
平成３０年東温市監査委員告示第１号 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により下記の監査を実施したので、同条第９項

の規定により、監査の結果を次のとおり公表する。 

 

記 

 

１．平成２９年度財政援助団体監査   

（平成 29年 6月 30日実施分） 

２．平成２９年度定期監査（第１回）  

（平成 29年 8月 30日～31日実施分） 

３．平成２９年度定期監査（第２回）  

（平成 29年 10月 23日～24日、11月 1日実施分） 

４．平成２９年度定期監査（第３回）  

（平成 29年 11月 22日、24日実施分） 

５．平成２９年度工事監査        

（平成 30年 2月 23日実施分） 

 

 

 

平成３０年３月２９日 

 

 

 

                    東温市監査委員 安 部 修 治 

 

                       同    山 内 数 延 

 

 



平成２９年度財政援助団体監査結果報告書 

 

第１ 監査の種類、対象等 

    

  １ 財政援助団体監査の観点 

監査は、平成２８年度に実施した財政援助に係る出納その他の事務の執行に

ついて、「東温市補助金等交付規則」及び「東温市各種補助金等交付・適用基準」

に沿って適正かつ効率的に行われているか、また、所管課の指導・監督が適切

に行われているかを主眼として実施した。 

 

２ 監査の方法 

平成２９年度監査計画に基づき、監査対象全１３団体について、所管課から提

出された諸帳簿等関係書類について書面審査を行うとともに、下記５団体につい

ては、所管課職員に説明を求めた。 

所管課職員のヒアリングを実施した５団体は、以下のとおり 

監査対象団体 所管課 ヒアリング実施日 

１ 東温市老人クラブ連合会 長寿介護課 平成２９年６月３０日 

２ 東温市青年農業者協議会 
農林振興課 平成２９年６月３０日 

３ 東温市認定農業者協議会 

４ 東温市婦人会 
生涯学習課 平成２９年６月３０日 

５ 東温市体育協会 

 

  ３ 監査対象団体 

    平成２９年度監査計画に基づき、以下の補助金等交付団体１３団体を選定し

監査を実施した。 

 

（１） 東温市遺族会 

（２） 東温市老人クラブ連合会 

（３） 東温市青年農業者協議会 

（４） 東温市生活研究協議会 

（５） 東温市認定農業者協議会 

（６） 東温市少年健全育成推進協議会 

（７） 東温市文化協会 

（８） 東温市婦人会 

（９） 東温市ＰＴＡ連合会 

（10） ボーイスカウト（日本ボーイスカウト温泉第１団） 

（11） 東温市体育協会 

（12） 東温市スポーツ少年団 

（13） 東温市スポーツ少年団指導者協議会 

  ４ 監査期間 

 平成２９年６月１日から平成２９年６月３０日まで 



 

第２ 監査の結果等 

 

   事業は公益性があり、団体の事業目的に沿って実施されており、公益的事業とし

て一定の効果が表れている。 

事務処理については、概ね適正かつ効率的に実施されている。 

ヒアリングを実施した団体の中で、以下の団体については、一部の事項について

意見を申し述べるので、所管部署にあっては、適切に検討・指導されたい。 

監査対象団体にあっては、所管部署の指導により適切な改善策を講じ、今後の事

務処理に万全を期されたい。なお、軽易な事項についての表記は省略している。 

 

