
 
 

監 査 告 示 第１２号      

令和３年６月３０日 

                                     

                     鹿児島市監査委員 内  山      薫 

                     同        小  迫  義   仁 

                     同        片  平  孝   市 

                     同        奥  山  よしじろう 

                      

                      

令和３年度定期監査（第１回工事監査）の結果に関する報告について（公表） 

 

 地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づき実施した定期監査の結果に

関する報告について、同条第９項の規定により公表します。 

 

 

記 

 

１ 監査の基準 

この監査は、鹿児島市監査基準に基づいて実施した。 

 

２ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項及び第２項の規定に基づく財務監査及び行政監査 

 

３ 監査の対象 

 (1) 対象局部課 

環境局    環境部    環境衛生課 

       資源循環部  資源政策課 北部清掃工場 

   健康福祉局  福祉部    障害福祉課 

          谷山福祉部  喜入保健福祉課 

   こども未来局        保育幼稚園課 

産業局    産業振興部  産業支援課 

農林水産部  農政総務課 生産流通課 農地整備課 谷山農林課 

観光交流局  観光交流部  スポーツ課 グリーンツーリズム推進課 

建設局    建設管理部  管理課 公園緑化課 河川港湾課 

          都市計画部  都市景観課 市街地まちづくり推進課 吉野区画整理課 



 
 

谷山都市整備課 

          建築部    住宅課 建築課 設備課 

          道路部    道路建設課 道路維持課 谷山建設課 

   水道局    水道部    水道整備課 水道管路課 配水管理課 

下水道部    下水道建設課 雨水整備室 下水道管路課 

教育委員会  管理部    施設課 

教育部    保健体育課 生涯学習課 

 (2) 対象範囲 

令和２年１２月から３年２月までを工期等とする（工期延長により３月以降に完成した

もの７件含む。）請負工事及び設計等業務委託６６４件の中から、抽出により別紙に掲げる

５９件の工事等を実施した。 

 

４ 監査の着眼点 

  工事等の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼にし、次の項目について

監査を行った。 

また、組織及び運営等に関し、その適正及び効率性・能率性の確保等の観点も加味した。 

  （1）計画（2）設計（3）積算（4）契約（5）施工等（6）検査（7）その他 

 

５ 監査の主な実施内容 

  本市監査基準に基づいて工事等の事務手続き、計画、設計、積算、施工、検査などについ

て関係書類を調査し、必要に応じて現地調査を行うとともに、関係職員から説明を聴取する

などの方法により実施した。 

 

６ 監査の実施場所及び日程 

 (1) 実施場所 

監査事務局及び工事現場 

 (2) 実施日程 

令和３年４月１日から同年６月３０日まで 

 

７ 監査の結果 

  対象工事等については、設計図書及び関係書類を調査するとともに、現地調査を行った結

果、おおむね適正に事務処理等がなされていると認めたが、一部に改善を要する事項があっ

た。 

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、指導事項として各所属長に別途指示

した。 



 
 

各局部の監査結果は次のとおりであった。 

 

【土木工事等】 

(1) 環境局 資源循環部所管 資源循環部発注 

   指摘事項なし 

(2)  こども未来局 保育幼稚園課所管 道路部発注 

    指摘事項なし 

(3)  産業局 農林水産部所管 農林水産部発注 

    指摘事項なし 

  (4)  建設局 建設管理部、都市計画部及び道路部所管 建設管理部、都市計画部及び道路

部発注 

   都市計画部及び道路部 

指摘事項なし 

   建設管理部 

   ［指摘事項］ 

・ 街路樹植栽帯補修工事において、本来 1 件の工事として指示すべき工事を、複

数回に分け指示しており、鹿児島市建設局単価契約工事実施要領に基づく適切な

手続きがなされていなかった。（公園緑化課） 

(5)  水道局 水道部及び下水道部所管 水道部及び下水道部発注 

 指摘事項なし 

 

【建築・設備工事等】 

(1)  環境局 環境部及び資源循環部所管 資源循環部及び建築部発注 

   指摘事項なし 

  (2)  健康福祉局 福祉部及び谷山福祉部所管 建築部発注 

   指摘事項なし 

(3)  産業局 産業振興部所管 建築部発注 

 指摘事項なし 

(4)  観光交流局 観光交流部所管 建築部発注 

指摘事項なし 

  (5)  建設局 建設管理部、都市計画部及び建築部所管 都市計画部及び建築部発注 

    指摘事項なし 

  (6)  水道局 水道部及び下水道部所管 水道部及び下水道部発注 

    指摘事項なし 

(7)  教育委員会 管理部及び教育部所管 管理部及び建築部発注 



 
 

