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第１ 包括外部監査の概要 

 

１ 包括外部監査の種類 

 

地方自治法第 252 条の 37 第 1 項及び第 2 項に基づく包括外部監査（以下、「外部監

査」という。） 

 

２ 選定した特定の事件 

 

（１）外部監査の対象 

 

東日本大震災後における子育て・教育環境の整備事業について 

 

（２）外部監査対象期間 

 

平成 23 年度及び平成 24 年度 

 

（３）外部監査の実施期間 

 

平成 24 年 7 月 11 日より平成 25 年 3 月 25 日まで 

 

３ 事件を選定した理由 

 

東日本大震災による強震動及び大津波により、学校・幼稚園・保育所などの施設が

甚大なる直接的被害を受けただけでなく、その後の福島第一原発事故による放射線問

題は、特に子どもに対する健康問題をもたらすこととなり、東日本大震災以降、子ど

もをとりまく諸環境は大きく変化することとなった。 

また、現在も仮設住宅等の一時提供住宅に暮らす子供や、市外に避難している子供

が多い状況にあることから、安全で安心して生活できるための環境整備が不可欠であ

り、そのための施策が行政に強く求められているところである。 

未来を担う子どもたちに対して、東日本大震災後の市の各種事業が、適切かつ合理

的に行われているかについて監査することは有意義と思われることから、特定の事件

として選定した。 
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４ 外部監査の方法 

 

（１）監査の要点 

 

震災後の復旧・復興事業が市民（特に子どもに対して）にとって有効であるか否

かの観点から、市の事務執行が関係諸法令・条例等に基づいて迅速、適正かつ合理的

に実行されているか、更に 小の経費で 大の効果をあげる原則、組織及び運営の合

理化に努めるべき原則等を規定する地方自治法第２条第１４項及び第１５項の趣旨

に沿って事業が行われているかどうかについて監査を実施した。 

 

（２）主な監査手続 

 

① 収入・支出関係資料を入手し、資料の閲覧及び所管部署等の関係者への質問及

び分析等により適法性・合規性について検証した。 

② 工事契約書、委託契約書及び実績報告書等の諸書類を入手し、適法性・妥当性・

経済性、有効性等について検証した。 

③ 必要に応じ、現場視察を実施した。 

④ 事務事業のコスト効果等の各種分析を実施した。 

 

（３）監査対象部局等 

 

市民協働部 

保健福祉部 

教育委員会 

 

５ 外部監査の補助者 

 

公 認 会 計 士  石 川  知 子 

公 認 会 計 士  富 樫  健 一 

公 認 会 計 士  高 久  健 一 

公 認 会 計 士  鶴 巻  博 行 
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６ 利害関係 

 

外部監査の対象とした事件につき地方自治法第 252条の 29の規定により記載すべ

き利害関係はない。 

 

※本文中の金額の表示については、原則として表示単位で切り捨て表示をしている。 
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第２ 東日本大震災後の予算・決算状況と復旧・復興に向けた市の取り組み 

 

１ いわき市の予算・決算状況について 

 

（1）市の歳入・歳出決算状況 

平成 23 年度のいわき市の一般会計当初予算は、123,436 百万円であったが、東日

本大震災による災害復旧等への対応のため、13 回にわたる補正予算措置（特別会計、

企業会計の補正予算措置を含む）を講じた結果、決算額は、歳入ベースで 181,302 百

万円（当初予算比 57,866 百万円の増）、歳出ベースで 173,932 百万円（50,496 百万円

の増）に上ることとなった。 

震災前の平成 22 年度決算額と比較してみると、歳出項目全てに及ぶ災害対応支出

は、主に地方交付税、国庫支出金、県支出金によって賄われており、市税収入等の自

前財源の確保は厳しい状況に陥っている。 

 

① 一般会計の実績（歳入） 

（単位：千円） 

款 平成22年度 平成23年度 増減 

市税 45,560,667 42,361,915 △ 3,198,752

地方譲与税 1,514,916 1,459,511 △ 55,405

利子割交付金 124,844 98,954 △ 25,890

配当割交付金 42,412 44,363 1,951

株式等譲渡所得割交付金 11,784 9,265 △ 2,519

地方消費税交付金 3,131,480 3,124,464 △ 7,016

ゴルフ場利用税交付金 191,786 100,989 △ 90,797

自動車取得税交付金 271,717 224,775 △ 46,942

地方特例交付金 513,878 419,405 △ 94,473

地方交付税 22,050,595 39,539,895 17,489,300

交通安全対策特別交付金 81,563 78,958 △ 2,605

分担金及び負担金 1,467,092 1,231,121 △ 235,971

使用料及び手数料 2,528,582 2,227,840 △ 300,742

国庫支出金 16,170,657 35,925,308 19,754,651

県支出金 6,708,416 21,294,333 14,585,917

財産収入 271,931 481,970 210,039
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寄附金 27,183 125,342 98,159

繰入金 3,275,622 6,838,828 3,563,206

繰越金 4,840,902 4,501,006 △ 339,896

諸収入 8,144,080 9,838,210 1,694,130

市債 9,203,183 11,375,608 2,172,425

歳入合計 126,133,290 181,302,060 55,168,770

 

② 一般会計の実績（歳出） 

（単位：千円） 

款 項 平成22年度 平成23年度 増減 

1 議会費 633,805 754,814 121,009

2 総務費 17,189,690 37,907,386 20,717,696

3 民生費 41,145,213 48,260,581 7,115,368

4 衛生費 12,044,868 17,753,735 5,708,867

5 労働費 129,910 198,116 68,206

6 農林水産業費 2,330,030 2,946,018 615,988

7 商工費 6,536,859 7,316,205 779,346

8 土木費 11,134,441 17,038,069 5,903,628

9 消防費 3,306,920 8,744,004 5,437,084

10 教育費 10,820,093 11,417,139 597,046

11 災害復旧費 78,762 4,931,921 4,853,159

12 公債費 16,290,724 16,664,380 373,656

13 諸支出金 0 0 0

14 予備費 0 0 0

歳出合計 121,641,315 173,932,369 52,291,054

 

 

（2）市の歳入・歳出状況 

震災による災害復旧に一定の目途が立ち、本格的に災害復興に取り組む平成 24 年

度の一般会計予算は、前年度に増して更に厳しい状況となっている。 

平成 23 年度歳入決算額と平成 24 年度当初予算額を比較してみると、9,491 百万円

の予算上の減少はみられるとともに、大部分が、復興事業に伴い平成 22 年度歳出決

算額からの増加となる 50,170 百万円は、前年度と同様、主に地方交付税、国庫支出

金、県支出金によって賄われており、市税収入の更なる減少等が見込まれるなか、一
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般会計事務事業の遂行の財源確保は厳しい状況が予想された。 

このように厳しい状況が予想されたなか、市は、平成 24 年度予算編成方針におい

て、復旧・復興への取組を 優先すると同時に、財政の健全化・事業の選択と集中・

各部の主体的な取組を推進する基本的考えを表明している。 

 

 

平成 24 年度予算編成方針の概要（抜粋） 

Ⅱ 予算編成の基本的考え方 

未曾有の大災害からの復旧・復興に向けた歩みを加速するための施策に全力を挙げて

取り組む必要がある。 

一方で、震災の影響に伴い、市税収入が大幅に減少することにより、一般財源の確保

が大変厳しい状況にある中、社会保障関係経費が増加するほか、公債費が高い水準で

推移する。 

これらの状況を踏まえ、ゼロベースの視点に立ち、行財政の簡素・効率化や経費の節

減・合理化に努める ことにより、将来にわたり持続可能な行財政運営を目指し、市

民福祉の増進と将来世代への責任を同時に果 たしつつ、収支の均衡を図る。 

 １ 復旧・復興を 優先 

◇復旧・復興への取組を 優先として、世界に誇る復興再生モデルとなる持続可能な

まち「いわき」を創るための施策を推進する。 

 ２ 財政の健全化を推進 

◇基金原資の取崩しの実施や遊休資産の処分の推進などにより、自主財源の確保に努

める。 

◇行財政改革の効果額を償還財源とする行政改革推進債や、人件費削減の効果額を償

還財源とする退職手当債を活用する。 

◇新・市総合計画後期基本計画に掲げる定員目標の達成に向け、職員数の適正化に努

める。 

 ３ 事業の選択と集中を推進 

◇真に必要な市民ニーズにこたえるために、既存事業についても積極的に事業効果の

検証を行い、事業の選択と集中を推進し、限られた財源の 適投資を追求する。 

 ４ 各部の主体的な取組を推進 

◇市民サービスの現場にある各部等が市民ニーズを的確に捉え、ゼロベースの視点に

立った自主的・主体的な事業の重点・選別化を推進する。 
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① 一般会計の比較（歳入） 

（単位：千円） 

款 平成23年度実績 平成24年度予算 増減 

市税 42,361,915 39,759,392 △ 2,602,523

地方譲与税 1,459,511 1,394,888 △ 64,623

利子割交付金 98,954 94,147 △ 4,807

配当割交付金 44,363 41,233 △ 3,130

株式等譲渡所得割交付金 9,265 10,264 999

地方消費税交付金 3,124,464 3,184,110 59,646

ゴルフ場利用税交付金 100,989 115,839 14,850

自動車取得税交付金 224,775 309,008 84,233

地方特例交付金 419,405 187,173 △ 232,232

地方交付税 39,539,895 27,870,808 △ 11,669,087

交通安全対策特別交付金 78,958 80,000 1,042

分担金及び負担金 1,231,121 1,529,419 298,298

使用料及び手数料 2,227,840 2,435,696 207,856

国庫支出金 35,925,308 25,520,714 △ 10,404,594

県支出金 21,294,333 29,725,031 8,430,698

財産収入 481,970 355,779 △ 126,191

寄附金 125,342 21,658 △ 103,684

繰入金 6,838,828 14,330,300 7,491,472

繰越金 4,501,006 1,000,000 △ 3,501,006

諸収入 9,838,210 8,583,771 △ 1,254,439

市債 11,375,608 15,261,788 3,886,180

歳入合計 181,302,060 171,811,018 △ 9,491,042

 

② 一般会計の比較（歳出） 

（単位：千円） 

款 項 平成23年度実績 平成24年度予算 増減 

1 議会費 754,814 767,400 12,586

2 総務費 37,907,386 13,409,258 △ 24,498,128

3 民生費 48,260,581 46,307,407 △ 1,953,174

4 衛生費 17,753,735 24,072,493 6,318,758
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5 労働費 198,116 315,017 116,901

6 農林水産業費 2,946,018 5,649,285 2,703,267

7 商工費 7,316,205 8,130,681 814,476

8 土木費 17,038,069 20,654,797 3,616,728

9 消防費 8,744,004 23,477,213 14,733,209

10 教育費 11,417,139 10,972,030 △ 445,109

11 災害復旧費 4,931,921 1,537,731 △ 3,394,190

12 公債費 16,664,380 16,017,696 △ 646,684

13 諸支出金 0 10 10

14 予備費 0 500,000 500,000

歳出合計 173,932,369 171,811,018 △ 2,121,351
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※平成 22 年度、23 年度は決算額。平成 24 年度は当初予算額である。 
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※平成 22 年度、23 年度は決算額。平成 24 年度は当初予算額である。 
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２ 復旧・復興に向けた市の取り組みについて 

 

市は、東日本大震災による災害復旧・復興へ向け、以下のように復旧・復興計画を策定

し、市民に提示している。 

 

○ 平成 23 年 9 月：「市復興ビジョン」 

市の復旧・復興に向けた考え方やプロセス、さらには目指すべき「復興の姿」

を示す「市復興ビジョン」を策定。 

               

○  平成 23 年 10 月：「市復旧計画」 

公共施設等の復旧に係る工程を示した「市復旧計画」を策定。 

               

○  平成 23 年 12 月：「復興事業計画（第一次）」 

「市復興ビジョン」に基づく具体的な取組みを示す「復興事業計画（第一次）」

を策定。 

               

○  平成 24 年 12 月：「復興事業計画（第二次）」 

市復興事業計画（第一次）に位置づけた取組みについて、市民ニーズや環境

の変化に応じた見通しを行うとともに、本市の復興に欠くことのできない取

組みについて、新たに位置づけるなどして「復興事業計画（第二次）」を策定。 

 

（1）市復興ビジョン及び市復旧計画について 

 

市が策定した、「市復興ビジョン」の概略及び「市復旧計画」における復旧工程表は

以下のようになっている。 

なお、平成 23 年度の外部監査において、上下水道、道路の復旧状況等について監査

を実施している。 
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（いわき市復興ビジョン【概略版】より）
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（「いわき市復旧計画」施設の状況等・【記載例】より） 
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（2）復興事業計画について 

 

市は平成 23 年 12 月に、いわき市復興事業計画（第一次）（～日本の復興を「いわき」から）

を策定・公表しているが、当該計画に掲げられている取組みの柱となる概略は以下のとおりで

ある。 

○ 取組みの柱１ 被災者の生活再建 

○ 取組みの柱２ 生活環境の整備・充実 

○ 取組みの柱３ 社会基盤の再生・強化 

○ 取組みの柱４ 経済・産業の再生・創造 

○ 取組みの柱５ 復興の推進 

 

このうち、生活環境の整備・充実を掲げる取組みの柱２では、以下の様に謳われている 

 

生活環境の整備・充実 

医療・福祉体制の強化、子育て・教育環境の整備、地域力の強化など、安心して暮らすこ

とができる生活環境の整備・充実や災害対応力の強化に取り組みます。 

 

東日本大震災は、千年に一度といわれる大地震、大津波に加え、原子力発電所事故が重なっ

た未曾有の複合災害であり、市民の安全・安心が大きく損なわれることとなりました。 

そのため、災害対応力を高める観点から、地震や津波による被害の実態を十分に踏まえ、原

子力災害への対応も視野に入れた「市地域防災計画」の見直しを行うとともに、震災記録の

保存と継承を図るほか、放射線量の高い地域を中心に計画的な除染を推進し、安全・安心の

大限の確保に努めます。 

また、疲弊した地域医療体制の整備・充実を図るため、引き続き、医師の確保や育成に努め

るとともに、救命救急センターの運営や休日・夜間の診療の確保を行うほか、新病院の早期

建設を推進しながら、県立医科大学と連携した放射線医学に係る連携支援体制を構築します。 

さらに、被災した児童生徒の通学支援や防災キャンプを実施するとともに、心と体を元気に

する取組みとして、市内小学校の体育館を開放することによるスポーツ機会の提供、公立保

育所を開放することによる安心して遊べる場所の提供など、教育・福祉環境の整備・充実に

努めるほか、地域における安全・安心を確保していく観点から、市民団体等が行う様々な地

域活動の支援を図ります。 
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また、「生活環境の整備・充実」に対する取組みとしては、以下の 8つに分類がなさ

れている。 

① 地域防災計画の見直し等 

② 医療体制の整備・充実 

③ 教育環境の整備・充実 

④ 福祉環境の整備・充実 

⑤ 地域活動の支援等 

⑥ 芸術・文化活動の充実 

⑦ 震災記録の保存と承継 

⑧ 放射線量低減への取組み 

 

この分類では、子どもに係る諸事業の取組みとしては、以下のものが挙げられている。 

（ⅰ）教育環境の整備・充実（③）について 

・被災した小・中学生の就学費用の援助 

・奨学資金の貸与 

・児童・生徒の学校生活に関する支援 

・被災児童生徒への通学支援 

・スクールカウンセラー等による心のケア 

・青少年及び心身の発達の遅れがある子ども等に対する相談支援等の実施 

・学力向上に向けた取り組みの推進 

・特別支援教育の充実 

・放射線教育の充実 

・道徳教育の推進 

・体力向上に向けた取り組みの推進 

・食育の推進 

・防災教育の推進 

・放課後子ども教室の実施 

・子どもに対する屋外活動機会の提供 

・避難所体験合宿（防災キャンプ）の実施 

・学校施設の耐震化の実施 

・被災した小中学校の復旧 

・学校給食共同調理場施設の計画的な整備 

・安心して遊べる場所の提供 

・被災乳幼児と家族の心のケア 

・保育所児童の心のケア 

・被災した公立保育所の復旧 
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（ⅱ）放射線量低減への取組み（⑧）について 

・除染の実施 

 

以下、復興事業計画等に基づき、子どもに係る諸事業について監査の結果を述べる。 
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第３ 監査の結果 

 

１ 被災した小・中学生の就学費用の援助について 

（１）目的及び市復興事業計画への位置づけ 

東日本大震災により被災した児童生徒が継続的かつ円滑に義務教育を受けること

が出来るよう、当該保護者に対して学用品費や給食費などの就学に必要とされる経費

の援助を行うもの。 

 

取組名【所管部名】 取組内容 区分 H23 H24 H25 H26 H27 

被災した小・中学生の

就学費用の援助 
東日本大震災により被災

し、就学困難となった児童

生徒が円滑に義務教育を

受けられるよう学用品費

や給食費等を援助する。 

取
組
期
間

          

          

          

  
【教育委員会】 

事業区分 

既存・継続 

 

（２）平成 23 年度の対象者 

① 震災時点でいわき市内に居住していた者 

市の「り災証明書」により、「全壊」「大規模半壊」「半壊」の判定を受けた者、ま

たは主たる生計者が失業等をしている者。 

② 震災時点でいわき市外に居住していた者 

原子力災害による警戒区域等に居住していたほか、居宅が全壊になった等により

本市へ避難する合理的理由がある者。 

 

（３）支給対象経費 

経費名称 定義 
支給額 

小学校 中学校 

学用品費 
児童生徒が通常必要とする学用品または

その購入費 
年額11,100円 年額21,700円 

通学用品費 
児童生徒（１年生以外）が通常必要とする

通学用品またはその購入費 
年額2,170円 

活
動宿泊無 

宿泊を伴わない児童生徒の校外活動の実

施に必要な交通費及び見学料 
年額1,510円 年額2,180円 
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経費名称 定義 支給額 

活

動 
宿泊有 

宿泊を伴う児童生徒の校外活動の実施に

必要な交通費等（年１回限り） 

実費額 

（上限3,470円） 

実費額 

（上限5,840円） 

新入学 

学用品費 

第１学年の児童生徒が通常必要とする学

用品及び通学用品またはその購入費（年度

当初在籍時１回限り） 

年額19,900円 年額22,900円 

修学旅行費 

修学旅行（小学校または中学校を通じて各

１回に限る）に参加するために直接必要な

交通費、宿泊費、見学料等 

実費額 

（各校9,000円上限） 

実費額 

（各校55,000円上限）

学校給食費 学校給食法に定める給食費 実費額 実費額 

 

（４）対象児童生徒数 

① 小学校 1,766 人 

② 中学校 1,126 人 

 

（５）支給実績（平成 23 年度決算額） 

                    （単位：円） 

財源内訳 小学校分 中学校分 合計 

県支出金 96,226,000 98,040,000 194,266,000 

一般財源 458 704 1,162 

合計 96,226,458 98,040,704 194,267,162 

※「福島県被災児童生徒等就学支援事業補助金」により 10/10 が県より補助されること

から、一般財源（市負担分）は県補助金の千円未満切捨て部分である。 

 

（６）支給対象者について 

（指摘） 

県の補助金交付要綱では、当該補助金の趣旨をその第１条において次のように定義

している。 

 

「福島県被災児童生徒等就学支援事業補助金交付要綱」（抜粋） 

（趣旨） 

第 1条「福島県教育委員会は、東日本大震災により被災し、経済的理由により就園

又は就学が困難な幼児又は生徒に対して、市町村が必要な就園又は就学の支

援を行う場合に、市町村に対し、…（中略）…補助金を交付する。」 

 

上記の定義から明らかなとおり、当該補助金は東日本大震災を原因とする経済的困難
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者を対象としている。 

平地区の小学校7校の就学援助費支給申請書綴りから申請書241件の実態を調査し、

この 241 件の支給対象者を、①住民登録がいわき市以外（いわき市への避難者）、②い

わき市民・半壊以上、③就労困難等の 3つに区分すると以下のとおりとなった。 

 

支給該当区分 件数 

① 住民登録がいわき市以外 184 

② いわき市民・半壊以上 45 

③ 就労困難等 12 

 

 このうち、①の住民登録がいわき市以外の対象者は、り災証明により、③就労困難

等については、民生児童委員等による意見書により補助対象適格性は明確であるが、

②いわき市民・半壊以上については、支援の目的・趣旨に照らして疑問と思われる申

請が散見される。 

 

学校 申請書内容等 

A 半壊 母教員、父収入 16 百万円 

B 半壊 両親教員 収入計 14 百万円 

B 半壊 前年所得 6.5 百万円 

C 半壊 仕事は通常 

D 半壊 父 5百万円 

D 半壊 休業予定 

E 半壊 東電広野社員 

E 半壊 自営 

E 半壊 父 5百万円 

E 半壊 両親収入計 7.3 百万円 

F 半壊 父 4.6 百万円 

G 半壊 父私立高校 母小学校 収入計 12.9 百万円 

G 半壊 両親教員 収入計 13 百万円 

 

 上表からは、経済的困難性は殆ど考慮されず、専ら「半壊」の事実のみで支援が行

われているのが分かる。 

また、申請者の扶養者の職業が教員である場合が目立っている。当該申請が学校を

通じて行われていることから、教員から生徒・児童らへの申請についての説明が適切

であったのかといった疑義も浮かんでくる。 

 いずれにせよ、経済的理由に起因しない支援はすべきものではない。 
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（参考）他の被災地の判断基準 

 震災時点市民 市外からの避難者 

相馬市 
申請書及びり災証明の提出により損

壊度合いが低い世帯は所得で判断 
申請書及びり災証明により認定 

郡山市 － 申請書のみ 

福島市 － 申請書のみ 

 

 

２ 奨学資金の貸与について 

（１）市復興事業計画への位置づけ 

取組名【所管部名】 取組内容 区分 H23 H24 H25 H26 H27 

奨学資金の貸与 

経済的理由により修学困難

となった学生に対して、無利

子で奨学資金を貸与する。 

取
組
期
間

          

          

          

 
【教育委員会】 

事業区分 

既存・継続 

 

市は寄附のあった資金を基金として積み立て、それらの基金を効率的に運用し、奨学資

金として貸与している。運用している基金は以下の 21 基金で、平成 23 年度末における貸

付残高は 311 百万円で、471 名が利用している。 

 

・田子辰雄奨学資金貸与基金 

・新妻茂三郎奨学資金貸与基金 

・白土万次郎奨学資金貸与基金 

・佐藤茂奨学資金貸与基金 

・佐藤元信奨学資金貸与基金 

・柳井政平奨学資金貸与基金 

・織内廣子奨学資金貸与基金 

・高橋三意奨学資金貸与基金 

・クリナップ株式会社奨学資金貸与基金 

・大塚静義奨学資金貸与基金 
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・金子松男奨学資金貸与基金 

・株式会社東コンサルタント奨学資金貸与基金 

・志賀久太郎奨学資金貸与基金 

・高木克之奨学資金貸与基金 

・但野武義奨学資金貸与基金 

・船生芳重奨学資金貸与基金 

・白土ミツ奨学資金貸与基金 

・鷺威和雄奨学資金貸与基金 

・日本化成株式会社奨学資金貸与基金 

・株式会社ハニーズ奨学資金貸与基金 

・その他篤志家奨学資金貸与基金 

 

平成 23 年度における、現年度及び過年度の滞納額は下表（「奨学資金滞納率等一覧」）

のとおり約 10 百万円で全債権の 3.3％を占めている。 

市の担当者は専任ではないため、延滞が生じた貸与者や保証人の督促業務を専門的に行

うことは困難であるが、担当者は他の業務と兼務しながら、延滞者に対して書面や電話に

より督促を行い、電話対応や訪問徴収のなかで、延滞者からの事情聴取により、延滞の理

由や収入状況、今後の返還の見通しについて把握に努めるといった状況にある。 

 

 



 22

（２）返還猶予制度の周知について 

（意見） 

東日本大震災の影響により、貸与者においても返還が困難な環境に遭遇しているた

め、市は災害返還猶予制度を設け、市のホームページで「災害等で奨学資金の返還が

困難と認められる場合は、申請によって相当の期間、返還を猶予できます。」と案内し

ている。 

しかしながら、平成23年度及び平成24年度の返還猶予制度の利用実績はなかった。 

ヒアリングの際、「延滞者に対しては電話督促や自宅訪問等を通じて状況把握に努

め、延滞者からの事情聴取にあたっても「震災の可能性」についても配慮しながら行

っている」との説明を受けたが、延滞者だけでなく全ての奨学金利用者が、当該返還

猶予制度を利用する必要がなかったというのは考えづらい。 

市のホームページでの案内や延滞者の状況把握といった手段だけでなく、奨学金利

用者全員に当該返還猶予制度を周知し、利用を積極的に促すべきであると思われる。 

特に、延滞者にとっては返還猶予制度を利用することで、督促による精神的な苦痛

から解放させ、返還への意欲を沸かせることも期待できるのではなかろうか。 

 

（３）市の復興事業計画の意味するもの 

（意見） 

市は「奨学資金の貸与」を市復興事業計画に位置づけ、東日本大震災の被災に伴

う経済的困窮も含め、経済的理由により修学困難となった学生に対して、無利子で

奨学資金を貸与しており、また、被災を理由とした返還猶予も可能となっている。 

ところで、平成 23 年度貸与予算額は 57 百万円であったのに対し、実績貸与額は

51 百万円に留まっているが、市の奨学資金の利用者が増えない理由として以下の要

因があげられる。 

なお、平成 23 年度の一次募集では募集期間の延長も行ったが応募者が募集人数を

満たさず、二次募集も行ったが、利用者の増加はみられなかった。 

 

① 震災を受けた学生対象に給付型の奨学制度が増加している。 

② 平成 23 年度募集の時期が平成 23 年 3 月〜4月と震災の混乱の 中であった。 

③ 学校や他団体で提供する奨学制度のほうが有利な条件である。 

④ 市の復興事業計画では、従来の手続きと従来の要綱に留まっており震災に対応し

た具体策がなかった。 

 

奨学資金の貸与を復興事業計画に位置づける以上、学生の視点に立って、他の奨学

制度と比較しても優位性のある、利用しやすい貸付制度の再設計が望まれる。 
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（４）債権管理体制の整備 

（指摘） 

市の債権管理体制については、平成 22 年度の包括外部監査でも指摘されているとこ

ろであるが、平成 22 年度の報告書の中で抽出された債権は一部回収している案件もあ

るが、ほとんど回収が進んでいない状態である。 

               （単位：円） 

  当初返済期間 終入金日 H23 年度滞納金残高 H22 年度滞納金残高 

1 S63.6〜S63.9  H22.10.26 79,000 90,000 

2 H5.3〜H13.12 H6.4.4 314,000 314,000 

3 H5.3〜H13.12 H24.6.5 278,000 278,000 

4 H9.3〜H18.12 H12.7.5 420,000 420,000 

5 H8.12〜H16.12 H11.8.18 468,000 468,000 

6 H14.1〜H23.1 H24.2.22 270,000 216,000 

7 H13.1〜H22.1 H22.10.27 503,000 513,000 
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（参考） 
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一般的な債権管理の流れとしては、債権が発生し、履行期限が到来しても支払がされな

