
16監査公表第15号
地方自治法第199条第12項の規定により，監査結果に対する措置について通知を受けた

ので，同項の規定により次のとおり公表する。
平成16年９月６日

福岡市監査委員 浜 地 輝 一
同 星 野 美恵子
同 髙 橋 宏 和
同 上 野 寛

［監査結果に対する措置通知文］

総 行 第 ３ １ ３ 号
平成16年８月９日

福岡市監査委員 浜 地 輝 一 様
同 星 野 美恵子 様
同 髙 橋 宏 和 様
同 上 野 寛 様

福岡市長 山 崎 広太郎

定期監査結果に関する措置について（通知）

財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理の監査について，監査結果に関し
講じた措置を下記のとおり地方自治法第199条第12項の規定に基づき通知します。

記

１ 監査報告と措置の件数

16監査公表第１号（平成16年２月２日付 福岡市公報第5137号（別冊2）公表）分
・・・・・・４６件

２ 講じた措置の内容 以下のとおり



16監査公表第１号（平成16年２月２日付 福岡市公報第5137号（別冊2）公表）分

１ 事務監査

（１）市民局

指摘事項

委託契約事務について注意を求めるもの
委託契約事務に当たっては，より効果的な成果が得られるよう，契約の相手方

に対し，業務の内容や履行条件等を具体的に示し業務の円滑な遂行を図るととも
に，的確に履行の確認を行うことが必要である。しかしながら，平成14年度｢福
岡市危機管理基礎調査業務委託｣において，次のような事例が見受けられた。

今後，委託契約事務に当たっては，より効果的な成果が得られるよう契約書等
に具体的な履行条件を記載するなど適正な事務処理を行うよう注意されたい。
ア 特記仕様書に定めるヒアリング調査や成果品について，調査件数やヒアリン

グ対象者の条件，成果品の提出数量等を定めていなかった。なお，委託業務の
一つであるヒアリング調査においては，さらに多くのヒアリング対象者を選定
することで，より客観性の高い調査結果が得られたのではないかと思われる。

イ 成果品の一部が未提出にもかかわらず履行の確認を行い，委託料を支出して
いた。

（課長(危機管理調整担当)）
【講じた措置】

委託契約事務については，契約書等に具体的な履行条件を記載するとともに，
委託料の支出の際には，契約書どおり履行されているかどうかの確認を十分行う
よう，所属職員に対し書面で周知徹底を図った。

（２）経済振興局

指摘事項

ア 負担金交付先団体の適正な会計経理事務について指導を求めるもの
負担金を交付した団体の会計経理事務が適正に行われているかどうか，市は

指導・監督するとともに，事業年度終了後に実績報告書を求める等して調査確
認する必要がある。しかしながら，平成14年度「福岡市観光交流事業運営委員
会負担金」の交付先団体の会計経理事務において，支出の妥当性を確認できる
書類の添付や金銭出納簿等の記帳管理が不十分で，かつ，当年度に前年度事業
に係る経費を支出しているものや，当年度事業に係る支払い手続きが大幅に遅
れて翌年度に行われているもの等，事業の進捗に伴う適正な執行管理がされて
いなかった。

今後，交付先団体に対して，事業実績報告書を求める等により調査確認を行
い，適正な会計経理事務を図るよう指導されたい。

（観光課）
【講じた措置】

， ，負担金交付先団体の適正な会計経理事務については 負担金交付先団体に対して
支出の妥当性を確認できる書類の添付や金銭出納簿等の記帳管理を適正に行うとと
もに，事業の進捗に伴う適正な執行管理を行い適正な会計経理事務を図るよう研修
を行い，指導徹底を図った。

指摘事項

イ タクシーの効率的・経済的な使用について要望するもの
タクシーの使用については，緊急性，効率性とともに経済性等を勘案し使用



しなければならない。しかしながら，平成15年度のタクシーの使用において，
日常的に，市庁舎への巡回メールや会計書類の授受のため使用されている状況
が見受けられたため，今後，タクシーの使用については，緊急性，効率性とと
もに公共交通機関等による利用とも比較するなど，経済性等も勘案し使用され
るよう努められたい。

