
堺市監査委員公表第 3 号 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条の規定に基づき工事監査を執行

したので、同条第 9 項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり公表す

る。 

 

令和 3 年 3 月 29 日 

 

 

堺市監査委員  西 川 良 平  

同     三 宅 達 也  

同       藤  坂  正 則  

同       播 磨 政 明 
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監査結果報告 

 

第１ 監査の種類 

      工事監査 

 

第２  監査対象 

１ 府道大阪和泉泉南線舗装補修工事 

（建設局 土木部 西部地域整備事務所） 

２ 府道堺かつらぎ線道路改良工事 （建設局 土木部 南部地域整備事務所） 

３ J-GREEN 堺 S1 フィールド天然芝張替工事 

（建設局 公園緑地部 公園緑地整備課） 

４ 三原台 1 丁交差点改良工事     （建設局 ニュータウン地域再生室） 

５ 大仙公園レストハウス改修工事     （建築都市局 建築部 建築課） 

６ 堺東駅南地区第一種市街地再開発事業公益施設内装工事 

    （建築都市局 建築部 建築課） 

７ 東工場第二工場バグフィルタほか改修工事 

（環境局 環境事業部 クリーンセンター東工場） 

８ 三宝水再生センター監視制御設備更新工事 

（上下水道局 下水道施設部 下水道施設課） 

 

第３  監査実施期間 

令和 2 年 12 月 23 日～令和 3 年 3 月 29 日 

 

第４  監査内容及び結果 

１ 府道大阪和泉泉南線舗装補修工事 

(1) 工事概要 

工事場所  堺市堺区大仙中町ほか 

工    期  令和元年 10月 25日～令和 2年 3月 18日 

契約金額  145,428,800円 

工事目的 

  本工事は、安全で良好な道路環境の確保を目的として、経年劣化した舗

装の補修を行うものである。 

工事内容 

工事延長 L=1,260.0m 

路面切削工 t=10 ㎝ A=17,120.0m2 

路面切削工 t=5 ㎝ A=570.0m2 

アスファルト舗装工 中間層 t=5 ㎝ A=16,400.0m2 
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排水性舗装工 中間層 t=5 ㎝ A=722.0m2 

排水性舗装工 表層 t=5 ㎝ A=17,692.0m2 

排水性路面強化工 A=2,810.0m2 

区画線工 一式 

 

(2) 施工調査内容 

本工事は、既に完成しており、舗装、区画線の整備状況を確認した。 

 

(3) 監査結果 

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。 

 

２ 府道堺かつらぎ線道路改良工事 

(1) 工事概要 

工事場所  堺市南区別所地内 

工    期  令和 2年 1月 31日～令和 2年 11月 30日 

契約金額  65,722,800円 

工事目的 

  本工事は、安全で良好な道路環境の確保を目的として、道路法面の改造

と道路改良を行うものである。 

工事内容 

  工事延長 L=44.8m 

  土留工 鋼矢板自立式 N=25 枚 

  コンクリート壁面工 L=22.0m 

  作業構台工 一式 

 

(2) 施工調査内容 

 本工事は、既に完成しており、道路法面の整備状況を確認した。 

 

(3) 監査結果 

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。 

 

 ３ J-GREEN 堺 S1 フィールド天然芝張替工事 

(1) 工事概要 

工事場所  堺市堺区築港八幡町地内 

工    期  令和 2年 1月 9日～令和 2年 4月 30日 

契約金額  111,566,400円 

工事目的 

   本工事は、フィールド内の天然芝の劣化等の対策を目的として、全面張
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替を行うものである。 

工事内容 

    天然芝張替工 A=10,140m2 

 

(2) 施工調査内容 

本工事は、既に完成しており、天然芝及びスプリンクラーの整備状況を確認

した。 

 

(3) 監査結果 

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。 

 

