 この工事は、東舘町と遠野町の一部 19.7 ヘクタールを稲荷下第二地区土地区画整理

事業として平成 12 年から平成 33 年までの計画で整備している。本工事によって、住宅

街における歩行者や自転車利用者の安全と住民の散策や交流の場として貢献できる事業

として大いに期待する。今後、自動車の乗り入れ禁止対策や公園施設の維持管理にも充

分な検討を願う。 
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○遠野児童館改築工事 

 〔指摘事項〕 

    特になし 

  〔意見・要望〕 

      隣接の小学校や分教室との関連や父母の目線、指導教育面を考えて徹底的に情報収集

し、整備内容に取り入れた施設となっている。利用児童も増えており、また母親クラブ

や子育てサークルの活動拠点としても利用できるなど、子供の心身ともに健全な発達に

貢献する、ﾞ子育てするなら遠野ﾞを象徴する施設として、今後の活用が期待できる。 

 

○遠野市民センタ－（体育館棟）改修工事 

 〔指摘事項〕 

    特になし 

  〔意見・要望〕 

  施設の老朽化によりリニューアルと耐震補強を行ったもの。利用団体の意見を十分取

り入れながら、利用者の動線を基に省エネ、バリアフリー、メンテナンスにも配慮した

改修が行われ、清潔で明るく、より安全で使い易い施設となっていると認められる。 

 

○国体記念公園市民サッカ－場Ａ面改修工事、遠野運動公園多目的運動公園改修工事 

 〔指摘事項〕 

    特になし 

 〔意見・要望〕  

  来年度開催の希望郷いわて国体に向け、ﾞサッカーのまち遠野ﾞの顔でもあり、必要な

改修であると認められる。市民サッカ－場は人工芝、多目的運動公園は天然芝であるこ

とから、それぞれの施設の特性にあった管理を行い、良好な環境整備と長寿命化が図ら

れことを期待する。 

 

○消防救急デジタル無線・移動系デジタル防災行政無線整備工事  

 〔指摘事項〕 

     特になし 

  〔意見・要望〕 

 この工事は、消防・救急無線と移動系行政無線をデジタル化したもの。無線の同時送

受信通話や通話エリアの拡大など、通信基盤の高度化と施設・機器類の充実強化及び耐

久性が大きく向上し、市民の安心安全を守るための基盤整備であり高く評価できる。 
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 ○重要文化財旧菊池家住宅保存修理工事 

 〔指摘事項〕 

     特になし 

  〔意見・要望〕 

 重要文化財である旧菊池家住宅のかやぶき屋根劣化による葺き替え工事であり、川前

別家と同様に劣化が危惧される「谷」部分に杉材で補強を行うなど工夫がなされていた。

地元産の茅の利用、地元の職人も携わる等の経済効果も評価出来る。今後は、「保存」

とともに文化財保護の重要な柱である「活用」について、更に検討を進めて欲しい。 

 

○市内電気自動車用充電設備設置工事 

 〔指摘事項〕 

     特になし 

  〔意見・要望〕 

現段階では走行可能距離面で課題を残す電気自動車だが、環境にやさしい車社会構

築のため必要な施設整備と認められる。充電中の時間に遠野市の観光 PR や地場産品

販売促進に結びつくような工夫が望まれる。 

 

○浸出水処理施設デ－タロガ更新工事（最終処分場）    

 〔指摘事項〕 

     特になし 

  〔意見・要望〕 

   廃棄物最終処分場の汚水処理データに対する市民の関心度は高い。市民生活の安心安

全を担う施設運営における適切な更新工事であり、円滑な運転管理につながるものと認

められる。 

 

○遠野浄化センタ－ＮＯ2汚泥脱水機軸増設工事    

 〔指摘事項〕 

     特になし 

  〔意見・要望〕 

   この工事は、既設機器の老朽化と汚泥量処理量の増加に対応するため、多重板型スク

リュ-プレス脱水機を２軸増設したもの。既設機器に比べ、コンパクトで処理能力に優

れており、汚水浄化するために必要な工事と認められる。 

 

○上水道配水管布設替（仲町穀町）工事   

 〔指摘事項〕 

     特になし 

  〔意見・要望〕 

   老朽化した水道管を耐久性、耐震性が期待できるダクタイル鋳鉄管に布設替えするこ

とによって、安全で安心な水を安定的に供給するための工事であり、また水道量の少な

い地域は片側のみ布設するなど経済性も検討されていた。 
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○小友簡水平笹浄水場（上水場・配水池）工事   

 〔指摘事項〕 

     特になし 

  〔意見・要望〕 

   小友地区の水道水の安定供給、既設浄水場の統合するため、新しく浄水棟、配水池を

工事したもの。維持管理面についても検討されており、小友地区の安全で美味しい水の

提供として適切な工事である。 

 

○小友診療所改築工事   

 〔指摘事項〕 

     特になし 

  〔意見・要望〕 

   診療所はスロープ、水洗トイレ、バリアフリー、空調設備など、利用者に優しい施設

である。またＸ線投影装置やＣＲシステム装置の設置など医療体制も充実されたことか

ら、受診者数も増加しており成果を上げていると認められる。 

 


