
 

堺市監査委員公表第 27 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 9 月 29 日 

 

堺市監査委員  三 宅 達 也  

同     田 渕 和 夫  

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 片蔵釜室線交差点改良工事     （産業振興局 農政部 農業土木課） 

 

２ フォレストガーデン法面復旧工事  （産業振興局 農政部 農業土木課） 

 

３ 榎小学校校舎増築ほか工事      （建築都市局 建築部 建築課） 

 

４ 三国丘小学校校舎増築ほか工事    （建築都市局 建築部 建築課） 

 

５ 高層館ゴンドラ設備更新工事      （建築都市局 建築部 建築課） 

 

６ 西区役所施設整備工事        （建築都市局 建築部 建築課） 

 

７ 協和町東団地 15 号館昇降機棟増築工事 （建築都市局 建築部 建築課） 

 

８ みはら大地幼稚園屋根改修工事    （建築都市局 建築部 建築課） 

 

９ 新金岡東小学校屋外便所増築工事   （建築都市局 建築部 建築課） 

 

第３  監査実施期間 

令和 3 年 6 月 29 日～令和 3 年 9 月 29 日 

 

第４  監査内容及び結果 

１ 片蔵釜室線交差点改良工事 

(1) 工事概要 

工事場所  堺市南区釜室地内 

工    期  令和 2年 10月 8日～令和 3年 6月 30日 

契約金額  42,343,400円 

工事目的 

  本工事は、交差点内の円滑な通行と安全を確保することを目的として、

改良を行うものである。   

工事内容 
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工事延長 L=120.7m 

車道舗装 t=10cm A=940.0m² 

側溝工 L=84.0m 

縁石工 L=38.4m 

区画線工 一式 

信号機移設工 一式 

 

(2) 施工調査内容 

本工事は、既に完成しており、新設された右折レーンと交差点内の改良状況

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 フォレストガーデン法面復旧工事 

(1) 工事概要 

工事場所  堺市南区釜室地内 

工    期  令和 2年 3月 27日～令和 2年 8月 31日 

契約金額  25,835,700円 

工事目的  

  本工事は、地すべりが発生した法面の修復を目的として、行うものであ

る。  

工事内容 

  法面工 A=1,090.0m² 

ブロック積工 A=168.0m² 

 排水工(U180)  L=133.3m 

 排水工(U240)  L=52.4m 

 

(2) 施工調査内容 

 本工事は、既に完成しており、ブロック積などの法面復旧状況を確認した。 

 

(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 榎小学校校舎増築ほか工事 

(1) 工事概要 

工事場所  堺市堺区榎元町 2丁 3番 11号 

工    期  令和元年 12月 23日～令和 3年 3月 19日 
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契約金額  325,737,500円 

工事目的 

   本工事は、児童数増加による教室不足の解消及びバリアフリー化を目的

として、校舎の増築及び昇降機の設置を行うものである。 

工事内容 

    校舎棟増築ほか工事 

  校舎棟増築 鉄筋コンクリート造地上 3 階建 延べ面積 1,278.48m² 

  昇降機棟増築 鉄骨造地上 4 階建 延べ面積 66.36m² 

  既設改修工事 一式 

屋外附帯工事 一式 

  昇降機設備工事 一式 

 

(2) 施工調査内容 

本工事は、既に完成しており、校舎棟の普通教室、職員更衣室、便所、昇降

機棟の設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。 

なお、一部の事項について指導した。 

 

４ 三国丘小学校校舎増築ほか工事 

(1) 工事概要 

工事場所  堺市堺区三国ヶ丘町 5丁 1番 1号 

工    期  令和 2年 10月 1日～令和 3年 10月 29日 

契約金額  247,844,344円 

工事目的 

本工事は、児童数増加による教室不足の解消及びバリアフリー化を目

的として、校舎の増築及び昇降機の設置を行うものである。 

工事内容 

 校舎棟増築ほか工事 

      校舎棟増築 鉄筋コンクリート造地上 3 階建 延べ面積 1,143.35m² 

      給食調理場サービスヤード棟増築 鉄骨平屋建 延べ面積 36.36m² 

      屋外附帯工事 一式 

      昇降機設備工事 一式 

           