４ 三原台 1 丁交差点改良工事 

(1) 工事概要 

工事場所  堺市南区三原台ほか 

工    期  令和 2年 4月 24日～令和 3年 3月 31日 

契約金額  180,456,100円 

工事目的 

本工事は、交通渋滞の緩和を目的として、交差点の改良を行うもので

ある。 

工事内容 

 工事延長 L=500.0m 

  縁石工 L=817.0m 

プレキャスト水路工 L=423.0m 

舗装工 車道舗装 A=4,400.0m2、歩道舗装 A=1,100.0m2 

擁壁工 L=54.0m 

ブロック積工 A=239.0m2 

照明工 N=8基 

  信号移設工 一式 

 

(2) 施工調査内容 

本工事は、現在工事中であり、安全対策状況と擁壁、ブロック積の整備状況

を確認した。 

 

(3) 監査結果 

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。 
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５ 大仙公園レストハウス改修工事 

(1) 工事概要 

工事場所  堺市堺区百舌鳥夕雲町 2丁 167番地 1 

工    期  令和 2年 8月 7日～令和 2年 12月 25日 

契約金額  96,142,200円 

工事目的 

本工事は、百舌鳥・古市古墳群の価値や魅力を伝えるガイダンス機能

を整備することを目的として、大仙公園レストハウスの改修を行うもので

ある。 

工事内容 

敷地面積 11,605.31m2 

建築面積 589.99m2 

延べ面積 491.15m2 

     既存改修 改修面積 491.15m2 

 

(2) 施工調査内容 

本工事は、既に完成しており、内装改修、外構整備の出来形状況を確認した。 

 

(3) 監査結果 

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。 

 

 ６ 堺東駅南地区第一種市街地再開発事業公益施設内装工事 

(1) 工事概要 

工事場所  堺市堺区三国ケ丘御幸通 154番地 

工    期  令和 2年 7月 1日～令和 3年 2月 19日 

契約金額  66,026,400円 

工事目的 

  本工事は、市街地再開発事業の建築施設内に整備される公益施設の内装

工事を行うものである。 

工事内容 

内装工事 （鉄筋コンクリート造地下 2 階地上 25 階建における 3 階、

4 階部分の内装工事） 

内装工事対象延べ面積 746.46m2 

 

(2) 施工調査内容 

本工事は、既に完成しており、公益施設（パスポートセンター、図書サービ

スコーナー、交流スペース、遊びのひろば）の内装工事の出来形状況を確認し

た。 
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(3) 監査結果 

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。 

 

 ７ 東工場第二工場バグフィルタほか改修工事 

(1) 工事概要 

工事場所  堺市東区石原町 1丁 102番地 

工    期  令和 2年 6月 29日～令和 3年 3月 17日 

契約金額  291,500,000円 

工事目的 

  本工事は、バグフィルタ装置、ボイラー設備、減温塔の安定稼働及び延

命化を目的として、各設備の部品取替及び改修を行うものである。 

工事内容 

 バグフィルタ改修工事 一式 

ボイラー改修工事 一式 

減温塔改修工事 一式 

 

(2) 施工調査内容 

本工事は、既に完成しており、バグフィルタ、ボイラー、減温塔改修の状況

を確認した。 

なお、技術調査については、技術士法に規定する技術士によって構成される

法人に委託した。 

 

(3) 監査結果 

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。 

 

 ８ 三宝水再生センター監視制御設備更新工事 

(1) 工事概要 

工事場所  堺市堺区松屋大和川通 4丁 147番地 1 

工    期  令和 2年 3月 16日～令和 3年 9月 30日 

契約金額  1,531,103,200円 

工事目的 

  本工事は、三宝水再生センターの老朽化した監視制御設備ならびに計装

設備の更新を行うものである。 

工事内容 

監視制御設備更新工事 一式 

計装設備更新工事 一式 

機能増設 一式 
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(2) 施工調査内容 

本工事は、現在工事中であり、更新する既設設備及び納品済み計装設備機器

を確認した。 

なお、技術調査については、技術士法に規定する技術士によって構成される

法人に委託した。 

 

(3) 監査結果 

関係書類及び施工内容を調査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。 

なお、一部の事項について指導した。 

 