監査対象団体 意 見 の 内 容 所管部署 

老人クラブ 

連合会 

高齢者は増え続けているにもかかわらず、老人クラ

ブへの加入者は減少傾向となっているのは、役員のな

り手不足もその一因と考えられることから、役員への

負荷が過剰とならないような組織運営内容を検討さ

れたい。 

また、合併当初からの会長が交代したことから、ス

ムーズな活動が継続できるよう、指導、助言等を行う

こと。 

長寿介護課 

青年農業者 

協議会 

歴史ある「どてかぼちゃカーニバル」を継続させる

ことはもちろん好ましいことだが、こうしたイベント

を活用して、青年農業者やその他農業者などが PR、

出店などにより活躍できる場を検討されたい。 

農産物のブランド化についても、青年の力で新たな

産品等の開発になお一層取り組んで欲しい。 

農林振興課 

認定農業者 

協議会 

 認定農業者として農業で自立できている会員が少

ないとのことであり、協議会活動を通じて所得向上に

つながるような取り組みの工夫を行って頂きたい。 

 研修内容の充実などもその一環である。 

農林振興課 

婦人会 

 会員数の減少と高齢化については、改善方法につい

て団体と協議を行うなどその解決方法を検討された

い。 

 また、特定の活動に特化した活動団体が派生するな

どの傾向も活用し、役員のなり手不足の解消や、若い

会員の加入などに向けて知恵を絞って欲しい。 

生涯学習課 

体育協会 

 会員数の減少が著しいため、補助金額についても見

直しを検討されたい。 

 また、会員数の増加を各下部組織に働きかけるなど

の取り組みも会に対して働きかけてはどうか。 

生涯学習課 

 



第３ まとめ 

 

補助金の交付は、「東温市補助金等交付規則」及び「東温市各種補助金等交付・適用

基準」に基づき、交付から精算（返還）までの事務処理は適正に行われていた。 

 また、いずれの補助団体においても、補助金交付期間が長期に及んでいることや、

東温市補助金等審査委員会における補助金の大幅見直しから既に５年以上経過してい

ることを踏まえ、補助金の必要性、有効性等についても改めて検証を行うとともに、

団体における会員数の減少にともなう活動内容の変化等を的確に把握し、今後も継続

的な補助金の交付が必要かどうか、また必要であるならばその補助要望額が適正かど

うかについて十分団体からの事情聴取等に心がけて頂きたい。 

 また、市においては、東温市補助金等審査委員会の開催を検討し、既存団体への補

助金の見直しや前回検討対象となっていない新規の補助金交付団体等の審査等を行う

ことが適当と思料される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年度 定期監査（施設）結果報告書 

 

１ 対象施設及び実施日時・場所             

 

２ 監査項目  

(1) 事業執行の状況 

 (2) 事業実施上の課題 

 (3) 予算執行の状況 

 (4) 予算経理の状況 

 (5) 物品・財産の、管理並びに処分の状況 

(6) その他必要な事項 

 

３ 監査の方法 

  監査の実施にあたっては、提出書類等に基づき、聞き取りに主眼をおき行った。 

 

４ 監査の結果 

 

① 事業は概ね適正に執行されていた。 

 

② 各施設ともに、備品の点検、廃棄については定期的にチェックが行われてお

り適切と思われる反面、特に廃棄については破損、故障等を主眼としている面

があるため、教材として陳腐化したものや、今後も使用が見込まれないデジタ

ル機器などについては、オークションなどを積極的に活用し、財源の確保に努

めて欲しい。特に、家電リサイクル法対象備品については、単に処分するので

はなく、こうした売却も検討していただきたい。 

実施日 時 間 対象施設 実施場所 

８月３０日（水） 

 ９時～ 南吉井小学校 

各施設 

１０時～ 重信幼稚園 

１１時～ 北吉井小学校 

１３時～ 北吉井幼稚園 

１４時～ 東谷小学校 

１５時～  東谷幼稚園 

 １５時３０分～ 西谷小学校 

１６時～ 西谷幼稚園 

８月３１日（木） 

 ９時～ 重信中学校 

各施設 
１０時～ 双葉保育所 

１１時～ 川内保育園 

１３時～ 上林保育所 



  ③ 小中学校、幼稚園、保育所（園）ともに、生徒数・児童数等が増加傾向があ

る施設については、増加原因の分析精度を高め、今後不足が見込まれる教室の

確保や、教員等の増員など的確に把握するよう努めて欲しい。逆に、減少傾向

がある施設については、校区外通学や、預かり保育など施策の有効活用を更に

進めるべきである。その際には保護者のさまざまなニーズの把握に努め、制度

が広く浸透することを期待したい。 

 

④ 幼稚園、保育所においては、デジタル機器の配置が本庁等に比べ遅れている 

ようであり、特にカラープリンタの配置、情報系端末の増設を希望する施設が多

くあり、施設における利活用等を勘案すれば、早期に改善すべきと思われる。 

また、小学校に配備されている電子黒板についても、台数に限りがあることな

どから、利活用が思うように進んでいないように感じられることから、増設も含

め対応を検討されたい。 

 

