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平成22年度工事監査結果報告書（平成21年度施工分） 

１ 監査の期日及び対象 

 平成21年度に施工した市営建設工事について、書類監査は平成22年４月26日及び28

日、５月７日、10日及び12日の５日間、現地監査は同年５月14日から26日までの延べ

５日間、監査した。 

期 日 工   事   名 請負金額 担当課（依頼先） 

まちなか・ドキ・土器館改修工事 35,910,000円

遠野市立博物館展示改装工事 388,447,500円

遠野市立図書館・博物館改修(建築)工事 106,123,500円

遠野市立図書館・博物館改修(機械設備）工

事 
67,804,800円

遠野市立図書館・博物館改修(電気設備）工

事 
41,959,050円

遠野市立図書館・博物館改修(昇降機設備）

工事 
33,359,550円

文化課(都市計画課) 

遠野ふれあい交流センター厨房改修工事   11,569,950円

遠野ふれあい交流センター冷温水発生機改修

工事 （H20繰越）    
3,360,000円

５月14日 

遠野ふれあい交流センター非常用蓄電池改修

工事 （H20繰越）    
3,993,150円

地域生活課(都市計画

課) 

二日町小友線道路改良舗装工事 

（H20 繰越１工区）  
30,393,300円 建設課 

宮守簡易水道配水管布設替（大清水工区）工

事     
16,024,050円 水道事務所(上水道) 

達曽部児童クラブ改修（建築）工事 

（H20繰越）          
19,239,150円

達曽部児童クラブ改修（機械設備）工事 

（H20繰越）    
17,705,100円

地域生活課(都市計画

課) 

５月17日 

椛川目３号線道路改良舗装工事 

（H20繰越とH21）             
29,268,750円 建設課 

大鶴堰築造工事（H20繰越）               89,548,200円 都市計画課 

下水道舗装復旧工事（踊鹿地区の1）     13,060,950円 水道事務所(下水道) 
５月19日 

遠野市畜産総合センター改修工事(H20繰越と

H21)          
28,803,600円

農業活性化本部(畜産振

興課) (都市計画課) 

遠野小学校校舎耐震改修工事（H20繰越）   31,200,750円

遠野北小学校屋内運動場改築（建築）工事

（H20繰越）    
219,581,250円

遠野北小学校屋内運動場改築（電気設備）工

事 （H20繰越）   
15,107,400円

遠野北小学校屋内運動場改築（機械設備）工

事 （H20繰越）   
8,289,750円

５月21日 

遠野北小学校太陽光発電設備設置工事     22,286,250円

教務課(都市計画課) 

- 1 - 



22_06_00_工事監査結果報告書（21年度施工分）.doc  

遠野市病児等保育施設改修工事 16,159,500円
子育て総合支援室(都

市計画課) 

子育て健康住宅（第１工区）建設工事 

（H20繰越）  
15,767,850円

子育て健康住宅（第３工区）建設工事 

（H20繰越） 
97,977,600円

子育て健康住宅（機械設備）建設工事 

（H20繰越）   
3,552,150円

子育て健康住宅（電気設備）建設工事 

（H20繰越）  
12,605,250円

建設課(都市計画課) 

遠野ふるさと村屋根改修工事 （H20繰越） 37,809,450円

たかむろ水光園本館改修工事             33,129,600円

観光交流課(都市計画

課) 

上水道配水管布設替（土淵工区）工事     31,952,550円 水道事務所(上水道) 
５月26日 

ケーブルテレビ施設整備工事 （H20繰越）  183,436,050円 管理情報課 

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 108 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 31 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適正な施工管理を期待するものである。 

 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。 

○まちなか・ドキ・土器館改修工事 

  旧ＪＡとおのから寄附された施設を利活用し、文化財の保護管理と地域間交流の

場として創設された。文化財整理収蔵部門は文化課直営で、地域交流部門は市民協

働で地元の自治会との連携により効果的に管理運営されていると認められる。通年
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開館ということで観光客の集客と街中(新町地区)の活性化に役立てて欲しい。特に