（管理課）
【講じた措置】

タクシー使用については，緊急性，効率性とともに経済性等を勘案し，緊急かつ
やむを得ない場合等，必要最小限の使用に努めるよう所属職員に対し，口頭にて周
知徹底を図った。

（３）都市整備局
指摘事項

委託契約事務について注意を求めるもの
委託契約事務に当たっては，契約書及び関係法令等に基づき適正な事務処理を

行うとともに 的確に履行確認を行う必要がある しかしながら 平成14年度 都， 。 ， 「
心部風俗関係違反広告物除却作業委託(1)～(6)」の契約事務において，次のよう
な事例が見受けられた。

今後，委託契約事務に当たっては，契約書及び関係法令等に基づき，適正な事
務処理を行うよう注意されたい。
ア 都心部風俗関係違反広告物除却作業委託(1)において，入札時と契約時との
履行期間が相違するものとなっていた。競争入札の条件として示した履行期間
等を契約時に変更することは，競争の趣旨に反したものであり，不適切な事務
処理であった。

また，履行期間内にもかかわらず，業務内容が増加したことを理由に，契約
変更を行うことなく，同一業者と特命随意契約により新たな契約（同作業委託
(2)）を行っていた。

（都市景観室）
【講じた措置】

履行期間の相違については，入札時の履行期間と相違しないよう，所属職員に
対し研修を行い，周知徹底を図った。

また，特命随意契約についても，地方自治法施行令第１６７条の２に基づき，
厳格な運用を行うよう所属職員に対し研修を行い，周知徹底を図った。

指摘事項

イ 同作業委託(1)において，落札差金が生じたことにより，その後に同作業委
託(2)～(6)までの契約がなされており，計画的な執行とはなっていなかった。

（都市景観室）
【講じた措置】

過去の実績をふまえ，積算を厳格におこなうとともに，現実的な計画策定に努
めるよう，所属職員へ研修を行い，周知徹底を図った。

（４）下水道局
指摘事項

公文書の取り扱いについて注意を求めるもの
公文書の取り扱いについては，福岡市公文書の管理に関する規則等に基づき，



常に整理してその所在及び処理状況を明らかにし，適正に管理，保存しなければ
ならない。しかしながら，公文書の管理事務において，保存期間中の文書を誤っ
て廃棄しているものや行政事務執行中の文書が所在不明となっているものが見受
けられた。

今後，公文書の取り扱いに当たっては，適正な事務処理を行うよう十分注意さ
れたい。

（水質管理課，河川建設課）
【講じた措置】

当該書類については 「福岡市公文書規程」第62条第2項に基づき，保管文書の，
紛失についての処理を行った。

また，公文書の取り扱いについては,「福岡市公文書の管理に関する規則」に基
づき，適正に分類・保管を行うよう課内会議を行い,周知徹底を図った。

（５）消防局
指摘事項

ア 物品管理について適正な事務処理を求めるもの
郵便切手については，使用の都度，物品出納簿に払出の状況を記帳すること

により，使途及び数量等を管理しなければならない。しかしながら，平成14年
度及び同15年度の郵便切手に係る物品出納簿については，払出の事実に基づか
ずに記帳され，使用状況も把握されていなかったため，在庫数量が適正である
かどうか不明であった。

郵便切手に係る物品管理事務については，関係規則等に基づき適正な事務処
理をされたい。

（博多消防署）
【講じた措置】

郵便切手に係る物品管理事務については，会議において所属長に対し使用状況を
適正に出納簿に記入するよう周知徹底を図った。

指摘事項

イ 委託の契約方法について改善を求めるもの
救急自動車内から排出される注射器等の特別管理産業廃棄物の収集運搬及び

処分業務を委託する場合は，収集運搬と処分業務のそれぞれを明確に区分して
委託契約手続きを行う必要があるが，収集運搬業者と契約を締結した平成14年
度「救急自動車から排出する感染性廃棄物の処理委託」において，受託者が契
約している特定の処分業者と福岡市が別途処分契約を締結し，処分に関する費
用を受託者から処分業者に支払う旨指示した内容の契約を行っていた。

