
監査告示第１７号

令和４年１０月５日

鹿児島市監査委員 内 山    薫

同        小 迫  義 仁

同        志 摩  れい子

同        大 森    忍

令和４年度定期監査（第２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

企画財政局  財政部    管財課

市民局    桜島支所   東桜島総務市民課

       松元支所   総務市民課

環境局    資源循環部  資源政策課 北部清掃工場

健康福祉局  福祉部    地域福祉課

こども未来局        保育幼稚園課

産業局    農林水産部  農政総務課 農地整備課 谷山農林課

      中央卸売市場 魚類市場

観光交流局  観光交流部  世界遺産･ジオ･ツーリズム推進課 スポーツ課

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  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

消防局           総務課

交通局           電車事業課

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

             下水処理課

教育委員会  管理部    施設課 文化財課

       教育部    保健体育課 中央学校給食センター

(2) 対象範囲

今回の監査は、原則、令和４年３月から令和４年５月までを工期とする請負工事及び設

計等業務委託３３１件の中から抽出した、別紙に掲げる６０件の工事等を対象とした。

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４年７月１日から同年１０月５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) 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

(2) 産業局 農林水産部所管 農林水産部発注

指摘事項なし

(3) 建設局 建設管理部所管 建設管理部、都市計画部、道路部及び桜島支所発注

指摘事項なし

(4) 交通局 電車事業課所管 電車事業課発注

指摘事項なし

(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

(6)  教育委員会 管理部所管 管理部及び道路部発注

指摘事項なし

【建築・設備工事等】

(1)  企画財政局 財政部所管 建築部発注

   指摘事項なし    

(2)  市民局 松元支所所管 建築部発注

   指摘事項なし

(3)  環境局 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      

(4)  健康福祉局 福祉部所管 建築部発注

指摘事項なし

(5)  産業局 中央卸売市場所管 建築部発注

指摘事項なし

(6)  観光交流局 観光交流部所管 建築部発注

指摘事項なし

(7)  建設局 建設管理部所管 建築部発注

指摘事項なし

(8) 消防局 総務課所管 建築部発注

指摘事項なし

(9) 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



(10) 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
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30 件  　請負工事　 27件 設計等業務委託 3件

教育委員会

中央町２３号線舗装補修工事

奥之宇都線資材置場整地工事

東桜島地区道路補修工事（その３）

改良４９工区配水管布設工事

鹿児島市交通局軌道敷測量その他業務委託（その２）

辻ヶ丘送水管布設工事（その１）

帯迫皷川線舗装補修工事

寺山炭窯跡周辺斜面地復旧工事

寺山炭窯跡復旧実施設計業務委託

小　　計

汚水管路改良工事実施設計業務委託（その４）

伊敷団地中央線舗装修繕工事（その３）

武岡団地５６号線道路災害防止工事（その１）

改良５３工区配水管布設工事

鹿児島駅前広場修景施設工事

小野公園休養施設改築工事

向原川９号改良工事（その２０）

道路区画線設置工事（その４）

古河良線道路災害防止工事

桜島港（野尻地区）付帯施設改良（統合補助）工事

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業（仮屋３地区）工事

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業（三重野１６地区）工事

　(土木工事等)

対　象　局　 　　工　　　　　　事　　　　　　名　　　　　　等

花尾保育所法面整備工事

農業・農村活性化推進施設等整備事業（飯山地区工事）

谷山駅周辺地区区画道路擁壁築造工事（その１４）

こども未来局

産業局 郡山地区農道補修工事（その２）

平ノ尻水路整備工事

建設局

交通局

水道局

整備３７工区配水管布設工事

準用河川和田川浚渫工事

郡山中央地区松尾橋拡幅工事（その３）

準用河川伍位野川護岸整備工事（その１）
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№
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30 件  　請負工事　 27件 設計等業務委託 3件

玉江小学校プール新築電気設備工事

西伊敷住宅４５号棟ほか２棟新築設備設計業務委託

火の島めぐみ館冷暖房その他設備改修工事

鴨池福祉館照明その他改修電気設備工事

鴨池福祉館冷暖房設備改修工事

北部清掃工場１号ボイラー水管補修工事

松元支所非常用発電設備改修工事

玉江小学校プール新築給排水衛生設備工事

玉江小学校プール新築本体工事

大明ヶ丘中継ポンプ場電気室空気調和設備改良工事

山下分庁舎空気調和設備改修電気設備工事

喜入総合体育館換気その他設備改修工事

乙女塚配水池３号配水池防水等修繕工事

上之原配水池浄水設備工事

河頭排水処理場濃縮槽設備ほか工事

山下分庁舎空気調和設備改修工事

西伊敷住宅４５号棟ほか２棟新築本体設計業務委託

鹿児島市中央卸売市場魚類市場周辺施設解体工事（その１）

小　　計

武岡中学校冷房その他設備改修工事

喜入小学校構内配電線路その他設備改修工事

皇徳寺小学校高圧受変電設備改修工事

喜入中学校高圧受変電設備改修工事

八幡小学校校舎３号棟石綿含有外壁塗膜除去工事

吉田学校給食センター給湯設備改修工事

星峯東小学校冷房設備改修設備設計業務委託

武岡台小学校冷房その他設備改修工事

花野小学校冷房その他設備改修工事

北部清掃工場粗大ごみ処理施設整備工事

城西中学校マンホールトイレ排水設備工事

　　工　　　　　　事　　　　　　名　　　　　　等

　(建築・設備工事等)

対　象　局

本庁舎本館講堂天井改修その他本体工事

水道局

教育委員会

企画財政局

市民局

環境局

健康福祉局

産業局

観光交流局

監査工事等件名一覧表

建設局

消防局