ければ、督促・催告を実施し、それでも支払われない場合には財産調査の上、差押・換価

処分等の強制徴収手続を取ることとなる。 

債務者に財産が無く強制徴収手続がとれない場合等で回収不能と判断したときに、不納

欠損処理するのが一般的な流れである。 

奨学資金のような私的債権は、差押・換価処分等の先取特権において、①国税及び地方

税、②社会保険料等の公的債権に次ぐ後順位となっている。 

さらに、私的債権として 10 年の時効経過等により債権が消滅することになる。 

奨学資金も市民の税金を源泉としている以上、一般的な債権と同様の債権管理体制を整

備すべきである。 
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３ 被災児童生徒への通学支援について 

（１）目的及び市復興事業計画への位置づけ 

東日本大震災により被災し、遠距離での通学を余儀なくされたほか、通学環境が

悪化した児童生徒が、継続的かつ円滑に義務教育を受けることができるよう、通学

のためのスクールバスの借上げや路線バス利用時の料金補助を行うもの。 

 

取組名【所管部名】 取組内容 区分 H23 H24 H25 H26 H27 

被災児童生徒への

通学支援 

東日本大震災による校舎や

自宅の移転により遠距離で

の通学を余儀なくされた児

童生徒について、バスの借上

げによるスクールバスの運

行や通学に要した公共交通

機関の利用料金を補助する。

取
組
期
間

          

           

          

※H26 年度以降は、一時提供住宅の入居状況

等を勘案して対応を決定予定。 

【教育委員会】 

事業区分 

既存・継続 

 

（２）平成 23 年度の支援内容 

① スクールバスの借上げ 

・利用人数 約 230 人 

・利用台数 5 台（5ルート） 

② 路線バス料金補助 

・対象者数 約 520 人 

 

（３）平成 23 年度に被災により移転した学校と通学支援の状況 

移転した学校 移転先 移転理由 
通学支援の内容 

バス借上げ 定期代補助

久之浜一小 中央台北小 

原子力災害（屋内退避区域）による 

○ ○ 

久之浜二小 郷ヶ丘小 ○ × 

久之浜中 中央台北中 ○ ○ 

豊間小 高久小 周辺地域の津波被害による ○ ○ 

豊間中 藤間中 
津波被害による 

○ ○ 

永崎小 江名小 × ○ 
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（４）支援実績（平成 23 年度決算状況） 

 財源内訳 小学校分 中学校分 合計 

バス借上げ 

県支出金 13,594,600 1,386,700 14,981,300

一般財源 20,780,300 11,942,000 32,722,300

合計 34,374,900 13,328,700 47,703,600

定期代補助 

県支出金 4,131,400 4,893,000 9,024,400

一般財源 14,305,390 6,523,970 20,829,360

合計 18,436,790 11,416,970 29,853,760

 

（５）部活動の取扱いについて 

（指摘） 

 豊間中学校では、冬休み期間中（H24.1.4～1.6）においてもスクールバスの借

上げ実績がある。これは部活動のためのものとの確認がとれた。 

一方、同じく部活動を行っている久之浜中学校では同期間中の借上げ実績はな

い。 

これについては、「通学支援の需用を確認したところ、「必要ない」とのことで

あった。」との説明を監査の際に受けた。 

部活動が学校教育の一環であることには間違いなく、支援対象となるべきもの

である以上、学校間で取扱いが異なるのは、平等性に欠けると言わざるを得ない。 
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４ 子どもに対する屋外活動機会の提供について 

（１）市復興事業計画への位置づけ 

取組名 取組内容 区分 H23 H24 H25 H26 H27 

子どもに対する屋

外活動機会の提供 

子どもたちが屋外での活動

を控えている中で、心身とも

に伸び伸びと自然体験活動

等ができるよう国・県等と連

携しながら、あらゆる機会を

捉えて、子どもに対する屋外

活動機会を提供する。 

取
組
期
間 

          

          

          

 

 

【教育委員会】 

【市民協働部】 

事業区分 

既存・継続 

 

（２）事業の概要 

① ふくしまっ子体験活動応援補助事業（生涯学習課） 

  県が実施している事業であり、当該事業につき各学校等に通知したり、ホームペ

ージで紹介したりした上で屋外活動機会の促進を図っている。 

平成 24 年度は、補助対象者一人当たり宿泊費として一泊 5 千円を上限とし 7 泊

まで補助、交通費・体験活動費として１回の事業について補助対象者１人当たり 2

千円を上限として県より補助される。 

平成 23 年度はいわき地区で 69,612 人が参加している。 

② 兄弟都市いわき市・延岡市ジュニア交流隊（市民協働部） 

  平成 11 年度より行っている青少年交流事業。 

  当初 174 万円の平成 24 年度予算であったが、延岡市からの招待となった。 

③ 子ども夢プロジェクト（市民協働部） 

  宇部市からの招待事業。 

  平成 24 年度予算計上なし 

④ 奄美大島に子どもたちを招待するプロジェクト（市民協働部） 

  NPO 法人からの招待事業。 

  平成 24 年度予算計上なし 

 

（３）より多くの子どもたちへの機会提供について 

（意見） 

個々の事業を見る限りは、取組内容に謳われているように、「子どもに対する屋外活

動機会を提供する」事業であることに間違いはない。ただ、平成 23 年度に 69,612 人が

参加した「ふくしまっ子体験活動応援補助事業」で、いわき地区の平成 24 年度冬季プラ
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ンはスパリゾートハワイアンズ体験プランのみである。 

震災後の多数の子どもたちをとりまく原発問題を抱える環境を考えると、取組内容に

謳われているとおり、「子どもたちが屋外での活動を控えている中で、心身ともに伸び伸

びと自然体験活動等ができるよう…」、より多くの子どもたちが屋外活動に参加できるよ

うな魅力ある企画を市独自で事業化すべきであると思われる。 

 

（参考）市民協働課所管事業（平成 23・24 年度実績） 

① 平成 23 年度事業 

事業名 事業内容 開催日時 
参加者 

人数 対象学年 

兄弟都市いわき

市・延岡市ジュニ

ア交流隊 

地引網 

体験型学習（生物科学） 

キャンプファイヤー 

むかばき山滝トレッキング 

内藤記念館、旭化成展示セン

ター見学 

陶芸体験 

平成 23 年 8月 17 日

～ 

平成 23 年 8月 20 日

（3泊 4日） 

35 名 

被災校 8 校（久之浜一

小、久之浜二小、高久小、

中央台北小、郷ヶ丘小、

豊間小、江名小、永崎小）

の小学 5、6年生 

子ども夢プロジ

ェクト 

秋吉洞、秋吉台散策 

カヌー体験 

クラフト体験 

秋吉洞、秋吉台サファリラン

ド見学 

ココランド山口・宇部（プー

ル）体験 

山口県郷土料理体験 

地引網体験 

石炭アクセサリー製作 

宇部興産見学 

常盤公園周遊コース散歩 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「けん玉、カルタ」

秋吉洞、秋吉台サファリラン

ド見学 

下関市海響館見学 

門司港レトロ散策 

平成 23 年 8月 2日 

～ 

平成 23 年 8月 8日 

（6泊 7日） 

 

平成 24 年 3月 26 日

～ 

平成 24 年 3月 30 日

（4泊 5日） 

40 名 

 

 

 

 

19 名 

被災校 11 校（久之浜一

小、久之浜二小、高久小、

中央台北小、郷ヶ丘小、

豊間小、江名小、永崎小、

植田小、汐見ヶ丘小、錦

東小）の小学 5、6年生

上記小学校の 5、6年生
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② 平成 24 年度事業 

事業名 事業内容 開催日時 
参加者 

人数 対象学年 

兄弟都市いわき

市・延岡市ジュニ

ア交流隊 

むかばき山滝トレッキング 

地引網 

キャンプファイヤー 

内藤記念館見学 

陶芸体験 

天体観測 

平成 24 年 8月 16 日

～ 

平成 24 年 8月 19 日

（3泊 4日） 

34 名 小学 5、6年生 

子ども夢プロジ

ェクト 

秋吉洞、秋吉台散策 

カヌー体験・クラフト体験 

下関市海響館見学 

宇部興産見学 

ときわ公園散策 

ココランド山口・宇部（プー

ル）体験 

平成 24 年 7月 27 日

～ 

平成 24 年 8月 1日 

（5泊 6日） 

29 名 

「ポケモンペンフレス

クール」文通企画に参加

した久之浜一小、永崎小

の小学 5年生 

奄美大島に子ど

もたちを招待す

るプロジェクト 

田村一村記念美術館見学 

奄美まつり（花火大会）見学

舟こぎ競争参加 

金作原原生林散策 

大浜海浜公園（海水浴） 

夜光貝のストラップ製作 

泥染め体験 

大島紬村見学 

ハブのショー観覧 

平成 24 年 8月 3日 

～ 

平成 24 年 8月 6日 

（3泊 4日） 

10 名 小学 6年生 
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５ 避難所体験合宿（防災キャンプ）の実施について 

（１）市復興事業計画への位置づけ 

取組名【所管部名】 取組内容 区分 H23 H24 H25 H26 H27 

避難所体験合宿（防

災キャンプ）の実施 
子どもたちに対する各種体

験活動を盛り込んだ避難所

体験合宿（防災キャンプ）を、

地域と協力しながら実施す

る。 

取
組
期
間 

          

          

          

  
【教育委員会】 

事業区分 

既存・継続 

 

（２）目的 

防災をテーマとした宿泊体験や体験学習プログラムを通して、災害時等の困難な状況

においても、自ら考え、互いに助け合い、生き抜くための知識と体験を提供することに

より、市の復興を担う子どもたちの防災意識を高め、他者を思いやる心や行動できる力

などの“生きる力”を育む。また、事業の企画・運営を地域住民の参画を得ながら実施

することにより、そこで得た知識や経験を学校や地域で生かすことで、防災教育の推進

及び地域防災力の向上、地域の絆づくりにつなげる。 

 

（３）概要 

  ・主催 市教育委員会及び地区実行委員会（公民館職員、教職員、地元関係者等） 

  ・日程 夏休み期間中の 2日間（1泊 2日） 

  ・会場 市内の学校及び公民館等（全 6ブロック） 

  ・活動内容 NPO 法人プラス・アーツが提供する防災体験プログラムのほか、サバイバ

ル体験、非常食、炊き出し体験、避難所宿泊体験等 

  ・対象者 退職地区内の小学 4年生～6年生 

  ・参加費 一人 1,000 円（食糧費及び保険料） 

  ・指導及び当日運営補助の委託先 NPO 法人プラス・アーツ 
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（４）防災キャンプの参加実績 

平成 24 年度のいわき防災サマーキャンプの参加実績は下表のとおりである。 

 

    ※1：地区内の近隣小学校等へ参加を依頼 

※2：現在、公民館で活動しているジュニアリーダー学級の受講者を参加者とする（チラシの作成なし） 

※3：ジュニアリーダー学級と近隣小学校へ依頼 

なお、ホームページ掲載段階で、小名浜・勿来・好間地区については募集を終了している（平成 24 年 6月 29 日現在）

学年別
4年
5年
6年

（合計） 192 185

実施公民館実施地区 募集方法学校数

高久小学校

男子

女子
欠席者参加者募集定員

開催日程

主な活動場所

植田公民館

8月1日～2日

大浦公民館

8月4日～5日

藤原公民館

7月27日～28日

好間公民館

7月30日～31日

22

10

12

5
12
5

8

14

24

16
11
11

18

11

12
13
4

14 11
7

 中央公民館

7月21日～22日

小名浜公民館

7月26日～27日

 四倉（北）地区

 平地区

 小名浜地区

 常磐地区

 好間地区

 勿来地区

29

30

26

38

各32

 小名浜公民館

 藤原公民館

 好間公民館

 植田公民館

 大浦公民館

3

4

15 13

40

22

10
715

12

※1

※3

0

1

5

3

22

18

3
15

※2

※1

※2

※1

2

1

0

1

7

8
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（５）防災キャンプの実施状況 

 （実施状況：四倉地区） 

 

 

（６）募集方法を再考すべきもの 

（意見） 

上表のとおり、いわき防災サマーキャンプの参加者は、6地区中 4地区で募集定員割

れとなっている。これら定員割れをした地区の募集方法をみると、ジュニアリーダー学

級を中心に募集をかけており、特に平地区は参加率が 68.75％であり、参加者の学校数

は 3校に止まっている。 

定員割れの原因としては、初めての事業ということもあり、募集方法以外の様々な

要因も考えられるが、限られた範囲への募集が定員割れの一因であると考えられる。 

市内の子どもたちは、皆東日本大震災を体験しており、参加に積極的な子どもたち

から応募の機会を奪わないよう、市内全域に募集をかけるべきであろう。 
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（参考）〈防災キャンプ募集チラシ：常磐地区〉 
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６ 学校施設の耐震化事業について 

（１）市の復興事業計画への位置づけ 

取組名【所管部名】 取組内容 区分 H23 H24 H25 H26 H27 

学校施設の耐震化

の実施 
学校施設の安全性を高める

ため、耐震化が必要な学校施

設の耐震化を実施する。 

取
組
期
間 

       

          

          

  
【教育委員会】 

事業区分 

既存・継続 

 

（２）監査結果 

① 学校施設の耐震化の実施状況について 

平成 23 年 12 月に策定した「いわき市復興事業計画（第一次）」取組の柱 2 №30

学校施設の耐震化の実施では、従来の学校施設耐震化に係る計画を見直し、概ね平

成 27 年度を目途に、全ての学校施設の耐震化に実施することとしている。 

また、「いわき市学校施設耐震化推進計画」（平成 24 年 4 月）でも、そのことが明

記され、耐震緊急度（※）に応じて優先順位をつけ耐震化に取り組むこととしてい

る。 

※耐震緊急度：耐震化を図る施設の優先順位を決定するための指標、耐震診断の結

果に基づき判定された耐震性能の度合いであり、数字が小さいほど

耐震性が低い。 

 

（表６-１）平成 24 年 4 月 1日現在の耐震化率（耐震性ありの棟数合計/棟数合計） 

種別 耐震化率 

小 中 学 校 校 舎 67.5% 

小 中 学 校 屋 内 運 動 場 64.0% 

小中学校計 66.5% 

幼 稚 園 園 舎 61.5% 

合 計 66.2% 

  

平成 24 年度末までに耐震化が予定されている「耐震緊急度１」（休校等を除く）の

ものは以下（表６-２）のとおりである。 
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（表６-２） 

学校名 建物名 建築年月 耐震緊急度 

草野小学校絹谷分校 校舎 S34.12 1 

湯本第二小学校 屋内運動場 S38.3 1 

小名浜第一中学校 南校舎 S45.3-S46.3 1 

  

平成 27 年度の耐震化の予定は以下（表６-３）のとおりであるが、耐震緊急度が低いも

のとなっており、耐震化推進計画の実施優先度と見合ったものとなっている。 

（表６-３） 

学校名 建物名 建築年月 耐震緊急度 

郷ヶ丘小学校 校舎東 S56.3 5 

赤井小学校 南校舎西 S39.3 6 

大野第二小学校 屋内運動場 S57.2 5 

久之浜第二小学校 屋内運動場 S51.2 5 

好間第三小学校 屋内運動場 S49.3 5 

永戸小学校 屋内運動場 S48.2 5 

永井小学校 屋内運動場 H49.3 5 

鹿島小学校 東校舎 S54.3-S56.2 6 

泉小学校 南校舎 S57.2 6 

渡辺小学校 屋内運動場 S48.6 5 

磐崎小学校 屋内運動場 S48.2 5 

錦東小学校 校舎 S55.2-S55.5 4 

菊田小学校 南校舎 S53.9 5 

勿来第二小学校 校舎東・中央 S51.1-S52.1 6 

川部小学校 屋内運動場 S48.6 5 

平第一中学校 校舎 S54.3-S56.3 5 

平第三中学校 南校舎 S53.3-S53.11 5 

藤間中学校 西校舎 S56.2-S57.2 5-6 

草野中学校 東校舎 S48.10 5 

小白井中学校 屋内運動場 S52.11 5 

内郷第三中学校 屋内運動場 S51.1 5 

湯本第一中学校 校舎 S48.3-S50.3 4 

磐崎中学校 北校舎 S53.2-S54.2 5 

錦中学校 校舎 S54.3-S56.3 5 

石住中学校 屋内運動場 S56.3 5 
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また、四倉小学校（北校舎及び南校舎）は耐震緊急度 2 であるが、屋内運動場（耐震

緊急度 1）の改築工事を平成 25 年度に予定していることから、学校運営及び教育環境に

支障を来さないよう、平成 26 年度に耐震化を実施することとしている。 

 

② 耐震化事業と市立幼稚園再編について 

今回検証したうち、高坂幼稚園に関する契約は以下（表６-４）のとおりである。 

 

（表６-４）                                （単位：円） 

契約件名 事業内容 契約業者名 契約金額 契約種別 契約日 

高坂幼稚園園舎地震補強工事設計委託 園舎地震補強事業 ㈲吉田設計 4,164,300 指名競争 H23.3.14

高坂幼稚園園舎改築工事設計委託 災害復旧事業 ㈲鈴木設計事務所 9,450,000 指名競争 H24.3.23

高坂幼稚園園舎改築工事地質調査委託 災害復旧事業 ㈱いわきコンサルタント 3,147,900 指名競争 H24.6.25

高坂幼稚園園舎解体工事 園舎改築事業 ㈲松本組 7,035,000 指名競争 H24.7.3

高坂幼稚園移転整備工事 災害対策事業 アツシ建設㈱ 760,200 随意契約 H24.3.2

高坂幼稚園移転給排水設備工事 災害対策事業 五十嵐設備㈱ 1,176,000 随意契約 H24.3.12

 

高坂幼稚園については、当初、耐震化設計を計画し実施していたところ、ほぼ同時期に

東日本大震災が発生し、建物や地盤の被害が大きかったことから、解体、建替えの方針に

転換することとなった。 

担当者にこの経緯についてヒアリングしたところ、「被災度区分判定では園舎建物本体の

損壊度は「小破」と判定されたが、「東北地方太平洋沖地震等による構造被災建物に関する

指導書」の中で、石垣のひび割れ補修が必要であり、必要に応じて地盤及び法面を安定化

させるための改良を行うのが望ましいとの意見があった。これを踏まえ、耐震化設計の中

で、法面の調査をしたところ、法面の補修は必須であり、また、補強計画に対する福島県

建築物耐震改修計画評価委員会の評価において、基礎、小屋組みの被災状況から「大破」

に該当するのではないかとの意見がなされ、「改築」が妥当と判断されたことから、耐震化

を中止し、解体、建替えに変更することになった。」旨の回答を得た。 

上記の経緯を踏まえ、抜本的な対策が必要と判断したことから、建替えは、やむを得な

いものと判断する。 

なお、市では市立幼稚園の耐震診断結果及び耐震化状況に応じて、市立幼稚園園舎の耐

震化を順次計画、実施しており、ヒアリングを実施した平成 25 年 1 月時点の、市立幼稚園

の耐震化状況は以下（表６-５）のとおりである。 
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（表６-５） 

学校名 建物名 建築年月 耐震化状況※1 

すずかけ幼稚園 園舎 H8.1 新耐震基準 

西小名浜幼稚園 園舎 H6.2 新耐震基準 

玉川幼稚園 

園舎中央 S49.3 H25 年度耐震化予定 

園舎西 S53.11 H25 年度耐震化予定 

園舎南 S56.3 耐震性あり 

江名幼稚園 園舎 S57.3 新耐震基準 

錦幼稚園 

東園舎 S46.3 平成 24 年度耐震化実施中 

西園舎 S46.3 平成 26 年度耐震化予定 

北園舎 H13.1 新耐震基準 

汐見が丘幼稚園 園舎 S55.3 平成 27 年度耐震化予定 

湯本第一幼稚園 園舎 H4.2 新耐震基準 

湯本第二幼稚園 園舎 S62.3 新耐震基準 

湯本第三幼稚園 園舎 S61.3 新耐震基準 

磐崎幼稚園 

北園舎 S41.3 耐震性あり 

南園舎北 S59.3 新耐震基準 

南園舎南 H11.9 新耐震基準 

藤原幼稚園 
園舎中央 H10.3 新耐震基準 

園舎南 H10.3 新耐震基準 

内町幼稚園 園舎 S52.2 平成 25 年度耐震化予定 

高坂幼稚園 
西園舎 S32.11 平成 24～25 年度耐震化実施中 

東園舎 S53.11 平成 24～25 年度耐震化実施中 

宮幼稚園 園舎 H2.2 新耐震基準 

四倉第一幼稚園 園舎 S39.3 耐震化済 

四倉第二幼稚園 園舎 H12.3 新耐震基準 

四倉第三幼稚園 園舎 S37.3 統廃合検討中 

四倉第四幼稚園 園舎 S56.3 統廃合検討中 

※１ 新耐震基準…現行の耐震基準に基づき設計された施設 

    耐震性あり…旧耐震基準の建築物で、当初より耐震性が確保されている施設 

 

また、市教育委員会では、公立幼稚園の再編について、平成 19 年 11 月 30 日にいわき市

幼児教育振興審議会に諮問し、同審議会は、協議結果を平成 20 年 9 月 29 日に教育長に答

申している。 

市教育委員会では、この答申を受けて、市立幼稚園の再編方法等について検討し、平成
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22 年 12 月に、再編に係る基本的な考え方を示した「公立幼稚園の再編に関する基本方針」

及び基本方針に基づく具体的な再編対象施設や再編方法等を規定した「実施計画」を策定

している。 

この答申及び実施計画における公立幼稚園の再編について、地区別に要約すると以下の

とおりとなる。 

地区別 

答申「公立幼稚園の再編について」

（いわき市幼児教育振興審議会） 

「公立幼稚園の再編に関する基本方

針」に基づく実施計画（いわき市教

育委員会） 

平地区 平地区における公立幼稚園は１園

しかなく、統合対象の幼稚園が無い

ことから、当面、現状のまま各年齢

１学級の幼稚園として運営する。 

－ 

小名浜地区 小名浜地区の現時点の就園者数

は、３園合わせて 300 人であること

及び地区内での設置状況を勘案する

と、１園への集約には時間を要する

ため、段階的な再編が必要である。

終的には、玉川区域に公立幼稚

園を集約していくことが望ましいと

考えるが、周辺に私立幼稚園が数多

くある西小名浜幼稚園の再編に係る

私立幼稚園の受入れ対応についての

協議、逆に私立幼稚園が近隣に存在

しない江名幼稚園の取扱いなど、今

後とも整理しなければならない課題

があることから、周辺の私立幼稚園、

保育所そして地域の方々の理解を深

めながら慎重に進めるべきである。

－ 

勿来地区 勿来地区においては、現在２園の

公立幼稚園があり、約 100 人の園児

が在園しているが、これら２園を集

約するためには、募集人数の調整を

行う必要がある。 

しかしながら、現在の施設は、当

分の間使用が可能であること、汐見

が丘幼稚園のある金山及び小浜周辺

－ 
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地区別 

答申「公立幼稚園の再編について」

（いわき市幼児教育振興審議会） 

「公立幼稚園の再編に関する基本方

針」に基づく実施計画（いわき市教

育委員会） 

の区域には私立幼稚園がないことも

考慮し、将来的には１園への集約は

目指すものの、今後の状況を見なが

ら、当面継続させるものとする。 

常磐地区 常磐地区は、古くから湯本温泉を

中心として発展してきた湯本区域と

近年の高速道路やバイパス道路等の

整備によって開発が進みつつある磐

崎区域の２つに分けて検討する。 

まず、湯本区域における３つの幼

稚園には、現在、合わせて約 130 人

が在園しているが、周辺に比較的規

模の大きい私立幼稚園があるなどの

理由により、２年以上継続して低い

就園率になっている園があり、公立

幼稚園が一定規模を確保し続けるこ

とが難しい状況にあることから、集

約を図る必要がある。また、２園で

約 150 人の園児が在園している磐崎

区域については、磐崎幼稚園と藤原

幼稚園の統合を進め、各年齢で複数

の学級が編成できる規模への集約を

目指すものとする。 

その後については、集約されたい

ずれかを公立幼稚園とするかについ

て、別途協議していくべきと考える。

磐崎幼稚園及び藤原幼稚園につい

ては、一定の規模を有しているもの

の、湯本第二幼稚園と比較的距離が

近い湯本第一幼稚園及び湯本第三幼

稚園については、園児数が減少傾向

にあり、小規模化が懸念されるとこ

ろである。 

このことを踏まえ、湯本第二幼稚

園は、廃止することとし、廃止後の

園児・幼児の受け入れについては、

湯本第一幼稚園及び湯本第三幼稚園

で行うことを基本とする。 

内郷地区 内郷地区については、現在、３園

で約 160 人が在園しており、人数の

上では、先に示したように、今後、

公立幼稚園が目安とする規模と同じ

規模になっている。 

しかし、集約後の施設の設置等の

課題もあるため、当面は、園児数が

内町幼稚園及び高坂幼稚園につい

ては、一定の規模を有しているもの

の、学級編制上は、受け入れが可能

であることから、両園への受け入れ

を基本として、宮幼稚園は廃止する

こととする。 
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地区別 

答申「公立幼稚園の再編について」

（いわき市幼児教育振興審議会） 

「公立幼稚園の再編に関する基本方

針」に基づく実施計画（いわき市教

育委員会） 

少なく混合学級による編成となって

いる宮幼稚園を適正規模確保のため

内町幼稚園、高坂幼稚園のいずれか

の幼稚園に統合した上で、その後、

施設の設置について検討し地域１園

化を図るべきと考える。 

四倉地区 四倉地区には私立幼稚園が無く、

公立幼稚園が４園あり、その在園児

総数は約 150 人となっている。園児

数だけで見た場合、地区１園への集

約が可能と考えられるが、地区が広

域であることから、早急な１園化を

進めることには注意を要する。 

この地区は、四倉、大浦、大野の

３つの区域から成り立っているが、

とりわけ、大野区域にある四倉第三

幼稚園と四倉第四幼稚園の園児数が

少なく、就園率が低い状態が長期間

続いていること、代替施設となる私

立幼稚園、保育所がないことを考慮

し、当面、四倉第三幼稚園と四倉第

四幼稚園について、統合により各年

齢１学級という 低限の集団規模を

確保するものとし、統合後の状況の

推移を見極めて、四倉第一幼稚園と

の集約を検討することが望ましいも

のと考える。 

また、四倉第二幼稚園については、

園舎建築後10年も経過していないこ

とから、当面、継続させ、老朽化し

ている四倉第一幼稚園との集約を視

野に入れて、今後の推移を見守るも

のとする。 

四倉第三幼稚園及び四倉第四幼稚

園は、四倉地区内にあり、両園とも

大野地区に設置していることを踏ま

え、両園を統合することとする。 
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なお、市教育委員会が定める「公立幼稚園の再編に関する基本方針」において、市立幼

稚園の再編の基準として以下のとおり定めている。 

 

≪「公立幼稚園の再編に関する基本方針」≫（一部抜粋） 

２ 再編に当たっての考え方 

（２）再編の基準 

平成 16 年 2 月及び平成 20 年 9 月における市審議会答申において、定員に対し、園児

数が2年続けて50％を割っている状況にある園の再編が必要とされていることを踏まえ、

再編の基準を次のとおりとする。 

① 募集定員に対して、園児数が 2 年続けて 50％を下回っている園を再編の対象とする。 

② なお、①に該当する園であっても、年齢ごとに 2学級の募集を行っている園について

は、再編の対象とせず、定員の見直し（定員の減）を検討する 

 