今後，特別管理産業廃棄物の収集運搬及び処分に係る委託については，収集
運搬業務と処分業務を明確に区分して委託契約手続きをされるよう改められた
い。

（救急救助課）
【講じた措置】

平成16年度の契約においては，収集運搬業務と処分業務を明確に区分して委託契
約し，それぞれの業者に直接支払うよう改めた。



（６）水道局
指摘事項

公有財産の管理について注意を求めるもの
公有財産の使用許可については，福岡市水道局公有財産規程のほか，関係法令

等に適合するよう適正に行わなければならない。しかしながら，財団法人福岡市
水道サービス公社に対する行政財産の使用許可に伴う平成１５年度使用料につい
て，評定単価の適用を誤っていたため，徴収使用料が過少となっていた。今後，
公有財産の管理に当たっては，関係法令に則り適正に行うよう注意されたい。

（高宮浄水場）
【講じた措置】

評定額の適用等貸付料の算出方法については，福岡市水道局公有財産規程のほか
関係法令等に基づき適正に行うよう所属職員に対し書面で周知徹底を図った。

（７）交通局
指摘事項

ア 時間外勤務手当の支給に当たり適正な事務処理を求めるもの
所属長は，職員に正規の勤務時間外に勤務させるときは，時間外勤務等命令

簿によりあらかじめ勤務を命じなければならない。しかしながら，職員４名に
ついて，平成15年５月分から８月分の時間外勤務等命令簿の所属長印がすべて
押印されていないにもかかわらず，時間外勤務手当が支給されていた。

時間外勤務手当の支給に当たっては，福岡市交通局企業職員の給与の種類及
び基準を定める条例等に基づき適正な事務処理をされたい。

（電気計画課）
【講じた措置】

時間外勤務等命令簿に所属長印が押印されていないものについては，直ちに適正
な事務処理を行うとともに，関係条例・規程等に基づいた職場研修を行い，今後，
適正な事務処理を行うよう周知徹底を図った。

指摘事項

イ カラー印刷を行うに当たり注意を求めるもの
事務事業の遂行に当たっては，その経費が経済的な執行となるように努めな

ければならない。しかしながら，平成15年度の工事工程説明会資料の作成に当
たり，緊急を要すること，大量の複写であること等を理由として，業者にカラ
ー印刷を発注していたが，交通局にカラー複写機があることから，当該複写機
の使用により経費の削減を図ることができたと思われた。

今後，カラー印刷を行うに当たっては，経済性の観点からカラー複写機を有
効に活用されたい。

（建設推進課）
【講じた措置】

カラ－印刷については，カラ－複写機で対応可能なものは必ずそのカラ－複写機

を使用するよう口頭により周知徹底を図った。

また，局内各課に対し，カラー複写機の活用について口頭により周知徹底を図っ
た。

指摘事項

ウ 庁舎管理経費の徴収について検討を求めるもの



行政財産の目的外使用許可に係る使用料のうち，使用者が必要とする経費に
ついては，付加使用料として使用者の負担としなければならない。しかしなが
ら （財）福岡市交通事業振興会に対して合同庁舎の一部を事務室・倉庫の目，
的で目的外使用許可を行い，その使用料及び付加使用料として土地・建物使用
料，電気・ガス料金等を徴収しているものの，清掃・警備・消防設備等に係る
庁舎管理に要する経費については，徴収されていなかった。

今後，使用者負担の観点から，庁舎管理経費の徴収について検討されたい。
（経理課）

【講じた措置】
清掃・警備・消防設備等に係る庁舎管理経費については，今後，使用者の負担と

して徴収することとした。

（８）教育委員会
指摘事項

ア 収入事務について適正な事務処理を求めるもの
平成14年度及び同15年度の収入事務において，給食等業務委託契約により食

堂を使用している者の負担としている電気料について，電気料金が改定されて
， 。いるにもかかわらず 従前の単価により算定していたため過徴収となっていた

収入事務については，適正な事務処理をされたい。
（油山青年の家）

【講じた措置】
電気料金の収入事務については，平成１５年１０月分より算定単価を改定後の

適正な金額に改めるとともに，それまでの過徴収分については，全額還付を行っ
た。

収入事務については適切に行うよう所属職員に対して口頭で指導を行った。

指摘事項

イ 委託契約事務について適正を期すべきもの
委託契約事務に当たっては，関係法令等に基づき適正な事務処理を行うとと

もに，的確に履行確認を行う必要がある。また，委託により得られた結果につ
いては，有効に活用するとともに是正を要する場合は措置する必要がある。し

， 「 」かしながら 平成14年度の 城南整理室自動火災報知設備等保守点検業務委託
の契約事務において，次のような事例が見受けられた。

今後，委託契約事務に当たっては，関係法令等に基づき適正な事務処理を行
うとともに，委託により得られる成果を有効に活用されるよう十分注意された
い。
(ｱ) 委託業務による点検結果報告書において，屋内消火栓設備等の不良箇所が

