
17監査公表第６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17年５月16日

福岡市監査委員 浜 地 輝 一
同 星 野 美恵子
同 髙 橋 宏 和
同 福 田 健

〔監査結果に対する措置通知文〕

総 行 第 ４ ６ ３ 号
平成１７年３月２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 福 田 健 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５号（平成16年５月13日付 福岡市公報第5164号（別冊）公表）分
・・・・・・５０件

２ 講じた措置の内容 以下のとおり



- -1

16監査公表第５号（平成16年５月13日付 福岡市公報第5164号（別冊）公表）分

１ 事務監査

（３）保健福祉局

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況

ア 補助金の交付先団体への指導を求める ア
もの

福岡市が交付した補助金については， 社団法人福岡市医師会から関係団体へ
目的どおりに執行されたか確認を行うと 補助金を再交付する場合の交付基準の整
ともに，必要に応じて交付先団体を指導 備及び再交付を受けた関係団体の事業実
しなければならない。しかしながら，社 績の確認について、同会を指導した。
団法人福岡市医師会に対して交付した平 なお、福岡市医師会においては、補助
成14年度「福岡市医師会事業」外１件の 金を再交付する場合の基準等の整備に着
補助金において，同団体から関係機関へ 手している。
再交付されているものがあったが，交付
基準が明確となっておらず，また，実績
の確認も行われていなかったにもかかわ
らず，同団体への指導がなされていなか
った。

今後，事業実績の確認を的確に行われ
るとともに，補助金が再交付される場合
の基準等について，同団体と協議のうえ
規定の整備等を図るよう指導されたい。

（地域医療課，保険年金課）
ウ 委託契約事務について適正な事務処理 ウ

を求めるもの

委託により業務を実施するに当たって 平成１６年度以降の委託契約事務につ
は，事前に契約を締結し，契約内容に従 いては、関係法令等に基づき適正な事務
って業務を履行させなければならない。 処理を行った。
しかしながら，平成14年度「香椎保育所
外７カ所空調機器保守点検業務委託」に
ついては，選定業者３者により見積合せ
を行い契約を締結しているにもかかわら
ず，契約締結日以前に，受託者となった
業者へ委託業務の一部を履行させていた

今後，委託契約事務については，関係
法令等に基づき適正な事務処理をされた
い。

（保育所整備課)
エ 物品購入契約事務について適正な事務 エ

処理を求めるもの

物品を購入する際には，購入目的に応
じて数量，納期日等を設定し計画的に発
注するとともに，経済性も考慮しなけれ
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ばならない。また，一定金額以上の物品購
入については，契約課に発注依頼し購入し
なければならないが，平成14年度及び同15
年度の物品購入契約事務において，次のよ
うな事例が認められたため，今後，物品購
入に当たっては，適正に事務処理されたい

（ ）(ｱ) 各区保健福祉センター（福祉事務所 (ｱ) 各区保健福祉センター 福祉事務所
が使用する窓あき封筒の購入において が使用する窓あき封筒の購入において
在庫数量が少なくなったことから各区 は，平成１６年度は年度当初に在庫数
ごとに発注し購入されていた。使用見 量及び年間の使用数量を調査し，全区
込み・在庫数量等を把握し，計画的に で必要とする数量を一括し，契約課に
発注すべきであった。 発注依頼を行い購入した。

(保護課)
(ｲ) 購入数量を分割等して原課で契約し (ｲ) 物品購入契約事務については、購入

購入していたものがあった。また，年 目的に応じて数量、納期日等を設定し
度末に購入されているものもあり，計 計画的に発注するとともに、福岡市契
画的に早期に発注するとともに，一定 約事務規則に基づき、一定金額以上の
金額以上の物品購入については，契約 物品を購入するときは、契約課に発注
課に依頼し購入すべきであった。 依頼し購入するよう所属職員に対し研

(保険年金課，高齢保健福祉課) 修を行い、周知徹底を図った。

（４）農林水産局

ア 公有財産について適正な管理を求める ア
もの

公有財産である漁港施設については， 不法投棄物等については，職員と漁業
その利用の確保を図るため，常に善良な 関係者との共働により清掃撤去を行っ
管理者の注意をもって適正に管理しなけ た。
ればならない。また，漁港を利用する者 今後，漁港施設を大切に利用するよう
は，漁港施設の安全かつ適正な利用に支 啓発に努めていくとともに，漁業関係者
障とならないようにするとともに，漁港 や地域住民，漁港利用者との共働による
環境の維持に努めなければならない。し 維持管理を行うこととした。
かしながら，漁港施設の敷地において，
軽トラックや普通乗用車が放置されてい
る箇所，テレビや冷蔵庫，古くなった漁
網や廃材などが投棄されている箇所等が
あった。
公有財産である漁港施設の管理に当た