また、平成 24 年 5 月 1日現在における市立幼稚園の定員、園児数等は以下のとおりで

ある。 

（表６-６）市立幼稚園の定員、園児数等（平成 24 年 5 月 1日現在） 

学校名 定員 募集定員 園児数 教員数 園児数／募集定員

すずかけ幼稚園 90 80 78 4 98% 

西小名浜幼稚園 160 140 112 6 80% 

玉川幼稚園 180 160 137 7 86% 

江名幼稚園 90 80 35 3 44% 

錦幼稚園 90 80 39 4 49% 

汐見が丘幼稚園 90 80 48 5 60% 

湯本第一幼稚園 90 80 44 4 55% 

湯本第二幼稚園 90 80 20 3 25% 

湯本第三幼稚園 90 80 42 4 53% 

磐崎幼稚園 90 80 70 4 88% 

藤原幼稚園 90 80 69 4 86% 

内町幼稚園 90 80 45 4 56% 

高坂幼稚園 160 140 70 4 50% 

宮幼稚園 90 80 18 3 23% 

四倉第一幼稚園 90 80 56 4 70% 

四倉第二幼稚園 90 80 35 3 44% 

四倉第三幼稚園 55 50 15 3 30% 

四倉第四幼稚園 55 50 8 3 16% 
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（意見） 

上記のとおり、各市立幼稚園では募集定員を施設の定員より低く設定しており、再編の

基準としても募集定員を採用している。また、再編の基準として募集定員に対する園児数

が２年続けて 50％を割っていることを要件としている。 

下表（表６-７）に示すように、人口に占める私立幼稚園の園児数の割合が増加傾向にあ

るのに対して、市立幼稚園の園児の割合は低下傾向にある。こうした現状を鑑みれば、私

立幼稚園が対応できる部分については、積極的に役割を移譲し、地域の実情を考慮しなが

らも、市立幼稚園の規模を縮小しつつ、障がい児統合保育や少子化に対応した子育て支援

施策を実施するなど、公私の役割分担を踏まえつつ再編すべきであり、こうした方向性は

「公立幼稚園のあり方について（方針）」（平成 19 年 7 月いわき市教育委員会）にも明示さ

れているところである。 

しかしながら、「再編の基準」として定める要件は、こうした再編を抑制しかねないもの

であり、50％という数値基準にとらわれず、ゼロベースで再編の方向性を検討すべきであ

る。 

 

（表６-７）いわき市人口に占める園児数の割合 

年度 3～5 歳人口 

幼稚園園児数 

 

市立幼稚園 私立幼稚園 

園児数（人）園児数割合 園児数（人） 園児数割合

平成 16 年 10,503 5,854 1,305 12.4％ 4,549 43.3％

平成 17 年 10,203 5,751 1,239 12.1％ 4,512 44.2％

平成 18 年 10,062 5,846 1,191 11.8％ 4,655 46.3％

平成 19 年 9,775 5,617 1,125 11.5％ 4,492 46.0％

平成 20 年 9,549 5,478 1,055 11.0％ 4,423 46.3％

平成 21 年 9,272 5,242 1,019 11.0％ 4,223 45.5％

平成 22 年 9,058 5,162 991 10.9％ 4,171 46.0％

平成 23 年 8,666 4,874 963 11.1％ 3,911 45.1％

平成 24 年 8,221 5,019 941 11.4％ 4,078 49.6％

 

（意見） 

厳しい財政状況や今後も進むであろう少子化、私立幼稚園と公立幼稚園の役割の変化を

勘案すると、答申（公立幼稚園の再編について（いわき市幼児教育振興審議会答申書）平

成 21 年 3 月 28 日）でも示されているように政策と財政負担とは密接不可分の関係にある。 

このような中で、幼稚園園舎の建替えという事業を実施するにあたっては、当然ながら

今後の公立幼稚園の統廃合という市の政策と連動させた取組みが必要である。 

幼稚園の統廃合に当たっては、地域住民や保護者の理解を得ながら慎重に進めるのは当
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然であるが、今回の高坂幼稚園園舎の建替えは、こうした理解を得やすい契機となるので

はないだろうか。 

建替えの対象となる高坂幼稚園の定員は、内郷地区の市立幼稚園の園児数を上回ってお

り、施設面における地域一園化の制約はなく、財政の効率性、経済性という観点からは、

早期に内郷地区の地域一園化に着手すべきである。 

 

「公立幼稚園の再編について（いわき市幼児教育振興審議会答申書）平成 21 年 3 月 28 日」

（一部抜粋） 

Ⅲ 再編に係る具体的な箇所、時期等について 

２ 再編を実施する際の留意点 

（３）公立幼稚園の民営化について 

本審議会の協議過程において、委員より集約された幼稚園こそ民間に移譲していく

べきであるとの意見が示されているところである。このことから、今後の再編に当た

っては、一定の段階において、地域１園に集約する段階において民間への移行につい

ても検討する必要がある。 

（４）財政的視点について 

本審議会の基本的な考え方は、公立幼稚園の地域１園化によってよりよい幼児教育

を地域に提供することにあるが、その一方で今後とも続くと予想される地方財政の厳

しい現実も踏まえる必要がある。 

公立幼稚園の地域１園化にあたっては、再編の過程で既存施設の改修、場合によっ

ては第３の用地を求めて新園舎の建設が迫られることも予想されるが、再編にかかる

新たな財政負担については、その規模を十分に考慮した上で政策の方向性を決めるこ

とが必要である。 

 

（表６-８）内郷地区市立幼稚園の定員、園児数等（平成 24 年 5 月 1日現在） 

学校名 定員（人） 募集定員（人） 園児数（人） 

 内町幼稚園 90 80 45 

 高坂幼稚園 160 140 70 

 宮幼稚園 90 80 18 

内郷地区合計 133 

 

③ 低制限価格について 

ア）工事施工への影響について 

平成 22 年度の包括外部監査でも意見が述べられているが、市では､地方自治法施行令

第 167 条の 10 第 1 項に規定する低入札価格調査制度の導入を行わない中で､ 低制限価

格未満の応札業者を同施行令第 167 条の 10 第 2 項の規定による失格扱いとしている。 
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赤井中学校の進入路整備工事においても、 低制限価格未満による失格が発生し、入

札は合計で 3回実施されたものの、結果として工期は当初の 3か月を維持させることに

なった。 

 

契約件名 赤井中学校進入路整備工事 

指名対象業者 平地区格付 C 31 社 

予定工期 
H22.12～

H23.2 

H23.1～

H23.3 

H23.2～

H23.3（＊） 

入札日 H22.12.17 H23.1.12 H23.1.27 

指名業者数 10 10 11 

入札１回目 

辞退数 3 3 4 

未着数 3 1 2 

低制限価格未満入札数 1 1 － 

比較価格超過入札数 3 5 4 

入札２回目 

辞退数 － 4 － 

未着数 － － － 

低制限価格未満入札数 － － － 

比較価格超過入札数 3 － － 

＊ 3/18 変更契約により工期は 3/18～4/28 

 

（指摘） 

市の工事が､適正に行われていくことを担保するために 低制限価格を設定する意

義はあるが､ 低制限価格の基礎となる工事積算自体が経済環境の変化や新技術、また、

新工法の発達に対応しているかも疑問であることから､低入札価格調査制度を導入し､

低価格での契約を促進し､そして同時に､低価格で入札できる環境変化を把握し､設計

価格の積算に反映させるよう取り組んでいく必要がある。 

 

イ）透明性の確保について 

いわき市においては、発注する建設工事について、適正な施工を確保するとともに、

地域経済・雇用の下支えに資する観点から、地域経済対策の一環として、建設工事の

競争入札に係る 低制限価格制度を採用している。 

また、その設定方法としては、平成 22 年４月１日からの改定により、設定基準を次

のⅰからⅳの合計額とし、設定範囲を予定価格のおおむね 85％～90％とするほか、具

体的な額は、この設定基準により算出された額に、一定の範囲内で調整を加えた上で
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決定することとしている。 

ⅰ．直接工事費 × 95％ 

ⅱ．共通仮設費 × 90％ 

ⅲ．現場管理費 × 90％ 

ⅳ．一般管理費 × 30％ 

 

そこで、今回調査対象とした発注工事の中から、このように設定された 低制限価

格により落札及び契約に影響を及ぼしたものについて検証を行うこととした。 

（工事概要） 

工事名 藤間中学校屋内運動場改築工事 

契約日 平成 24 年 6 月 28 日 

契約期間 平成 24 年 6 月 29 日～平成 25 年 3 月 27 日 

設計額 243,388,950 円 

工事価格 231,799,000 円（設計額÷1.05） 

入札書比較価格 231,790,000 円（予定価格÷1.05） 

予定価格 243,379,500 円 

低制限価格 非公表 

入札書比較 低制限価格 非公表（ 低制限価格÷1.05） 

 

（入札結果） 

入札者 入札額 入札結果 

林興業㈱ 215,000,000 円 落札 

山木工業㈱ 226,800,000 円  

不二代建設・福田組特定建設工

事共同企業体 
Ⓐ（非公表）

「入札書比較 低制限価格」を下

回ったため失格 

 

（設計書の概要） 

項目 設計金額 掛目 掛目後 備考 

直接工事費 188,115,410 円 95％ 178,709,639 円  

共通仮設費 7,503,626 円 90％ 6,753,263 円  

現場管理費 15,818,836 円 90％ 14,236,952 円  

一般管理費 20,361,466 円 30％ 6,108,439 円  

    計 231,799,338 円 － 205,808,293 円  

≒（工事価格） 231,799,000 円 － 205,808,000 円  

消費税 11,589,950 円 － 10,290,400 円  

合計（設計額） 243,388,950 円 － 216,098,400 円 88.78％ 
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上記のように、設定基準に何ら調整を実施しない場合であっても 88.78％（216,098,400

円）となり、予定価格の 85～90％の範囲内に収まることになるが、本件の工事においては

216,098,400 円を下回る金額に 低制限価格が設定されている。 

 

予定価格の 85～90％は 206,872,575 円～219,041,550 であるため、入札書比較 低制限

価格は消費税相当額を控除した 197,021,500 円～208,611,000 円となる。 

このため、 低制限価格が範囲の下限である 206,872,575 円～Ⓑ（Ⓐ×1.05）円に設定

されていた場合には不二代建設・福田組特定建設工事共同企業体が落札者となり、Ⓑ＋1円

～219,041,550 円に設定されていた場合に林興業㈱が落札者となる。 

 

ここで、本件工事の工事契約までの事務処理は以下のような決定プロセスを経ている。 

日時 事務処理 決定内容 

平成 24年 3月 22日

（土木部会） 

一般競争入札参加資格設定調書 ・総合評価方式採用の有無 

・現場代理人の兼任可否 

・単体企業での参加要件 

・特定建設工事共同企業体での

参加要件 

平成 24 年 4 月 3 日 

土木部営繕課起案 

 

平成 24年 4月 17日

いわき市長決済 

起工兼入札執行伺 ・着工予定日 

・竣工期日 

・設計金額 

・工事価格、予定価格 

・現場説明会の要否 

・前金払の範囲 

平成 24年 4月 17日 いわき市公告第 9号 ・上記事項 

・ 低制限価格を設定する旨 

いわき市長決定 予定価格書（いわき市長の封印に

より封入） 

低制限価格 

平成 24年 5月 16日 入札期日 落札人、落札価格 

 

（意見） 

上記のように、本件の発注工事においては、 低制限価格の設定如何によって落札者が

異なることとなる。 

一方で、 低制限価格の決定プロセスが不明瞭であるほか、いわき市においては 低制

限価格を事前、事後ともに非公表としていることから、 低制限価格の決定に疑念を抱か

せる余地が大きい。 

下表に示したように、福島県内の各市においては 低制限価格（又は低価格調査基準価
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格）を非公表としている自治体が多いものの、同規模自治体である中核市においては大部

分の自治体で事後公表を行うことによって、入札及び契約の透明性を高めている。 

また、総務大臣及び国土交通大臣から各都道府県知事宛（市町村担当課、契約担当課扱

い）の通知「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」（平成 23 年 8 月 25 日）に

おいても、 低制限価格を公表する場合には、事後公表とすべき旨が要請されているとこ

ろである。 

入札及び契約の透明性を高める観点からは、「入札執行伺」において 低制限価格を明示

的に決定するとともに、当該 低制限価格を事後公表とすることを検討すべきである。 

 

 

≪「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」（総行行第 126 号、国土入企第 14

号（平成 23 年 8 月 25 日））各都道府県知事宛（市町村担当課、契約担当課扱い）≫ 

（一部抜粋） 

Ⅰ．緊急に措置に努めるべき事項 

次の事項は、法第１６条に基づく努力義務のある事項を定めた指針の中でも、特に

緊急に措置に努めるべき事項であり、各地方公共団体の長は、公共工事の入札及び契

約の適正化が各発注者を通じて統一的、整合的に行われることによって、初めて公共

工事に対する国民の信頼が確保しうるものであることを踏まえて、速やかにそれぞれ

の措置を講ずるようお願いします。 

３．予定価格等の事前公表の見直し 

低入札価格調査基準価格及び 低制限価格については、その事前公表により、当

該近傍価格へ入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の入札者のくじ引きによ

る落札等が増加する結果、適切な積算を行わずに入札を行った建設企業が受注する

事態が生じるなど、建設企業の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じ

うること、地域の建設業の経営を巡る環境が極めて厳しい状況にあることにかんが

み、事前公表は取りやめ、契約締結後の公表とすること。 

予定価格についても、その事前公表によって同様の弊害が生じかねないこと等の

問題があることから、事前公表の適否について十分に検討した上で、弊害が生じた

場合には速やかに事前公表の取りやめ等の適切な対応を行うものとすること。 

この際、入札前に入札関係職員から予定価格、低入札価格調査基準価格又は 低

制限価格を聞き出して入札の公正を害そうとする不正行為を抑止するため、外部か

ら入札関係職員に対する不当な働きかけ又は口利き行為があった場合の記録・報

告・公表の制度を導入する等、談合等に対する発注者の関与の排除措置を徹底する

こと。 
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（表６-９）国土交通省「入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果について」（平成

24 年 6 月 25 日）より「 低制限価格制度を採用している場合の公表時期について」 

区 分 事後公表 
事後公表及び 

事前公表を併用
事前公表 非公表 

原則非公表、 

一部事後公表 

原則非公表、

一部事前公表

国 － － － － －  －

特殊法人等 － － － － －  －

地方 

公共 

団体 

都道府県 81.0％ － 4.8％ 14.3％ － －

指定都市 84.2％ － 15.8％ － － －

市区町村 47.2％ 2.8％ 13.6％ 33.9％ 1.8％ 0.6％

小計 48.8％ 2.7％ 13.4％ 32.8％ 1.8％ 0.6％

計 48.8％ 2.7％ 13.4％ 32.8％ 1.8％ 0.6％

 

（表６-10）国土交通省「入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果について」（平成

24 年 6 月 25 日）より「低入札価格調査基準価格の公表時期について」 

区 分 事後公表 
事後公表及び 

事前公表を併用
事前公表 非公表 

原則非公表、 

一部事後公表 

原則非公表、

一部事前公表

国 78.9％ － － 15.8％ 5.3％  －

特殊法人等 97.6％ － － 1.6％ 0.8％ －

地方 

公共 

団体 

都道府県 80.9％ － 4.3％ 14.9％ － －

指定都市 89.5％ － 10.5％ － － －

市区町村 51.2％ 2.0％ 9.6％ 35.5％ 1.3％ 0.3％

小計 54.4％ 1.8％ 9.3％ 33.0％ 1.2％ 0.3％

計 61.7％ 1.5％ 7.6％ 27.8％ 1.2％ 0.2％

 

（表６-11）国土交通省「入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果について」（平成

24 年 6 月 25 日） 

（中核市を抜粋） 

中核市名 

ダンピング対策 低入札価格調査基準価格又

は 低価格の公表時期 低入札価格調査制

度のみ採用 

低価格制

度のみ採用 

低入札価格調査制度と

低価格制度を併用 

函館市   ○ 事後公表 

旭川市   ○ 非公表 

青森市   ○ 非公表 

盛岡市  ○  事後公表 

秋田市   ○ 事後公表 
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中核市名 

ダンピング対策 低入札価格調査基準価格又

は 低価格の公表時期 低入札価格調査制

度のみ採用 

低価格制

度のみ採用 

低入札価格調査制度と

低価格制度を併用 

郡山市  ○  非公表 

いわき市  ○  非公表 

宇都宮市   ○ 事後公表 

前橋市   ○ 事後公表 

川越市  ○  事後公表 

船橋市   ○ 事前公表 

柏市   ○ 事前公表と事後公表を併用

横須賀市  ○  事後公表 

富山市 ○   事後公表 

金沢市   ○ 事後公表 

長野市   ○ 事後公表 

岐阜市   ○ 非公表 

豊橋市   ○ 事後公表 

岡崎市   ○ 事後公表 

豊田市   ○ 事後公表 

大津市  ○  事後公表 

高槻市   ○ 事前公表と事後公表を併用

東大阪市  ○  事前公表 

姫路市   ○ 事後公表 

尼崎市  ○  事後公表 

西宮市   ○ 事前公表と事後公表を併用

奈良市   ○ 事後公表 

和歌山市   ○ 事前公表と事後公表を併用

倉敷市   ○ 事前公表と事後公表を併用

福山市  ○  非公表 

下関市   ○ 事後公表 

高松市  ○  事後公表 

松山市   ○ 事後公表 

高知市  ○  事後公表 

久留米市   ○ 事前公表 

長崎市  ○  事前公表 

熊本市   ○ 事後公表 
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中核市名 

ダンピング対策 低入札価格調査基準価格又

は 低価格の公表時期 低入札価格調査制

度のみ採用 

低価格制

度のみ採用 

低入札価格調査制度と

低価格制度を併用 

大分市  ○  事後公表 

宮崎市  ○  事後公表 

鹿児島市   ○ 非公表 

 

（表６-12）国土交通省「入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果について」（平成

24 年 6 月 25 日） 

（福島県内各市を抜粋） 

福島県内各

市名 

ダンピング対策 低入札価格調査基準価格又

は 低価格の公表時期 低入札価格調査

制度のみ採用 

低価格制

度のみ採用 

低入札価格調査制度と

低価格制度を併用 

福島市   ○ 非公表 

会津若松市  ○  事後公表 

郡山市  ○  非公表 

いわき市  ○  非公表 

白河市   ○ 非公表 

須賀川市  ○  事後公表 

喜多方市  ○  非公表 

相馬市 － － － － 

二本松市  ○  非公表 

田村市  ○  非公表 

伊達市  ○  事後公表 

本宮市  ○  非公表 
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（表６-13）国土交通省「入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果について」（平成

24 年 6 月 25 日）より「低入札価格調査制度・ 低制限価格制度の導入について」 

区分 
低入札価格調査

制度のみ導入 

低入札価格調査制度及び

低制限価格制度を併用 

低制限価格制

度のみ導入 

いずれの制度も導

入していない 

国 100.0％ － － －

特殊法人等 98.4％ 0.8％ － 0.8％

地方 

公共 

団体 

都道府県 10.6％ 89.4％ － －

指定都市 － 100.0％ － －

市区町村 9.5％ 25.6％ 50.2％ 14.8％

小計 9.4％ 28.0％ 48.4％ 14.2％

計 16.1％ 26.0％ 44.7％ 13.2％

 

ウ）低入札価格調査制度の導入について 

（意見） 

低制限価格制度は、工事・製造その他についての請負契約において、当該契約の

内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるとき、あらかじめ 低制

限価格を設けた上で、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をも

って申込みをした者のうち 低の価格をもって申込みをした者を落札者とするもの

（地方自治法施行令 167 の 10②）である。 

また、低入札価格調査制度は、工事・製造その他についての請負契約において、①

予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価

格ではその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める

場合、又は②その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ

れがあって著しく不適当であると認める場合には、 低価格の入札者を落札者とせず

に、次に低い価格で申込みをした者を落札者とするもの（地方自治法施行令 167 の 10

①）である。 

両制度は、いずれもダンピングによる不正な競争を抑止し、工事の適正な施行の確

保や地域経済における建設業の経営基盤の確保を図るものである。 

一方で、 低制限価格制度を採用する場合において、意図する業者に 低制限価格

を教えれば、その業者に落札させることが確実にできることとなるほか、 低制限価

格を設けた場合の競争入札参加者は、 低制限価格を正確に推知することにからんで

業者及び発注担当者の不正を生みだす余地が多くなる弊害を有する制度ともいわれて

いる。 

こうしたことを背景として、 低入札価格制度は会計法等では認められておらず地

方自治法施行令によってのみ認められていることから、多くの地方自治体で採用され

ているものの、国及び特殊法人等における入札は全て低入札価格調査制度が採用され
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ている。 

しかしながら、こうした 低入札価格制度の弊害や低入札価格制度の採用による財

政の効率性を重視し、近年、地方自治体においても低入札価格調査制度を採用する自

治体が増加している。 

元来、 低入札価格制度の意義は、工事の適正な施工と建設業者の健全な財務基盤

を確保することを目的としている以上、こうした目的を達成するために競争に一定の

制約を設ける意義が乏しい場合には、経済性や競争性を重視し、低入札価格調査制度

を採用すべきであろう。 

本件の工事では建築一式工事における等級別格付「特 A」（共同企業体の場合は「A」）

を入札参加要件としており、入札参加者はいずれも工事の施工実績や財務基盤の懸念

が少ない建設業者であり、 低入札価格をわずかに下回る入札参加者を排除する意義

に乏しい入札であろう。 

したがって、等級別格付「特 A」を入札参加資格とするなど入札参加に一定の厳しい

制約を設ける工事については、いわき市においても低入札価格調査制度の採用を検討

すべきである。 

 

≪「地方公共団体の公共工事に係る入札・契約手続及びその運用の更なる改善の推進につ

いて（建設省経入企発第 12 号、自治行第 35 号）」（平成 10年４月１日）≫（一部抜粋） 

 建設省及び自治省においては、これまで、平成５年 12 月 21 日の中央建設業審議会建議

「公共工事に関する入札・契約制度の改革について」及び平成５年 12 月 24 日に取りまと

められた「建設省・自治省入札・契約手続改善推進協議会報告書」に沿って、公共工事に

係る入札・契約手続及びその運用の改善を早急に実施されるよう、数度の通知により要請

を行ってきたところである。 

 今般、平成 10 年２月４日に、中央建設業審議会から関係各庁に対して建議（「建設市場

の構造変化に対応した今後の建設業の目指すべき方向について」）が行われ、入札・契約制

度の更なる改善などについて所要の措置を講じるよう要請されたところであり、さらに、

平成 10 年３月 31 日には、「規制緩和推進３か年計画」が閣議決定され、その中に、平成９

年 12 月 12 日の行政改革委員会 終意見を踏まえて、「公共工事の規制の在り方」が盛り込

まれるとともに、それらを地方公共団体に対しても要請することとされたところである（別

添参照）。これらは、公共工事の入札・契約制度について透明性、競争性の一層の向上を図

るなどにより、適正で効率的な公共工事の執行を確保しようとするものである。 

 各都道府県におかれては、平成 10 年２月４日の中央建設業審議会建議及び平成 10 年３

月 31 日に閣議決定された「規制緩和推進３か年計画」の趣旨を十分御理解の上、下記事項

に留意し、公共工事に係る入札・契約手続及びその運用の更なる改善に取り組むとともに、

この旨を貴管内の市町村に周知徹底するようお願いする。 
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４ 低入札価格調査制度への移行及び低入札価格調査の結果の公表 

  低入札価格調査制度は、一定の基準価格を下回る入札があった場合に、その入札価格

で適正な工事の施工が可能であるか否かについて審査する制度であり、入札参加者の企

業努力及び低い価格での落札を促進する観点からは、一定の基準価格を下回る入札を無

条件で排除する 低制限価格制度よりも望ましい制度であるので、審査体制の整備等の

条件整備を進め、 低制限価格制度から低入札価格調査制度に移行していくこと。 

また、低入札価格調査を実施した工事については、その結果を公表すること。 

 

（３）監査の対象とした契約 

監査において検証した工事請負契約は以下のとおりである。 

なお、検証対象は 500 千円以上に限定している。 

（単位：円） 

No 契約件名 事業内容 契約業者名 契約金額 契約種別

1 いわき市立平第二小学校校舎地震補強工事(継続費) 校舎地震補強事業 
不二代建設福田組
JV 272,160,000 一般競争

2 平第二小学校仮設校舎解体工事 校舎地震補強事業 ㈱福田組 714,000 随意契約

3 平第二小学校仮設渡り廊下撤去工事 校舎地震補強事業 大綱建設㈱ 761,250 随意契約

4 いわき市立貝泊小中学校校舎地震補強工事 校舎地震補強事業 ㈱渡辺組 141,756,300 一般競争

5 いわき市立貝泊小中学校校舎地震補強電気設備工事 校舎地震補強事業 ㈲本田電気工事 7,917,000 指名競争

6 いわき市立草野小学校絹谷分校校舎地震補強工事 校舎地震補強事業 ㈱福田組 42,743,950 指名競争

7 草野小学校絹谷分校仮設校舎情報通信設備工事 校舎地震補強事業 日栄通信工業㈱ 1,270,500 随意契約

8 いわき市立小名浜第二小学校校舎地震補強工事(継続費) 校舎地震補強事業 ㈱三崎組 119,175,000 一般競争

9 小名浜第二小学校仮設駐車場設置工事 校舎地震補強事業 三建工業㈲ 997,500 随意契約

10 いわき市立久之浜第一小学校屋内運動場地震補強工事 屋内運動場地震補強
事業 ㈱水中組 12,946,500 指名競争

11 いわき市立好間第二小学校屋内運動場地震補強工事 屋内運動場地震補強
事業 

INTELLIGENT㈱ 9,345,000 指名競争

12 いわき市立田人第一小学校屋内運動場地震補強工事 屋内運動場地震補強
事業 ㈲齋藤工務店 11,232,900 指名競争

13 いわき市立宮小学校屋内運動場地震補強工事 屋内運動場地震補強
事業 ㈱不二代建設 44,100,000 指名競争

14 いわき市立小川小学校屋内運動場地震補強工事 屋内運動場地震補強
事業 ㈱宇佐見建設 15,172,500 指名競争

15 永崎小学校校舎等災害復旧他工事(屋内運動場地震補強工事分） 屋内運動場地震補強
事業 ㈱三崎組 14,179,650 指名競争

16 
永崎小学校電気設備災害復旧工事(屋内運動場地震補強電気設備工
事分） 

屋内運動場地震補強
事業 泉電設㈱ 1,068,450 指名競争

17 いわき市立鹿島小学校屋内運動場地震補強工事 屋内運動場地震補強
事業 ㈱三崎組 3,780,000 随意契約

18 いわき市立上遠野小学校屋内運動場地震補強工事 屋内運動場地震補強
事業 ㈱渡辺組 8,977,500 随意契約

19 いわき市立小玉小学校屋内運動場地震補強工事 屋内運動場地震補強
事業 ㈱宇佐見建設 15,330,000 随意契約

20 湯本第二小学校屋内運動場解体工事 屋内運動場改築事業 常磐開発㈱ 14,876,400 随意契約

21 いわき市立湯本第二小学校屋内運動場改築杭打工事 屋内運動場改築事業 赤塚建設㈱ 19,608,750 一般競争

22 いわき市立湯本第二小学校屋内運動場改築工事(継続費） 屋内運動場改築事業 常磐開発㈱ 183,960,000 一般競争

23 いわき市立湯本第二小学校屋内運動場改築給排水設備工事（継続費） 屋内運動場改築事業 渋谷設備㈱ 3,990,000 指名競争

24 いわき市立湯本第二小学校屋内運動場改築電気設備工事（継続費） 屋内運動場改築事業 泉電設㈱ 15,571,500 一般競争
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No 契約件名 事業内容 契約業者名 契約金額 契約種別