指摘されていたが，実査日現在まで，災害等を未然に防止するための改修等
の検討がなされないままとなっていた。

(ｲ) 点検の対象となる機器類等が正確に把握されておらず，実際の点検実施対
象機器等の数量と，設計書及び業者から提出された報告書の点検実施機器数
とが相違しているにもかかわらず，そのまま履行確認を行っていた。

（ ）埋蔵文化財課
【講じた措置】

屋内消火栓設備等の不良箇所については，取替工事を行った。また，点検実施
対象機器等の数量の違いについては，現場確認し正しい数量に是正した。

委託契約事務については，関係法令等に基づき適正に行うよう，所属職員に対



し口頭で指導を行った。

２ 工事監査
（１）経済振興局

指摘事項

施工管理について注意を求めるもの
平成14年度「東新町北花壇整備工事」

（契約金額240万3,450円）
「建設廃材の再利用に関する基準」では，再生可能な建設廃材については，

全て認定再利用施設への搬入とし 「土木工事施工管理基準」では，産業廃棄，
物の処理状況を建設廃棄物マニフェスト番号を記して写真撮影することとなっ
ているが，本件工事のアスファルト殻については，認定外の再利用施設へ搬入
し，その処理状況写真が撮影されていなかった。また，コンクリート殻の処理
写真にはマニフェスト番号が記載されていなかった。

今後は基準を遵守するよう，請負者へ指導の徹底を図られたい。
（空港対策課 都市整備局公園建設課関連）

【講じた措置】

建設廃材の処理については 「建設廃材の再利用に関する基準」等に基づき適正、
に行なわれるよう、所属職員に対し，請負業者への指導の徹底を図るよう研修を行
った。

（２）都市整備局

指摘事項

ア 設計積算について注意を求めるもの
(ｱ) 平成13年度「姪浜土地区画整理事業姪浜駅南線道路舗装工事」

（契約金額9,171万7,500円）
ａ 既設水路等コンクリート構造物の取壊し工において，コンクリート圧砕

機による作業として設計積算されていたが，施工ではブレーカを使用した
作業となっていた。

今後は，現場状況を十分把握し，適正に設計変更の処理をされたい。
（旧：姪浜区画整理事務所）

（新：管理課）
【講じた措置】

工事の設計変更・設計積算等については、現場の状況や歩掛等をもとに適正な事
務処理を行うよう指導するとともに、それに伴う契約変更等関連業務についても遺
漏なく処理するよう、所内研修を行い職員に対し周知徹底を図った。

指摘事項

ｂ 「土木工事設計標準歩掛」では，市場単価を採用する場合には施工規模
に応じた加算率で加算することとなっているが，本件区画線工の積算にお
いて，加算率の適用に誤りがあった。

今後は基準を遵守し，適正な設計積算を図られたい。
（旧：姪浜区画整理事務所）

（新：管理課）

【講じた措置】

工事の設計変更・設計積算等については、現場の状況や歩掛等をもとに適正な事



務処理を行うよう指導するとともに、それに伴う契約変更等関連業務についても遺
漏なく処理するよう、所内研修を行い職員に対し周知徹底を図った。

指摘事項

(ｲ) 平成13年度「青葉公園第２工区整備（その２）工事」
（契約金額1億9,212万7,950円）

ａ 照明設備工の設計積算において，公園施設の遊歩道の施設照明設置を行
う場合は 「公園照明設備設置工」を適用するものとなっているが 「道， ，
路照明設備設置工」を採用していた。

