
越監告示第 14 号 

 地方自治法第 199 条第 5 項（随時監査）の規定に基づき、建設部の工事監査を執行したので、

同条第 9項の規定によりその結果を次のとおり公表する。

  平成 27 年 12 月 9 日 

越前市監査委員  塚 﨑  正 巳 

   同     増 田  仁 視 

   同     福 田  往 世 

記 

１ 監査の対象 

   建設部   水道課、下水道課、都市計画課、都市整備課、 

２ 監査の執行期間 

水道課    平成 27 年 9 月 24 日(木)～ 9 月 30 日(水) 

下水道課   平成 27 年 10 月 5 日(月)～10 月 9 日(金) 

都市計画課  平成 27 年 10 月 9 日(金)～10 月 16 日(金) 

都市整備課  平成 27 年 10 月 20 日(火)～10 月 23 日(金) 

３ 監査の範囲 

（1）工事完成日が平成 26 年 4 月 1 日以降完成の工事、平成 27 年 4 月 1 以降発注工

事で 8 月 31 日現在 50％以上出来高のある工事 

（2）請負契約額が 1,000 万円以上の土木、建築、電気、機械設備工事等に係る工事

設計、工事監理及び工事事務 

（1）（2）該当の対象工事 89 件の中から、抽出した下記 16 件の工事 

【水道課】 

・F-1 老朽化に伴う水道管布設替工事               越前市府中一丁目地係  

・拡-2 水道管布設工事                      越前市小野町外地係 

・簡-2 月尾送水ポンプ場電気設備工事               越前市長五町地係 

・簡-7 水道管布設工事                      越前市春山町外地係 

【下水道課】    

・吉国(基)3 吉野第 5 支線工事                  越前市片屋町外地係 

・吉国(基)6 吉野第 5 支線工事                  越前市片屋町地係  

・東国(基)16 東部６号汚水支線工事 越前市塚町地係 

・東国１ 送水管布設工事                    越前市高木町地係 

【都市計画課】 

・丹南総合公園整備工事その２               越前市氷坂町地係 

・瓜生水と緑公園便所新築工事                      越前市瓜生町地係 



・武生中央公園野球場・弓道場解体工事 越前市高瀬一丁目地係

 ・今立中央公園整備工事                                越前市野岡町地係 

【都市整備課】 

 ・社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事（その５） 越前市片屋町地係 

 ・社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事      越前市余田町地係  

 ・河川改修工事（その１) 白狐保川           越前市中津山町地係 

 ・北新庄橋改修工事                  越前市北町地係 

４ 監査方法 

都市監査基準準則に基づく審査で、提出資料及び関係職員の説明聴取による 

５ 監査結果 

   以下のとおり 

１ 工事設計 

工事設計は、基本となる計画に準拠し、事業目的に合った内容で経済的であるか、設計基

準は整備され適正に運用されているか、設計図書は的確に作成されているか、数量、単価、

歩掛等の積算は正確かなどについて、仕様書、図面、設計内訳書等を検査した結果、特に指

摘すべき事項はみられなかった。 

２ 工事監理 

工事監理は、関係法令、仕様書、契約約款等に基づき適正に行われているか、工事が設計

図書どおり施工されているか、設計変更の内容及び時期は妥当か、関連工事との調整は適正

に行われているかなどについて、工事監理書類等を検査した結果、概ね適正に執行されてい

ると認めるが、改善や検討が望まれる事項については意見を付す。 

３ 工事事務 

工事事務は、越前市契約規則、同工事約款に基づき適正に行われているかどうかについて、

工事施行伺、契約関係書類等を検査した結果、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

＜水道課＞ 

（意見） 

路床土及び路盤工の締固めの確認について 

拡-2 水道管布設工事及びＦ-1 老朽管に伴う水道管布設替え工事において、路床土及び

路盤工の締め方を確認する現場密度試験が実施されていなかった。今後は、福井県土木

共通仕様書を遵守し管理するよう努められたい。 

＜下水道課＞ 

（意見） 

舗装材の確認について

吉国（基）3 吉野第 5 支線工事（直接工事費 25,985,850 円のうち舗装工事費 1,782,910

円）において、舗装復旧を再生密粒度アスコン(20)で設計していたが、再生密粒度アス

コン(13)で施工されていた。適切な管理監督をされたい。 



別表 

番号 事業年度 工　　事　　名 工事場所
契約

担当課
請負者

契約金額
（税込）

着工 完成

1 平成27年度 F-1老朽化に伴う水道管布設替工事 府中一丁目 水道課 正光設備㈱ 33,168,960 平成26年8月1日 平成27年3月27日

2 平成27年度 拡-2水道管布設工事 小野町外 水道課 姉川設備機工㈱ 22,616,280 平成27年1月29日 平成27年3月25日

3 平成27年度 簡-2月尾送水ポンプ場電気設備工事 長五町 水道課 横山電設㈱ 49,327,920 平成27年9月30日 平成27年2月27日

4 平成27年度 簡-7水道管布設工事 春山町外 水道課 テラオライテック㈱ 21,925,080 平成26年11月20日 平成27年3月20日

5 平成27年度 吉国(基)3　吉野第5支線工事 片屋町外 下水道課 山田土木（株） 41,295,960 平成26年7月24日 平成27年2月25日

6 平成27年度 吉国(基)6　吉野第5支線工事 片屋町 下水道課 （株）ミヨシ 25,200,720 平成26年8月28日 平成27年3月30日

7 平成27年度 東国(基)16　東部６号汚水支線工事 塚町 下水道課 鶴野建設（株） 48,677,760 平成26年9月29日 平成27年3月27日

8 平成27年度 東国１　送水管布設工事 高木町 下水道課 （株）板倉設備 16,113,600 平成27年1月8日 平成27年3月27日

9 平成27年度 丹南総合公園整備工事その２ 氷坂町 都市計画課 山清建設㈱ 38,381,040 平成26年11月14日 平成27年3月25日

10 平成27年度 瓜生水と緑公園便所新築工事 瓜生町 都市計画課
タニグチ

ホームテック㈱
17,928,000 平成26年11月28日 平成27年3月20日

11 平成27年度
武生中央公園野球場・
弓道場解体工事

高瀬一丁目 都市計画課 ㈱ウエキグミ 30,312,360 平成27年2月9日 平成27年4月30日

12 平成27年度 今立中央公園整備工事 野岡町 都市計画課 ㈱関組 31,715,280 平成26年10月28日 平成27年5月29日

13 平成27年度
社会資本整備総合交付金事業
道路改良工事（その５）

片屋町 都市整備課 (株)竹内工務店 23,600,160 平成26年8月14日 平成27年4月30日

14 平成27年度
社会資本整備総合交付金事業
道路改良工事

余田町 都市整備課 中日本土木(株) 43,557,480 平成26年9月29日 平成27年3月25日

15 平成27年度 河川改修工事（その１)　白狐保川 中津山町 都市整備課 (株)山岡組 15,660,000 平成26年9月18日 平成27年3月13日

16 平成27年度 北新庄橋改修工事 北町 都市整備課 (株)光川組 14,257,440 平成26年12月8日 平成27年3月27日

平成27年度　建設部監査対象工事