  ⑤ 昨年度も指摘したが、小中学校への公用車配備については、学校側からも教

職員等の私有車の使用に頼らざるを得ない状況に関して改善要望がなされてお

り、出先機関に関して総合的な公用車配備を検討されたい。 

 

⑥ 某学校からは、教職員等の駐車場使用料についての減免を求める声もあるが、

一方で、通勤手当のある教職員はともかく、市雇用の臨時職員等に対しての駐車

場使用料免除の要望もなされている。これは、学校施設に限らず、市全体の臨時

職員等、通勤手当の支給のない職員等からの駐車場使用料の免除について、雇用

条件として定めていることは認識するが、非正規雇用者に対する労働条件の改善

対策とみなせば、検討するに値するのではないか。 

 

５ 各施設別の指摘事項 

南吉井小学校 

①通帳、現金の保管はもとより、個人情報のデータ保管にも使用

可能な施錠できる書庫が不足しているとのことであり、検討さ

れたい。 

重信幼稚園 

①預かり保育の実施にもかかわらず、保育園からのシフトが進ん

でいないようである。幼保一元化の施策をさらに進める必要が

あるのではないか。 

北吉井小学校 

①生徒数の増加が見込まれ、教室が不足する事態が想定されてい

る。特別教室の転用はもとより、増改築等の必要性を検討して

おくべきである。 

②一般住宅、マンションが近接することから、「チャイム」の音に

対する苦情により、鳴らすのをやめているなど騒音対応には留

意しつつも、教育上の観点から児童がのびのび生活できるよう

な配慮が必要である。（防音・遮音対策等含む。） 



北吉井幼稚園 

①夏季休業中の預かり保育の開始によりプールの利用頻度が高い

が、ろ過・循環設備がないプールのため、週２回の水の入れ替

えが必要とのことであり、今後の施設運用面を考慮し検討され

たい。 

東谷小学校 

①普通教室の吊り下げ式の蛍光灯は地震等で落下の危険があるた

め、改修が望まれる。 

②東谷小学校長が東谷幼稚園長を兼務しているが、かなり業務量

が多く、少人数校とはいえ、校務業務は大規模校と同程度ある

ことからも検討が必要である。西谷小学校も同じ状況。 

東谷幼稚園 

①運動場は、規模相当の広さがある反面、雑草が生い茂りやすく、

少ない職員では除草等にも苦労している状況である。外部委託

等も検討されたい。 

②遊具も経年劣化による破損等にも常に注意が必要である。 

③満３歳児保育開始に伴い、洋式トイレ、シャワーのニーズがあ

る。 

④校区外からの通園児童も３名あり、そのまま小学校へ入学して

もらうよう小学校とも連携して取り組んで欲しい。 

⑤園舎南側の通路は使用されておらず、雑草が生い茂っているこ

とから、コンクリートによる舗装などを検討されたい。 

西谷小学校 

①複式学級としては最大の１６名学級があり、教員の負担が非常

に大きいため、加配教員のニーズがある。 

②生徒の増員対策として校区外通学の制度を活用するためにも、

学校の魅力化に取り組むべきである。同校の場合なら、長期間

プールが使用できることや、緑の少年隊などもさらにアピール

すべきである。 

③自然環境が豊かな分だけ、雑草の繁殖や、ヘビ類の出現など危

険要素もあるため、何らかの安全対策を講じるべきである。 

西谷幼稚園 

①河川側の敷地のフェンス付近に大量の雑草が繁殖している。東

谷幼稚園と同じく、コンクリート舗装等の検討をされたい。（た

だし、河川区域の可能性もある。） 

②遊具に児童用のものがあり、危険性が高いと思われる。満３歳

保育の開始も考慮し、遊具の安全対策には万全を期する事。 

重信中学校 

①理科の教材などで現在は使用していない化学薬品や農薬などが

あり、処分に費用もかかって困っているとのこと。安全上の問

題もあるため、他校の状況も含め調査し、対応すること。 

②普通教室のエアコン設置については、他校同様、近年の夏の猛

暑もあり、可能な限り早急に設置をおこなうべきである。 

双葉保育所 
①来年度の大規模改修においては、保育業務を継続しつつ、安全

に配慮した工事工程に努めること。 



川内保育園 

①園児数に対して、教室、園庭が余りに狭い。特に雨天時には、

川内公民館のホールなどを活用しているとのことであるが、支

所２階などの活用についても検討されたい。（保護者面談等では

借用しているようである。） 

②療育を必要とする子どもの受け入れが増えてきており、専任の

コーディネーターの必要性が高いと思われる。 

③給食（栄養士、調理員）はアレルギー食対応等、非常に神経を

使う業務であり、人材の確保及び定着も考慮し、給与、賃金の

見直しも必要ではないか。 

上林保育所 

①地域外の幼児の受け入れも希望するも、遠距離がネックで難し

い。環境は抜群に良いこともあり、何らかの存続対策を検討さ

れたい。伊予鉄バスなど公共交通機関がないこともこれらを難

しくしていると思われる。 

 