今後は 「土木工事設計標準歩掛」を遵守して適正な設計積算を図られ，
たい。

（公園建設課）
【講じた措置】

照明設備工において、公園施設として照明灯を設置する場合は「公園照明設備設
置工」に基づき、適正な設計積算及び施工管理を行うよう公園設計・監督の所属職
員に対し研修を行い、周知徹底を図った。

指摘事項

ｂ コンクリート系園路工及び石材系園路工の設計積算において，舗装工の
基盤コンクリートの構造物種別を適用工種から「無筋構造物」を選定すべ
きところを「小型構造物（Ⅰ 」としていた。）

今後は 「土木工事設計標準歩掛」を遵守して適正な設計積算を図られ，
たい。

（公園建設課）
【講じた措置】

基盤コンクリートの積算においては 「土木工事設計標準歩掛」に基づき、適正、
な設計積算及び施工管理を行うよう公園設計・監督の所属職員に対し研修を行い、
周知徹底を図った。

指摘事項

(ｳ) 平成14年度「伊都土地区画整理事業伊都区画整理駅北線橋梁築造工事（下
部工 」）

（契約金額8,189万4,750円）
既設護岸撤去工において，取壊し殻の積込費を計上していたが，市場単価

での取壊し費用には積込み作業まで含まれているので，積込み費の計上は必
要なかった。

「 」 ， 。今後は 土木工事設計標準歩掛 を遵守し 適正な設計積算を図られたい
（伊都区画整理事務所工事課）

【講じた措置】

設計積算業務については「土木工事設計標準歩掛」を遵守して適正な設計積算を
行うよう所属職員に対し研修を行うとともに，審査業務充実の周知徹底を図った。

指摘事項

(ｴ) 平成14年度「動物園南園法面補強工事」
（契約金額3,292万9,050円）



本法面補強工では，削孔後アンカーの設置及びグラウト注入するものであ
るが，設計内容の変更において，削孔機械の機種変更に伴い削孔径が変更に
なったにもかかわらず，グラウト注入量が変更されていなかった。

今後は，十分注意して適正な設計積算を図られたい。
（動物園 建築局施設建設課関連）

【講じた措置】

変更内容の精査に十分注意し適正な設計・積算に努めるよう、関連職員に対し研
修を行い、周知徹底を図った。

指摘事項

イ 契約事務について注意を求めるもの
平成14年度「西部運動公園テニス場管理棟改築その他衛生工事」

（契約金額3,654万円）
地中埋設の給水管布設において，掘削後の埋戻しは発生土で設計積算をさ

れていたが，給水管周りの埋戻しは砂に変更となった。また，ステンレス製
ポンプ室付受水槽は，イラスト塗装を行うことで設計積算をされていたが，
単色塗装に変更となった。

しかし，変更が生じたにもかかわらず，変更額の増減がほぼ同額となった
ため，設計変更の手続きはなされなかった。

今後は，条件変更等が生じる場合は，適正に契約変更の手続きを行なわれ
たい。

（公園建設課 建築局設備課関連）
【講じた措置】

増減項目の内容や全体金額に対する割合等を総合的に勘案して、必要な場合は設

計変更を行うよう所属職員に対して研修を行い，周知徹底を図った。

指摘事項

ウ 設計積算及び施工管理について注意を求めるもの
(ｱ) 平成13年度「道隈西公園整備（その１）工事」

（契約金額1,170万5,400円）
地盤改良工において，セメント系固化材を使用する場合は六価クロム溶出

， 。試験を改良土量に応じて行うこととなっているが 試験回数が不足していた
また，六価クロム溶出試験費が計上されてなかった。

今後は 「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土，
の再利用に関する当面の措置について」に基づき，適正な設計積算及び施工
管理を図られたい。

（公園建設課）
【講じた措置】

地盤改良工において、セメント系固化材を使用する場合は「セメント及びセメン
ト系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について」
に基づき、適正な設計積算及び施工管理を行うよう公園設計・監督の所属職員に対
し研修を行い、周知徹底を図った。