25 いわき市立内郷第一中学校校舎地震補強工事(継続費） 校舎地震補強事業 常磐開発㈱ 117,495,000 一般競争

26 いわき市立内郷第一中学校窓ガラス飛散防止工事 校舎地震補強事業 いわきサッシ㈱ 5,092,500 指名競争

27 内郷第一中学校情報通信設備移設工事 校舎地震補強事業 ㈱綜合通信 798,000 随意契約

28 内郷第一中学校仮設渡り廊下等撤去工事 校舎地震補強事業 根本建設㈱ 1,176,000 随意契約

29 いわき市立小名浜第二中学校校舎地震補強工事 校舎地震補強事業 ㈱三崎組 49,350,000 随意契約

30 小名浜第二中学校窓ガラス飛散防止工事 校舎地震補強事業 ㈱陽建 4,725,000 指名競争

31 いわき市立小名浜第一中学校校舎地震補強工事 校舎地震補強事業 ㈱作山工務所 80,640,000 一般競争

32 いわき市立内郷第一中学校屋内運動場地震補強工事 屋内運動場地震補強
事業 アツシ建設㈱ 23,238,600 指名競争

33 いわき市立平第二中学校屋内運動場地震補強工事 屋内運動場地震補強
事業 (資)鈴建工業 13,646,850 指名競争

34 いわき市立三和中学校屋内運動場地震補強工事 屋内運動場地震補強
事業 堀江工業㈱ 18,282,600 随意契約

35 いわき市立川部中学校屋内運動場地震補強工事 屋内運動場地震補強
事業 櫛田建設㈱ 45,885,000 随意契約

36 赤井中学校進入路整備工事(継続費) 屋内運動場改築事業 太洋開発㈱ 2,986,200 指名競争

37 いわき市立赤井中学校屋内運動場改築特殊基礎工事(継続費） 屋内運動場改築事業 山吉工業㈱ 7,903,350 指名競争

38 いわき市立赤井中学校屋内運動場改築工事(継続費) 屋内運動場改築事業 山木工業㈱ 211,050,000 一般競争

39 いわき市立赤井中学校屋内運動場改築給排水衛生設備工事 屋内運動場改築事業 ㈲平安設備 2,919,000 指名競争

40 いわき市立赤井中学校屋内運動場改築電気設備工事 屋内運動場改築事業 佐川電設工業㈱ 26,124,000 一般競争

41 いわき市立赤井中学校屋内運動場改築外構工事 屋内運動場改築事業 山木工業㈱ 2,231,250 随意契約

42 いわき市立赤井中学校造成工事(Ⅱ期)(継続費) 屋内運動場改築事業 山吉工業㈱ 9,194,850 指名競争

43 赤井中学校校庭整備工事(継続費) 屋内運動場改築事業 赤塚建設㈱ 6,993,000 指名競争

44 赤井中学校屋内運動場解体工事 屋内運動場改築事業 赤塚建設㈱ 11,238,150 指名競争

45 いわき市立赤井中学校市道拡幅工事 屋内運動場改築事業 ㈱眞工業 25,109,700 一般競争

46 いわき市立藤間中学校屋内運動場改築工事 屋内運動場改築事業 林興業㈱ 225,750,000 一般競争

47 いわき市立藤間中学校屋内運動場改築給排水衛生設備工事 屋内運動場改築事業 ㈱高橋設備工業所 3,570,000 随意契約

48 いわき市立藤間中学校屋内運動場改築電気設備工事 屋内運動場改築事業 ㈱ジェイ・ケイ・リ
アルタイム 14,647,500 一般競争

49 藤間中学校屋内運動場解体工事 屋内運動場改築事業 林興業㈱ 15,015,000 随意契約

50 いわき市立錦幼稚園園舎地震補強工事 園舎改築事業 クレハ錦建設㈱ 31,500,000 随意契約
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また、工事請負に係る設計委託等の契約は以下のとおりである。 

なお、検証対象は 500 千円以上に限定している。 

（単位：円） 

 

 

 

 

No 契約件名 事業内容 契約業者名 契約金額 契約種別

1 いわき市立草野小学校絹谷分校校舎地震補強工事設計委託 校舎地震補強事業 ㈲寿設計 4,830,000 指名競争

2 いわき市立小名浜第二小学校校舎地震補強工事設計委託 校舎地震補強事業 ㈲日本興社 4,200,000 指名競争

3 いわき市立上遠野小学校校舎地震補強工事設計委託 校舎地震補強事業 ㈲嵐設計事務所 3,024,000 指名競争

4 いわき市立赤井小学校校舎地震補強工事設計委託 校舎地震補強事業 
平田建築設計事務
所 

6,898,500 指名競争

5 いわき市立錦小学校校舎地震補強工事設計委託 校舎地震補強事業 
㈲吉治総合設計事
務所 

12,054,000 指名競争

6 いわき市立平第五小学校校舎地震補強工事設計委託 校舎地震補強事業 ㈲シー・エヌ・シー 10,920,000 指名競争

7 いわき市立平第二小学校屋内運動場地震補強工事設計委託 
屋内運動場地震補強
事業 

建築設計事務所ター
ジ 

1,270,500 指名競争

8 いわき市立勿来第一小学校屋内運動場地震補強工事設計委託 
屋内運動場地震補強
事業 

㈲寿設計 1,575,000 指名競争

9 いわき市立夏井小学校屋内運動場地震補強工事設計委託 
屋内運動場地震補強
事業 

㈲寿設計 3,150,000 指名競争

10 いわき市立三阪小・中学校屋内運動場地震補強工事設計委託 
屋内運動場地震補強
事業 

㈲開設計 1,638,000 随意契約

11 いわき市立小名浜西小学校屋内運動場地震補強工事設計委託 
屋内運動場地震補強
事業 

建築設計事務所ター
ジ 

4,084,500 随意契約

12 いわき市立勿来第三小学校屋内運動場地震補強工事設計委託 
屋内運動場地震補強
事業 

福島県建築設計
(同)いわき支部 

4,042,500 随意契約

13 いわき市立四倉小学校屋内運動場地震補強工事設計委託 屋内運動場改築事業
㈲佐藤建築設計事
務所 

9,439,500 指名競争

14 いわき市立四倉小学校屋内運動場改築工事地質調査委託 屋内運動場改築事業
㈱東洋コンサルタン
ト 4,169,550 指名競争

15 いわき市立小名浜第一中学校校舎地震補強工事設計委託 校舎地震補強事業 ㈱松崎設計 7,938,000 指名競争

16 いわき市立小名浜第一中学校渡り廊下地震補強工事設計委託 校舎地震補強事業 ㈱松崎設計 3,885,000 随意契約

17 小名浜第二中学校校舎改造他工事設計委託 校舎地震補強事業 ㈲日本興社 1,365,000 指名競争

18 いわき市立玉川中学校校舎地震補強工事設計委託 校舎地震補強事業 
建築設計事務所ター
ジ 

3,307,500 指名競争

19 いわき市立川部中学校屋内運動場地震補強工事設計委託 
屋内運動場地震補強
事業 

本間建築設計事務
所 

1,853,250 指名競争

20 いわき市立小名浜第一中学校屋内運動場地震補強工事設計委託 
屋内運動場地震補強
事業 

㈲いわき創合企画
設計 

1,365,000 指名競争

21 いわき市立差塩中学校屋内運動場地震補強工事設計委託 
屋内運動場地震補強
事業 

㈲寿設計 3,937,500 随意契約

22 いわき市立小名浜第二中学校屋内運動場改築工事地質調査委託 屋内運動場改築事業
㈱佐藤コンサルタン
ト 

2,992,500 指名競争

23 いわき市立藤間中学校屋内運動場改築工事設計委託 屋内運動場改築事業 ㈲日本興社 10,185,000 指名競争

24 いわき市立藤間中学校敷地造成工事設計委託 屋内運動場改築事業 ㈱ヨウタ 1,207,500 指名競争

25 いわき市立藤間中学校屋内運動場改築工事地質調査委託 屋内運動場改築事業
日栄地質測量設計
㈱ 

2,300,550 指名競争

26 いわき市立錦幼稚園園舎地震補強工事設計委託 園舎地震補強事業 
㈲吉治総合設計事
務所 

3,704,400 指名競争

27 いわき市立高坂幼稚園園舎地震補強工事設計委託 園舎地震補強事業 ㈲吉田設計 4,164,300 指名競争

28 いわき市立玉川幼稚園園舎地震補強工事設計委託 園舎地震補強事業 ㈲寿設計 3,578,400 指名競争

29 いわき市立高坂幼稚園園舎改築工事設計委託(継続費） 園舎改築事業 ㈲鈴木設計事務所 9,450,000 指名競争
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７ 被災した小中学校の復旧事業について 

（１）市復興事業計画への位置づけ 

取組名【所管部名】 取組内容 区分 H23 H24 H25 H26 H27 

被災した小・中学校

の復旧 児童生徒が通常の教育環境

に戻れるよう被害の大きか

った豊間中学校、田人中学校

を復旧する。 

取
組
期
間 

          

          

          

  
【教育委員会】 

区分 

既存・継続 

 

（２）復旧状況の概要 

「いわき市復旧計画の進捗状況について」（平成 24 年 3 月 31 日現在）に基づき、被災し

た小中学校の被災額等の状況を集約すると以下のようになっている。 

項目 
総事業費（単位：百万円） 

被害の大きかった箇所 
H23 H24 H25 計 

小学校・校舎等 708 192 - 900

・永崎小-１階水没 

・植田小-校庭地すべり 

・桶売小-校庭地すべり 

小学校・体育館 72 461 175 708 ・植田小-半壊 

小学校・プール 13 - - 13   

中学校・校舎等 319 36 - 355

・豊間中-１階水没 

・四倉中-１階水没 

・小名浜第一中-法面沈下 

・植田中-地盤沈下 

・田人中-地盤沈下 

中学校・体育館 101 - - 101

・豊間中-水没 

・泉 中-半壊 

・植田中-中壊 

・田人中-半壊 

中学校・プール 2  - - 2
・田人中-全壊 

・豊間中-附属棟等全壊 

幼稚園 30 - - 30
・江名幼-プール傾斜 

・高坂幼-園舎傾斜 
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項目 
総事業費（単位：百万円） 

被害の大きかった箇所 
H23 H24 H25 計 

給食共同調理場 396 840 - 1,236

・勿来-半壊 

・平北部-土間コン床不陸等

・四倉-土間コン床不陸等 

小計 1,641 1,529 175 3,345

その他（公民館） 3 - - 3   

その他（公民館） 74 - - 74   

その他（図書館） 22 - - 22   

その他（学習プラザ） 25 - - 25   

その他(文化施設） 31 - - 31   

その他（体育館） 126 - - 126   

その他（市民運動場） 254 - - 254   

その他（野球場等） 191 - - 191   

合計 2,367 1,529 175 4,071

 

この内、ほとんどのものが平成 24 年度で復旧完了する予定であるが、平成 25 年度以降

に復旧予定のものは以下のとおりである。 

                          （平成 24 年 12 月末現在） 

学校名 施設 復旧状態 現在の状況 工期完了期 

植田小学校 屋内運動場 改築 着手（工事） H25.7.31 

泉中学校 屋内運動場 改築 着手（設計） H26.5 上旬 

高坂幼稚園 園舎 改築 着手（工事） H25.7 下旬 

 

また、「いわき市復興事業計画（第二次）」（取組の柱２ №32：被災した小・中学校の復

旧）には、今回特に被害の大きかった以下の２中学校が掲げられているが、監査時点の状

況及び今後の検討課題は以下のとおりである。 

 

（平成 24 年 10 月末現在） 

学校名 現在の状況及び検討課題 

豊間中学校 平成 24 年 4 月から豊間小学校に間借り中。なお、豊間地区については、

住民の高台移転計画があることから、学校の再開については豊間地区全

体の復旧状況を考慮しながら検討を進める必要がある。現在、地区住民

を交え検討中であるが、豊間小学校に併設する案（豊間小西側への移転

案）が出ており、本格的な復旧に向けて検討中。 
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学校名 現在の状況及び検討課題 

田人中学校 校舎の被害は大きいものではなかったが、断層被害のあった屋内運動場

やプールについては解体し、近隣の田人第一小学校や田人ふれあい館の

施設を利用している。なお、田人地区の教育環境については、学校施設

の復旧方針を含め地区住民を交え検討中であるため、現在のところ復旧

の計画は未定。 

 

（３）監査結果 

① 契約に係る積算について 

以下の小学校災害対策事業及び中学校災害対策事業の契約等について調査、検証を行

った。 

契約件名 事業内容 契約業者名 契約金額(円) 契約種別 契約日 

桶売小学校地すべり対策測量調査設

計委託 
災害復旧事業 ㈱東コンサルタント 9,660,000 随意契約 H23.8.25

桶売小学校敷地地すべり測量調査設

計委託 
小学校災害対策事業 ㈱東コンサルタント 6,527,850 随意契約 H23.5.13

綴小学校敷地地すべり測量調査設計

委託 
小学校災害対策事業 地質基礎工業㈱ 9,292,500 随意契約 H23.5.13

植田小学校敷地地すべり測量調査設

計委託 
小学校災害対策事業 赤津測量設計㈱ 10,290,000 随意契約 H23.5.13

小名浜第一小学校校舎等応急復旧工事 小学校災害対策事業 ㈱加地和組 11,371,500 随意契約 H23.4.1

好間第二小学校給排水設備災害復旧

工事 
小学校災害対策事業 ㈱西部 3,549,000 随意契約 H23.4.1

久之浜第一小学校屋外配水管災害復

旧工事 
小学校災害対策事業 長谷川工業㈱ 4,494,000 随意契約 H23.4.14

好間第二小学校屋内運動場外壁災害

復旧工事 
小学校災害対策事業 堀江工業㈱ 4,095,000 随意契約 H23.4.22

永崎小学校給配水管引込工事 小学校災害対策事業 ㈱大倉工業所 3,129,000 随意契約 H23.6.20

磐崎中学校受水槽災害復旧工事 中学校災害対策事業 三共設備㈱ 3,412,500 随意契約 H23.4.1

小名浜第一中学校便所災害復旧工事

（第一工区） 
中学校災害対策事業 ㈱建誠 4,935,000 随意契約 H23.8.4

小名浜第一中学校便所災害復旧工事

（第二工区） 
中学校災害対策事業 ㈱作山工務所 4,914,000 随意契約 H23.8.4

江名中学校武道場棟・技術室棟解体工

事 
中学校災害対策事業 鵜沼建設㈱ 5,670,000 随意契約 H23.12.12



 60

（指摘） 

「文教施設災害復旧測量設計委託業務特記仕様書」第 11 条によれば、「本業務の遂行

にあたって、着手時、完了時の計 2 回の打合せを行うものとする」旨が定められてい

るが、各契約の業務委託料の設計書では、下表（表７-１）のように測量、設計、調査

業務の各段階の計 6回において打合せ等の協議が積算計上されている。 

また、いずれの発注においても、上記打ち合わせの根拠となる記録簿等は保管され

ていなかった。 

特記仕様書と積算方法の齟齬について担当者にヒアリングしたところ、「同第 11 条

後段では「必要に応じ関係機関と協議及び業務遂行上必要とされる協議については随

時行うものとする」旨が定められている。測量、設計、調査業務をパッケージとして

発注しているがそれぞれ業務内容や担当技術者が異なり、通常は、各段階の着手時、

中間、完了時の 低 3 回は想定している。また、実際にこの 3 回以上の打合せを実施

しているため積算額を過剰に計上していることにはならない。」旨の回答を得た。 

しかしながら、回答のような打合せ協議の回数を想定し、実際に打合せを実施して

いるのであれば、積算額は適切であるとしても、想定通りに委託契約の履行を担保す

る観点から、仕様書に委託料の根拠となった回数の打合せを実施する旨を明示するべ

きである。 

また、打合せ協議の内容等については、その都度記録簿を作成し、工事台帳ととも

に保管することにより、契約遂行の適切性を確保することが必要である。 

 

≪「文教施設災害復旧測量設計委託業務特記仕様書」≫ 

第 11 条（打ち合わせ協議） 

本業務の遂行にあたって、着手時、完了時の計 2 回の打ち合わせを行うものとする。着手

時及び完了時には原則として主任技術者が立ち会うものとすること。また、必要に応じ関

係機関との協議及び業務遂行上必要とされる協議においては随時協議を行うものとするこ

と。 

 

（意見） 

通常時の委託業務であれば、測量、設計、調査等の各業務を併せて発注する機会は

少なく、複数の業務（測量、設計、調査）を同時に同一業者へ発注することは、災害

復旧等の一時的な場合に限定されるものと思われる。 

こうした状況下では、業務の安全性、確実性は基より迅速性、適時性も求められる

こととなるが、このような場合に、平常時と同様に、下表（表７-１）のように、それ

ぞれにおいて打合せ協議費用を積算計上し、打合せ協議を重ねることが現実に即した

対応なのかどうかは今後の災害時の対応として改めて検証する必要があろう。 

通信手段として電子メール、電話、FAX が発達している今日においては、こうした通
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信手段は災害時ほど有効に活用することが必要であろう。 

参考として、長野市が定めている「災害調査（測量・設計）業務 積算参考資料」で

は、災害等の緊急時に測量、設計業務を同時に発注する場合には「測量業務の打合せ

は設計業務の打合せと併せて実施し、積算上は測量業務の打合せ費用を計上しない」

旨を規定している。 

当該事例は、小規模な業務を想定しているため、東日本大震災のような大規模災害

にそのまま適用できるものではないが、災害時の臨機応変な対応として有用な事例で

あると思われる。 

いわき市においても、今後発生する様々な規模の災害時に対応するために、こうし

た基準の制定を検討することも必要であると思われる。 

 

 ≪参考≫ 

長野市「災害調査（測量・設計）業務 積算参考資料」（抜粋） 

本積算参考資料は、災害等緊急調査依頼時の概算額の算出及び、請求方式による見積

内容の審査にあたり基本となる積算の考え方を示すものであり、実施業務内容により

これによりがたい場合は、実態に応じて別途積算するものとする。 

１ 測量業務 

緊急調査における測量業務の積算は、標準歩掛によることとし、標準発注仕様に基

づき以下の作業を計上することとするが、測量の規模を考慮して「小規模測量作業」

を適用していること、また、簡易な業務もあること等を考慮し、一部の作業につい

ては標準歩掛を補正して積算することとする。 

（以下一部省略） 

（８）打合せ協議 

打合せ協議は、業務着手時、中間打合せ（2 回）、成果品納入時に実施すること

を標準とし、作業内容を考慮して標準歩掛の 50％を計上。なお、設計業務と同時

に実施する場合には、設計業務の「設計協議」と並行して実施するものとして計

上しない。 

 

 

（指摘） 

下表（表７-１）のように、測量業務の旅費交通費（宿泊費を含む）の積算において、

いずれも「片道距離 60km 以上」の区分を採用して積算を行っていた。 

いずれの業務も積算基地から現地までの距離は 60km に満たないことから、担当者に

ヒアリングしたところ、「震災直後で余震の発生が続き、福島第一原発が予断を許さな

い状況下で、燃料、物資、人の確保が困難な状況が続き、困難な状況下での業務が予

見された。こうした中で、二次災害防止、早期復旧の観点から現実的に発生する旅費
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等に合わせて積算するために、積算基地から現地までの片道距離は 60km 未満であった

が、60km 以上の積算単価を採用した。」旨の回答を得た。 

本件の積算において、「片道距離 60km 以上」の旅費交通費（宿泊費を含む）を計上

することは適切でないことから、本来計上すべき打合せ協議費を労務単価を積み上げ

て積算することを依頼したところ、86,500 円～86,000 円となり、本件の積算額（39,330

～78,060）を上回ることとなるため、結果的には過剰な積算とはなっていない。 

震災による混乱や業者の確保も困難な状況下で、現実に即した積算をすることはや

むを得ないことと考えるが、労務単価を積み上げて積算すれば本件の積算額を上回る

のであれば、当初から裁量によらずに本来の算定方法により積算すべきであったと考

える。 

 

（表７-１） 

契約件名 業務 細目 積算額（円）

桶売小学校地すべり対策測量調査

設計委託（契約日 H23.8.25） 

測量業務 

打合せ協議（県内業者

－測量業務）協議回数

3回 

6,000

旅費交通費（県内業者

－技術者別）測量技師 

片道距離 60km 以上 

39,330

設計業務 
設計協議（県内業者）

協議回数 4回 
136,300

調査業務 

（一般調査業務） 

打合せ協議（県内業者

－解析等調査業務）打

合せ回数 5回 

196,690

桶売小学校敷地地すべり測量調査

設計委託（契約日 H23.5.13） 

測量業務 

打合せ協議（県内業者

－測量業務）協議回数

3回 

5,700

旅費交通費（県内業者

－技術者別）測量技師 

片道距離 60km 以上 

78,060

設計業務 

設計協議（技師Ａ1.0

人、技師Ｂ1.5 人、技

師Ｃ0.5 人） 

99,100
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契約件名 業務 細目 積算額（円）

  

 

 

調査業務 

（一般調査業務） 

打合せ協議（県内業者

－解析等調査業務）打

合せ回数 3回 

125,080

（解析等調査業務） 

打合せ協議（県内業者

－解析等調査業務）打

合せ回数 3回 

120,000

綴小学校敷地地すべり測量調査設

計委託（契約日 H23.5.13） 

測量業務 

打合せ協議（県内業者

－測量業務）協議回数

3回 

5,700

旅費交通費（県内業者

－技術者別）測量技師 

片道距離 60km 以上 

78,060

設計業務 

設計協議（技師Ａ1.0

人、技師Ｂ1.5 人、技

師Ｃ0.5 人） 

99,100

調査業務 

（一般調査業務） 

打合せ協議（県内業者

－解析等調査業務）打

合せ回数 3回 

125,080

（解析等調査業務） 

打合せ協議（県内業者

－解析等調査業務）打

合せ回数 3回 

120,000

植田小学校敷地地すべり測量調査

設計委託（契約日 H23.5.13） 

測量業務 

打合せ協議（県内業者

－測量業務）協議回数

3回 

5,700

旅費交通費（県内業者

－技術者別）測量技師 

片道距離 60km 以上 

78,060

設計業務 

設計協議（技師Ａ1.0

人、技師Ｂ1.5 人、技

師Ｃ0.5 人） 

99,100

 

桶売小学校敷地地すべり測量調査

設計委託（契約日 H23.5.13） 
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契約件名 業務 細目 積算額（円）

  

 

 

 

 

調査業務 

（一般調査業務） 

打合せ協議（県内業者

－解析等調査業務）打

合せ回数 3回 

125,080

（解析等調査業務） 

打合せ協議（県内業者

－解析等調査業務）打

合せ回数 3回 

125,080

（地すべり調査） 

打合せ協議（県内業者

－解析等調査業務）打

合せ回数 3回 

125,080

 

② 契約手続き上の諸問題について 

工事の発注から契約に至るまでのプロセスにおいて、以下の問題点がみられた。 

 

ア）公有財産の取壊し手続について 

（指摘） 

市財務規則では、公有財産である建物を取壊す場合には、予め財政部長、市長の決定

を受けることとされているが、江名中学校武道場棟・技術室棟解体工事において、決定

を受ける前に解体工事に着手し、事後的に起案書「教育施設の用途廃止及び取り壊しに

ついて（伺い）」（田人中学校屋内運動場及び江名中学校武道場棟・技術室棟）を教育委

員会総務課から財政部長宛に、用途廃止の意思決定前に工事を着工してしまった旨の文

書を発出し、事後承認を受けている。 

市の公有財産の管理上、取壊し前の事前意思決定は重要な内部統制上のプロセスであ

り、同様の事例が再発しないよう市全体で徹底すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植田小学校敷地地すべり測量調査

設計委託（契約日 H23.5.13） 
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≪いわき市財務規則≫ 

（建物の取りこわし） 

第 257 条 財産管理者は、その所管に係る公有財産のうち建物その他の工作物等を取りこ

わそうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、財政部長を経て市

長の決定を受けなければならない。 

(１) 取りこわそうとする理由 

(２) 取りこわそうとする建物等の表示 

(３) 取りこわしの方法 

(４) 取りこわし工事の予定価格及び価格評定の調書 

(５) 取りこわし後の物品及び敷地の処置 

(６) 関係図面及び写真 

(７) その他必要な事項 

 

イ）「工事着工手届」の確認について 

（指摘） 

市財務規則では、請負工事の請負人は、契約日から 5 日以内に工事に着工し、着工の

前日までに「工事着工届」を市に提出しなければならない旨を規定している。 

しかしながら、以下の 3工事において、「工事着工届」が工事着工日、契約日と同一日

に提出受理され（工事監督員が確認している）、市財務規則に反する取扱いが看過されて

いた。 

東日本大震災により被害が生じた学校教育施設の早期復旧を目指す観点から、工事の

早期着工及び早期竣工を企図したものと思われるが、たとえ緊急時であれ、規則に即し

た取扱いの徹底は必要である。 

 

契約件名 事業内容 契約業者名 工事着工届 工事着工日 契約日 

小名浜第一小学校校舎等応急復旧

工事 

小学校災害対策

事業 
㈱加地和組 H23.4.1 H23.4.1 H23.4.1

好間第二小学校給排水設備災害復

旧工事 

小学校災害対策

事業 
㈱西部 H23.4.1 H23.4.1 H23.4.1

磐崎中学校受水槽災害復旧工事 
中学校災害対策

事業 
三共設備㈱ H23.4.1 H23.4.1 H23.4.1

 

≪いわき市財務規則≫ 

（工事の着手） 

第 139 条 請負人は、契約締結の日から５日以内に着工し、着工の前日までに別に定め

る工事着工届を契約権者に提出しなければならない。 
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ウ）暴力団排除要綱の不徹底について 

（指摘） 

以下の委託契約に係る「測量調査設計委託契約書」を調査したところ、概ね記載内

容は統一されていたが、「いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱（平成 22

年 2 月 22 日制定）」で定められている契約からの排除措置を契約書に記載していない

書式により契約を締結しているものが認められた。 

東日本大震災による被害が生じた学校施設の早期復旧という混乱の中で旧来から使

用している委託契約書の書式をそのまま使用してしまったとのことであるが、「いわき

市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱」の内容が各部署及び所属長等に周知さ

れていない可能性が懸念される。 

今後の契約締結に際しては、「いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱」

を遵守した委託契約書の締結が望まれる。 

 