 

 



平成２９年度 定期監査（第 2 回）結果報告書 

 

１ 対象課及び実施日時・場所  

 

２ 監査項目  

(1) 事業執行の状況 

 (2) 事業実施上の課題 

 (3) 予算執行の状況 

 (4) 予算経理の状況 

 (5) 物品・財産の、管理並びに処分の状況 

(6) その他必要な事項 

 

３ 監査の方法 

  監査の実施にあたっては、提出書類等に基づき、聞き取りに主眼をおき行った。 

 

４ 監査の結果 

① 事業は概ね適正に執行されていると認める。 

 ② 各課別の監査意見は、「５」に列記する。 

 

５ 各課別の監査意見 

川内支所  

・全体の職員数の縮減に加え、正規職員も減となっている。利用者の減少に伴う

実 施 日 対  象 時  間 実施場所 

１０月２３日（月） 

① 川内支所 9:00～10:00 

監査委員事務局 

 

② 都市整備課 10:00～11:00 

③ 健康推進課 11:00～12:00 

④ 税 務 課 13:00～14:00 

⑤ 総 務 課 14:00～15:00 

１０月２４日（火） 

⑥ 産業創出課 9:00～10:00 

⑦ 保育幼稚園課 10:00～11:00 

⑧ 水 道 課 11:00～12:00 

⑨ 消 防 本 部 13:00～14:00 

⑩ 国土調査課 14:00～15:00 

⑪ 生涯学習課 15:00～16:00 

⑫ 監査委員事務局 16:00～17:00 

１１月 １日（水） ⑬ 国体推進課 9：30～10：30 



もので一定の理解はできるものの、支所は総合窓口として運用していることを

考慮すれば、各種業務に精通した経験豊富な正職員の配置が必須であると感じ

られる。 

・川内支所の駐車場が、来庁者以外に、保育園職員、園児送迎の保護者（園行事

での長時間駐車含む）などの利用が多く、支所及び川内公民館、川内健康セン

ターでの事業における駐車場としての利用が困難な事例が発生しているとの

ことで、保育園用の駐車場を別に構えることができないか総務課で検討しては

どうか。 

 都市整備課 

 ・空家対策協議会において公募委員が他課などに重複して就任している事例があ

るが、選考方法等も含め慎重に検討するべきである。安易に複数の委員就任を

認めることは適当ではないのではないか。 

また、任期をまたいで長期就任の場合も同様である。 

 ・市営住宅の長寿命化の必要性も認めるが、家賃等での回収コストも考慮のうえ

営繕工事等を行う必要があるのではないか。 

 ・移住定住や三世代同居等にかかる補助金については、利用者数の予測が困難で

あるとは思うが、精度の高い予測により、予算の不用額を低減するよう努めら

れたい。 

 健康推進課 

 ・業務量が増えたことにより、嘱託職員、臨時職員、パート看護師等の雇用で事

業をこなしているようだが、事業を更に推進する上では、正職員の採用が必要

ではないか。 

税務課 

・債権対策室においては、公債権に限定して徴収を行っているところであるが、市

営住宅使用料等の私債権についても、徴収できるよう部門の設置を検討されたい。 

・来年度より、国土調査成果に基づく固定資産税の課税がなされるが、課税漏れや

課税誤りのないよう、しっかりと準備をすすめていただきたい。 

総務課 

・各課の公募委員について確認すると、同一人物が重複して委員に就任している傾

向がある。それ自体問題はないが、広く市民から多様な意見を求める点からすれ

ば、更に幅広い公募委員の構成が望ましいため、総務課としても情報収集ととも

に、各課に対し各委員の情報提供に努めて頂きたい。 

・川内保育園の駐車場不足は、職員（パート等を含め２０台程度）、送迎の保護者

ともに不足気味で、川内支所においても、行事等の開催日には苦慮しているとの

ことであり、川内公民館との間の民地（田）などを借地する検討はできないか。 

・ふるさと納税については、ネット活用で増収となっているが、一方では市民が市

外にふるさと納税することで、結果的に市全体としては税収減となっていること

から、更にふるさと納税の効果的な推進に努めていただきたい。 

・電源立地交付金については、平成３２年度で交付が終了する予定とのことである

が、滑川地区の観光地の整備などに使ってみてはどうか。 

 