指摘事項

(ｲ) 平成14年度「サンパレス南側道路植栽工事」



（契約金額7,573万7,550円）
ａ 「土木工事設計標準歩掛」における間接工事費の算定において，道路植

栽の工種区分は「道路維持工事」を適用するものとなっているが 「道路，
改良工事」として諸経費を算出していた。

今後は，基準を遵守して適正な設計積算を図られたい。
（緑化推進課）

【講じた措置】

設計積算については「土木工事設計標準歩掛」に基づき，適正な設計積算を行う
よう，所属職員に対し，研修により周知徹底を図った。

指摘事項

ｂ 植栽基盤工において，変更により現場発生土の一部を香椎パークポート
に客土として搬出することとしているが，客土運搬費が計上されてなかっ
た。また，運搬土量を確認できるものがなかった。

今後は，施工管理による十分な把握をするとともに適切な設計変更の処
理をされたい。

（緑化推進課）
【講じた措置】

施工管理については適正な現場確認を行い，状況に応じた設計変更を行うよう，
所属職員に対し、研修により周知徹底を図った。

指摘事項

(ｳ) 平成14年度「緑の相談所空調設備改良工事」
（契約金額1,622万2,500円）

ａ 特記仕様書では，冷温水配管の水圧試験は納品機器最大使用圧力の１.
５倍の圧力とし，０.７５ 未満の場合は最小試験圧力０.７５ とMPa MPa
することとなっているが，０.５ で水圧試験をしていた。MPa

特記仕様書に基づき，請負者への指示の徹底を図り，適切な施工管理に
努められたい。

（植物園 建築局設備課関連）
【講じた措置】

請負者に指示して、０．７５Ｍｐａで圧力試験を行い、品質を確認した。
また、今後は特記仕様書の記載事項について十分注意するよう、文書で請負者に
周知した。

指摘事項

，「 」ｂ 既設空調機の撤去に伴うフロンの回収及び破壊は フロン回収破壊法
に基づき適正な処理を行なわなければならないこととなっている。本件工
事のフロンの回収及び破壊については，適正に処理されてはいたが，仕様
書に明記がなく，またフロンの回収破壊費も計上されてなかった。

今後は十分注意し，仕様書に明記するなど，適切な設計積算を図られた
い。

（植物園 建築局設備課関連）
【講じた措置】

記載漏れを防ぐため特記仕様書の一部変更を行うと共に、工事費計上の最終チェ



ックを適正に行うよう所属職員に対して研修を行い，周知徹底を図った。

（３）下水道局
指摘事項

ア 設計積算について注意を求めるもの
(ｱ) 平成12年度「多々良（多々良１丁目）地区下水道築造工事」

（契約金額6億4,408万7,850円）
既設公園用地の一部を営繕施設等で使用するため，代替施設として仮公園

をイメージアップ経費により整備していたが，イメージアップ経費の適用範
囲に該当しなかった。

今後は 「土木工事設計標準歩掛」を遵守し，適正な設計積算を図られた，
い。

（東部建設課）
【講じた措置】

イメージアップ経費の適用範囲については，課内会議及び研修会等を行い，施工
内容を十分に把握するとともに，チェック体制の強化を図り，適正な設計積算に努
めることとした。

指摘事項

(ｲ) 平成12年度「都市基盤河川改修事業諸岡川改修工事（第１工区 」）
（ ）契約金額4,053万円

設計積算において，水門製作工の労務単価が据付工の単価と誤って計上さ
れていた。

今後は十分注意し，設計積算に努められたい。
（河川建設課）

【講じた措置】

工事の設計積算に使用する単価については，計上誤りがないよう設計者の指導育
成を行うとともに適正な設計及び精査に努めるよう課内で勉強会を行った。

指摘事項

(ｳ) 平成13年度「東浜第１ポンプ場新築工事」
（契約金額3億5,206万5,000円）

「建築工事積算基準・同解説」による単価の決定において，ガラスブロッ
ク及び床材の単価を誤って積算していた。

今後は，十分注意し適正な設計積算を図られたい。
（施設課 建築局施設建設課関連）

【講じた措置】

設計積算については，職員に対し積算基準を周知するとともに，積算チェックリ
スト等を作成することにより精査の徹底を図った。

指摘事項

(ｴ) 平成13年度「月隈第１７雨水幹線築造工事」
（契約金額4億9,630万6,650円）

ａ 工事から発生した残土の処分場所については，設計書において処分場を
指定明示していたが，発生した残土の土質により指定した処分場への搬入



が出来なくなったにもかかわらず，指定処分としていた。
今後は，状況に応じた適切な設計変更の処理をされたい。

（東部建設課）
【講じた措置】

設計積算については，課内会議及び研修会等を行い，施工内容を十分に把握する

とともに，チェック体制の強化を図り，適正な設計積算に努めることとした。

指摘事項

ｂ 「土木工事設計標準歩掛」では，市場単価を採用する場合には施工規模
に応じた加算率で加算することとなっているが，鉄筋工の設計積算におい
て，加算率の適用に誤りがあった。

