
 

 

中野区監査委員告示第３号 

 

 

 

平成２７年度定期（工事）監査の結果に関する報告の公表について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定に基づき、

平成２７年度定期（工事）監査の結果に関する報告を次のとおり公表します。 

なお、竹内沖司監査委員については、同法第１９９条の２の規定に基づき、

平成２６年７月１６日から経営室において執行された工事事務の監査には関与

していません。 

 

平成２８年２月２４日 

 

 

 

中野区監査委員 竹 内 沖 司 

同 山 下 晃 司 

同 市 川   稔 

同 久 保 里 香 

 



1

平成２７年度定期（工事）監査結果報告 

 

第１ 監査の期間 

  平成２７年９月２５日(金)から平成２８年２月１７日（水）まで 

 

第２ 監査の対象 

１ 監査対象工事 

契約金額が２千万円以上の工事（工事に関連した委託契約を含む。）で、以下

の基準に該当する４４件を対象とした。なお、監査対象工事は、別紙の「平成２

７年度工事監査対象一覧」のとおりである。 

①平成２６年度に契約（変更契約を含む。）したもの 

②平成２５年度以前に契約したもので、平成２６年９月１日から平成２７年３

月３１日までに工事が完了したもの 

２ 監査対象部（分野） 

（１）契約事務対象部（分野） 

経営室（経理分野） 

（２）工事事務対象部（分野） 

経営室（施設分野） 

都市基盤部（道路・公園管理分野） 

都市基盤部（都市基盤整備分野） 

   

第３ 監査の方法 

１ 書面監査 

監査対象部から関係書類の提出を求め、書面監査を行った。 

２ 実地監査 

「谷戸小学校体育館棟エレベーター設置工事」、「南部すこやか福祉センター等

新築工事」、「南部すこやか福祉センター等新築に伴う電気設備工事」、「南部すこ

やか福祉センター等新築に伴う機械設備工事」について、所管部や施工業者等か

ら工事概要や工事施工状況等の説明を受け、実地監査を行った。 

  

第４ 監査の基本方針及び重点事項 

１ 基本方針 

工事に関する事務の執行（工事計画、設計、積算、契約、施工、検査等）が、

適正かつ効率的に執行されているか、また、経済性や有効性についても留意し、

検証する。 

２ 重点事項 

設計、積算にあたり関連法令及び各種基準を遵守しているか、契約事務が適正
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に行われているか、また施工等が合理的かつ経済的に行われているかどうかを重

点事項とした。 

 

第５ 監査の結果 

今回の定期（工事）監査においては、文書による指摘が必要と認められる事項

はなかった。しかしながら、一部の工事において、契約に伴う契約保証金の納付

が遅れていたもの、工事施工に伴う安全管理が不十分であったもの、現場確認に

おける立会が不十分であったもの、道路補修工事において占用企業者との調整・

確認が不十分であったものが見られた。これらは、事業者への指導や履行確認方

法の徹底など、組織的な点検や確認を確実に実施していれば防ぐことができる事

案である。 

よって、これらの事案については、別途、監査事務局長を通じ、適正な処理や

改善を行うよう関係者に求めたところである。 

 

第６ 意見 

本監査の結果は上記のとおりであるが、学校施設の整備に関して、次のとおり

意見を述べる。 

 