産業創出課 

・観光事業に関しては、松山市と同じ考え方で事業を進めることは難しいと思われ

る。身の丈にあった観光振興に取り組むべきである。 

・物産についても、特産品等の開発、販路開拓等について、特に零細企業への支援

を拡充すべきである。更には、東温市観光物産協会においても、今後さくら市場

の運営と合わせて、開発、販売等の支援が十分に行渡るよう市としても支援すべ

きである。 

・ふるさと交流館の歳入においては、今年度も既に半年経過しているが、入館料に

ついては、当初予算の 44.7％の歳入となっているのに対して、軽食販売収入は

18.9%と極端に低くなっている点については、厨房職員の定員不足による営業時

間の短縮が原因とのことであるが、早期の人員補充等を行い、早急に売り上げの

改善を行う必要がある。 

保育幼稚園課 

・幼稚園、保育所の職員数が増加傾向にあることから、職員室が手狭な施設もあ

る。改修等実施の際にはこれらのスペース確保も必要と思われる。 

・（幼稚園、保育園の）職員は民間競合により不足気味であるため、質の低下が懸

念され、採用後の研修等をきめ細かく実施する必要がある。 

水道課 

・特になし 

消防本部 

・消防団の団員確保はもとより、昼間の火災発生時の人員確保については、団員の

勤務先の理解を更に進める取り組みが求められる。また、消火栓についても、高

齢者や女性が扱いやすい小径ホースの配備が進んでいるが、実際の操作訓練等に

ついては、各地域の自主防災組織等を通じて実施できるよう、危機管理課とも連

携する必要がある。 

国土調査課 

・国土調査課は今年度で閉鎖となるが、誤り修正等の業務は今後も続くため、 

調査経験者の人員配置や、外部委託などの検討が必要である。 

  生涯学習課 

・文化協会主催の文化祭も年々寂しくなってきているように感じられる。 

 生涯学習課においては、事務局でもあることから、活性化策を検討するよう意見

やアドバイスが必要である。 

・公民館運営には「公民館主事」の資格が必要であるが、本市においては、渡部生

涯学習課長１名だけが資格を保有していることから、人事管理と公民館運営の安

定化のため、職員に計画的に資格取得をさせる必要がある。 

  国体推進課 

・今年度末で課は廃止となるが、後催県への対応（助言、アドバイス）のため、最

低でも１年程度は、現課員のいずれかが、窓口としての業務を継続できるよう配

慮すべきである。 

 



平成２９年度 定期監査（第３回）結果報告書 

 

１ 対象施設及び実施日時 

 

２ 監査項目  

(1) 事業執行の状況 

 (2) 事業実施上の課題 

 (3) 予算執行の状況 

 (4) 予算経理の状況 

 (5) 物品・財産の、管理並びに処分の状況 

(6) その他必要な事項 

 

３ 監査の方法 

   監査の実施にあたっては、提出書類に基づき現地にて聞き取りに主眼をおき行

った。 

 

４ 監査の結果 

   ① 事業は概ね適正に執行されていると認める。 

  ② 各施設別の監査意見は、「５」に列記する。 

 

 

５ 各施設別の監査意見 

 ①中央公民館 

 ・専従職員は１名であり、施設規模からすると人員不足と思われ、結果的には本来

の公民館活動が行えていない。生涯学習の拠点としての施設運営を目指すには職

員の増員が必要と思われる。なお、現在は生涯学習課が館内に事務所を置くこと

により、相互の協力によりかろうじて運営が成り立っている。 

１１月２２日（水） １１月２４日（金） 

 9:00 ① 中央公民館  9:00 ⑥ 川内公民館 

10:00 ② 図書館 10:00 ⑦ ふるさと交流館 

11:00 ③ 歴史民俗資料館 11:00 ⑧ 南吉井浄水場 

13:00 ④ いわがらこども館 

 

