
美祢市監査告示第 6号   

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第 14項の規定に基づき、

定期監査（工事監査）の結果に対する措置状況を次のとおり公表する。  

                                          

 令和 4年 5月 25日  

 

美祢市監査委員 重 村 暢 之  
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令和 3 年度定期監査（工事監査）の結果に対する措置状況  

 

 

１ 監査の種類  

定期監査（地方自治法第 199 条第 1 項及び第 4 項の規定による監査） 

 

２ 監査実施場所及び日程  

場所 監査委員事務局又は現地  

日程 令和 3 年 7 月 14 日から令和 4 年 2 月 28 日まで  

 

３ 監査結果及び措置状況  

別紙のとおり  



別　紙

（デジタル推進課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【インターネット接続工事】
　工事設計書、仕様書が作成されていな
かった。 措置済み

　山口ケーブルビジョン（株）によるケーブル引込
み作業であり、本来は役務費とするところを工事
として事業を実施したことによるものです。今後
は、役務費として処理をするよう改めます。
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（生活環境課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【ゆうすげ苑火葬炉設備制御盤シーケン
サ等更新工事】
　工程表、現場代理人届、主任技術者届
が添付されていなかった。

措置済み

　不足書類について、施工業者より提出を受け
ました。
　今後、工事等を行うときは、必要書類等不備の
無いように努めます。
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（地域福祉課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【伊佐保育園エアコン設置工事】
【厚保保育園園児トイレ給排水衛生設備
等工事】
【伊佐保育園職員トイレ電気設備他工事】
【伊佐保育園園児トイレ間仕切改修他工
事】
　予定価格調書が添付されていなかっ
た。

措置済み

　今後は、予定価格調書を添付するよう対応しま
す。

【大田保育園園児トイレ改修工事】
【真長田保育園園児トイレ改修工事】
　工事材料使用承認願の処理回答がされ
ていなかった。

措置済み

　今後は、承認願が提出された場合は処理回答
するよう対応します。

【真長田保育園園児トイレコンセント取付
工事】
【秋吉保育園トイレ便座用電源取付他工
事】
　工事設計書の端数処理がされてなかっ
た。

措置済み

　今後は、工事設計書作成の際は、工事価格の
端数処理を行うよう対応します。
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（農林課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【森林環境保全直接支援事業　作業道測
量設計業務】
　業務報告書に仕様書で示された設計図
等が添付されていなかった。

措置済み

　業務上必要な設計図は提出済みであったの
で、添付しました。

【都市と農村交流施設運営事業　美東桂
岩ふれあいセンター給水ユニット取替工
事】
　契約工期が2日間であり、設定が短い。

措置済み

　短期間で施工可能な工事でしたが、今後は不
測の事態にも備え適正な工期を設定します。

【小規模治山事業　和田ノ沖地区小規模
治山工事】
　掘削土量が当初設計の1.8倍となって変
更設計されていた。

措置済み

　今後はより精度の高い土量計算ができるように
測量設計時の断面選定などに注意します。

【九瀬原農地災害復旧工事】
　請負金額に対し、工期が234日と長くなっ
ていた。 措置済み

　今後は工期の設定について工事金額や現場
状況について留意し決定します。

【林道堤線①外単独災害復旧工事】
　生コンクリートの設計規格と使用規格が
異なっているが、承諾に係る書類がなかっ
た。

措置済み

　今後は承諾に係る書類を確実に取り交わすよ
うに注意します。

【　検討事項　】

内容 措置状況 回答

【森林環境保全直接支援事業　測量調査
業務】
【森林環境保全直接支援事業　作業道測
量設計業務】
【合板・製材・集成材国際競争力強化・輸
出促進対策事業　測量調査業務】
【合板・製材・集成材国際競争力強化・輸
出促進対策事業　作業道測量設計業務】
　業務報告書について、完成度の高いもの
を求めていただきたい。

措置済み

　受託者に対し、成果品について、今後、より完
成度の高いものを提出するよう求めました。

【小規模治山事業　和田ノ沖地区小規模
治山工事】
　受益者負担金について、納付誓約書等
の提出を求められたい。

未措置

　検討します。

4



（建設課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【髄徳住宅法面保護工事】
　生コンクリート材料使用承認申請に係る
書類がなかった。