実地監査を行った「谷戸小学校体育館棟エレベーター設置工事」は、体育館が

地下に配置されていることから、施設のバリアフリー化や避難所機能の向上を図

るために、体育館棟１階から体育館の出入口である地下２階までのエレベーター

を設置した工事であった。 

実地監査では、エレベーターの設置位置や利用状況などについて所管から説明

を受け、実際に設置場所などの確認を行ったが、区民への体育館開放に際し、開

放利用者の体育館への出入は従来から体育館棟の外階段を使用することになって

おり、体育館開放時にはエレベーターを利用させていないとのことであった。 

これは、体育館利用におけるバリアフリー促進等のために設置したエレベータ

ーを、開放利用者が利用することについて全く考慮していないものである。エレ

ベーターの設置を機に、学校や施設を整備する分野だけでなく、体育館開放を所

管する分野も含め、利用者にとっての体育館へのより良いアクセス方法について、

事前に十分検討・調整する必要があったのではないか。 

区民の学習やスポーツの場、災害時の避難所としてなど、学校施設の役割は

益々多様化し、かつ重要性を増していくものと思われる。教育施設としての機能

を損なうことなく、地域の中でこれらの役割を発揮していくことが学校施設には

求められている。 

エレベーター設置の効果が最大限発揮されるよう、速やかに改善に取り組まれ

たい。併せて、本事例を今後の学校施設の整備に生かされることを期待したい。 



（別紙）

番号 工事件名
当初契約額
（円）

契約日
（当初）

工期 契約者 担当部（分野）

1
向台小学校校舎耐震補強工事（第一
期）

127,980,000 H26.5.7 H26.10.3 稲葉建設株式会社 経営室（施設分野）

2
第四中学校校舎耐震補強工事（第一
期）

144,720,000 H26.5.7 H26.10.3 武蔵野建設産業株式会社 経営室（施設分野）

3 桃園小学校校舎・体育館耐震補強工事 115,560,000 H26.5.15 H26.10.3 進藤建設株式会社 経営室（施設分野）

4
上高田小学校校舎・体育館耐震補強工
事

102,600,000 H26.5.15 H26.10.10 綜和建設株式会社 経営室（施設分野）

5
第五中学校体育館耐震補強その他工
事

103,680,000 H26.5.15 H26.10.31 新栄建設株式会社 経営室（施設分野）

6 障害児通所支援施設等整備工事 149,040,000 H26.5.21 H26.9.10 トータル建設株式会社 経営室（施設分野）

7
谷戸小学校体育館棟エレベーター設置
工事

51,646,600 H26.5.22 H26.12.10 株式会社菊喜工務店 経営室（施設分野）

8
江原小学校普通教室木床改修その他
工事

29,700,000 H26.6.17 H26.9.12 衆浩建設株式会社 経営室（施設分野）

9 第五中学校トイレ改修その他工事 47,748,900 H26.6.18 H26.9.30 不破工業株式会社 経営室（施設分野）

10
武蔵台小学校総合防水改修工事(第二
期)

42,120,000 H26.6.16 H26.9.16 進藤建設株式会社 経営室（施設分野）

11
江古田小学校普通教室木床改修その
他工事

34,992,000 H26.6.17 H26.9.12 依田建設株式会社 経営室（施設分野）

12 鷺宮すこやか福祉センター等整備工事 167,422,600 H26.6.16 H27.2.3 株式会社栄建社 経営室（施設分野）

13 西中野小学校総合防水改修工事 31,968,000 H26.6.16 H26.9.16 株式会社堀野工務店 経営室（施設分野）

14 南部すこやか福祉センター等新築工事 1,641,819,000 H26.9.16 H28.3.14
協永・米持・武蔵野建設共
同企業体（代表者　協永建
設株式会社）

経営室（施設分野）

15
もみじ山文化センター西館耐震補強工
事

70,956,000 H26.10.28 H27.3.18 米持建設株式会社 経営室（施設分野）

16
新井区民活動センター総合防水改修工
事

42,660,000 H26.11.20 H27.3.18 株式会社大日建設 経営室（施設分野）

17
第四中学校校舎耐震補強工事（第二
期）

213,840,000 H27.3.13 H27.11.6 大神田建設株式会社 経営室（施設分野）

18 南中野区民活動センター等新築工事 707,641,600 H27.3.13 H28.6.30 稲葉建設株式会社 経営室（施設分野）

19 道路補修工事（工事第２０１号） 134,460,000 H26.5.28 H26.10.31
会川・三和・北村建設共同
企業体（代表者　株式会社
会川組）

都市基盤部
（都市基盤整備分野）

20 道路補修工事（工事第２０２号） 151,416,000 H26.9.2 H27.2.10
新日本・さかえ・宏稜建設
共同企業体（代表者　新日
本建設株式会社）

都市基盤部
（都市基盤整備分野）

21
橋梁長寿命化修繕工事（工事第２０６
号）

81,108,000 H26.9.18 H27.3.13 株式会社会川組
都市基盤部

（都市基盤整備分野）

22 道路補修工事（工事第２０３号） 138,996,000 H26.9.25 H27.2.27
飛鳥・新栄・日本施工建設
共同企業体（代表者　株式
会社飛鳥　東京支店）

