
東温市監査委員告示第７号 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により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。 
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令和２年度定期監査（工事）結果報告書 

 

１ 監査の対象等 

※ 実施場所：東温市役所５階監査委員事務局及び現地 

 

２ 監査の方法    

令和元年度に施工した工事から、監査対象工事４件（１２工事）を抽出し、工事

が適正に行われているか、関係書類を確認するとともに、現地で関係職員の立会い

のもと、施工状況の調査を行った。 

 

３ 工事の概要及び指摘事項 

 (1)総合保健福祉センター（東温市見奈良 490番地 1外 4筆） 

    

  ○建築主体工事【指摘事項なし】 

    内容 

鉄筋コンクリート造 3階建 床面積：3,232.27㎡ 

    業者名 

門屋組・杉野工務店特定建設工事共同企業体 

    契約金額 

705,142,443円 

    契約年月日及び工期 

     契約年月日 平成 31年 1月 25日 

工期 平成 31年 3月 11日～令和 2年 1月 31日 

    契約方法 

実施日 工事名等 主管課 

２月１０日（水） 

(1)総合保健福祉センター 

（建築主体工事・機械設備工事・電気設備工事） 
健康推進課 

(2)川内保育園増築等 

  （建築主体工事・機械設備工事・電気設備工事） 
保育幼稚園課 

(3)重信中学校北校舎大規模改修 

（建築主体工事・機械設備工事・電気設備工事） 
学校教育課 

(4)歴史民俗資料館 

（建築主体工事・機械設備工事・電気設備工事） 
生涯学習課 



     一般競争入札 

 

  ○機械設備工事【指摘事項なし】 

内容 

給排水衛生設備工事、空気調和設備工事等 

    業者名 

株式会社中電工 松山営業所 

    契約金額 

137,556,057円 

    契約年月日及び工期 

     契約年月日 平成 31年 2月 1日 

工期 平成 31年 3月 11日～令和 2年 1月 31日 

    契約方法 

     一般競争入札 

 

  ○電気設備工事【指摘事項なし】 

内容 

受変電設備、幹線動力設備、照明器具設備、太陽光発電設備等 

    業者名 

三徳電気株式会社 

    契約金額 

97,988,400円 

    契約年月日及び工期 

     契約年月日 平成 31年 2月 4日 

工期 平成 31年 2月 5日～令和 2年 1月 31日 

    契約方法 

     一般競争入札 

 

 

 (2)川内保育園増築等（東温市南方 279番地） 

    

  ○建築主体工事【指摘事項なし】 

    内容 

保育室・倉庫・トイレ増築工事等 

    業者名 

渡邊建設株式会社 

    契約金額 

52,733,000円 

    契約年月日及び工期 

     契約年月日 令和元年 11月 18日 



工期 令和元年 11月 19日～令和 2年 3月 25日 

    契約方法 

     一般競争入札 

 

  ○機械設備工事【指摘事項なし】 

内容 

給排水設備、空調設備工事等 

    業者名 

株式会社ホーム設備 

    契約金額 

10,782,000円 

    契約年月日及び工期 

     契約年月日 令和元年 11月 18日 

工期 令和元年 11月 19日～令和 2年 3月 23日 

    契約方法 

     指名競争入札 

 

  ○電気設備工事【指摘事項なし】 

内容 

増築部電気設備・LED照明・受変電設備工事等 

    業者名 

松山電設工業株式会社 

    契約金額 

14,838,000円 

    契約年月日及び工期 

     契約年月日 令和元年 11月 15日 

工期 令和元年 11月 18日～令和 2年 3月 25日 

    契約方法 

     指名競争入札 

 

 

 (3)重信中学校北校舎大規模改修（東温市志津川 991番地） 

    

  ○建築主体工事【指摘事項なし】 

    内容 

防水改修、外壁改修、建具改修、内装改修、塗装改修等 

    業者名 

愛媛土建株式会社 

    契約金額 

93,582,000円 



    契約年月日及び工期 

     契約年月日 令和元年 6月 18日 

工期 令和元年 6月 19日～令和元年 9月 30日 

    契約方法 

     一般競争入札 

 

  ○機械設備工事【指摘事項なし】 

内容 

便所改修、給水システム改修等 

    業者名 

株式会社ホーム設備 

    契約金額 

34,493,000円 

    契約年月日及び工期 

     契約年月日 令和元年 6月 17日 

工期 令和元年 6月 18日～令和元年 9月 30日 

    契約方法 

     指名競争入札 

 

  ○電気設備工事【指摘事項なし】 

内容 

照明更新、便所改修等 

    業者名 

株式会社中電工 松山営業所 

    契約金額 

15,548,000円 

    契約年月日及び工期 

     契約年月日 令和元年 6月 11日 

工期 令和元年 6月 12日～令和元年 9月 30日 

    契約方法 

     指名競争入札 

 

 

 (4)歴史民俗資料館（東温市則之内甲 2779番地） 

    

  ○建築主体工事【指摘事項なし】 

    内容 

木造平屋建て（床面積：641.76㎡）、倉庫棟改修工事、外構工事等 

    業者名 

株式会社有光組 



    契約金額 

125,562,000円 

    契約年月日及び工期 

     契約年月日 令和元年 5月 14日 

工期 令和元年 5月 15日～令和 2年 3月 21日 

    契約方法 

     一般競争入札 

 

  ○機械設備工事【指摘事項なし】 

内容 

給排水設備、空調設備工事等 

    業者名 

株式会社ダイキアクシス 

    契約金額 

27,500,000円 

    契約年月日及び工期 

     契約年月日 令和元年 6月 7日 

工期 令和元年 6月 10日～令和 2年 3月 21日 

    契約方法 

     指名競争入札 

 

  ○電気設備工事【指摘事項なし】 

内容 

電気設備、照明器具等 

    業者名 

株式会社中電工 松山営業所 

    契約金額 

10,890,000円 

    契約年月日及び工期 

     契約年月日 令和元年 6月 11日 

工期 令和元年 6月 12日～令和 2年 3月 21日 

    契約方法 

     指名競争入札 

 

４ 監査の結果 

   全ての工事の監査をした結果、関係書類は、整備されており、施工等について

も概ね適正に行われていた。 