契約件名 事業内容 契約業者名 契約日 

契約解除権 

（第 9条第 5号）

の記載の有無 

契約種別

桶売小学校地すべり対策

測量調査設計委託 
災害復旧事業 ㈱東コンサルタント H23.8.25 有 随意契約

桶売小学校敷地地すべり

測量調査設計委託 
小学校災害対策事業 ㈱東コンサルタント H23.5.13 有 随意契約

綴小学校敷地地すべり測

量調査設計委託 
小学校災害対策事業 地質基礎工業㈱ H23.5.13 有 随意契約

植田小学校敷地地すべり

測量調査設計委託 
小学校災害対策事業 赤津測量設計㈱ H23.5.13 無 随意契約

 

≪測量調査設計委託契約書（一部抜粋）≫ 

（委託者の解除権） 

第 9 条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除すること

ができる。 

（5）いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱（平成 22 年 2 月 22 日制定）第

4条第 1項に規定する排除措置対象者と認められるとき。 

 

≪いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱≫ 

（契約等からの暴力団等の排除） 

第３条 その者又はその役員等が次の各号のいずれかに該当する者として警察等関係機

関が確認した契約等の相手方については、次条から第７条までに定めるところにより、



 67

市の契約等から排除するための措置を講ずるものとする。 

(１) 暴力団等と認められる者 

(２) 暴力団等に対する資金の供給、便宜の供与等を行い、暴力団等の維持運営を図るた

めに協力し、又は関与していると認められる者 

(３) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に債務の履行を強要し、

若しくは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団等を利用していると認め

られる者 

（契約からの排除措置） 

第４条 一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、当

該入札に参加する者に必要な資格について、前条の規定により市の契約等から排除する

措置の対象となる者（以下「排除措置対象者」という。）に該当しないことを要件とする

ものとする。 

２ 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、その所有する不動産を購入す

る必要がある等やむを得ない事由がある場合を除き、排除措置対象者と契約を締結しな

いようにするものとする。 

３ 契約の締結に当たっては、当該契約の締結後において、当該契約が次の各号のいずれ

かに該当することが判明した場合に当該契約を解除することができるよう、あらかじめ

契約書中にその旨を規定する等必要な措置をとるものとする。 

(１) 契約等の相手方が排除措置対象者であること。 

(２) 公有財産の売払い又は貸付けに係る物件が暴力団の事務所等の用途に使用されて

いること。 

 

エ）現場代理人の常駐について 

（指摘） 

いわき市工事請負約款第 10 条第 1項では、工事受注者は現場代理人を定めて市に通

知すること、同条第 2 項では、現場代理人を工事現場に常駐させ工事の運営及び管理

に関する一切の権限を行使する旨を定めている。 

また、平成 23 年 8 月 16 日改正前においては、現場代理人は他の工事との兼任が認

められておらず、現場代理人は工事現場に常駐し工事の監督を行う役割を果たすこと

が定められている。 

しかしながら、以下の発注工事の保管資料を調査したところ、「建設業退職金共済制

度実施報告書」における従業員別の従事状況から工事現場への常駐が行われていなか

った。 

 

契約件名 事業内容 契約業者名 契約金額 契約種別 契約日 

好間第二小学校給排水設備災害復旧工事 小学校災害対策事業 ㈱西部 3,549,000 随意契約 H23.4.1
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東日本大震災の災害復旧については、限られた請負業者及び作業人員のなかで早期か

つ集中的に実施する必要があったことから、現場代理人の常駐が困難な状況も生じてい

たとのことである。 

しかしながら、現場代理人は工事の指揮監督を行い、工事受注者が安全かつ円滑に工

事を遂行する上で重要な役割を担っており、震災の復旧に当たっても、工事の早期竣工

とともに二次災害防止の観点からは安全な施工も求められるところである。 

担当者からのヒアリングによれば、当該現場代理人は同時に多数の上下水道復旧工事

にも携わっていたが携帯電話等で緊密に連携を図っていた、とのことであり、結果的に

工事は問題が生じることなく竣工したが、工事受注者からの届出書類の確認が震災前か

ら形骸化していた可能性があり、届出書類の確認を厳正に実施されたい。 

なお、いわき市では、東日本大震災に伴う相当量の災害復旧工事を短期間に集中して

行う必要があることから、平成 23 年 8 月 16 日にいわき市工事請負約款を改正し、平成

23 年 8 月 16 日以降に公告及び指名通知する一部工事について常駐義務を緩和し、他工事

との兼務を認めることとしたほか、平成 24 年 3 月 21 日に常駐緩和対象工事の拡大を図

っているが、上記の工事は改正前に契約締結及び竣工されたものである。 

また、このような改定は、危機管理及び防災上の観点からは災害時の対応として予め

決定するなど東日本大震災の発生前に対応すべきものであり、遅くとも東日本大震災の

発生直後には改定すべきであったと思われる。 

 

 ≪いわき市工事請負約款≫平成 23 年 8 月 16 日一部改正後 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第 10 条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に置き、設計図書に定めるところに

より、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を

変更したときも、同様とする。 

(１) 現場代理人 

(２) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 26 条第２項の規定に該当する場合は監理

技術者、それ以外の場合は主任技術者（同法第 26 条第３項の工事の場合は、専任の

主任技術者又は監理技術者） 

(３) 専門技術者（建設業法第 26 条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを

行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第１項

の規定による請求の受理、同条第３項の規定による決定及び通知、同条第４項の規定

による請求、同条第５項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を

除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 

３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り

及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合
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には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 

 ４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任

せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に

通知しなければならない。 

５ 第１項各号に掲げる者は、これを兼ねることができる。 

 

 ≪いわき市財務規則≫ 

（工事の指揮監督） 

第 141 条 請負人は、工事の施工中、現場に常駐し、契約権者の命じた監督員の指揮監

督に従わなければならない。ただし、本人が常駐し難いときは、現場代理人を選び、

別に定める請負工事現場代理人選任届を契約権者に提出しなければならない。この場

合、請負代金額が 50万円未満の工事にあっては、選任届の提出は必要ないものとする。 

 

 

 

③ 契約に係る内部統制について 

いわき市財務規則によれば、請負工事の契約にあたっては、発注者であるいわき市長

がいわき市工事請負契約約款第 9条第 1項に基づいて工事ごとに監督員を置き、監督員

通知書により請負人に通知している。 

監督員は工事の工程管理等の権限を有しており（いわき市工事請負契約約款第 9条第

2項第 3号）、契約時に請負人がいわき市長宛てに提出する工事工程表（いわき市財務規

則第 138 条）、工事着工届（同 139 条）及び工事着工後に毎月提出する工事現況報告書

（同 140 条）については、監督員が提出書類の確認を行っている。 

また、受注者に対する工事の履行に関する指示は、請負工事監督指示書（いわき市工

事請負契約約款第 9条第 2項第 1号）により行い、監督員が文書の発出人となっている。 

これらの書類については、監督員の確認、押印後に係長に回付され押印されており、

これら書類の収受等に関するいわき市の内部統制の概略は以下のとおりである。 
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区分 文書 内容 監督員 係長 課長補佐 課長 

工事契約時 

工事工程表 

工事の種類別の工程を

示す（契約締結後 14 日

以内に提出） 

確認 査閲 

 
工事着工届 

工事の着工予定日を届

出する（契約締結から 5

日以内に着工し、着工の

前日までに提出） 

確認 査閲 

工事着工後 

工事現況報

告書 

毎月末日時点の工事の

進捗状況を報告する 
確認 査閲 

請負工事監

督指示書 

工事の履行に関して受

注者に対し指示する 

作成 

発出 
査閲 

指示書作成前の伺い書を

確認、監督指示書を査閲

 

（意見） 

監督員に係長の職にある者を選定した一部の工事については、当該監督員が確認、押印

したうえで、係長としても同様に押印している工事請負契約が散見された（好間第二小学

校給排水設備災害復旧工事（平成 23 年 4 月 1日契約）ほか）。 

上記のように、監督員以外の者の押印を受ける意義は、監督員が広範な権限を有するな

かで、監督員の権限濫用を抑止し適切な工事施工を確保することにあると考えられ、確認

及び査閲を同一の者が実施すれば、こうした内部統制の意義が没却することとなる。 

したがって、監督員に係長の職にある者が選定された場合には、係長としての書類の査

閲は、監督員以外の係長職にある他の者又はその上席者（課長補佐等）が行うよう配慮す

べきと思われる。 

 

≪いわき市財務規則≫ 

（工事工程表等の提出） 

第 138 条 請負人は、契約締結後 14 日以内に別に定める工事費内訳明細書及び別に定め

る工事工程表を作成し、契約権者へ提出しなければならない。ただし、工期が 30 日以

内の工事については、工程表の提出は必要ないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、契約権者が特にその必要がないと認めたときは、これを

省略することができる。 

（工事の着手） 

第 139 条 請負人は、契約締結の日から５日以内に着工し、着工の前日までに別に定め

る工事着工届を契約権者に提出しなければならない。 
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（工事現況の報告） 

第 140 条 請負人は、工事着工後、毎月末日現在の現況を契約権者の命じた監督員を経

由し、別に定める工事現況報告書により契約権者に報告しなければならない。ただし、

工期が 60 日未満の工事については、この限りでない。 

 

 ≪いわき市工事請負契約約款≫ 

（監督員） 

第９条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならな

い。監督員を変更したときも、同様とする。 

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限と

される事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定

めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

(１) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾

又は協議 

(２) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作

成した詳細図等の承諾 

(３) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の

試験若しくは検査（確認を含む。） 

３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれ

ぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部

を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければなら

ない。 

 ４ 第２項の権限に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけ

ればならない。 

５ 発注者が監督員を置いたときは、請求等については、設計図書に定めるものを除き、

監督員を経由して行うものとする。この場合において、請求等は、監督員に到達した

日をもって発注者に到達したものとみなす。 

 

 

④ 監査の対象とした契約 

 監査の対象とした契約は以下のとおりである。 
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ア）被災した小中学校の復旧事業 

（単位：円） 

 

イ）災害対策事業に係る契約 

（単位：円） 

 

 

No 契約件名 事業内容 契約業者名 契約金額 契約種別

1 桶売小学校地すべり対策災害復旧工事(継続費) 災害復旧事業 ㈱大川原建設 23,591,400 指名競争

2 植田小学校地すべり対策災害復旧工事(継続費) 災害復旧事業 林興業㈱ 126,142,800 指名競争

3 大浦小学校浄化槽災害復旧工事 災害復旧事業 ㈱いわきエアコン 18,078,900 指名競争

4 永崎小学校校舎等災害復旧工事 災害復旧事業 ㈱三崎組 64,093,050 指名競争

5 永崎小学校電気設備災害復旧工事 災害復旧事業 泉電設㈱ 13,099,800 指名競争

6 永崎小学校機械設備災害復旧工事 災害復旧事業 公栄管工設備㈱ 20,773,200 指名競争

7 汐見が丘小学校校舎災害復旧工事 災害復旧事業 クレハ錦建設㈱ 47,535,600 指名競争

8 桶売小学校敷地地すべり対策災害復旧工事(継続費) 災害復旧事業 ㈱大川原建設 88,812,150 指名競争

9 赤井小学校渡り廊下災害復旧工事 災害復旧事業 堀江工業㈱ 13,072,500 随意契約

10 植田中学校敷地災害復旧工事 災害復旧事業 ㈲上原工業 13,480,950 指名競争

11 小名浜第一中学校地すべり対策災害復旧工事(継続費) 災害復旧事業 渡部土木㈱ 35,183,400 指名競争

12 川部中学校浄化槽災害復旧工事 災害復旧事業 ㈱東海設備工業所 12,940,200 指名競争

13 四倉中学校校舎等災害復旧工事 災害復旧事業 堀江工業㈱ 31,694,250 指名競争

14 植田中学校校舎災害復旧工事 災害復旧事業 クレハ錦建設㈱ 24,980,550 随意契約

15 赤井中学校プール災害復旧工事 災害復旧事業 ㈱加地和組 14,766,150 随意契約

16 桶売小学校地すべり対策測量調査設計委託 災害復旧事業 ㈱東コンサルタン
ト 9,660,000 随意契約

No 契約件名 事業内容 契約業者名 契約金額 契約種別

1 桶売小学校敷地地すべり測量調査設計委託 小学校災害対策事業 ㈱東コンサルタン
ト 6,527,850 随意契約

2 綴小学校敷地地すべり測量調査設計委託 小学校災害対策事業 地質基礎工業㈱ 9,292,500 随意契約

3 植田小学校敷地地すべり測量調査設計委託 小学校災害対策事業 赤津測量設計㈱ 10,290,000 随意契約

4 小名浜第一小学校校舎等応急復旧工事 小学校災害対策事業 ㈱加地和組 11,371,500 随意契約

5 好間第二小学校給排水設備災害復旧工事 小学校災害対策事業 ㈱西部 3,549,000 随意契約

6 久之浜第一小学校屋外排水管災害復旧工事 小学校災害対策事業 長谷川工業㈱ 4,494,000 随意契約

7 好間第二小学校屋内運動場外壁災害復旧工事 小学校災害対策事業 堀江工業㈱ 4,095,000 随意契約

8 永崎小学校給水管引込工事 小学校災害対策事業 ㈱大倉工業所 3,129,000 随意契約

9 磐崎中学校受水槽災害復旧工事 中学校災害対策事業 三共設備㈱ 3,412,500 随意契約

10 小名浜第一中学校便所災害復旧工事(第一工区) 中学校災害対策事業 ㈱建誠 4,935,000 随意契約

11 小名浜第一中学校便所災害復旧工事(第二工区) 中学校災害対策事業 ㈱作山工作所 4,914,000 随意契約

12 江名中学校武道場棟・技術室棟解体工事 中学校災害対策事業 鵜沼建設㈱ 5,670,000 随意契約
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ウ）工事請負契約 

（単位：円） 

エ）委託契約 

（単位：円） 

No 契約件名 事業内容 契約業者名 契約金額 契約種別

1 いわき市立高坂幼稚園園舎改築工事地質調査委託 災害復旧事業 
㈱いわきコンサル 
タント 

3,147,900 指名競争

2 田人中学校屋内運動場解体工事設計委託 災害対策事業 ㈲嵐設計事務所 798,000 随意契約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 契約件名 事業内容 契約業者名 契約金額 契約種別

1 高坂幼稚園園舎解体工事 園舎建設事業 ㈲松本組 7,035,000 指名競争

2 高坂幼稚園移転整備工事 災害対策事業 アツシ建設㈱ 760,200 随意契約

3 高坂幼稚園移転給排水設備工事 災害対策事業 五十嵐設備㈱ 1,176,000 随意契約

4 豊間中学校校舎開口部応急復旧工事 災害対策事業 山木工業㈱ 1,837,500 随意契約

5 豊間中学校校舎移転屋外整備工事 災害対策事業 山木工業㈱ 17,715,600 随意契約

6 豊間中学校移転給排水設備工事 災害対策事業 石城設備㈱ 997,500 随意契約

7 豊間中学校移転電気設備工事 災害対策事業 洋電社総合設備㈲ 1,246,350 随意契約

8 田人中学校敷地災害復旧工事 災害復旧事業 泰正建設㈲ 7,599,900 随意契約

9 田人中学校屋内運動場解体工事 災害対策事業 泰正建設㈲ 14,436,450 指名競争

10 田人中学校倉庫解体工事 災害対策事業 クレハ工事㈱ 2,887,500 随意契約
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８ 学校給食共同調理場施設の計画的な整備事業について 

（１）市復興事業計画への位置づけ 

取組名【所管部名】 取組内容 区分 H23 H24 H25 H26 H27 

学校給食共同調理

場施設の計画的な

整備 
学校給食共同調理場施設を

計画的に整備する。 

取
組
期
間 

      

          

          

  
【教育委員会】 

事業区分 

既存・継続 

 

（２）監査の概要 

① 手続の概要 

学校給食共同調理場（以下文中では「給調」とする。）施設の復旧・復興及びその間

の給食について、いわき市教育委員会保健体育課の資料等に基づいてヒアリングを行

い、その対応状況等について検討した。 

 

② 閲覧した資料 

主なものは以下のとおりである。 

ア）学校給食共同調理場施設の復旧・復興及びその間の給食の対応状況の概要 

    ・「いわき市復旧計画（平成 23 年 10 月策定）の進捗状況について」（平成 24 年 3

月 31 日現在） 

・「いわき市復興事業計画（第一次）・（第二次）」 

 

イ）スクールランチについて 

・「各派代表者会議説明資料（平成 23 年度 2学期からの学校給食について）」 

・「2学期以降の学校給食改善に向けた「第一次試案」」（学校給食 PT 副市長協議用） 

・「起案書（スクールランチ方式の導入及びこれに伴う予算措置について）」 

・「業務委託契約書及び別紙仕様書」（スクールランチ受託者株式会社トウエイ）」 

・「学校給食の早期復旧（スクールランチ終了）に向けて」 

・「業務完了報告書」（㈱トウエイから毎月入手） 

・「起案書（平成 24 年度スクールランチの実施について(依頼)）」 

・「スクールランチアンケート」（10 月、12 月、3月、5月分） 

・「スクールランチ喫食者割合について」等 
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ウ）平北部及び四倉給調の復旧及び増築工事について  

   ・「設計書」（変更分含む） 

・「随意契約の理由書」 

・「起工兼見積（入札）執行伺」 

    ・「予定価格書」 

・「見積書」 

・「見積（入札）結果報告所兼契約締結伺」 

・「工事請負契約書」（変更分含む） 

・「測量調査設計委託契約書」（変更分含む） 

・「工事着工届」 

・「しゅん工届」 

・「検査調書」 

・「工事完成物引渡書」等 

 

エ）今後の学校給食共同調理場建設の動向について 

  ・「用地等の概要、取得費用、配送を踏まえた立地について、関係法令の制約等に

ついて、その他の問題点等について、まとめ」 

・「勿来学校給食共同調理場に係る移転改築用地の選定について(伺い)」 

・「不動産鑑定評価書」 

・「土地先行取得決定通知書」 

・「起案書（土地売買契約の締結について（伺い）） 

・「土地売買仮契約書」 

・「土地売買契約書」 

・「工作物買取補償仮契約書」等 

 

 

（３）進捗の概要 

① 学校給食共同調理場施設の復旧・復興及びその間の給食の対応状況の概要 

 

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災の発生に伴い、市内８つ全ての給調が被害を

受け、稼働を停止した。特に、平北部及び四倉給調の土間コンクリート床不陸、勿

来給調(半壊等)の被害が大きかった。 

「いわき市復旧計画（平成 23 年 10 月策定）の進捗状況について」（平成 24 年 3 月

31 日現在）には、施設の復旧やその間の給食に対応するためのスクールランチ導入

の計画等が記載されているが、監査時点においても実施されているものもある。 

     また、「いわき市復興事業計画（第一次）」（柱２№32：学校給食共同場施設の計
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画的な整備）」によれば、今回被害の大きかった、あるいは老朽化が進んでいる学

校給調施設を計画的に整備するとされ、以下の事項を掲げている。 

・勿来学校給食共同調理場の移転改築 

・平北部・四倉学校給食共同調理場の移転合築（その後、復興事業計画（第二次）

からは削除されている） 

 

なお、震災後の学校給調施設の復旧・復興及びその間の給食に関する全体図を時系

列に示したものが（図表１）である。 
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  （図表１） 給調等に関するいわき市復旧計画（平成 23 年 10 月）と実施状況 

年度 H23 H24 H25 

月 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

平南・小名浜・常磐施設復旧等                                    

スクールランチ                                    

完全給食開始                                    

復旧計画 

平北・勿来・四倉給

調復旧手法検討 
                                   

平北・四倉改修・増

築実施設計 
                                   

平北・四倉改修・増

築工事 
                                   

勿来給調改築事業

検討 
                                   

勿来土地契約                                    

復旧実績 

四倉：設計                                    

四倉：設計（追加分）                                    

四倉：建築                                    

平北：設計                                    

平北：建築                                    
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② スクールランチについて 

  ア）スクールランチ導入の経緯 

東日本大震災により市内８つ全ての給調が被害を受け、稼働を停止したため、通常

給食の提供ができないことになり、6月 5日まで市内全小中学校に対して簡易給食の提

供を実施（三和及び田人給調の受配校、単独校並びに川前地区の小中学校は 5月 31 日

まで）した。 

   その後、比較的被害の少なかった平南部、小名浜、常磐、三和及び田人給調が修繕

によって回復、6月1日より三和、田人及び川前地区の小中学校で通常給食を開始した。 

また、6月 6日より、平南部、小名浜及び常磐給調においても、平北部、勿来及び四

倉給調の受配校をカバーしながら、週交替で通常給食と簡易給食の提供を開始した。 

   簡易給食を導入した理由は、上述したように、平北部、勿来及び四倉給調の被害が

大きく、平北部及び四倉給調を改修する場合は約半年、また勿来給調は半壊し改修困

難で、新築対応するしかなくその場合は 3年以上の期間を要すると見積もられ、（図表

２）のように東日本大震災前の各給調の調理食数を確保することが困難となったため

である。 

簡易給食は、パン、牛乳及び簡易な副食物という献立になっており、栄養管理の問

題や子どもたちの満足感を考慮すれば、2学期以降早急な給食体制の見直しの必要性に

迫られた。 

 

(図表２)  

    （各給調における調理食数（平成 22 年度実績ベース））

  
稼働施設 

小計 
稼働停止施設 

小計 合計 
平南部 小名浜 常磐 平北部 勿来 四倉 

小学校 3,174 6,071 2,565 11,810 2,562 3,234 2,165 7,961 19,771

中学校 2,050 2,587 1,928 6,565 1,871 1,824 956 4,651 11,216

計 5,224 8,658 4,493 18,375 4,433 5,058 3,121 12,612 30,987

       ・三和・田人給調除く 

  ＊１ （図表２）のとおり、いわき市の給食数は震災時の概算で小学生 19,771 食（以

下、約 20,000 食とする）、中学生 11,216 食（以下、約 11,000 食とする）、計 30,978

食（以下、約 31,000 食とする）であった。 

＊２ 小学生約 20,000 食については、平南部・小名浜・常磐３給調の稼働率をあげる

ことにより提供可能となった。 

＊３ 平北部及び四倉給調の現状が復旧すれば 7,554 食分の提供が可能となり、さら

に全給調の稼働率を上げることで中学生分約 11,000 食中の 9,500 食分までは賄わ

れるが、それでも 1,500 食分が不足することから後述する四倉給調の増築も計画

に加えられた。 
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    市教育委員会では、稼働停止状態の平北部・勿来・四倉の３給調の復旧計画を考

慮しつつ、2学期以降の通常給食の提供に向けて 7月以降、様々な案を検討した。 

検討過程及び検討結果は（図表３）のとおりであり、各案の検討にあたっては、2

学期から提供可能であり、下記要件１～５を満たすものとされた。 

 

   （要件１）文科省の栄養・衛生基準の遵守、喫食時間を含めた安全性の確保 

   （要件２）給調の栄養士が献立を作成できる体制の確立 

   （要件３）ユーザーである子供たちや保護者の満足度を一定程度充足 

   （要件４）保護者の給食費負担を据え置く 

   （要件５）地元業者の活用や雇用機会など、地方経済に一定の効果をもたらすこと 

 

 

（図表３）２学期以降の給食提供に向けての各種検討案 

 各案 結果 考察 

A 案 稼働停止中の給調の改修・改築に

よる復旧 

No 平北部及び四倉給調を改修する場合

は約半年、平北部及び勿来給調新築す

る場合は 3年以上の期間必要 

B 案 稼働中（平南部、小名浜、常磐）

の給調に対する設備等の増設によ

る調理能力の増強 

No 左記の増強には工期や敷地の制約、コ

スト面での対応は困難 

C 案 自校方式による給食提供 No 学校の調理室は既に廃止されており

困難 

D 案 通常給食と簡易給食とのローテー

ション変更による飽きの防止 

Yes 簡易給食の交替間隔の短縮化の実施 

E 案 簡易給食に代えて、スクールラン

チ又は仕出し弁当を一括又は分散

して地元業者に委託 

No 市内で 10,000 食を超える調理能力を

有する業者は存在しない。また、数百

単位の仕出し弁当の分散発注では要

件 1~3 の充足不可 

F 案 簡易給食に代えて、スクールラン

チ（約 15,000 食）を実績のある市

外業者に委託 

Yes 市内外における調査の結果、上記要件

1~4 を概ね充足可能な民間業者を市外

にて 1社確認。要件 5については、主

食を地元に調達して充足。また、地元

業者で1,800食程度のスクールランチ

供給が可能か交渉中 

G 案 小学生を完全給食とし、中学生に

スクールランチ（約 11,000 食）を

提供 

Yes 同上 
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 各案 結果 考察 

H 案 小学生を完全給食とし、中学生は

家庭から弁当持参 

No 現行の簡易給食よりも後退する形と

なり、教育委員会としての使命が果た

せない 

＊2学期から提供可能か、また要件 1～5を充足するか（可能でかつ充足すれば左記結果 Yes） 

 

検討の結果、2学期から導入可能な案は、（図表３）の D、F及び G案となったが、D案は

現状と比較して明確な改善方策ではないので、F案ないし G案となり、 終的には G案が採

択されることになった。 

 すなわち、（図表２）にあるように、小学生約 20,000 食分については、平南部・小名浜・

常磐給調の中学校対応分も小学生に振り向け、かつ通常調理稼働能力 18,375 食分を引き上

げることで通常給食対応とした。 

この理由は、通常給食は、特に豊富なメニューによる栄養面と、皆で同じものを喫食す

るという食育面で優れており、心と体の基礎をつくる幼少期こそ、その影響がより大きい

ことを重視したためである。 

一方、中学生約 11,000 食分については、平北部及び四倉給調が復旧するまで、通常給食

を実施しない代わり、各種要件を概ね満たせる埼玉県の業者を１社確認することができた

こともあり、校長会、市 PTA 連絡協議会等の意見交換も踏まえ、応急的にスクールランチ

の導入をすることとした（通常給食が可能となった三和、田人及び川前地区の小中学校は

実施計画から除かれている）。 

 なお、スクールランチの定義は、文科省の衛生基準等に準拠し、給調の栄養士が作成に

かかわった献立を民間業者が調理した給食の代替品とされている。 

しかし、学校給食法で言う「学校給食」には該当しないため、一律喫食とするのではな

く、家庭弁当等との選択制とした。 

さらに、主食（ごはん・パン）は従来通り市内業者が提供するものとし、副食（おかず）

について埼玉県川口市の㈱トウエイに委託することとした。 

㈱トウエイを委託先に決定した経緯は、大量の食事をチルド形式でいわき市に持ち込め、

そこで効率的な加温を行い各学校に配送するできること、またそのためのベルトコンベア

式電子レンジを有する業者という条件をクリアできたためである。 

緊急時の中、左記の条件を満たす業者を見つけるには時間的制約もあったため、随意契

約となったがやむをえなかったものと思われる。 

 

イ）スクールランチの実施状況 

スクールランチ提供の業務フローは（図表４）のとおりである。 
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  （図表４）スクールランチ提供の業務フロー 

日 時間 業務内容 

前日  埼玉県の工場で調理・包装（チルド保存） 

当日 5:30 埼玉県の工場を出発 

↓  保冷庫により、高速道路を経由し、市内に運送 

8:00 北部及び南部の拠点に到着 

↓  準備 

10:30 ベルトコンベア式の電子レンジによる温め開始 

↓  順次、北部及び南部拠点より各学校への配送 

11:40 各学校による検食 

↓  

12:15 喫食開始 

↓  

12:30 喫食終了 

 