措置済み

　生コンクリート材料については、萩森興産の製
品を使用しています。また、承諾書については、
50㎥未満であれば監督職員との協議により省略
可能とされており、この工事は使用量が0.1㎥と
少量であることなどから省略しました。今後は状
況に応じた対応に努めていきたいと考えます。

【市営住宅火災警報器取替1期（美祢地
域）工事】
【市営住宅火災警報器取替1期（美東地
域）工事】
【市営住宅火災警報器取替1期（秋芳地
域）工事】
　火災報知器について、設計ではパナソ
ニック製、工事では工事材料使用承諾で
能美防災㈱製が承諾されているが、単価
検討の経緯が不明であった。

措置済み

　単価比較の結果
パナソニック製　10,000円（税別）
能美防災製　　  10,000円（税別）
となり、性能面でも同等であることから、工事材
料使用承諾で能美防災製を承諾しました。

【　検討事項　】

内容 措置状況 回答

【市道道路台帳修正業務】
　継続的業務にもかかわらず、起工が11月
下旬となっていた。早期の計画的な執行に
ついて検討されたい。

措置済み

　今後は、早期に着工し、計画的な執行に努め
ていきます。

【市道旦平佐線外道路維持工事に伴う測
量設計業務外1業務】
　電子成果品作成費について、測量業務
に計上されているが、他の業務では設計
業務に計上されているものもあり、取り扱い
を統一されたい。

検討中

　どちらかの業務に計上されていれば問題ない
と考えますが、ご指摘のあった内容について、本
課だけでなく監理課等の意見も参考に、統一的
な取り扱いを検討していきたいと考えています。

【　意見要望　】

内容 措置状況 回答

【吉則町上1区地区外街路灯整備工事】
　街路灯は街づくりの景観形成要素の一
つであると考えられるため、統一的な計画
に沿った色デザイン等の決定について検
討されたい。

検討中

　現在、建設課（まちづくり推進室）では、ＪＲ美祢
駅周辺を拠点としたまちづくりに取り組んでお
り、、市民ワークショップを開催するなど、協議、
検討を重ねているところです。今後は土地利用
や整備の方向性の決定に合わせ、統一的な景
観形成に取り組んでいきたいと考えています。
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（観光振興課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【秋芳洞昇降路補修付添作業】
　作業内容、日報、業務実施中の写真等
の書類がなかった。 実施中

　業務受託者に対して、不足する書類の提出を
依頼しました。

【秋芳洞エレベーター補修工事】
　施工計画書、ポリマーセメント等の使用
資材の写真等の書類がなかった。 実施中

　工事受託者に対して、不足する書類の提出を
依頼しました。

【秋吉台家族旅行村木製遊具設置業務】
　業務計画書等の書類がなかった。

実施中

　業務受託者に対して、不足する書類の提出を
依頼しました。
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（商工労働課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【道の駅おふく庇設置工事】
　工事設計書の端数処理がされていな
かった。 措置済み

　一般管理費等で調整を行い、今後、設計金額
に端数が生じないよう事務処理を行います。
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（教育総務課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【伊佐小学校防犯カメラ設置工事】
【秋吉小学校防犯カメラ設置工事】
【秋芳中学校防犯カメラ設置工事】
　設計書の工事価格が1,000円単位になっ
ていなかった。

実施中

　今後の工事についてはご指摘のとおり設計書
の工事価格を1,000円単位になるよう留意して作
成します。

【美東中学校自転車置場設置工事】
　平面図、標準断面図等の設計図書、土
工、コンクリート工等の数量計算書等の書
類がなかった。
　コンクリート骨材について、設計は
40mm、搬入されたものは20mm、工場での
配合は40mmとなっており、整合性が取れ
ていなかった。

実施中

　ご指摘の書類については別冊の綴りに綴って
あったため分かりにくい状態となっていたので、
今後は事柄の繫がりや顛末が明瞭になるような
書類整理に留意します。
　搬入されていた20mmのコンクリート骨材につい
ては、強度及び金額が同等であり施工性が良い
ことから使用を認めていましたが、そのやり取りが
口頭での承認であったため、今後は協議簿等で
行うよう努めます。
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（生涯学習スポーツ推進課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【鳳鳴地域交流センター玄関スロープ設置
工事】
【綾木公民館便所改修工事】
【嘉万公民館便所改修工事】
【岩永公民館便所改修工事】
　設計書の工事価格が1,000円単位になっ
ていなかった。