14:00 ⑤ さくらこども館 



 ・施設の利用率は非常に高く、文化協会加盟団体以外からの利用申込みに対応でき

ないことが多々あり、川内公民館を紹介するなどで対応しているが、川内公民館

においても利用率が高い。市民の利用ニーズに沿った規模の施設が必要と思われ

る。 

 

 ②図書館 

 ・移動図書館車の利用が低迷しているが、利用者の高齢化が一因とも考えられる反

面、運転手においても、図書館司書でないにしても、図書に関して興味を持ち、

利用者に図書の紹介などができる資質が求めれられるのではないか。 

 ・図書館内は原則として飲食が禁止となっていることは理解できるが、広く利用者

を増やす方策として、部分的に飲食可能なスペースがあると良いのではない か。 

 ・照明がやや暗いように感じられる。ＬＥＤ照明への取替などの検討を進められた

い。 

 ・小中学校図書館とのネットワーク化により、児童図書の相互融通等を検討しては

どうか。 

 

 ③歴史民俗資料館 

 ・来館者が減少傾向にあるとのことだが、更に施設の周知に努めてほしい。 

 ・新たに建設予定の収蔵庫については、常駐する職員がいないとのことであるが、

せっかくの施設であるので見学者の受け入れができるような仕組みを検討いただ

きたい。 

 ・勾玉づくりや麦わら細工などの教室は、今年度から開催回数を増やす取り組みを

行っているが、歴史や民族に興味をもってもらえるよう、活動の継続や新たな教

室の開設などについて検討を進めて頂きたい。 

 

 ④いわがらこども館 

 ・２階に北吉井の学童クラブが入っているが、施設の構造上、１階ホールの音がか

なり響くとのことであり、２階の防音対策について検討されたい。 

 

 ⑤さくらこども館 

 ・収納スペースが不足しており、外倉庫の設置要望があるが、こども館北隣接の局

舎が老朽化により将来取壊される見込みであることから、跡地の利活用の検討に

際してこれを要望してはどうか。 

 

 ⑥川内公民館 

 ・２階の「庭」であったスペースは屋外扱いのため、部屋などの増設は難しいと思

われるが、公民館の利用状況が高いことからすれば、このスペースを有効活用す



ることができないか検討してはどうか。 

 ・駐車場が公民館だけでは２０台程度しか備えておらず、川内支所の駐車場等を利

用しているが、支所、健康センター、こども館、保育園も支所駐車場を利用する

ことから、全体的に駐車場不足となる場合がある。保育園南側、川内公民館北東

側の民有地を駐車場として借り上げるなどの検討を行ってはどうか。 

 

 ⑦ふるさと交流館 

 ・入館者の減少は勿論だが、軽食コーナーの不振が著しい。人材不足を理由に挙げ

ているが、更に努力し、経営改善に努めること。 

 ・来年度からの指定管理移行に向けてさまざまな準備があると思うが、現在雇用さ

れている従業員の継続雇用については、当人に不利益とならないよう調整を行っ

て頂きたい。 

 ・リニューアル計画が指定管理業者にあらかじめ示されており、事業費が高額とな

っている点が気がかりである。計画が確約であるかのうよう取り扱われないよう、

来年度以降も市において十分な施設営繕計画を立案されたい。 

 ・観光物産センターについては、東温市観光物産協会が指定管理となって、さくら

市場の運営を行うこととなるが、市からの手厚い財政支援は、逆に他の一般の産

直市からすれば優遇措置にとらえられかねないため、運営支援には慎重を期すこ

と。 

 ・温泉施設と産直施設がそれぞれ別の指定管理業者となるため、従来のともに市直

営による連携部分に不都合が発生する可能性もあるため、それぞれの指定管理業

者と十分に調整を図っておくこと。 

 

 ⑧南吉井浄水場 

 ・特になし。 

 



平成２９年度工事監査結果報告書 

 