スクールランチは H23 年度の 2学期以降、監査時点まで、喫食生徒数の減少はあるが、

なお継続している。 

スクールランチの費用負担については同様に実施している他自治体等を参考に、給食

と同額としており、それを超える部分は市の負担となっている（国へ補助対象とするよ

う要望しているが現在まで認定は受けていない）。 

  学校給食とスクールランチの食材単価の 1 食当たりの食材単価を比較すると以下のよ

うになる。なお、財政部意見等も踏まえ、これまで学校給食における食材費は保護者の

全額負担としてきたが、今回の場合、保護者の心情等も考慮し、スクールランチ導入に

伴う食材差額 93.60 円/食については全額市負担とすることとした。単価等は（図表５）

のとおりである。 

 

  （図表５）学校給食及びスクールランチ単価表 

           （単位：円/食） 

区分 食材費 
内訳 保護者から

の負担名目 主食 牛乳 副食・副菜

学校給食（A) 298.30 66.60 45.16 186.54 給食費 

スクール（B) 391.90 66.60 45.16 280.14 負担金 

差額（B-A) 93.60 0.00 0.00 93.60   

   ＊副食・副菜の 280.14 円は契約後の請求単価、見積段階では 290.0 円であった。 

 

なお、スクールランチにかかった追加コスト及び喫食数は平成 24 年 11 月までで（図

表６）のとおりであり、市負担分は 273,861 千円となっている。 
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（図表６）スクールランチに係る市負担分 

（食数を除く、単位：千円） 

期間 請求額 食数 内、市負担 内、家庭 

 固定分＋ 

出来高分 

(＠280.14) 

 固定分 出来高分 

(＠93.60）

計 出来高分 

(＠186.54) 

平成 23 年 8月 9,965 － 9,965 － 9,965 －

平成 23 年 9月 60,480 191,052 6,958 17,882 24,841 35,639

平成 23 年 10 月～

平成 24 年 3月 

289,017 905,372 35,386 84,742 120,129 168,888

平成 24 年 4月～ 

平成 24 年 9月 

188,044 551,816 33,459 51,650 85,108 102,936

平成 24 年 10 月～

平成 24 年 11 月 

67,838 242,156 11,153 22,666 33,819 45,172

合計 626,496 1,890,396 96,920 176,941 273,861 352,634

 ＊１ ㈱トウエイからの毎月の業務完了報告書及び（図表５）をもとに算出した。 

 ＊２ 固定費には、スクールランチ加熱拠点設置費用、埼玉の㈱トウエイからの輸送業

務費用及びスクールランチ加熱業務費用等が含まれている。 

 ＊３ 上記の他、従来より各給調から各学校まで磐城通運㈱が輸送を行ってきたが、ス

クールランチ加熱拠点から各学校までのル―ト変更に伴い輸送代増額費用が発生し

ている。 

 

また、市教育委員会は平成 23 年 10 月以降スクールランチに対するアンケートを 2 か

月ないし 3カ月毎に実施してきたが、その概略結果は(図表７)のとおりである。 

なお、アンケートは各学校の 2学年の１クラスを調査対象（12 月は 3学年の 1クラス）

としているが、これは 1 クラス調査することで一定の傾向は把握できると考えたためで

ある。また、男女差は考えられることから男女別にも集計している。 

  (図表７)より、10 月の調査の質問Ｃ「昨年までの学校給食と比較してどうか？」に関

しては、「あまりおいしくない」「おいしくない」を合わせ 90.72%を占めていた。 

また、質問Ｄ「スクールランチ開始時と比較してどうか？」に関しては、5 月時点でも

「あまり変わらない」「変わらない」を合わせ 68.29%と 12 月時点の 81.89%からみれば減

少して改善の効果も見られるが、3月時点の 66.47%からみれば横ばい傾向である。 

さらに、アンケート人数自体も大幅に減少しており、生徒が家庭の弁当等に移行してい

ることが伺われる。 
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（図表７）スクールランチアンケート概略調査結果（抜粋） 

 質問項目 
10 月 12 月 3 月 5 月 

人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 

質問Ａ 

残さず食べるか？                

1.残さず食べる 123 14.89 71 9.13 75 11.31 48 9.6

2.ほとんど残さず食べる 80 9.69 59 7.58 98 14.78 53 10.6

3.ときどき残す 290 35.11 244 31.36 209 31.52 141 28.2

4.いつも残す 333 40.31 404 51.93 281 42.38 258 51.6

計 826 100.00 778 100.00 663 100.00  500 100.00 

質問Ｂ 

おかずはおいしいか？                

1.とてもおいしい 12 1.45 ― ― ― ― 9 1.80 

2.おいしい 41 4.96 ― ― ― ― 21 4.20 

3.ふつう 151 18.28 ― ― ― ― 72 14.40 

4.あまりおいしくない 299 36.20 ― ― ― ― 157 31.40 

5.まずい 323 39.1 ― ― ― ― 241 48.20 

計 826 100.00 ― ― ― ― 500 100.00 

質問Ｃ 

昨年までの学校給食と比

較してどうか？ 
                

1.とてもおいしい 8 0.98 ― ― ― ― ― ―

2.おいしい 19 2.32 ― ― ― ― ― ―

3.ふつう 49 5.98 ― ― ― ― ― ―

4.あまりおいしくない 265 32.36 ― ― ― ― ― ―

5.まずい 478 58.36 ― ― ― ― ― ―

計 819 100.00 ― ― ― ― ― ―

質問Ｄ 

スクールランチ開始時と

比較してどうか？ 
            

1.とてもよくなった ― ― 7 0.88 15 2.27 22 4.44

2.よくなった ― ― 35 4.40 70 10.57 31 6.26

3.少しよくなった ― ― 102 12.83 137 20.69 104 21.01

4.あまり変わらない ― ― 157 19.75 157 23.72 117 23.64

5.変わらない ― ― 494 62.14 283 42.75 221 44.65

計 ― ― 795 100.00 662 100 495
100

.00 
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（４）監査結果 

① スクールランチの実施について 

（意見） 

市教育委員会が、東日本大震による各給調の被災に対処しつつ、（図表３）のように

比較検討を行った結果、中学生に対してもその栄養面の確保や家庭の負担に配慮しつつ、

スクールランチの導入に踏み切ったことについては一応の評価としたい。 

しかし、各学校からの問い合わせの回答等の際には、学校給食の代替としてスクール

ランチを実施するものとして保護者の理解を得るよう呼びかけていたものの、学校給食

法で定める「学校給食」には該当しないものとし、家庭からの弁当等との選択制として

いる。 

その結果、スクールランチの味や衛生面の問題に対する各学校や各家庭の意識の差等

により、その実施において（図表８）に見られるように、なし崩し的に喫食数に大きな

差が生じてしまっている状況はやはり問題であったのではなかろうか。 

 

 （図表８） 

１．全体喫食の減少数及び減少割合  

  H23.9 H23.12 H24.3 9 月・3月比較 

北拠点 5,714 5,430 5,013 -701 

南拠点 5,484 4,941 3,848 -1,636 

合計 11,198 10,371 8,861 -2,337 

割合 99.9 91.7 78.3 -20.7 

     

２．減少幅の小さい２中学校（400 人以上校）  

 H23.9 H23.12 H24.3 9 月・3月比較 

A 校（北拠点） 723 720 722 -1 

B 校（北拠点） 507 507 489 -18 

C 校（南拠点） 815 809 807 -8 

D 校（南拠点） 556 548 548 -8 

     

３．減少幅の大きい中学校（400 人以上校）  

 H23.9 H23.12 H24.3 9 月・3月比較 

E 校（北拠点） 406 409 274 -132 

F 校（北拠点） 726 715 640 -86 

Ｇ校（南拠点） 712 697 287 -425 

H 校（南拠点） 479 210 128 -351 
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＊月間で 大食数となった日の食数を抽出  

今回の場合、スクールランチの提供機会を全員に保証提供することで、市教育委員

会は一応の責任を果たしたとも考えられる。 

しかし、スクールランチは学校給食法で言う「学校給食」には該当しないとは言え、

一方で「学校給食」の代替的なものであるとされており、それを提供することに対し

て実質的に学校給食法における学校給食の目的を完遂する指導責任があったとも言え

よう。 

 

ここで、学校給食法の中で、学校給食の目的は以下のようになっている。 

（学校給食の目的） 

第二条  学校給食を実施するに当たっては、義務教育諸学校における教育の

目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなけ

ればならない。 

一  適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

二  日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を

営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。 

三～四 （略） 

五  食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることに

ついての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。 

六～七 （略） 

 

    ひとたび、今回の東日本大震災のように災害が発生、給調が被災し給食調理能力 

が失われた非常時下でも、「適切な栄養の摂取」を図るため、「各関係する人々の様々 

な活動に支えられて」スクールランチが実現し、それを喫食することで「食事につ 

いて正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を養う」という社 

会性を生徒に身につけさせる一つの契機となったものとも思われる。 

    したがって、上記の目的を完遂させるため、市教育委員会としてリーダーシップ

を発揮し、スクールランチアンケート結果や各家庭の負担状況等を考慮しつつ、完

全喫食日とそうでない日を柔軟に取り合せ喫食日には各学校の生徒全員に喫食を指

導して行く等の対処が必要であったものと考える。 

 

② 契約の見直し項目について 

 （指摘） 

市はスクールランチ配食業務について、㈱トウエイと業務委託契約を交わしているが、

その設計金額の積算に当たり以下のような不合理と思われる項目がある。 

（ⅰ）平成 23 年 10 月～平成 24 年 3 月契約期間分 

市は、平成 24 年 2 月 1日に㈱トウエイと下記項目につき、「スクールランチ業務に
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係る協議書」を交わしている。 

ア）協議を行うに至った要因  

・平成 23 年 12 月 1 日以降、常磐自動車道水戸 IC 以北の高速料金が無料になったこ

とに伴い、金銭面での協議を要するもの。 

・スクールランチの保温のため、乙（㈱トウエイ）が保温カバーを購入したことに伴

い金銭面での協議を要するもの。 

イ）協議結果  

・高速料金の一部無料化に伴い乙が甲（いわき市教育委員会）に支払うべき金額と保

温カバー購入に伴い甲が乙に支払うべき金額とを相殺する。 

・相殺により処理することで、平成 23 年 9 月 30 日締結の業務委託契約の変更は行わ

ない。 

（単位：円）      

協議項目 金額（税込） 

高速料金無料化によるもの △696,300 

保温カバー購入費（㈱トウエイ） 1,201,200 

      

上記協議の結果、保温カバー購入による乙への支払い増額が高速料金無料化に伴う減額

を上回る金額となったため、業務委託契約の変更は行われていない。 

ところで、平成 23 年 9 月 30 日付締結の「業務委託契約書」仕様書によると、以下のよ

うに業務内容が定められている。 

２ 業務内容等 

スクールランチ加熱業務 

① 主な業務内容 

「輸送されてきたスクールランチを輸送車から移動し、衛生面に配慮しながら

適温で喫食できるよう加熱処理を行う。」（以下、略） 

 

ここで定められている「適温で喫食できるよう…」との仕様は、給食業者としての適正

な保温管理を求めているものであり、保温カバーを購入するための費用は給食業者が当然

に負担すべきものと考えられる。 

高速料金無料化という異質かつ金額の異なる項目と支払いを相殺すべきではないだけ

ではなく、両者の差額（504,900 円）を無視することには合理的根拠はなく、適正な処理

とは言えない。 
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（ⅱ）平成 24 年 4 月～12 月契約期間分 

市と㈱トウエイは、平成 24 年 4 月～12 月分に係る契約を交わしているが、その積

算に当たり、固定費用として積算された項目は以下の区分となっている。 

 

・サービスランチ加熱拠点設置業務 

・サービスランチ輸送業務 

・サービスランチ加熱業務 

 

このうち、サービスランチ加熱業務の内訳は以下のとおりである。 

内 訳 金額（円）  

人件費相当額 
6,772,500 責任者 21,500 円×150 日×2名×1.05 

6,993,000 パート 3,700 円×150 日×12 名×1.05 

メンテナンス費用 1,795,500 95,000×9 ヶ月×2台×1.05 

諸経費 1,633,905
（人件費相当額＋メンテナンス費用）×10% 

×1.05 

合 計 17,194,905  

   

人件費として積算されているパート作業員は、スクールランチを開始した当時（平成

23 年 8 月）も同じ 12 名体制・同単価で設計されているが、平成 24 年 4 月の段階で開始

時と比較して、既に 7～8 割程度の食数となっていることを考えると、総人工数の減少は

当然考慮すべきであり、人工数ないし単価の見直しがなされていないのは適正ではない。 

 

 

③ 平北部及び四倉給調の復旧及び増築工事について 

   震災により各給調が被災したが、今回はその中で特に被害が大きかった四倉給調及

び平北部給調について検討した（なお、勿来給調に関しては④で検討している）。 

その工事契約内容は（図表９）のとおりである。 
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（図表９） 

  № 契約件名 契約業者名 契約金額 契約種別 
契約日 

完工日 

設

計 

1 

平成23年災 四倉学校給食共

同調理場災害復旧工事設計委

託（増築含む） 

㈲吉田設計 6,090,000 
随契第 6号 

（＊１） 

H24.1.27 

H24.3.30 

 
同上（契約変更） 

＊３ 
同上 6,667,500 同上 

H24.3.30 

H24.7.31 

 
同上（契約変更） 

＊４ 
同上 7,018,200 同上 

H24.7.13 

H24.7.31 

2 

平成23年災 平北部学校給食

共同調理場災害復旧工事設計

委託 

㈱永山建築設

計事務所 
1,848,000 

随契第 6号 

（＊１） 

H24.1.20 

H24.3.30 

工

事 

3 

平成23年災 四倉学校給食共

同調理場災害復旧工事（増築

含む） 

堀江工業㈱ 144,900,000
随契第 5号 

（＊２） 

H24.9.4 

H25.3.29 

4 

平成23年災 四倉学校給食共

同調理場電気設備災害復旧工

事（増築含む） 

三浦電気工事

㈱ 
27,300,000

随契第 5号 

（＊２） 

H24.9.11 

H25.3.29 

5 

平成23年災 四倉学校給食共

同調理場機械設備災害復旧工

事（増築含む） 

㈱山崎設備 78,750,000
随契第 5号 

（＊２） 

H24.9.19 

H24.3.29 

6 
平成23年災 平北部学校給食

共同調理場災害復旧工事 
㈱加地和組 35,700,000

随契第 5号 

（＊２） 

H24.4.27 

H24.12.25 

7 
平成23年災 平北部学校給食

共同調理場災害復旧工事 

北関東空調工

業㈱ 
27,510,000

随契第 5号 

（＊２） 

H24.4.27 

H24.12.25 

 
同上(契約変更) 

（＊５） 
同上 33,012,000

同上 

（＊２） 

H24.9.28 

H24.12.25 



 89

  ＊１ 設計について早急に復旧が必要であり、施設の被害調査に携わり、現場の状況に精

通している業者に依頼すること（競争不利）から随意契約としている。 

  ＊２ 工事について早急に復旧が必要であり、当該施設の建設工事に携わり適切な施工が可

能であること（緊急必要性）から随意契約としている。 

  ＊３ 増築部分の整備面積を変更する必要が生じ、そのため設備計画の見直しに相当の期間

を要すること等の理由により増額変更及び設計期間を延長している。 

  ＊４ 汚水処理施設の調査を行ったところ、地震の影響により使用できなくなったことが判

明し、また、建物の増築位置が汚水処理施設に干渉するため、汚水処理施設の設計業務を

追加する理由により増額変更している 

  ＊５ 該当箇所にて既存電線・電線管が支障となり、土間コンクリートの打設に支障きたす

ためこれを移設するため等の理由により増額変更している。 

 

（意見） 

   給調復旧という緊急必要性等の理由から（図表９）の工事契約について、随意契約

とし、また契約変更についても概ねやむを得ない事由によるものと考える。 

   一方、上記「（３）②スクールランチについて ア スクールランチ導入の経緯」で

記載したように、中学生の給食数約 11,000 食を提供するには、平北部と四倉給調の復

旧を行い、かつ四倉給調の増築を行えば可能となる計画であった。 

しかし、上記（図表９）のように四倉給調の増築の設計変更等の影響により、中学

生への通常給食の提供は平成 25 年度からとなる予定である。 

ヒアリングによると増築部分の設計については当初からある程度の期間延長も覚悟

していたとのことである。 

結果論ではあるが、下記（図表 10）のように、仮に当初計画したように設計委託を

実施できていれば、平成 24 年度 3学期より中学生に対しても通常給食が実施できてい

たと思われる。 

また、四倉に関して改修部分を優先して実施していれば、平成 24 年度 2学期より概

ね移行できた可能性もある。 

その場合、前述したように、四倉給調の増築で対応する 1,500 食分程度については

不足することになるが、その部分については学校間ローテーションによる家庭弁当の

持参等で対処する等といった柔軟な発想も持つべきであったろうと考える。 

さらに、当初の復旧手法検討の期間についても短縮できていれば全体としての期間

短縮もより図れたであろうと考える。 

平成 23 年度下半期において、各インフララインの復旧が多忙を極める中、資材調達

の困難さ、設計や建築業者の払底等の現象は見られたが、中学生に対しても幼少期は

過ぎていると言えその喫食の重要性に鑑みて、スクールランチ導入のみならず、完全

給食の実現に向け施設復旧に対してももう少し迅速かつ柔軟な対処が必要であっただ

ろうと考える。 
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また、仮に平成 25 年度 2学期よりスクールランチを取りやめることができたと仮定

した場合、削減コストを試算すれば 85 百万円（＊）程度と予想される。 

＊平成 24 年 10 月から平成 25 年 3 月までの固定費＋前年同期の出来高費×

（当年 10 月及び 11 月食数/前年 10 月及び 11 月食数）。 

 

以上、①、③に記載の意見を通して、今回のような災害が発生した場合、その応

急的措置が必要となり、また、当初の方針も重要であるが、その経過過程で実情に

鑑みて当初の方針を柔軟に変更して対処して行かなければ、法や制度目的の完遂、

市民の満足度の向上、市財政負担の削減等に対して、より高次の責任を果たしたこ

とにはならない場合があると考える。今後、留意されたい。 
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（図表 10）設計早期化の場合の給調の完成時期 

年度 H23 H24 H25 

月 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

スクールランチ                              

完全給食開始                              

復旧 

計画 

平北・勿来・四倉給調復旧手法検討                              

平北・四倉改修・増築実施設計                              

平北・四倉改修・増築工事                              

勿来給調改築事業検討                              

勿来土地契約                              

復旧 

実績 

四倉：設計                              

四倉：設計（追加分）                              

四倉：建築                              

平北：設計                              

平北：建築                              

設計早

期化の

場合 

四倉：設計                              

四倉：設計（増築等追加）                              

四倉：建築                              

平北：設計                              

平北：建築              
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④ 今後の学校給食共同調理場建設の課題について 

 

   今後の給調の課題として、勿来給調の移転新築があげられる。なお、平成 24 年 1 月

以降用地取得の選定に入り、平成 24 年 8 月の売買契約により用地取得までは終了して

いる。 

   

ア）取得の経緯 

【被災状況】 

旧勿来学校給食共同調理場は、平成 23 年 3 月の東日本大震災に伴い、柱脚破断や

柱傾斜など、殆どの主要構造部で耐震性能を喪失し補強による復旧は困難で、改築

を要する状況に至った。 

 

【移転新築の根拠】 

改築する際には、学校給食衛生管理基準を遵守することになるが、現行基準では、

汚染及び非汚染作業区域等に施設を区分する必要がある等、従前同等の食数を提供

する施設であっても、相当程度、建築規模が大きくなる見込であり、現地敷地では

狭隘で新たな移転先を確保する必要が生じた。 

 

【用地選定基準及びスケジュール】 

  用地選定基準は以下のとおりであり、スケジュールは（図表 11）のとおりである。 

ⅰ）既に造成済みの用地で工期短縮が見込めること 

  ⅱ）各学校への配送面で優れていること 

  ⅲ）大型車両の通行に支障がないこと 

  ⅳ）関係法令の制約等にも大きな問題がないこと 

 

（図表 11）勿来学校給食共同調理場移転新築スケジュール 

①用地選定に係る庁舎の合意形成 平成 24 年 1 月 

②地権者との交渉 平成 24 年 2 月～6月 

③不動産鑑定評価及び補償額算定委託 平成 24 年 3 月 

④用地選定に係る庁内の意思決定 当該スケジュール策定時は起案中 

⑤不動産鑑定（2社鑑定のため） 平成 24 年 4 月 

⑥用地測量調査委託 平成 24 年 4 月 

⑦用地取得価格協議 平成 24 年 6 月 

⑧土地売買の仮契約 平成 24 年 7 月 

⑨財産取得議案上程及び設計委託費補

正予算措置 

平成 24 年 7 月議会 

⑩用地売買の本契約（議決日） 平成 24 年 8 月 

⑪基本及び実施設計委託 平成 24 年度下半期～平成 25 年度上半期 

⑫旧勿来給調の解体設計及び解体 平成 25 年度 

⑬改築工事及び備品設置 平成 25 年度下半期～平成 27 年度上半期 

⑭稼働開始 平成 27 年度下半期～ 

 

イ）用地取得の検討 

市では、新たな移転先を確保する必要があることから、評価等視点を設けて 4 ヶ所

に限定して選定した。評価等の視点は、「用地等の概要、取得費用、配送を踏まえた立

地について、関係法令の制約等について、その他の問題点等について、まとめ」から
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構成されている。「まとめ」において、評価等の視点を総合的に勘案し、担当課におい

て適否の判断を行っている。 

その後「勿来学校給食共同調理場に係る移転改築用地の選定について（伺い）」とし

て起案し、選定した土地に移転改築する方向で、当該用地の取得に向けた事務を進め

ること、予算措置について、不動産鑑定及び調査測量を実施した上で、速やかに用地

取得に係る補正予算の要求を行うことの決裁を受けている。 

また、行政経営部からも「勿来学校給食共同調理場に係る移転改築用地の選定につ

いて」に係る意見を聴取し、立地に優れていること、造成済みであり工期短縮が見込

まれ、当該施設の早期復旧につながることから了となっている。 

以上により４か所の候補地は１か所に絞られた。なお、当該土地取得は、（図表 12）

の土地取得基金による土地先行取得の事務フローに沿って行われている。 

 

   

（図表 12）土地取得基金による土地先行取得の事務フロー 

 
《 管 財 課 》

①
基金で対処したい
旨の伺い

●財政部長合議
（財政課及び管財課経由）

② 基金の申請 ●財政部長宛 決定伺

◆関係書類 ●市長決裁
1 土地先行取得計画書
2 土地先行取得明細書
3 土地買収予定価額調書

（不動産鑑定評価書）
4 登記簿謄本（写）
5 事業の内容説明
6 関係図面（位置図・公図）

③ 契約伺 決定通知

④
基金支払申請
（登記完了後）

支出命令書起案

◆関係書類 ●市長決裁

契約書（写）

納品兼請求書

登記簿謄本（写）

債権者登録等申請書

振替

買収後3年以内に

⑤
買収金額の予算計上
※元金+運用利子

⑥ 基金会計へ償還
運用利子分を一般
会計へ公金振替

⑦ 土地取得報告書の提出

《 担 当 課 》

公金振替
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ウ）用地取得までの事務手続及び売買契約について 
１か所に絞られた後の用地取得までの事務手続は(図表 13)のとおりである。 

 
（図表 13）用地取得までの事務手続 

日付 書類等 備考 
平成 24 年 2 月 17 日 不動産鑑定評価書（㈲赤塚不

動産鑑定事務所） 
平成 24 年 6 月 5 日同不動産

鑑定事務所より意見書受領

※1 

平成 24 年 6 月 8日 不動産鑑定評価書（㈲いわき

不動産鑑定所） 
※2 

 

平成 24 年 6 月 29 日 土地先行取得決定通知書 財務部長発 教育部長宛 

起案：平成 24 年 7 月 2日 

決裁：平成 24 年 7 月 3日 
起案書 土地売買契約の締結につい

て（伺い） 

平成 24 年 7 月 3日 土地売買仮契約書  

平成 24 年 7 月 3 日 工作物買取補償仮契約書 附帯工作物補償額算定書を

添付 

契約金額 64,345,619 円 

※1 鑑定評価額 96,641,800 円（単価：10,000 円/㎡） 

  意見書において、対象地全体の鑑定評価を行っており、今回は当該地の一部について、鑑

定評価をした場合、当該評価額が異なるかどうかについての意見であり、今回の一部評価

においても鑑定評価額に変更ない旨の意見を受領しているので、今回の売買契約にあたっ

ての㎡面積についても使用可能である。 
※2 鑑定評価額 99,541,000 円（単価：10,300 円/㎡） 

  
売買契約の結果、以下の用地を取得するに到ったが、用地取得までのプロセス及び取得金 

額については特に問題はないものと考える。 
 
※土地の表示 

所在地 地目 面積 単価 金額 摘要 

いわき市南台三丁目 1 番地 3

の一部 

宅地 9,664.18 ㎡ 10,000 円 96,641,800 円  

 
（意見） 
   上記のように用地取得までは終了したが、ヒアリング時点では施設の基本及び実施

設計には到っていない。 
設計の際には、今後の小中学生のいわき市への転入・転出状況、他の給調の稼働状

況と老朽化状況等を見極め、慎重に検討されることが必要である。 
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（参考）教育委員会へのヒアリングにおける、概要説明項目は以下のとおりである。 

① 教育委員会の設置、事務、構成など 

② 教育委員会の組織及び職員数 

③ 教育委員会事務局の事務分掌 

④ 平成 23 年度当初予算課別一覧表 

⑤ いわき市復興事業計画に位置づけている教育委員会所管事業 

 

また、所管事業に係る契約について、確認した資料は以下のとおりである。 
確認資料一覧

資料名 適用条例等
一般競争

入札

指名競争

入札
随意契約

工事完成物引渡書 いわき市財務規則第160条第5項 ● ● ●

検査調書 いわき市請負工事検査実施要綱第12条 ● ● ●

しゅん工届 いわき市財務規則第160条第2項 ● ● ●

竣工写真 いわき市財務規則第69条第2項第3号 ● ● ●

下請報告書 いわき市元請・下請関係適正化指導要綱第11条 ● ● ●

下請通知書 いわき市元請・下請関係適正化指導要綱第10条 ● ● ●

建設業退職金共済制度実施報告書
いわき市工事等に係る指名競争入札参加者の資格審査

及び指名等の基準に関する要綱第5条
● ● ●

工事現況報告 いわき市財務規則第140条 ● ● ●

工事打合せ簿 いわき市工事請負契約約款第9条 ● ● ●

保証証書（工事前払金） いわき市財務規則第83条の2 ●(※1） ●(※1） ●(※1）

入札結果報告兼契約締結伺 ● ● ●

工事請負契約書（測量調査設計委託契約書） いわき市財務規則第131条 ● ● ●

仮契約書 いわき市財務規則第132条 ●(※2）

仲裁合意書 いわき市工事請負契約約款第50条 ● ● ●

監督員通知書 いわき市工事請負契約約款第9条第1項 ● ● ●

工事着工届 いわき市財務規則第139条 ● ● ●

工事工程表 いわき市財務規則第138条 ● ● ●

現場代理人及び主任技術者等通知書 いわき市財務規則第141条、142条 ● ● ●

保証証書（契約保証） いわき市財務規則第136条 ● ● ●

入札書 いわき市財務規則第119条 ● ● ●

委任状 いわき市財務規則第119条 ● ● ●

予定価格書 いわき市財務規則第117条 ● ● ●

最低制限価格 いわき市財務規則第118条 ●(※3） ●(※3）

入札指名通知書 いわき市財務規則第126条 ● ●

入札公告 いわき市財務規則第112条 ●

起工兼入札執行伺 ● ● ●

設計書 いわき市財務規則第117条第1項 ● ● ●

※1　請負者が工事前払金を利用する場合

※2　議会の議決に付すべき契約を締結する場合

※3　最低制限価格を設定する場合  
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９ 除染の実施について 