今後は基準を遵守し，適正な設計積算を図られたい。
（東部建設課）

【講じた措置】

設計積算については，課内会議及び研修会等を行い，施工内容を十分に把握する
とともに，チェック体制の強化を図り，適正な設計積算に努めることとした。

指摘事項

(ｵ) 平成13年度「生の松原第３雨水幹線築造工事」
（契約金額1億2,276万2,850円）

雨水排水施設として既製品のボックスカルバートを設置しているが，製品
の短切りや斜切りなど特殊加工費用の積算において，誤りがあった。

今後は「土木工事設計標準歩掛等運用基準」に基づく，適正な単価決定と
見積りの採用等，適正な設計積算を図られたい。

（西部建設課）
【講じた措置】

ボックスカルバートの短切り及び斜切りの加算額における取り扱いについては，

「土木工事設計標準歩掛等運用基準」に基づいて適正な設計積算を行うよう，課内

会議で関係職員への周知徹底を図った。

指摘事項

(ｶ) 平成14年度「都市基盤河川改修事業那珂川改修工事（第３工区 」）
（契約金額7,350万円）

既設護岸の取壊しにより発生したコンクリート殻を，ふとんかごの詰石と
して現場内で再利用されているが，建設廃材の有効利用については 「建設，
廃材の現場内有効利用に係る事務処理要領」に基づき産業廃棄物指導課との
事前協議が必要であるにもかかわらず，本件工事において，これら協議がな
されていなかった。

今後は十分注意して，適正な廃棄物処理の手続きをされたい。
（河川建設課）

【講じた措置】

工事現場内での建設廃材の有効利用については、担当部局との事前協議を必ず行

い、廃棄物処理の手続きに遺漏がないよう、適正な設計及び精査に努めるよう課内

で勉強会を行った。



指摘事項

イ 施工管理について注意を求めるもの
平成13年度「準用河川改修事業七隈川改修工事」

（契約金額2億3,067万3,450円）
「労働安全衛生規則」では，高さが２ｍ以上の箇所で作業を行う場合は，

墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないが，
本工事の仮橋設置作業において，これらの措置がなされず作業が行われてい
た。

今後は基準を遵守し，作業中の安全管理について，請負者への指導の徹底
を図られたい。

（河川建設課）
【講じた措置】

２ｍ以上の高所作業については、安全帯の使用を義務付け、且つ基準等を遵守す

、 。るとともに 安全管理に関する措置を徹底するよう業者に対し口頭で指導を行った

指摘事項

ウ 設計積算及び施工管理について注意を求めるもの
(ｱ) 平成13年度「治水池環境整備事業勧進原池治水池整備工事」

（契約金額8,226万2,250円）
地盤改良工において，セメント系固化材を使用する場合は六価クロム溶出

， 。試験を改良土量に応じて行うこととなっているが 試験回数が不足していた
また，六価クロム溶出試験費が計上されてなかった。

今後は 「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土，
の再利用に関する当面の措置について」に基づき，適正な設計積算及び施工
管理を図られたい。

（河川建設課）
【講じた措置】

必要な試験費については、設計に計上漏れのないよう、設計者の指導育成を行う
とともに適正な設計及び精査に努めるよう課内で勉強会を行った。

指摘事項

(ｲ) 平成14年度「アイランドシティ（香椎浜３丁目・東部）地区下水道築造
工事」

（契約金額6,111万3,150円）
ａ 雨水排水施設として既製品のボックスカルバートを設置しているが，こ

れの短切り加工費は，計上の必要がなかった。また，斜切り加工単価を誤
って計上していた。

今後は現場状況を十分確認すると共に，適正な設計積算を図られたい。
（東部建設課）

【講じた措置】

設計積算等については，課内会議及び研修会等を行い，施工内容を十分に把握す

るとともに，チェック体制の強化を図り，適正な設計積算及び施工管理に努めるこ

ととした。



指摘事項

「 」 ，ｂ 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針について では
薬液注入工事を施工する場合には地下水等の水質の監視を行うこととなっ
ているが，本件工事においては，これらの費用が設計計上されておらず，
また実施もされていなかった。

