
越監告示第 18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 29 年 11 月 21 日 

越前市監査委員  塚 﨑  正 巳 

   同     増 田  仁 視 

   同     佐々木 富基 

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 

平成 29 年 9 月 26 日(火)～10 月 27 日(金) 

３ 監査の範囲 

（1） 平成 28 年 4 月 1 日以降発注工事で完成した工事、平成 29 年 7 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で、対象工事 88 件の中から抽出した 17 件の下記の工事 

（1）、（2）により抽出した下記の工事 

【水道課】  

・Ｄ-7 水道管布設替工事（丹南土木関連）        家久町地係 

・Ｅ-5 舗装復旧工事                  波垣町外地係 

・Ｆ-2 老朽化に伴う水道管仮設布設替工事        あおば町外地係 

・Ｆ-4 老朽化に伴う水道管仮設布設替工事        神明町外地係 

【下水道課】 

・雨水幹線工事に伴う農業用パイプライン敷設替工事   不老町外地係 

・大国 1 吉野第 7 支線工事               北山町外 地係 

・東国 2 東部 4 号汚水幹線工事             帆山町地係 

・吉国 17 舗装復旧工事                 氷坂町外地係 

【都市計画課】 

・武生中央公園再整備工事その 21            高瀬二丁目地係 

・武生中央公園再整備工事その 25            高瀬二丁目地係 

・武生中央公園複合遊具施設設計・設置工事       高瀬二丁目地係 

・瓜生水と緑公園整備工事その 1             瓜生町地係 



   【都市整備課】    

・消雪施設（送水管・散水管）工事           家久町外地係 

・河川改修工事                    大滝町地係 

・防災安全交付金事業道路改良工事その 2        安養寺町地係 

・四反田橋改修工事                  塚町地係 

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 

   別紙のとおり 



  別紙 

＜監査結果＞ 

今回の監査は、建設部の前記監査範囲のうちから、別表に掲げる工事等を抽出して、工事

設計、工事監理及び工事事務が関係法令等に基づき適正かつ効率的に執行されているかどう

か、特に重点項目として工事の設計・積算にあたっての統一事項の確認及び設計変更に伴う

諸手続が適正に行われているかどうかについて実施した。監査にあたっては、関係書類の検

査を行うとともに関係職員から説明を聴取した。監査の結果は下記のとおりであった。 

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、特に指摘すべき事項はみ

られなかった。 

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。 

別表 

1 平成28年度 D-7　水道管布設替工事（丹南土木関連） 家久町 水道課 ㈱アカホリ管工 ¥19,580,400 平成28年9月8日 平成29年3月24日

2 平成28年度 E-5　舗装復旧工事 波垣町外 水道課 ㈱関組 ¥20,347,200 平成28年9月1日 平成28年11月30日

3 平成28年度 F-2　老朽化に伴う水道管仮設布設替工事 あおば町 水道課 ㈱板倉設備 ¥42,919,200 平成28年10月6日 平成29年2月28日

4 平成28年度 F-4　老朽化に伴う水道管仮設布設替工事 神明町外 水道課 上野ガス㈱ ¥42,282,000 平成28年10月6日 平成29年3月10日

5 平成28年度
雨水幹線工事に伴う農業用パイプライン
布設替工事

不老町外 下水道課 ㈱山岡組 ¥41,245,200 平成28年9月8日 平成29年1月31日

6 平成28年度 大国1　吉野第７支線工事 北山町外 下水道課 山清建設㈱ ¥41,726,000 平成28年9月26日 平成29年3月24日

7 平成28年度 東国2　東部４号汚水幹線工事 帆山町 下水道課 ㈱真柄組 ¥58,654,800 平成28年9月26日 平成29年3月27日

8 平成28年度 吉国17　舗装復旧工事 氷坂町外 下水道課 ㈱高野組 ¥15,076,800 平成29年3月2日 平成29年3月27日

9 平成28年度 武生中央公園再整備工事その21 高瀬二丁目 都市計画課 ㈱高野組 ¥60,372,000 平成28年7月14日 平成28年12月22日

10 平成28年度 武生中央公園再整備工事その25 高瀬二丁目 都市計画課 坂野電機㈱ ¥27,000,000 平成28年10月13日 平成29年2月28日

11 平成28年度
武生中央公園複合遊具施設設計・設置
工事

高瀬二丁目 都市計画課

上屋敷工業㈱・港屋
重機建設㈱設計・施
工特定建設工事共
同企業体

¥139,968,000 平成29年1月16日 平成29年7月28日

12 平成28年度 瓜生水と緑公園整備工事その1 瓜生町 都市計画課 中日本土木㈱ ¥51,428,520 平成27年9月17日 平成28年9月20日

13 平成28年度 消雪施設（送水管・散水管）工事 家久町外 都市整備課 ㈱板倉設備 ¥24,624,000 平成28年10月13日 平成29年1月31日

14 平成28年度 河川改修工事　岡本川 大滝町 都市整備課 ㈱関組 ¥80,233,200 平成28年2月4日 平成29年3月21日

15 平成28年度
防災安全交付金事業　道路改良工事そ
の2

安養寺町 都市整備課 ㈱エム開発 ¥12,278,000 平成28年11月25日 平成29年3月8日

16 平成28年度 四反田橋改修工事　市道第４８０６号線 塚町 都市整備課 杉山建設㈱ ¥11,892,000 平成29年3月13日 平成29年3月31日

　　　平成29年度　建設部監査対象工事