都市基盤部
（都市基盤整備分野）

平成２７年度定期（工事）監査対象一覧



番号 工事件名
当初契約額
（円）

契約日
（当初）

工期 契約者 担当部（分野）

23
河川補修工事（江古田川・妙正寺川）
（工事第２０５号）

35,640,000 H26.10.23 H27.3.13 株式会社飛鳥　東京支店
都市基盤部

（都市基盤整備分野）

24
妙正寺川河川管理用通路土留め擁壁
改修工事（工事第２０４号）

33,480,000 H26.10.28 H27.3.18 株式会社会川組
都市基盤部

（都市基盤整備分野）

25 街路灯修繕（単価契約） 20,856,341 H26.4.1 H27.3.31 日本建電株式会社
都市基盤部

（都市基盤整備分野）

26
Ｕ１８プラザ中央冷暖房用熱源設備改
修その他工事

23,004,000 H26.4.24 H26.7.18 株式会社東洋エーシー 経営室（施設分野）

27
宮の台保育園冷暖房設備改修その他
工事

20,725,200 H26.4.23 H26.7.18
三菱電機ビルテクノサービ
ス株式会社

経営室（施設分野）

28
もみじ山文化センター本館自動制御設
備改修工事（第二期）

49,680,000 H26.6.13 H27.1.9
ジョンソンコントロールズ株
式会社

経営室（施設分野）

29 障害者福祉会館電気設備改修工事 55,080,000 H26.8.26 H27.3.9
株式会社東新エンジニアリ
ング

経営室（施設分野）

30
桃園区民活動センターファンコイルユ
ニット改修工事

26,460,000 H26.8.27 H26.12.12 株式会社サンエツ 経営室（施設分野）

31
軽井沢少年自然の家暖房設備改修工
事

41,580,000 H26.9.17 H27.1.20 梶原電工株式会社 経営室（施設分野）

32
南部すこやか福祉センター等新築に伴
う電気設備工事

328,365,200 H26.12.5 H28.3.14
加藤・宮崎・サンエイサービ
ス建設共同企業体（代表者
株式会社加藤電設）

経営室（施設分野）

33
南部すこやか福祉センター等新築に伴
う機械設備工事

486,000,000 H26.12.5 H28.3.14
富士熱・さかえ・渡邊建設
共同企業体（代表者　富士
熱学工業株式会社）

経営室（施設分野）

34
かみさぎ特別養護老人ホーム受水槽改
修工事

23,004,000 H26.12.4 H27.3.13 株式会社東洋エーシー 経営室（施設分野）

35
仮称鷺の宮調節池上部多目的広場整
備工事

647,460,000 H26.2.21 H27.5.29
住友・飛鳥建設共同企業体
（代表者　住友林業緑化株式
会社環境緑化事業部）

都市基盤部
（都市基盤整備分野）

36 仮称本町五丁目公園整備工事第一期 273,132,000 H26.7.11 H27.3.18
住友・大澤建設共同企業体
（代表者　住友林業緑化株式
会社環境緑化事業部）

都市基盤部
（都市基盤整備分野）

37 仮称南部防災公園整備工事第一期 206,280,000 H26.7.11 H27.3.18
飛鳥・創研ガーデン建設共
同企業体（代表者　株式会
社飛鳥　東京支店）

都市基盤部
（都市基盤整備分野）

38
東京都指定名勝哲学堂公園神秘洞他
修復工事

25,596,000 H26.10.10 H27.3.13 箱根植木株式会社
都市基盤部

（道路・公園管理分野）

39
同報系防災行政無線更新工事（第一
期）

136,169,450 H26.6.24 H27.3.16 日本無線株式会社 経営室（施設分野）

40 庁舎自動火災報知設備改修工事 33,350,400 H26.7.17 H26.12.19 株式会社藤野設備 経営室（施設分野）

41
道路ストック総点検及び道路維持管理
計画策定委託（委託第４０２号）

77,760,000 H26.7.3 H27.2.13
国際航業株式会社　東京
支店

都市基盤部
（都市基盤整備分野）

42
清掃車庫移転整備工事基本設計及び
実施設計業務委託

35,946,000 H27.3.20 H28.3.31
株式会社ジェイアール東日
本建築設計事務所

経営室（施設分野）

43 大規模公園整備工事監理業務委託 20,001,600 H26.8.6 H27.3.31
株式会社あい造園設計事
務所

都市基盤部
（都市基盤整備分野）

44
南部すこやか福祉センター等新築工事
に伴う工事監理等業務委託

22,464,000 H26.10.20 H28.3.25
株式会社石本建築事務所
本社

経営室（施設分野）
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