 （１）市復興事業計画への位置づけ 

取組名【所管部名】 取組内容 区分 H23 H24 H25 H26 H27 

除染の実施 放射線物質による市民の不

安を取り除くため、除染計画

を策定するとともに、除染ニ

向けた詳細モニタリングな

どの結果を踏まえた除染作

業を時視する。 

取
組
期
間 

          

          

          

 
【行政経営部】 

事業区分 

既存・継続 

 

 

（２）保育所の園庭の表土除去 

① 私立と比べて公立の対応の遅れ 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質汚染による保

育所の園庭の表土除去事業において、私立保育所で早いところでは、平成 23 年 7

月には作業が完了していたが、市立の保育園は早くて 9月であり、殆どの施設で

は、事故後、半年以上経過した 10 月以降に作業が完了していた。 

公立の施設が表土除染作業の着手が遅れた理由として以下の説明を受けた。 

 

ア）国が表土除去に関する基準を設けていない状況のなか、7月に市が独自に保育施

設・教育施設の基準を設け、清掃及び高圧洗浄実施後の放射線測定の結果、基準

を超える施設を表土除去対象とすることとし、これに基づき表土除去を実施した。 

イ）別の震災復旧業務も同時期に対応しなければならなかった。 

ウ）公立の保育所では設計金額を積算するために、保育所の土壌改良の面積の測量

が必要であった。 

エ）業者選定の手続きが規則等で決められており、また、該当する業者は他の公共

事業で人員不足となっていた。 

 

（意見） 

震災による混乱の中で、前例のない事態に苦慮しながらの対応であるが、平成 23 年

7 月に県が創設することとなる補助金の有無に関係なく、独自の判断で表土除去を実施

している一部の私立保育所と比較すると、市の対応は迅速性に欠けるといわざるを得

ない。 

 

② 特命随意契約の情報公開 

東日本大震災および東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故による放射

性物質汚染による緊急性を要する契約案件が増加し、一者随契の案件も増加してい
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る。 

地方公共団体としての契約は、住民福祉の向上に資するために行う事務・事業の

目的達成の手段として締結されるものであり、また、これらの契約の多くは、公金

の支出を伴うこと等から、その締結手続等について極めて厳格な公共性が要求され

るものとされている。 

しかしながら、いわき市では、特命随意契約の場合、透明性及び公正性を確保す

るための契約内容の公表等、一者随契の公平性や妥当性の担保は行っていない。 

 

（意見） 

平成 23 年 4 月 1日付けで、いわき市といわき市建設業協同組合で締結している「災

害時における応急対策業務の支援に関する協定」により、市としては、いわき市建設

業協同組合と園庭の表土除去に係る契約を締結したかったが、当組合の対応が困難で

あったため、当組合から業者を推薦してもらい、その業者と契約している。 

第三者からの推薦という客観性を確保した努力はうかがえるが、随意契約で契約の

相手方を特定する場合、その理由等を公表し、一者随契でも、その契約が公平で妥当

性があったことを担保するための、ガイドラインを設け、契約内容を公表するなどの

対応が望まれる。 

 

公表する内容としては、 

・件名 

・契約の相手方の商号又は名称 

・契約金額 

・契約締結日 

・随意契約とした具体的な理由 

・根拠法令 

 

があげられる。 
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１０ 内部被ばく検査について 

 

市は、市民の放射性物質による内部被ばくの状況を把握し、自己の健康管理に役立てるた

め、県から貸与を受けた機器１台を使用し、市内の比較的高い空間線量を計測している北

部地域（四倉地区、小川地区、川前地区、久之浜・大久地区）を対象として、平成 23 年 11

月 21 日より先行的に調査を実施していたが、ホールボディカウンター（内部被ばく検査機

器）を 2 台購入し、運用体制も整ったところから平成 24 年 5 月 28 日より市内全域を対象

とした本格調査へと移行している。 

 

（１）市復興事業計画への位置づけ 

取組名【所管部名】 取組内容 区分 H23 H24 H25 H26 H27 

内部被ばく検査の

実施 

ホールボディカウンターに

より内部被ばく検査を実施

する。 

取
組
期
間

      

          

          

 
【保健福祉部】 

事業区分 

既存・継続 

 

（２）対象者 

平成 23 年 3 月 12 日当時いわき市に住民登録があり、次に掲げる項目の一に該当する

市民。 

・平成 23 年 3 月 12 日当時の 0歳から 18 歳までの子ども 

但し、平成 20 年 4 月 2日以降に生まれた子どもにあっては、その子の保護者 

・平成 22 年 8 月 1日から平成 23 年 7 月 31 日までに母子健康手帳を交付された妊婦 

※先行調査において実施していた 4歳から 7歳までの保護者の検査は行わない。 

・親子健康手帳が交付されている妊婦（検査日現在、未出産の方） 

※平成 24 年 10 月から実施。 

 

（３）対象地区 

現在の市内の空間線量の状況は、概ね市の北部地域が高く、南部地域が低い傾向にあ

ることから、北部地域から順に実施し、順次拡大する。 

・平地区、三和地区、好間地区、内郷地区、常磐地区、遠野地区、小名浜地区、田人

地区、勿来地区 

 ※親子健康手帳が交付されている妊婦の検査は、市内全地区が対象。 

 

（４）市が独自に実施する検査 

① 検査場所 いわき市総合保健福祉センター及びいわき市立総合磐城共立病院 

② 検査日 平成 24 年 5 月 28 日（月）から（平日のみ） 

※親子健康手帳が交付されている妊婦の検査は、平成 24 年 10 月 6 日か
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ら毎月第一、第三土曜日に実施 

 

（５）県が実施する検査 

① 学校巡回検査（車載式ホールボディカウンター） 

・検査対象者 ：平成 23 年 3 月 12 日当時いわき市に住民登録があり、先行調査

実施地区を除く地区の小中学校に通う生徒 

・検査小中学校：先行調査対象地区を除く 9地区の 71 校（車両が敷地内に進入可

能な学校）のうち、検査日程が合致する学校 38 校について実施

する。 

・検査日   ：平成 24 年 6 月 11 日（月）から（平日の授業中） 

※夏休み等についても実施 

 

②（独）日本原子力研究開発機構（JAEA）における検査 

・検査場所  ：JAEA 東海研究開発センター（茨城県那珂郡東海村） 

・検査日   ：平成 24 年 6 月、9月、11 月、平成 25 年 1 月の平日のみ 

 

（６）ホールボディカウンターの購入について 

市は、平成 23 年 11 月 11 日の入札（3 社による指名競争入札）により、キャンベ

ラジャパン社製（FASTSCAN LINX WBC 型）ホールボディカウンター2台を 92,400,000

円（税込）で購入している。 

機種の選定にあたっては、当時、県から貸与を受けていた機種との測定結果の整

合性を図る観点も考慮されている。 

 

（７）検査人数について 

市が公表している数字では、検査対象人数は、先行調査で 4,665 人、本格調査で

59,547 人となっているが、本格検査が開始された平成 24 年 5 月以降の市独自の検

査人数の実績推移は下表のとおりとなっている。 

 

（単位：人） 

 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計 

検査人数 294 1,376 1,838 2,377 2,159 2,484 3,644 3,691 17,863

 

また、8月時点での検査実績数は、8,829 人となっているが、市（共立病院・保健

所）での受検者は 5,885 人であり、2,944 人（約 33.3％）の対象者が県の移動機器

や JAEA で受検しており、早期に受検したいと願う対象者がかなりの比率になって表

れている。 

なお、機器の連続運転の目途がついたことに加え、説明の錬度が向上したことに

より 1時間当たりの受検者数が増えたとともに、平成 24 年 10 月 26 日からは、検査

時間を拡大し、１日当たりの受検者を共立病院は 84 人、保健福祉センターは 110

人を目安にしている。（従前はともに 1日当たり 55 人程度） 
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（検査時間の拡大） 

 変更前 変更後 

午前 9：30～11：30 9：00～12：00 

午後 13：00～16：30 
13：00～17：00（共立病院） 

13：00～19：00（保健所） 

 

 

（７）有効性のある受検機会の提供について 

（意見） 

市は、平成 25 年 3 月には、本格検査を完了させたいとしており、平成 25 年 1 月

末時点では勿来地区を除く全地区の対象者に対し、検査実施に関する通知は完了し

ている。しかし、上表の受検実績を見る限り、対象者に占める実際の受検者割合は

かなり低くなるものと予想される。 

市は、早期受検を希望する市民のために、JAEA への送迎バス付検査機会を提供す

るなどの対策を講じているものの、平日に限られた受検や遠距離移動を伴う JAEA で

の受検では自ずと限界がみえてくる。 

また、市内には、民間医療機関である常磐病院でも市と同じキャンベラジャパン

社製ホールボディカウンターを使用して内部被ばく検査を行っている（4歳～19 歳 

無料、土曜日も検診）が、市のホームページには常磐病院での受検情報の提供はな

く、連携は取られていない。 

今後、本格検査完了後には、市は、新たに 4歳になった子ども、新しい妊婦、更

には大人への拡大をも検討しているところであるが、内部被ばく検査の実効性を高

めるためには、民間医療機関との連携強化や、現在は平日に限られている検査日を

土日祝日にも拡大するなど、受検対象者の利便性を考慮した諸策の実行が求められ

る。 
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１１ 積算線量計貸与事業について 

 （１）市復興事業計画への位置づけ 

取組名【所管部名】 取組内容 区分 H23 H24 H25 H26 H27 

妊婦及び乳幼児に

対する積算線量計

の貸与 妊婦や子どもを持つ親の不

安の解消のため、県の線量計

等緊急配備支援事業を活用

し、線量計を購入し、貸与す

る。 

取
組
期
間 

      

          

          

 
【保健福祉部】 

事業区分 

既存・継続 

 

（２）監査手続の概要 

購入契約の契約種別（指名競争入札）に沿った、書類の整備、決裁等が適切に行

われていることを確認する。 

 

（３）確認した資料 

歳出予算内示書（明細）、物品購入依頼書、物品購入依頼明細書、小型携帯線量計

の事前確認書類承認一覧（納期確認書（例）、「小型携帯線量計」仕様内容確認書（例））、

仕様書、見積提出辞退の届出、物件供給等指名通知書、物件供給入札執行伺、FAX 送

信リスト、入札書（落札者のみ）、委任状（落札者のみ）、予定価格書、いわき市物

件供給仮契約書、財産取得に係る議会の議決、入札結果報告兼仮契約締結伺、支出

負担行為書（物品）、支出負担行為物品明細書 

 

（４）監査の結果 

決裁文書においては、デジタル式積算線量計の納入場所は各地区保健福祉センタ

ー（7 箇所）となっているが、貸出管理上の観点から納入は保健所へ一括とし、その

旨を業者へ連絡していた。 

 

（指摘） 

当初、決裁を受けるに当り、一定の目的を以って納入場所を各地区保健福祉セン

ターとしていたが、妊婦・乳幼児に対して線量計を貸与するための管理上、一括納

入としたことは止むを得ないと思われる。 

ただし、納入業者へは口頭での連絡となっており、書類での通知を行っていない。 

また、決裁文書上も当該納入先変更の記載が明記されていない。 

取扱の変更については、明確に文書で業者に依頼することと、決裁文書において

も明記しておくことが必要である。 
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第４ 監査結果に添えて提出する意見 

（小中学校の耐震化の状況及び適正規模に関する検討） 

 

市教育委員会においては、従前の「いわき市立学校施設耐震化推進計画」を見直すとと

もに、「いわき市復興事業計画」において、学校施設の耐震化診断に基づき、耐震性を備え

ていない施設について、平成 27 年度までに全ての学校施設の耐震化を実施することを位置

づけている。 

監査時点（平成 25 年 1 月）での耐震化の進捗状況は、以下の表のとおりである。 

なお、教育委員会が平成 24 年 9 月 18 日に公表した「『学校のあり方』について」では、

今後、地区別に学校のあり方を検討していくこととしており、今後の検討により、耐震化

の見直しが行われる可能性がある、とのことである。 

また、いわき市内における市立小中学校の児童数・生徒数、教職員数（平成 24 年 5 月 1

日現在）は以下の表のとおりである。 

 

① 学校施設の耐震化診断結果及び耐震化状況（小学校） 

学校名 建物名 建築年月 耐震化状況※1 児童数 教職員数 

平第一 

北校舎 H19.1 新耐震基準 

459 28
南校舎 H19.1 新耐震基準 

西校舎 H19.1 新耐震基準 

屋内運動場 S47.3 耐震化済 

平第二 

校舎西 S46.3 耐震化済 

424 27校舎東 S47.8 耐震化済 

屋内運動場 S42.3 H24 年度耐震化実施中 

平第三 

南校舎 S48.3 H25 年度耐震化予定 

586 30

北校舎 S48.10 H25 年度耐震化予定 

西校舎 S60.6 新耐震基準 

校舎（渡廊下） S60.6 新耐震基準 

屋内運動場 S50.3 耐震化済 

平第四 

校舎東 S60.3 新耐震基準 

446 25校舎西 S61.6 新耐震基準 

屋内運動場 S48.2 H26 年度耐震化予定 

平第五 

校舎東 S52.3 H25 年度耐震化予定 

699 33
校舎中央 S52.3 H25 年度耐震化予定 

校舎西 S53.3 H25 年度耐震化予定 

屋内運動場 S43.3 耐震化済 
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学校名 建物名 建築年月 耐震化状況※1 児童数 教職員数 

平第六 

北校舎西 S41.3 耐震化済 300 

 

 

 

20

北校舎東 S42.2 耐震化済 

南校舎 S63.3 新耐震基準 

屋内運動場 S47.3 耐震化済 

郷ヶ丘 

校舎東 S56.3 H27 年度耐震化予定 

518 25
校舎中央 S57.5 新耐震基準 

校舎西 S63.3 新耐震基準 

屋内運動場 S56.12 H26 年度耐震化予定 

中央台北 

校舎東 H2.3 新耐震基準 

451 26
校舎中央 H3.3 新耐震基準 

校舎西 H5.10 新耐震基準 

屋内運動場 H3.2 新耐震基準 

中央台南 

北校舎中央 H8.3 新耐震基準 

302 19

南校舎 H8.3 新耐震基準 

北校舎東 H11.3 新耐震基準 

北校舎西 H11.3 新耐震基準 

屋内運動場 H8.3 新耐震基準 

中央台東 

南校舎 H16.3 新耐震基準 

429 24北校舎 H16.3 新耐震基準 

屋内運動場 H16.2 新耐震基準 

豊間 

校舎西 H1.3 新耐震基準 

112 12校舎東 H2.3 新耐震基準 

屋内運動場 H18.3 新耐震基準 

高久 

校舎東 S62.3 新耐震基準 

155 13校舎西 H5.3 新耐震基準 

屋内運動場 H13.3 新耐震基準 

夏井 

校舎中央 S40.3 H26 年度耐震化予定 

89 10

校舎東 S41.3 H26 年度耐震化予定 

校舎北 H4.3 新耐震基準 

校舎西 H4.3 新耐震基準 

屋内運動場 S57.3 H25 年度耐震化予定 

草野 

 

 

中央校舎西① S52.2 耐震化済 

489 26中央校舎西② S53.2 耐震化済 

校舎東 S53.2 耐震性あり 
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学校名 建物名 建築年月 耐震化状況※1 児童数 教職員数 

 

草野 

南校舎 S58.2 新耐震基準 

校舎中央 H14.3 新耐震基準 

屋内運動場 H19.3 新耐震基準 

絹谷分校 校舎 S34.12 H24 年度耐震化実施中 20 3

赤井 

南校舎西 S39.3 H27 年度耐震化予定 

321 17

南校舎東 S49.5 H25 年度耐震化予定 

北校舎西 H5.3 新耐震基準 

北校舎東 H6.3 新耐震基準 

校舎（渡廊下） H5.3 新耐震基準 

屋内運動場 H23.3 新耐震基準 

四倉 

北校舎 S40.2 H26 年度耐震化予定 

306 19南校舎 S40.2 H26 年度耐震化予定 

屋内運動場 S40.2 H25 年度耐震化予定 

大浦 

校舎中央 H2.3 新耐震基準 

230 18校舎東・北 H3.3 新耐震基準 

屋内運動場 H20.3 新耐震基準 

大野第一 

校舎西 H4.3 新耐震基準 

56 9校舎東 H5.3 新耐震基準 

屋内運動場 S46.3 耐震化済 

大野第二 
校舎 S45.3 耐震化済 

45 8
屋内運動場 S57.2 H27 年度耐震化予定 

久之浜第一 

校舎東 S46.3 耐震化済 

173 13校舎西 S47.8 耐震化済 

屋内運動場 S49.3 耐震化済 

久之浜第二 

南校舎 S40.2 耐震性あり 

29 7北校舎 H10.3 新耐震基準 

屋内運動場 S51.2 H27 年度耐震化予定 

小川 

北校舎 S44.3 耐震化済 

176 12
南校舎西 H4.3 新耐震基準 

南校舎東 H5.3 新耐震基準 

屋内運動場 S47.3 耐震化済 

小玉 

北校舎 S42.1 耐震化済 

159 13南校舎西 S63.3 新耐震基準 

南校舎東 H1.2 新耐震基準 
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学校名 建物名 建築年月 耐震化状況※1 児童数 教職員数 

屋内運動場 S47.3 耐震化済 

川前 校舎 S58.2 新耐震基準 4 3

桶売 
校舎 H1.3 新耐震基準 

26 7
屋内運動場 H2.3 新耐震基準 

小白井 校舎 S58.2 新耐震基準 7 6

白水 
校舎 H5.3 新耐震基準 

10 6
屋内運動場 S54.3 H25 年度耐震化予定 

内町 

東校舎 S45.3 耐震化済 

237 19西校舎 H5.8 新耐震基準 

屋内運動場 S47.3 耐震化済 

綴 

南校舎 S50.2 耐震性あり 

71 10北校舎 S51.1 耐震性あり 

屋内運動場 S43.3 耐震化済 

御厩 

校舎西 S58.3 新耐震基準 

318 19校舎東 S59.6 新耐震基準 

屋内運動場 H6.3 新耐震基準 

高坂 

南校舎 S61.2 新耐震基準 

424 24北校舎 S62.6 新耐震基準 

屋内運動場 S44.3 耐震化済 

宮 

北校舎 H1.3 新耐震基準 

72 12南校舎 H2.3 新耐震基準 

屋内運動場 S46.3 耐震化済 

高野 
校舎中央 S60.2 新耐震基準 

87 11
校舎西 H5.11 新耐震基準 

好間第一 

北校舎 H6.8 新耐震基準 

393 20南校舎 H6.8 新耐震基準 

屋内運動場 H10.3 新耐震基準 

好間第二 

校舎西 S55.2 H26 年度耐震化予定 

244 16
校舎中央 S56.2 H26 年度耐震化予定 

校舎東 H3.3 新耐震基準 

屋内運動場 S54.3 耐震化済 

好間第三 

校舎西 H2.3 新耐震基準 

32 8校舎東 H3.3 新耐震基準 

屋内運動場 S49.3 H27 年度耐震化予定 
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学校名 建物名 建築年月 耐震化状況※1 児童数 教職員数 

好間第四 
校舎 S63.3 新耐震基準 

45 8
屋内運動場 S63.12 新耐震基準 

沢渡 

校舎東 S60.2 新耐震基準 

34 9校舎西 S61.2 新耐震基準 

屋内運動場 H6.3 新耐震基準 

三阪 
校舎東 S53.2 H26 年度耐震化予定 

46 9
校舎西 S56.3 耐震性あり 

差塩 校舎 H4.3 新耐震基準 8 6

永戸 
校舎 H6.3 新耐震基準 

21 6
屋内運動場 S48.2 H27 年度耐震化予定 

永井 

校舎南 H5.3 新耐震基準 

38 8校舎北 H6.3 新耐震基準 

屋内運動場 S49.3 H27 年度耐震化予定 

小名浜第一 

南校舎 S41.4 H26 年度耐震化予定 

341 23
北校舎 S42.2 H26 年度耐震化予定 

東校舎 S42.2 耐震性あり 

屋内運動場 S42.2 耐震性あり 

小名浜第二 

校舎西 S50.3 H24 年度耐震化実施中 

467 27
校舎中央 S51.3 H24 年度耐震化実施中 

校舎東 S52.3 H24 年度耐震化実施中 

屋内運動場 S53.1 H26 年度耐震化予定 

小名浜第三 

西校舎中央 S48.3 H26 年度耐震化予定 

498 26

西校舎東 S50.3 H26 年度耐震化予定 

西校舎西 S56.3 H26 年度耐震化予定 

東校舎 H9.3 新耐震基準 

屋内運動場 S52.2 H25 年度耐震化予定 

小名浜東 

北校舎東 S62.3 新耐震基準 

467 24
北校舎西 S63.3 新耐震基準 

南校舎 H1.3 新耐震基準 

屋内運動場 S45.3 耐震化済 

小名浜西 

東校舎東 S43.3 H26 年度耐震化予定 

470 26
東校舎中央 S45.1 H26 年度耐震化予定 

東校舎西 S48.3 H26 年度耐震化予定 

西校舎 S53.2 H27 年度耐震化予定 
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学校名 建物名 建築年月 耐震化状況※1 児童数 教職員数 

屋内運動場 S46.3 H25 年度耐震化予定 

鹿島 

東校舎東 S54.3 H27 年度耐震化予定 

295 19

東校舎中央 S55.2 H27 年度耐震化予定 

東校舎西 S56.2 H27 年度耐震化予定 

西校舎 H3.3 新耐震基準 

屋内運動場 S57.1 耐震化済 

江名 

南校舎 S61.3 新耐震基準 

132 13北校舎 S62.3 新耐震基準 

屋内運動場 H14.3 新耐震基準 

永崎 

校舎西 S46.3 H25 年度耐震化予定 

249 18校舎東 S47.3 H25 年度耐震化予定 

屋内運動場 S48.2 耐震化済 

泉 

南校舎 S57.2 H27 年度耐震化予定 

778 36北校舎 S58.5 新耐震基準 

屋内運動場 S58.3 新耐震基準 

泉北 

北校舎 H8.3 新耐震基準 

815 36
南校舎 H8.3 新耐震基準 

西校舎 H14.3 新耐震基準 

屋内運動場 H8.3 新耐震基準 

渡辺 

校舎東 H5.3 新耐震基準 

84 11校舎西 H6.3 新耐震基準 

屋内運動場 S48.6 H27 年度耐震化予定 

湯本第一 

北校舎西 H8.3 新耐震基準 

404 23

北校舎東 H9.3 新耐震基準 

南校舎 H9.3 新耐震基準 

校舎（渡廊下） H9.3 新耐震基準 

屋内運動場 S50.3 耐震化済 

湯本第二 

北校舎 S61.2 新耐震基準 

157 14南校舎 S62.3 新耐震基準 

屋内運動場 H24.12 新耐震基準 

湯本第三 

校舎西 S60.3 新耐震基準 

242 17校舎東 S61.2 新耐震基準 

屋内運動場 S40.2 耐震化済 

長倉 北校舎西 S54.11 耐震性あり 229 17
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学校名 建物名 建築年月 耐震化状況※1 児童数 教職員数 

北校舎東 S56.2 耐震性あり 

南校舎 S57.3 耐震性あり 

屋内運動場 S62.2 新耐震基準 

磐崎 

校舎東 S51.1 H26 年度耐震化予定 

631 32
校舎中央 S52.2 H26 年度耐震化予定 

校舎西 S59.2 新耐震基準 

屋内運動場 S48.2 H27 年度耐震化予定 

藤原 
校舎 H2.3 新耐震基準 

158 14
屋内運動場 H2.3 新耐震基準 

植田 

北校舎 S41.9 耐震化済 

621 34南校舎 H16.11 新耐震基準 

屋内運動場 S42.10 耐震性あり 

汐見が丘 

校舎西 S50.4 H26 年度耐震化予定 

324 18校舎東 H5.3 新耐震基準 

屋内運動場 S50.12 H25 年度耐震化予定 

錦 

校舎西 S48.10 H25 年度耐震化予定 

397 26校舎東 S49.3 H25 年度耐震化予定 

屋内運動場 S20.3 新耐震基準 

錦東 

校舎西 S55.2 H27 年度耐震化予定 

147 12校舎東 S55.5 H27 年度耐震化予定 

屋内運動場 S56.2 H26 年度耐震化予定 

菊田 

南校舎西 S53.9 H27 年度耐震化予定 

561 28

北校舎西 S60.2 新耐震基準 

北校舎東 H10.11 新耐震基準 

南校舎東 H10.11 新耐震基準 

校舎（渡廊下） S60.2 新耐震基準 

屋内運動場 S61.1 新耐震基準 

勿来第一 

南校舎西 S48.2 H26 年度耐震化予定 

477 28

北校舎西 S49.2 H26 年度耐震化予定 

北校舎東 H4.3 新耐震基準 

南校舎東 H5.3 新耐震基準 

屋内運動場 S54.7 H25 年度耐震化予定 

勿来第二 
校舎東 S51.1 H27 年度耐震化予定 

237 16
校舎中央 S52.1 H27 年度耐震化予定 
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学校名 建物名 建築年月 耐震化状況※1 児童数 教職員数 

校舎東 S60.2 新耐震基準 

屋内運動場 S53.2 H26 年度耐震化予定 

勿来第三 
校舎 S63.9 新耐震基準 

86 11
屋内運動場 S46.3 H25 年度耐震化予定 

川部 

校舎東 S57.2 H26 年度耐震化予定 

127 12校舎西 S58.3 新耐震基準 

屋内運動場 S48.6 H27 年度耐震化予定 

上遠野 

校舎西 S37.3 H25 年度耐震化予定 

178 12
校舎中央 S39.3 H25 年度耐震化予定 

校舎東 S45.11 H25 年度耐震化予定 

屋内運動場 S47.3 耐震化済 

入遠野 

校舎西 S60.2 新耐震基準 

70 10校舎東 S61.2 新耐震基準 

屋内運動場 S46.3 H25 年度耐震化予定 

田人第一 

校舎東 S57.2 耐震性あり 

39 8校舎西 S58.3 新耐震基準 

屋内運動場 S44.3 耐震化済 

荷路夫分校 
校舎 S63.1 新耐震基準 

0 0
屋内運動場 S63.12 新耐震基準 

田人第二 
校舎 H6.3 新耐震基準 

6 4
屋内運動場 H6.3 新耐震基準 

南大平分校 
東校舎 S2.3 休校中 

0 0
西校舎 S40.3 休校中 

石住 校舎 S57.3 耐震性あり 2 2

貝泊 校舎 S41.3 耐震化済 2 3

※１ 新耐震基準…現行の耐震基準に基づき設計された施設 

    耐震性あり…旧耐震基準の建築物で、当初より耐震性が確保されている施設 
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② 学校施設の耐震化診断結果及び耐震化状況（中学校） 