１ 監査の対象工事 

番号 監 査 対 象 工 事 主 管 課 

(1) 交流館プール天上修繕工事 
産業創出課 

(2) 交流館中央監視装置工事 

(3) 茶堂団地外壁等改修工事 都市整備課 

(4) 重信中学校体育館大規模改修建築主体工事 

学校教育課 (5) 重信中学校体育館大規模改修電気設備工事 

(6) 重信中学校体育館大規模改修衛生設備工事 

(7) 防火水槽新設工事 消防本部 

 

２ 実施日時 

  平成３０年２月２３日（金）９：００～１７：００ 

 

３ 監査の方法 

平成２８年度において施工した工事の内から、上記７件を抽出し監査を行った。 

実施にあたっては、工事主管課に対して関係書類の提出を求めるとともに、関係

職員からの説明を聴取した。その後、現場において関係職員の立会いのもと、施工

状況調査を実施した。 

 

４ 工事の概要 

(1) 交流館プール天上修繕工事 （主管課：産業創出課） 

プールの天井パネルが水分を含み、釘周りが腐食し、落下したため、新しく天井

材を張替えた。 

 

耐水性石膏ボード 171㎡、床ウレタン塗装、オペレーター取替ほか 

   完成年月日 平成２８年７月１５日 

施工業者  (有)吉川建設 

請負金額  4,849,200円 

 

(2) 交流館中央監視装置更新工事 （主管課：産業創出課） 

耐用年数を１０年以上超過し、緊急停止も懸念される監視装置一式について入

替更新を行った。 

 

   完成年月日 平成２９年３月１７日 

施工業者  ㈱四電工 愛媛支店 

請負金額  8,337,600円 

 

 (3) 茶堂団地外壁等改修工事 （主管課：都市整備課） 



東温市市営住宅長寿命化計画に基づき、茶堂団地の外壁等を予防的に更新・改

修し、将来発生する住戸の機能低下を抑制することにより、住宅ストックの長寿

命化を図る。 

 

改修箇所  茶堂団地（12戸）RC造り３階建て、延べ面積 883.68㎡の外壁 

等改修工事一式 

    完成年月日 平成２８年１２月９日 

施工業者  (有)相原建設 

請負金額  17,098,000円 

 

(4) 重信中学校体育館大規模改修建築主体工事 （主管課：学校教育課） 

     外部改修として、防水改修、外壁の全面改修を行った。内部改修として床、

壁、天井改修、建具改修等を行った。 

 

体育館の大規模改修 昭和５７年３月築 RC２階建て 1,781㎡ 

    完成年月日 平成２９年３月２４日 

施工業者  山本建設㈱ 

請負金額  140,076,000円 

 

(5) 重信中学校体育館大規模改修電気設備工事 （主管課：学校教育課） 

大規模改修工事に伴う電気設備工事として、照明器具の交換、放送設備等の

入替等を行った。 

 

体育館の大規模改修 昭和５７年３月築 RC２階建て 1,781㎡ 

    完成年月日 平成２９年３月２４日 

施工業者  松山電設工業㈱ 

請負金額  26,676,000円 

 

(6) 重信中学校体育館大規模改修衛生設備工事 （主管課：学校教育課） 

大規模改修工事に伴う衛生設備工事として、トイレ・消防設備の更新、武道

場へのエアコン新設を行った。 

 

体育館の大規模改修 昭和５７年３月築 RC２階建て 1,781㎡ 

    完成年月日 平成２９年３月２４日 

施工業者  ㈱ホーム設備 

請負金額  8,154,000円 

 

(7) 防火水槽新設工事 （主管課：消防本部） 

北方宝泉地区に耐震性貯水槽型の防火水槽を新設した。 

 

規模  容量４０ｔ   縦 9.368m  横 2.42㎡  深さ 2.42㎡ 



完成年月日 平成２９年３月１０日 

施工業者  ㈱塩坂建設 

請負金額  6,156,000円 

 

５ 監査の結果 

各工事の書類を検査した結果、設計、契約、発注から完成に至るまでの一連の書

類等は不備なく整備されており、施工後の状況も各現場において検査した結果、設

計図面等に従い良好に施工されていることを確認した。 

なお、今回監査を行った施設の内、東温市ふるさと交流館については、平成３０

年４月１日より指定管理制度となり民間事業者の運営となるが、施設自体は市有施

設であることから、今回の工事箇所はもとより、交流館全体の施設の維持修繕を的

確に行えるよう事業者と連携を密にしていただきたい。 

 