   指摘事項なし 

   

 

［参考］ 

監査の結果における指摘事項等の区分は次のとおり 

 区  分 基  準 

指導事項 改善又は是正を要するが、内容が比較的軽微で指摘事項に至らないと認め 

 られるもの 

指摘事項 法令、条例、規則等に違反しているもの及び法令等に違反はないが指摘す 

 べき事項であると認められるもの 

意見  改善について検討を求めるもの 

 

 

 

 

 

 



 
 

 別　紙
監査工事等件名一覧表

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

29 件  　請負工事　 27件 設計等業務委託 2件

谷山電停前交通広場実施設計業務委託

星ケ峯３号線舗装新設改良工事

吉野地区区画道路築造工事（その５）

冷水城山団地線ほか１線舗装修繕工事

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業（入佐１３地区）工事

操車場第二歩道橋補修工事

武岡ハイランド１号調整池土砂浚渫工事

郡山地区農道補修工事（その２）

県単補助治山事業花野地区工事

中迫入口橋補修工事（その１）

谷山第三地区（区画）汚水管路施設工事（その２）

昭和大通り水路補修補強工事

田上工事事務所舗装補修工事（その３）

谷山駅周辺地区宅地整地工事（その５）

春山下り山線ほか１線測量設計業務委託

谷山地区農業用施設等災害応急工事

伊敷地区農道補修工事（その３）

小松原山田線歩道整備工事（１工区）（その２）

中山地下道補修工事（その２）

街路樹植栽帯補修工事

中平原線交差点改良工事

上本町磯線道路改良工事（その８）

　(土木工事等)

対　象　局 　　工　　　　　　事　　　　　　名　　　　　　等

細田口埋立処分地跡地道路整備工事

花尾保育所法面整備工事

環境局

こども未来局

産業局

奥之宇都線宇都トンネル舗装工事

奥之宇都線道路改良工事（その８）

小　　計

改良２９工区配水管布設工事

野頭送水管布設工事（その６）

汚水管路改良工事（その９）水道局

建設局

 



 
 

 別　紙
監査工事等件名一覧表

№

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

30 件  　請負工事　 28件 設計等業務委託 2件

教育委員会

水道局

鹿児島市竹産業振興センター外壁ほか塗装改修工事

中山小学校校舎２０号棟長寿命化改修その他給排水衛生設備工事

和田校区公民館外壁改修ほか工事

武中学校柔剣道場畳取替工事

生涯学習プラザ・男女共同参画センター舞台設備改修設備設計業務委託

長田中学校冷房その他設備改修工事

水道局本庁舎空調設備ほか改良工事

小　　計

吉野東中学校屋内運動場大規模改造その他本体工事

吉野東中学校屋内運動場大規模改造その他給排水衛生設備工事

吉野東中学校屋内運動場大規模改造その他電気設備工事

中名小学校屋内運動場屋上防水改修ほか工事

火の島めぐみ館トイレ改修給排水衛生設備工事

中山小学校校舎２０号棟長寿命化改修その他電気設備工事

御所下住宅３号棟ほか１棟外壁改修工事

東昌小学校ほか１校プール塗装工事

高塚公園（仮称）トイレ新築浄化槽その他設備工事

中山小学校校舎２０号棟長寿命化改修その他本体工事

南部処理場Ⅱ系終沈流入ゲート設備等工事その３

入田住宅１号棟外壁補修工事

歴史と文化の道地区ガス灯本体更新工事（その３）

皷川住宅１号棟外壁改修工事

高塚公園（仮称）トイレ新築その他電気設備工事

福平福祉館外壁改修その他工事

喜入園空気調和設備改修工事

高架下等遊歩道ほか照明設備工事（その３）

茶山ドームまつもと災害復旧設計業務委託

火の島めぐみ館トイレ改修本体工事

対　象　局

　(建築・設備工事等)

建設局

　　工　　　　　　事　　　　　　名　　　　　　等

高塚公園（仮称）トイレ新築本体その他工事

北部清掃工場粗大ごみ処理施設ほかＩＴＶ監視設備改修工事

かごしま環境未来館太陽光発電装置改修工事
環境局

観光交流局

産業局

健康福祉局

 