問題点は見受けられなかった。 

○遠野市立博物館展示改装工事 

  遠野物語発刊100周年に合わせ開館以来30年ぶりに展示内容が一新された。 新の

映像技術等を駆使して遠野の魅力を満喫でき、来館者を遠野物語の世界に引き込む

内容となっている。新たな地域の個性や資源の発掘、情報の発信、伝承文化の構築

を目指す中核博物館として、体験活動や学習活動等で市内外の来館者の利用や観光

客等の集客が期待される。特に問題点は見受けられなかった。 

○遠野市立図書館・博物館改修(建築・機械設備・電気設備・昇降機設備)工事 

  開館以来、30年ぶりにリニューアルされ、エレベーターの新設やトイレの改修な

どユニバーサルデザインに配慮し、高年齢者や障がい者に利用しやすい施設に改修

され、リニューアル効果が大きいと認められる。特に問題点は見受けられなかっ

た。 

○遠野ふれあい交流センター(厨房・冷温水発生機・非常用蓄電池)改修工事  

  花巻保健所から食品製品保管庫の設置等厨房の改善指導に伴う厨房内の動線や衛

生的、効果的な厨房改善改修であり、必要不可欠な工事であると認められる。これ

を期に、より一層厨房等の整理整頓など意識の向上や食品衛生管理及び衛生面で細

心の注意を払っていただきたい。特に問題点は見受けられなかった。 

○二日町小友線道路改良舗装工事 

綾織町と小友町を結ぶ重要なアクセス道路であり、拡幅改修等によって住民の利

便性が大きく向上する必要な工事であると認められる。地区民からは早期の全線開

通が望まれている事業でもある。特に問題点は見受けられなかった。 

○宮守簡易水道配水管布設替（大清水工区）工事   

  配水管の老朽化に伴う市民のライフラインである上水道施設の維持管理、安定供

給の確保に必要不可欠な工事であると認められる。特に問題点は見受けられなかっ

た。 

○達曽部児童クラブ改修（建築・機械設備）工事 

   住民待望の市内 後の児童クラブの設置であり、改修によって集会施設も大幅に

リニューアルされて、利便性が向上した必要な工事であると認められる。達曽部地

区センターの一部を利用し、児童が放課後安心して学習や遊びができる児童クラブ

として大いに利用されることを期待したい。特に問題点は見受けられなかった。 

○椛川目３号線道路改良舗装工事   

生活に身近な道路整備であり、生活道路として緊急時の利用も含めて利便性が大

きく向上し、安心安全な生活に結び付くと認められる。特に問題点は見受けられな

かった。 

○大鶴堰築造工事                          

   稲荷下第二地区区画整理事業に併せたボックスカルバート方式の堰の築造で、宅

- 3 - 



22_06_00_工事監査結果報告書（21年度施工分）.doc  

地の減歩率や安全面にも配慮し通常の豪雨にも十分対応できる堰であり必要な工事

であると認められる。特に問題点は見受けられなかった。 

○下水道舗装復旧工事（踊鹿地区の 1） 

   下水道の普及は、快適な生活環境づくりのために必要な社会基盤の整備であり、

舗装復旧工事は必要不可欠な工事であると認められる。特に問題点は見受けられな

かった。 

○遠野市畜産総合センター改修工事 

    旧ＪＡとおのから寄附された施設の利活用で経済性が図られている。畜産の拠点

になる畜産プラザが有効活用されるとともに、畜産の関係機関団体が連携し畜産農

家のためになるような今後の畜産振興に期待したい。特に問題点は見受けられなか

った。 

○遠野小学校校舎耐震改修工事 

    校舎の耐震強度確保が図られ、授業に支障のないように配慮のうえ適正に施工さ

れ、地震に強い校舎が完成し児童の安心・安全が確保されたと認められる。特に問

題点は見受けられなかった。 

○遠野北小学校屋内運動場改築（建築・電気設備・機械設備）工事 

   老朽化が進んだ屋内運動場の改築は、児童数に合わせた広さが確保され、教育、

体育の教育環境の向上が図られた。また、学校開放にも配慮した施設となっている。

充実した教育環境の中で児童の成長を期待したい。特に問題点は見受けられなかっ

た。 

○遠野北小学校太陽光発電設備設置工事   

   太陽光発電設備の設置は、学校施設の電気料金の削減にも多少はつながるものと

期待される。社会的にも自然エネルギーの活用が重要視されており、次代を担う児

童が直接体験、実践できる環境学習の場が整備されたことにより、児童の環境に対

する意識の向上に期待したい。特に問題点は見受けられなかった。 

○遠野市病児等保育施設改修工事 

   病児等保育施設「わらっぺホーム」は、岩手県立遠野病院と連携して保護者が、

仕事などの都合により病気の子どもを保育できない場合に、安心して保育できる、

保護者の就労と子育ての両立に対する支援施設として役割が大きいため、円滑な運

営を期待したい。既存施設を有効利活用し「わらすっこ条例」の実現に寄与してい

ると認められる。特に問題点は見受けられなかった。 

○子育て健康住宅（第１工区・第３工区・機械設備・電気設備）建設工事 

少子化対策子育て支援プロジェクトとの一環として、子育てしやすい住環境の提

供を一つの目標にした市営住宅の整備は、子育て世代や高年齢者等にもやさしく環

境に調和した市営住宅となっており、空洞化している街中の活性化にもつながり、

市営住宅の整備向上が図られていると認められる。特に問題点は見受けられなかっ

た。 
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○遠野ふるさと村屋根改修工事 

    曲り家集落の保存と茅葺文化の伝統継承保存に有効な事業となっており、また、

地元茅葺職人の伝統技術習得の場となり職人の養成にも寄与していると認められる。

茅の確保と合わせ地元建設業者の施工技術や能力も向上してきており、維持管理上、

長持ちをさせるように努めて欲しい。特に問題点は見受けられなかった。 

○たかむろ水光園本館改修工事     

   昭和 56 年開館以来、本館宿泊棟が全室リニューアルされ、宿泊客に快適な環境の

提供と利便性の向上が図られたと認められる。観光客の誘客等も含め入園者が増加

することを期待したい。特に問題点は見受けられなかった。 

○上水道配水管布設替（土淵工区）工事   

岩手県経営体育成基盤整備事業区域内の配水管が、支障となったことによる布設

替えであり必要不可欠な工事であると認められる。特に問題点は見受けられなかっ

た。 

○ケーブルテレビ施設整備工事 

      情報の高度化、高速化、デジタル化等技術の進展に合わせ、市民への情報サービ

ス提供に必要な設備の整備であると認められる。行政もケーブルテレビを利活用し

さらなる市民へのサービス向上に努力して欲しい。特に問題点は見受けられなかっ

た。 