(2) 施工調査内容 

本工事は、工事中であり、増築棟の普通教室、便所、渡り廊下、昇降機設備

の内装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。 

 

５ 高層館ゴンドラ設備更新工事 

(1) 工事概要 

工事場所  堺市堺区南瓦町 3番 1号 

工    期  令和 2年 11月 16日～令和 3年 3月 19日  

契約金額  99,333,300円 

工事目的 

本工事は、庁舎の安全な維持管理の実施を目的として、経年劣化した

設備の更新を行うものである。 

工事内容 

 ゴンドラ設備更新 

ゴンドラ本体 1 基 

作業カゴ 1 基 

電気設備工事 一式 

 

(2) 施工調査内容 

本工事は、既に完成しており、ゴンドラ本体、作業カゴの設置状況を確認し

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 西区役所施設整備工事 

(1) 工事概要 

工事場所   堺市西区鳳東町 6丁 600番地 

工    期  令和 2年 1月 8日～令和 2年 8月 31日 

契約金額   93,462,600円 

工事目的 

本工事は、西保健センターの移転に伴い、車両の駐車スペースの確保

を目的として、駐車場及び駐輪場の整備を行うものである。 

 工事内容 

施設整備工事 

バスロータリー跡整備 1,976.50m² 

東側駐車場整備 435.78m² 

駐輪場 鉄骨造平屋建 79.13m² 
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機械式駐車場 122.90m² 

電気、機械設備工事 一式 

 

(2) 施工調査内容 

本工事は、既に完成しており、駐車場及び駐輪場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。 

 

 ７ 協和町東団地 15 号館昇降機棟増築工事 

(1) 工事概要 

工事場所  堺市堺区協和町 4丁 345番地 

工    期  令和 2年 8月 3日～令和 3年 3月 30日 

契約金額  82,924,600円 

工事目的 

  本工事は、市営住宅のバリアフリー化を目的として、昇降機の設置を行

うものである。 

工事内容 

 昇降機棟増築工事 

  昇降機棟増築 鉄骨造地上 5 階建 延べ面積 80.43m² 

  駐輪場 鉄骨造平屋建 45.10m² 

  昇降機設備工事 一式 

  電気、機械設備工事 一式 

 

(2) 施工調査内容 

本工事は、既に完成しており、昇降機設備、駐輪場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。 

 

 ８ みはら大地幼稚園屋根改修工事 

(1) 工事概要 

工事場所  堺市美原区菅生 587 番地 

工    期  令和 2年 10月 28日～令和 3年 3月 16日 

契約金額  53,127,800円 

工事目的 

  本工事は、屋根の雨漏り対策を目的として、屋根改修を行うものである。 

工事内容 
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 屋根改修工事 

  工事対象面積 1,679.00m² 

  竪樋取替え 

  電気、機械設備工事 一式 

 

(2) 施工調査内容 

本工事は、既に完成しており、屋根のアスファルト防水改修の出来形状況を

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。 

 

 ９ 新金岡東小学校屋外便所増築工事 

(1) 工事概要 

工事場所  堺市北区新金岡町 4 丁 1番 9号 

工    期  令和 2年 8月 24日～令和 3年 3月 12日 

契約金額  47,193,300円 

工事目的 

  本工事は、体育館周辺での便所の利用を目的として、整備を行うもので

ある。 

工事内容 

 屋外便所増築工事 

  屋外便所増築 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積 67.20m² 

  渡り廊下増築 鉄骨造平屋建 7.32m² 

  屋外附帯工事 一式 

  電気、機械設備工事 一式 

 

(2) 施工調査内容 

本工事は、既に完成しており、各便所、倉庫、渡り廊下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。 