実施中

　今後は工事価格が千円単位となるよう、適正に
計上します。

【　意見要望　】

内容 措置状況 回答

【公民館便所改修工事】
　利便性、公平性の観点から、公民館等の
施設へのウォシュレット便座の採用につい
て検討されたい。

検討中

　公民館を利用する地域住民のための利便性、
公平性を考慮し、今後ウォシュレット便座設置に
ついての予算確保に努めます。
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（文化財保護課）
【　検討事項　】

内容 措置状況 回答

【市指定文化財「大田往還道松」松喰予防
事業】
　予防事業を始めてから100本以上穿孔、
薬剤注入しているが、薬剤の樹幹への注
入は腐朽の原因となるため、今後の取扱い
を検討されたい。

検討中

　文化財保護審議会委員や植物の専門家と協
議し、適切な取り扱い方法を検討します。
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（施設課（水道事業））
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【硬度低減化処理施設保守点検業務】
【広谷浄水場緩速ろ過池砂洗浄業務】
1社随意契約の手続きを経ず、業者から
の見積書によって契約していた。
監督職員、管理技術者が設置されてい
なかった。

措置済み

【分室】
今後、是正いたします。

【祖父ヶ瀬浄水場構築に伴う水質検査業
務】
管理技術者等届に係る資格証の写し、
又は実務経歴書が添付されていなかっ
た。

措置済み

【施設課】
今後、是正いたします。

【麻生地区水道統合整備事業に伴う豊浦
第5配水池築造工事（土木工事）】
最終変更により工事の一部が中止され
ていた。 措置済み

【施設課】
受注業者と協議した結果、工事進捗の遅れによ
り工事の一部を中止したものです。今後につい
ては、工事の進捗管理を徹底するとともに、年度
内完成が困難であるときは、次年度へ繰越すな
どの事務手続きを行うことにします。

【　検討事項　】

内容 措置状況 回答

【水道漏水調査業務】
　1社随意契約ではなく、入札による発注を
検討されたい。 措置済み

　今後は入札による発注とします。

【　意見要望　】

内容 措置状況 回答

【一定規模以上の土地の形質届出に伴う
資料作成業務】
　同様な業務が3件、2,244,000円で契約さ
れている。同業務は比較的難易度が低い
資料作成業務であるため、職員での対応
は可能か検討されたい。

措置済み

　いただいたご意見を踏まえ、次年度は職員で
対応しております。
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（施設課(下水道事業））
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【公共下水道事業】
【公共下水道管路情報電子化業務】
　契約相手先の見積書を設計書として代
用していた。予定価格調書がなかった。監
督職員が置かれていなかった。

措置済み

【管理業務課】
　是正しました。

【　検討事項　】

内容 措置状況 回答

【農業集落排水事業】
【別府汚水処理施設工事】
　当該工事は特殊であり、施工箇所も少な
いが、工事請負金額は多額となっている。
品質向上の面から、専門知識を有する業
者への施工監理等の委託について検討さ
れたい。

措置済み

【施設課】
　今後、施工監理等の委託については、適宜検
討することにします。

【　意見要望　】

内容 措置状況 回答

【公共下水道事業】
【公共桝設置工事（13件）】
　近隣市の業者が施工しているものがある
が、施工業者の資格、登録等の確認を徹
底されたい。

措置済み

【施設課】
　今後、確認を徹底します。
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（美東病院）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【放射線部門撮影室系統空調更新工事】
　工事施行中や完成状況が確認できる写
真がなかった。 実施中

　今後は、軽微な工事・修繕等においても工事
写真等、状況が分かるものを提出させます。
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（消防本部）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【消防庁舎・消防防災センター建設に伴う
進入路工事】
　当初工程表と変更工程表の連続性が確
認できなかった。 措置済み

　指摘をされました事項について、今後適正な
事務の執行に努めます。
（施工業者に変更工程表を修正・再提出させ、
関係簿冊に綴冊済み）
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