学校名 建物名 建築年月 耐震化状況※1 生徒数 教職員数 

平第一 

校舎東 S54.3 H27 年度耐震化予定 

681 43
校舎中央 S55.3 H27 年度耐震化予定 

校舎西 S56.3 H27 年度耐震化予定 

屋内運動場 S63.3 新耐震基準 

平第二 

南校舎 S43.2 耐震性あり 

419 29北校舎 S43.2 耐震化済 

屋内運動場 S49.3 耐震化済 

平第三 

南校舎西 S53.3 H27 年度耐震化予定 

665 42

南校舎東 S53.11 H27 年度耐震化予定 

北校舎西 S53.11 H26 年度耐震化予定 

北校舎東 S54.11 H26 年度耐震化予定 

屋内運動場 S55.2 H25 年度耐震化予定 

中央台北 

南校舎 S59.6 新耐震基準 

474 30

北校舎東 S59.6 新耐震基準 

北校舎西 H4.3 新耐震基準 

校舎（渡廊下） S59.6 新耐震基準 

屋内運動場 S59.3 新耐震基準 

中央台南 

西校舎 H12.1 新耐震基準 

560 33
北校舎 H12.1 新耐震基準 

南校舎 H12.1 新耐震基準 

屋内運動場 H12.1 新耐震基準 

豊間 

校舎西 S57.3 H26 年度耐震化予定 

99 14校舎東 S58.1 新耐震基準 

屋内運動場 H11.2 新耐震基準 

藤間 

西校舎西 S56.2 H27 年度耐震化予定 

156 15
西校舎東 S57.2 H27 年度耐震化予定 

東校舎 H8.3 新耐震基準 

屋内運動場 S41.3 H24 年度改築工事実施中 

草野 

東校舎 S48.10 H27 年度耐震化予定 

273 23西校舎 S61.2 新耐震基準 

屋内運動場 S46.3 H25 年度耐震化予定 

赤井 
校舎東 S56.3 H26 年度耐震化予定 

197 15
校舎中央 S57.2 耐震性あり 
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学校名 建物名 建築年月 耐震化状況※1 生徒数 教職員数 

校舎西 H18.3 新耐震基準 

屋内運動場 H24.3 新耐震基準 

四倉 

校舎東 S49.3 H25 年度耐震化予定 

341 24
校舎中央 S50.3 H25 年度耐震化予定 

校舎西 S51.3 H25 年度耐震化予定 

屋内運動場 S52.2 H26 年度耐震化予定 

大野 

校舎西 H1.2 新耐震基準 

65 10校舎東 H2.3 新耐震基準 

屋内運動場 H7.2 新耐震基準 

久之浜 

北校舎 S61.2 新耐震基準 

132 14南校舎 S63.3 新耐震基準 

屋内運動場 S43.1 耐震化済 

小川 

南校舎 H13.11 新耐震基準 

214 19北校舎 H13.11 新耐震基準 

屋内運動場 H21.3 新耐震基準 

川前 
校舎 S59.3 新耐震基準 

7 7
屋内運動場 S59.2 新耐震基準 

桶売 校舎 S63.3 新耐震基準 8 6

小白井 
校舎 H6.3 新耐震基準 

7 6
屋内運動場 S52.11 H27 年度耐震化予定 

内郷第一 

校舎東 S48.3 耐震化済 

494 31校舎西 S48.11 耐震化済 

屋内運動場 S50.3 耐震化済 

内郷第二 

東校舎 S42.3 耐震化済 

130 15西校舎 S61.3 新耐震基準 

屋内運動場 H16.2 新耐震基準 

内郷第三 
校舎 S62.3 新耐震基準 

54 10
屋内運動場 S51.1 H27 年度耐震化予定 

好間 

校舎東 S56.10 H26 年度耐震化予定 

318 23校舎西 H6.11 新耐震基準 

屋内運動場 H17.3 新耐震基準 

三和 

校舎西 S45.3 耐震化済 

33 10校舎東 S45.10 耐震化済 

屋内運動場 S46.12 耐震化済 
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学校名 建物名 建築年月 耐震化状況※1 生徒数 教職員数 

三阪 
校舎 S54.1 H26 年度耐震化予定 

41 11
屋内運動場 S52.2 H25 年度耐震化予定 

差塩 
校舎 H4.3 新耐震基準 

3 5
屋内運動場 S54.1 H25 年度耐震化予定 

永井 
校舎 H3.3 新耐震基準 

24 11
屋内運動場 H3.3 新耐震基準 

小名浜第一 

南校舎東 S45.3 H24 年度耐震化実施中 

653 41
南校舎西 S46.3 H24 年度耐震化実施中 

北校舎 S47.3 耐震化済 

屋内運動場 S48.3 H25 年度耐震化予定 

小名浜第二 

校舎中央 S40.3 耐震化済 

411 29

校舎東 S40.10 耐震化済 

北校舎 S40.10 H26 年度解体予定 

東校舎西 S48.3 H26 年度解体予定 

東校舎東 S49.2 H26 年度解体予定 

屋内運動場 S36.3 H25 年度耐震化予定 

玉川 
校舎 S57.3 H25 年度耐震化予定 

266 19
屋内運動場 S57.5 新耐震基準 

江名 

校舎南 S51.3 H26 年度耐震化予定 

222 20
校舎中央 S52.3 H26 年度耐震化予定 

校舎北 S53.3 H26 年度耐震化予定 

屋内運動場 H9.2 新耐震基準 

泉 

南校舎西① H21.9 新耐震基準 

766 46

南校舎中央 H21.9 新耐震基準 

南校舎西② H21.9 新耐震基準 

南校舎東 H21.9 新耐震基準 

北校舎 H6.12 新耐震基準 

屋内運動場 S42.2 H24 年度改築工事実施中 

湯本第一 

校舎西 S48.3 H27 年度耐震化予定 

391 28
校舎中央 S49.3 H27 年度耐震化予定 

校舎東 S50.3 H27 年度耐震化予定 

屋内運動場 S42.1 H26 年度耐震化予定 

湯本第二 
北校舎 S47.3 H25 年度耐震化予定 

118 11
南校舎 S46.3 H26 年度耐震化予定 
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学校名 建物名 建築年月 耐震化状況※1 生徒数 教職員数 

屋内運動場 H21.3 新耐震基準 

湯本第三 

南校舎 H9.10 新耐震基準 

96 12北校舎 H9.10 新耐震基準 

屋内運動場 H22.3 新耐震基準 

磐崎 

北校舎東 S53.2 H27 年度耐震化予定 

426 27
北校舎西 S54.2 H27 年度耐震化予定 

南校舎 H3.3 新耐震基準 

屋内運動場 H14.3 新耐震基準 

植田 

校舎中央① S43.1 H25 年度耐震化予定 

535 35

校舎中央② S44.3 H25 年度耐震化予定 

校舎東 S45.3 H25 年度耐震化予定 

校舎中央③ S47.3 H25 年度耐震化予定 

南校舎 S45.3 H25 年度耐震化予定 

校舎西 S59.3 新耐震基準 

校舎北 S59.3 新耐震基準 

屋内運動場 S46.3 耐震化済 

植田東 
校舎 H8.3 新耐震基準 

323 23
屋内運動場 H8.3 新耐震基準 

錦 

校舎西 S54.3 H27 年度耐震化予定 

319 26
校舎中央 S55.3 H27 年度耐震化予定 

校舎東 S56.3 H27 年度耐震化予定 

屋内運動場 H20.3 新耐震基準 

勿来第一 

校舎中央① S43.3 耐震化済 

306 25

校舎中央② S44.3 耐震化済 

校舎中央③ S46.3 耐震化済 

東校舎 S46.3 耐震化済 

西校舎 H7.2 新耐震基準 

校舎中央④ H19.3 新耐震基準 

屋内運動場 S47.3 耐震化済 

勿来第二 

校舎西 S58.3 新耐震基準 

150 14校舎東 S59.3 新耐震基準 

屋内運動場 S51.1 H25 年度耐震化予定 

川部 
校舎西 S62.3 新耐震基準 

79 10
校舎東 S63.2 新耐震基準 
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学校名 建物名 建築年月 耐震化状況※1 生徒数 教職員数 

屋内運動場 S45.3 H24 年度耐震化実施中 

上遠野 

校舎中央 H1.3 新耐震基準 

100 11
校舎東 H1.3 新耐震基準 

校舎西 H2.1 新耐震基準 

屋内運動場 S44.2 耐震化済 

入遠野 

校舎東 H3.3 新耐震基準 

45 10校舎西 H4.2 新耐震基準 

屋内運動場 H7.2 新耐震基準 

田人 
校舎 H4.2 新耐震基準 

29 12
屋内運動場 S60.3 震災により解体済 

石住 
西校舎 S58.3 新耐震基準 

2 7
屋内運動場 S56.3 H27 年度耐震化予定 

貝泊 
校舎 S42.3 耐震化済 

4 5
屋内運動場 S45.2 H26 年度耐震化予定 

※１ 新耐震基準…現行の耐震基準に基づき設計された施設 

    耐震性あり…旧耐震基準の建築物で、当初より耐震性が確保されている施設 

 

③ 学校施設の耐震化診断結果及び耐震化状況（幼稚園） 

幼稚園名 建物名 建築年月 耐震化状況※1 園児数 教職員数 

すずかけ 園舎 H8.1 新耐震基準 78 4

西小名浜 園舎 H6.2 新耐震基準 112 6

玉川 

園舎中央 S49.3 H25 年度耐震化予定 

137 7園舎西 S53.11 H25 年度耐震化予定 

園舎南 S56.3 耐震性あり 

江名 園舎 S57.3 新耐震基準 35 3

錦 

東園舎 S46.3 H24 年度耐震化実施中 

39 4西園舎 S46.3 H26 年度耐震化予定 

北園舎 H13.1 新耐震基準 

汐見が丘 園舎 S55.3 H27 年度耐震化予定 48 5

湯本第一 園舎 H4.2 新耐震基準 44 4

湯本第二 園舎 S62.3 新耐震基準 20 3

湯本第三 園舎 S61.3 新耐震基準 42 4

磐崎 
北園舎 S41.3 耐震性あり 

70 4
南園舎北 S59.3 新耐震基準 
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幼稚園名 建物名 建築年月 耐震化状況※1 園児数 教職員数 

南園舎南 H11.9 新耐震基準 

藤原 
園舎中央 H10.3 新耐震基準 

69 4
園舎南 H10.3 新耐震基準 

内町 園舎 S52.2 H25 年度耐震化予定 45 4

高坂 
西園舎 S32.11 H24 年度改築工事実施中 

70 4
東園舎 S53.11 H24 年度改築工事実施中 

宮 園舎 H2.2 新耐震基準 18 3

四倉第一 園舎 S39.3 新耐震基準 56 4

四倉第二 園舎 H12.3 耐震化済 35 3

四倉第三 園舎 S37.3 統廃合検討中 15 3

四倉第四 園舎 S56.3 統廃合検討中 8 3

※１ 新耐震基準…現行の耐震基準に基づき設計された施設 

    耐震性あり…旧耐震基準の建築物で、当初より耐震性が確保されている施設 

 

市教育委員会は、従前の「いわき市立耐震化推進計画」において平成 30 年度までに全て

の学校施設の耐震化を目指していたものを、東日本大震災を契機として、前倒しで計画を

遂行することにより、学校施設の安全性を早期に高めることを目的に、市復興事業計画に

おいて、市立幼稚園及び市立小中学校の園舎、校舎、屋内運動場（体育館）等の学校施設

の耐震化診断に基づき、耐震性を備えていないものについて、優先度を定め、平成 27 年度

までに全ての学校施設の耐震化を実施することとしている。 

なお、文部科学大臣は、全国に比して耐震化の進捗が遅れている市町村長に対して、平

成 24 年 8 月 24 付で書簡を発し、平成 27 年度までに公立学校施設の耐震化を完了すること

を要請している。 

当該書簡が発せられた地方自治体は、公立小中学校施設について、 

① 耐震化率が 50％未満かつ耐震性のない建物を 5棟以上保有する設置者 

② 耐震性のない建物を 100 棟以上保有する設置者 

③ 過去 3 年間の耐震化率の伸びが全国平均以下で耐震化率が 70％以下かつ耐震性のな

い建物を 50 棟以上保有する設置者 

④ 2 次診断等未実施の建物を多く保有する 50 設置者 

  ※「50 設置者」とは、診断未実施建物数による順位の上位（ワースト）50 位までの設置者 

公立幼稚園施設について、 

⑤ 耐震化率が 50％未満かつ耐震性のない建物を 5棟以上保有する設置者 

⑥ 耐震化率が全国平均未満かつ耐震性のない建物を 10 棟以上保有する設置者 

に該当する自治体であり、いわき市においては、上記②及び③に該当するため、書簡が発

せられている。 
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なお、耐震化の実施に要する事業費は、校舎の場合大規模な学校では１棟あたり約１～

２億円、屋内運動場の場合１棟あたり約２～３千万円であるが、平成 24 年に地方財政措置

が拡充されたことにより、国庫補助及び地方交付税の交付を除いた正味の地方自治体の負

担割合は約 10％となっている。 

 

一方で、上記の表にあるように、いわき市内の小中学校においては、生徒数・児童数が

著しく小規模な学校が少なくないほか、これらの学校では、少子化の影響から、今後も生

徒数、児童数の減少傾向が継続するものと考えられている。 

なお、文部科学省では、中央教育審議会の初等中等教育分科会に作業部会（ 小・中学校

の設置・運営の在り方等に関する作業部会）を設けた上で、小中学校の適正配置について

の意見集約を図っている。この作業部会においては、小規模の小中学校では、こども一人

一人に目が行き届きやすいといったメリットもある一方で、人間関係が固定化しディスカ

ッション能力やコミュニケーション能力が育ちにくい、集団の中で多様な価値観に触れる

機会や切磋琢磨する機会が少なくなりやすい、高校に進学した際に急に大きな集団に入る

ことになり自分を発揮できない、などのデメリットが数多く指摘されている。 

また、小中学校の統廃合に際しては、通学距離や通学時間による心身の負担が児童、生

徒に与える影響について留意すべきであることも示されている。 

このため、同作業部会における各教育長に対する意識調査では、約半数が学校教育法施

行規則で定められている学校規模の標準（12 学級以上 18 学級以下）が適正規模であると考

えているが、都市部と郡部で学校規模の標準を区分すべきであるとの考えも約４分の１を

占めている。 

 

≪学校教育法施行規則≫ 

第四十一条  小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、地

域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。 

第七十九条  第四十一条から第四十九条まで、第五十条第二項、第五十四条から第六十

八条までの規定は、中学校に準用する。 

 

学校教育法施行規則で定められる標準や作業部会での多数意見を踏まえると、小中学校

ともに、約 400～600 人の児童数・生徒数が概ね適正規模と考えられるが、上記の表にある

ように、いわき市内には、こうした適正規模に満たない学校の数は現時点でも小学校で 53

校（全体の約 7 割）、中学校で 32 校（全体の約 7 割）に上るほか、進展する少子化を考慮

すれば、今後も増加することが見込まれる。 
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（総合的意見） 

教育施設の安全性を確保し、子どもたちに安全な教育環境を提供するという観点からは、

早期の耐震化の完了は急務であることは言及するまでも無い。 

一方で、少子化が進むなかで、著しく小規模な公立学校が多数存在しているにもかかわ

らず、公立学校の将来にわたる在り方の検討が置き去りのまま（一部、「学校のあり方」の

検討の中で、今後統廃合等が予想される学校（豊間、石住、貝泊中学校）については耐震

化工事を見合わせる等の措置をとっているものの、監査日現在では未だ検討中の段階にあ

る）、既存施設の耐震化を進めているのが現状であろう。 

小中学校の適正配置については、費用対効果という財政論ではなく子どもたちをどのよ

うに育てていくかという教育論で考えるべきではあるが、一方で、厳しい財政事情の中で、

財政上の論点が制約となることもまた事実である。 

上記の表にあるように、学校教育法施行規則で定められる標準に満たない小中学校のみ

ならず、将来的には単独での存続が困難と思われる小中学校も数多く存在するなかで、既

存施設の耐震化が完了した後に、小中学校の統廃合又は新設校の設置となった場合には、

既存施設の耐震化に係る市の財政負担が残ることとなる。教育施設の耐震化に係る事業費

の大部分は国からの補助等が財源とされるとしても、約 10％はいわき市の自主財源となる

ほか、既存施設の将来にわたる維持管理コストも含めて考えれば、いわき市における将来

の財政を圧迫する要因となる懸念がある。 

既に、専門家、有識者や地域住民を含めた審議会や協議会を設立し、小中学校の適正規

模の議論、検討を経て、統廃合等の適正配置に取り組んでいる地方自治体が数多くあるな

かで、著しく小規模な小中学校が多数存在するいわき市においては、先進的に小中学校の

適正配置を検討し、その上で、既存の学校施設の耐震化のみならず、既存施設への統廃合、

小中一貫の新設校の設置、幼小施設の一体化、学校選択制の導入等の多様な選択肢を提供

することが必要であったと考える。 

なお、いわき市においては、教育委員会が平成 24 年 9 月 18 日に「『学校のあり方』につ

いて」を公表し、今後、地区別に学校のあり方を検討していくこととしている。 

こうした地域の特性に応じて学校の設置・運営の在り方を定めることは重要なことは言

及するまでもない。しかしながら、次世代を担う子どもに対する質の高い教育の提供を考

えると、少子化が進むなかで長期にわたって現状を存置することは極めて問題であり、早

期に、教育委員会のみならず専門家、有識者、地域住民、保護者等による審議会や協議会

を設立し、いわき市における小中学校の適正配置、小規模校のメリットとデメリット、地

域毎の様々な選択肢を検討し結論を得ることが必要であろう。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（参考資料） 

「「学校のあり方」について」（平成 24 年 9 月 18 日いわき市教育委員会）（抜粋） 

 

「学校のあり方」について 

 

１ 「学校のあり方」検討の背景                                       

                                                    

⑴ 今後も続く少子高齢化の波                                     

   本市では昭和 50 年代以来、緩やかな増加基調で人口が推移してきたが、平成 10 年

の 361,934 人をピークに減少に転じ、平成 15 年からはそれまでの社会減に加え自然減

も始まり、近年人口減少の勢いが加速しつつある。平成 22 年４月発表の「本市の人口

と今後の課題」によれば、この傾向が続くと平成 30 年代半ばに本市の人口は 30 万人

を切る見通しとなっており、殊に中山間地域ではあと 30 年ほどで地域の人口がほぼ半

減するものと見込まれる。  

   さらには、少子高齢化のさらなる進展により、全体に占める年少人口(15 歳未満)の

割合は、現在の 13.6％から 20 年後には 10％を割り込む見込みである。 

 

⑵ 学校の小規模化の進行 

人口の減少に伴い、中山間地域を中心に学校の小規模化も進行している。本年４月

現在、児童生徒数の平均は小学校が 238 人、中学校が 233 人であるが、このままの状

況が続けば、小学校は 20 年後には 134 人、30 年後には 99 人、中学校は 20 年後には

134 人、30 年後には 115 人となる見込みである。 

同時に、学校施設の老朽化も顕著になりつつあり、計画的な対処が必要である。 

 

⑶ 地域ごとの多様性 

広大な面積を持ち都市部から山間地域まで多様な生活環境を有する本市において

は、教育面においても、児童生徒数や幼稚園・保育所、学校の配置をはじめ、交通や

地域資源の状況さらには学校の果たす役割など、地域ごとにさまざまな特性が存在す

る。 

 

⑷「学校のあり方」検討の必要性 

   上記のような状況を踏まえれば、子どもたちに今後とも、地域の特性に応じたより

よい教育環境を持続的に提供していくため、小中学校を中心としながら、就学前や高

校の段階も見据えた中で、有効かつ効果的な教育施策等の構築、すなわち「学校のあ

り方」の検討を早急に進め、対応していく必要がある。 
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２ 「学校のあり方」の基本理念と取り組みの基本的姿勢 

 

⑴  基本理念 

   本年３月、教育委員会においては今後の教育施策の基本的方向性を示す「いわきの

復興に向けた教育メッセージ」を発表した。その中において、「地域が人を育み、人が

地域をつくる」との基本認識の下、学校・家庭・地域、あるいは世代間･地域間の協働・

連携により、子どもたちの心と人間性を育むための「豊かな土壌づくり」を進めるこ

とが重要であると位置づけている。 

   「学校のあり方」については、この考え方をベースとし、一貫した方針の下で、子

どもたちの、例えば 0歳から 18 歳までのライフステージの各発達段階に応じて適切に

対応できる教育環境の構築を目指していくことが必要である。 

 

⑵  取り組みの基本的姿勢 

 

「学校のあり方」については、次のような基本的姿勢の下で取りまとめていく。 

 

  ① 子どもたちを主役に考える 

     教育の主役は、子どもたちである。基本理念に掲げる目指すべき教育環境をどの

ように形成し、持続的に提供していくのか、子どもたちを中心に据えて考え、整理

していくものとする。 

  ② 住民の意向を尊重する 

     地域の特性を踏まえた教育環境の形成を図るため、地域住民とのコミュニケーシ

ョンを重視し、その意向を尊重していくものとする。 

  ③ 協働・連携を促進する 

     オールいわきによる人づくり教育のため、地域や家庭をはじめ、産学官・市民団

体・ＮＰＯなど様々な主体と知恵を出し合い、協働・連携を深めていくものとする。 

 

３ 「学校のあり方」の骨格 

 

 ⑴ 今後の取り組みの方向性 

   基本理念の具現化に向けて、子どもたちの成長を守り、支え、伸ばしていく取り組

みを多角的に進めていく必要がある。 

その大きな方向性として、今後、次の二点を並行して行っていくこととする。 

一点目は、子どもたちの成長過程に応じて、幼稚園・小中学校がさらに連携を深め、

保育所や高校など他の機関等とも協働しながら、教育の一貫性の向上を目指すととも

に、家庭・地域等とも有機的なつながりをさらに強化し、子どもたちの成長を促すこ
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とである。もう一点は、本市は広域で、多種多様な規模の学校が存在する中で、地域

における学校の規模、配置を踏まえ、さらには、特性に応じた事業展開も検討しなが

ら、よりよい地域の教育環境づくりに取り組むことである。 

 

⑵  教育の一貫性の向上と地域社会との連携強化 

次のような取り組みにより、就学前から高校までのつながりをはじめ、地域社会に

おける学校以外の様々な主体とのつながり、いわば、子どもたちを中心に据えた中で、

縦横の連携を強化し、地域の持つ自然・歴史・文化・産業・人材などの資源を 大限

に活用しながら、教育の質の一層の向上を図っていく。 

 

① 就学前から高校までの学校のつながりの強化  

  本市においてはこれまでも小中連携教育に取り組んでおり、連続した学習指導や

進学時の環境変化への円滑な対応等に一定の効果が図られている。このことから、

幼稚園・保育所から小学校あるいは中学校から高校も含めた学校間のつながりの強

化に今後とも取り組んでいく。 

  

ア 小中一貫推進教育を含む小中連携教育の拡大 

イ 幼小接続の取り組み強化 

    ウ 幼保連携等の就学前教育の充実 

    エ 中高連携方策の強化 

 

② 学校と地域社会とのつながりの強化 

学校と地域社会をつなぐ取り組みについてもこれまで積極的に取り組んできたと

ころであるが、震災を機にわが国のみならず世界の多くの国等からさまざまな形で

支援の手が差し伸べられていることもあり、それらも活用しつつ、今後とも学校の

内外を含めさまざまな学びの場の提供・創出に努めていく。 

ア 学校・家庭・地域のパートナーシップの連携強化 

イ キャリア教育の充実 

ウ 優れた芸術文化に直に接してもらう取り組みの実施 

エ 食育も含めた家庭での教育機能強化の検討 

 

⑶  よりよい地域の教育環境づくり 

よりよい地域の教育環境づくりの取り組みについては、地域の意見も取り入れなが

ら概ね次のような段階を踏んで進めていく必要がある。 

   なお、その際の検討順位としては、地域の実情を踏まえるとともに、震災復興との

連動の必要性や、地域からの要望の有無などを考慮しながら、総合的に判断する。 
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① 検討範囲の設定 

広域都市の本市において地元の歴史や文化を尊重しつつ一定のまとまりを有する

地域の範囲として、現在の中学校区を一つの目安として検討するのが効果的である

と考える。 

この範囲の考え方は、特に中山間地域において、本市合併前の旧市町村が成立す

るまでは、概ねそれ以前の町村ごとに一つの学校が存在して村内の教育機能を担っ

ており、現在の中学校につながっている点や、その範囲は現在 36 箇所ある市立公民

館の所轄範囲とほぼ重なる点からも、地域住民の納得感を得られやすいものと考え

る。 

なお、この地域設定の考え方は固定のものではなく、地域の実情に応じて、統合

や分割も含め弾力的に運用する。 

 

② 地域の教育環境づくりの考え方 

次に、よりよい地域の教育環境を実現するための方策を具体的に検討するが、そ

の際、児童生徒数の中長期的な推移予測や地域の実情等に応じ、小中連携教育の推

進や通学区域の再編のほか、必要に応じ、学校の統廃合なども選択肢の一つとして

検討していく。また、地域の特性を考慮した事業展開もあわせて検討する。 

 

③ 地域独自の方針の構築 

地域の置かれている状況や課題は千差万別であることから、それぞれの地域にお

いて、地域の教育の将来像を明確にしながら、それぞれ、地域独自のオーダーメイ

ドにより「学校のあり方」の方針を構築していく必要がある。 

 

４ 今後の展開 

  以上の考え方について、今後庁内合意を得たうえで、議会をはじめ市民に向けて情報

発信することとしたい。 

  なお、震災復旧と連動して早期の対応が求められている豊間、田人両地域についても、

並行して具体的な施策を整理し、逐次地域説明会等を実施し、合意形成を図っていくこ

ととしたい。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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【あるべき意思決定プロセス】

審議会・協議会等

行政 専門家・有識者 保護者 地域住民

既存施設の継続利用 耐震化工事の実施

適正規模の学校

小中一貫校

適正規模に満たない学校

既存施設に統合 新設校を設置

現状継続

耐震化診断の実施

幼小一体施設 学校統廃合
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【あるべき意思決定プロセスからみた市の現状】

→平成27年度までに完了予定

→検討組織はまだ発足していない

↓ ↓

廃校となる学校施設の耐震化工事がムダになる懸念がある

耐震化診断の実施

審議会・協議会等

保護者 地域住民

既存施設の継続利用 耐震化工事の実施

適正規模の学校 適正規模に満たない学校

行政 専門家・有識者

財政論の立場よりも、教育論の
立場から、早期に問題提起し
て、結論を得るべき

既存施設に統合 新設校を設置

現状継続 小中一貫校 幼小一体施設 学校統廃合

 