今後は基準を遵守し，適正な設計積算に努められるとともに，請負者へ
の指示の徹底を図られたい。

（東部建設課）
【講じた措置】

設計積算等については，課内会議及び研修会等を行い，施工内容を十分に把握す

るとともに，チェック体制の強化を図り，適正な設計積算及び施工管理に努めるこ

ととした。

（４）教育委員会
指摘事項

ア 施工管理について注意を求めるもの
(ｱ) 平成13年度「石丸小学校講堂兼体育館改築その他電気工事」

（契約金額4,200万円）
「建築設備工事写真撮影の手引き」では，産業廃棄物の適正な処理を確認

するための必要な状況写真を撮影するようになっているが，本件工事では処
理場への搬入写真が撮影されていなかった。

今後は十分注意し，請負者への指導の徹底を図り，適切な施工管理に努め
られたい。

（施設課 建築局設備課関連）
【講じた措置】

産業廃棄物の搬入写真については 「建築設備工事写真撮影の手引き」に基づ，
き適切に撮影するよう，監督員から請負者への指導を行うことを所属職員に対し
研修にて周知徹底を図った。

指摘事項

(ｲ) 平成13年度「別府小学校プール改築工事」
（契約金額5,491万5,000円）

建築基準法第１８条では，工事に着手する前にその計画を建築主事に通知
しなければならないが，本工事に伴う機械室改築工事においては手続きがな
されていなかった。

今後は，適正な処理を図られたい。
（施設課 建築局施設建設課関連）

【講じた措置】

工事着手前の計画通知については，建物面積の大小にかかわらず必ず手続きを

行うようチェックリストを作成し，所属職員に対して口頭で指導を行った。

指摘事項

(ｳ) 平成13年度「東福岡養護学校校舎増築工事」
（契約金額1億4,647万5,000円）

「労働安全衛生規則」では，高さが２ｍ以上の箇所で作業を行う場合は，



墜落による労働者の危険を防止するため手摺等を設けなければならないが，
解体撤去の作業において，これを設けずに作業を行っていた。

今後は，工事中の安全管理について請負者へ指導の徹底を図られたい。
（発達教育センター 建築局施設建設課関連）

【講じた措置】

工事中の安全管理については，請負者への十分な指導を行うよう所属職員に対

し，課内会議の中で周知徹底を図った。

指摘事項

(ｴ) 平成14年度「学校給食センター柳瀬支所ボイラー設備改良工事」
（契約金額5,145万円）

蒸気配管の水圧試験は，最高使用圧力の２倍の圧力で行うべきところ１.
５倍で行っていた。

仕様書に基づき，請負者への指示を徹底し，適切な施工管理に努められた
い。

（学校給食課 建築局設備課関連）
【講じた措置】

請負者に指示して、２倍の圧力で試験を行い、品質を確認した。
、 ， ， ，なお 工事の施工管理については 仕様書に基づき 請負者への指示を徹底し

適切な施工管理を行うよう職員に対して口頭で指導を行った。

指摘事項

(ｵ) 平成14年度「東月隈小学校給水施設改良工事」
（契約金額1,979万2,500円）

設計積算及び特記仕様書において，屋外給水管と消火管の保温工はカラー
ステンレス仕上げであるにもかかわらずステンレスを使用していた。

今後は十分注意し，請負者への指導を図り，適切な施工管理に努められた
い。

（施設課 建築局設備課関連）
【講じた措置】

特記仕様書の様式については，平成１６年度より一部改定を行い，分かりやす

くした。また，特記仕様書の記載事項について十分注意するよう，監督員から請

負者への指導を行うことを所属職員に対し研修にて周知徹底を図った。