っては，漁港環境の啓発に努めるととも
に，関係条例等に則り適正な管理をされ
たい。

(漁港課)
イ 簡易専用水道の管理について適正を期 イ

すべきもの

簡易専用水道については，水道法に基 受水槽の通気管における防虫網の破れ
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づき適正に管理する必要がある。また， については，工事を行うまでの応急処置
当該水道の管理に係る定期検査等により として目の細かい網を購入し取り付けを
得られた結果については，有効に活用す した後，財団法人福岡市施設整備公社へ
るとともに，是正を要する場合は措置す 依頼の上，防虫網の取替工事を行った。
る必要がある。しかしながら，平成14年 今後，定期検査の結果，是正や改善の
度及び同15年度の定期検査において，水 指摘があった場合は，直ちに改修等の適
質検査結果は「良好」であったものの， 切な措置を講じていく。
検査結果書で受水槽の通気管における防
虫網の破れについて改善を求められてい
たが，実査日現在まで，改修等の検討が
なされないままとなっていた。

簡易専用水道の管理に当たっては，関
係法令等に基づき適正な管理をされると
ともに，定期検査結果を有効に活用され
るよう十分注意されたい。

(青果市場(西部市場))

（５）区役所

【共通】
物品管理について適正な事務処理を求め

るもの

物品は，その性質，用途に応じ常に善良
な管理者の注意をもって保管，管理し な
ければならない。しかしながら，健康状態
に不安のあるひとり暮らしの高齢者 等に
対し緊急通報用機器の貸与等を行い，緊急
時に消防局へ連絡するなど，その 生活の
安全の確保を図る「福岡市緊急通報システ
ム事業」に係る緊急通報用機器 の管理に
おいて，次のような事例が見受けられた。

今後，当該機器の管理については，適正
な事務処理をされたい。

ア 緊急通報用機器については，実情とし ア・イ
て納入，設置及び受信センター業務等を 緊急通報用機器の適正管理について
行う受託業者に一括管理されており，物 は，保健福祉局の備品として一括管理
品の管理をすべき区において，当該 機 することに改めるとともに，備品の在
器の設置時及び廃止時の現品の確認等が 庫状況については，在庫表を毎月各区
行われていなかった。 へ送付することとし，徹底して在庫品

を優先利用するよう周知徹底を図った。
イ 備品出納簿の整理もなされておらず，

在庫状況の的確な把握がなされていなか
った。
(東区，博多区，南区，城南区，早良区

の各福祉・介護保険課)
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【博多区役所】
市税の滞納整理事務について適正な事務

処理を求めるもの

市税の徴収金について，時効の完成によ 市税の滞納整理事務にあたっては，消
り不納欠損処分を行う場合は，消滅時効の 滅時効が中断され時効が完成していない
中断等がないか十分に確認しなければなら ものを不納欠損処分とすることがないよ
ない。しかしながら，平成14年度の市税の う，執行停止案件分を再点検するととも
滞納整理事務において，滞納処分の執行停 に，関係法令等に則り，適正な事務処理
止期間中のものについて，債権の差押え等 を行うよう周知徹底を図った。
により消滅時効が中断され時効が完成して
いないものを不納欠損処分しているものが
あった。

市税の滞納整理事務に当たっては，関係
， 。法令等に則り 適正な事務処理をされたい

(納税課)
【中央区役所】
イ 委託契約事務について計画的な業務を イ

行うよう注意を求めるもの

業務を委託するに当たっては，その必 当委託業務については，必要性につい
要性について十分に検討する必要がある て十分検討するとともに，業務内容や作。

また，委託業務の目的が最も効果的に 業量に応じた実施回数などについて，計
達成できるよう，業務内容や作業量に応 画的・効率的な事務処理に努めるよう，
じた実施回数とするなど，計画的，効率 所属職員に対して口頭により周知徹底を
的に事務処理を行う必要がある。しかし 図り，実施していくこととした。
ながら，公園内における禁止行為等を行
う者に対し，禁止行為の周知徹底及び適
正利用等の指導を行うことを主な業務と
する 平成15年度中央区管内公園利用指「

導業務委託」において，設計書では，延
べ135回の指導員による巡回を監督の指
示により実施するとされているが，契約
日の翌日から長期間，具体的な指示がな
されておらず，巡回実績がなかった。

今後，委託業務の実施に当たっては，
その必要性について十分検討するととも

， 。に 計画的に実施するよう注意されたい
(維持管理課)

ウ 物品購入契約事務について注意を求め ウ
るもの

物品を購入する際には，購入目的に応 物品購入にあたっては，必要性・必
じて数量，納期日等を設定し計画的に発 要数を十分検討し，経済的かつ計画的
注するとともに，経済性も考慮しなけれ に発注するよう，所属職員に対して口
ばならない。しかしながら，平成14年度 頭により周知徹底を図るとともに，経
及び同15年度の物品購入契約事務におい 理担当職員には適切に事務処理を行う
て，次のような事例が見受けられた。 よう指導を行った。

今後，物品の購入に当たっては，十分
注意されたい。
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(ｱ) 平成14年度の住宅地図の購入につい
て

ａ 住宅地図については，毎年多量に
購入されているが，当該地図の毎年
購入の必要性について疑問が持た
れた。

今後，購入に当たっては経済性等
の観点も踏まえ十分検討されたい。

ｂ 年度末に数回にわたって契約が行
われていたが，一括して発注すべき
であった。また，当該住宅地図につ
いては，年度の早い時期に購入する
などして，早期活用を図られたい。

ｃ 他区及び周辺市町の住宅地図を購
入していたが，他市町等への年間の
出張回数等を考慮し，その購入の必
要性について十分検討されたい。

(ｲ) 平成15年度において，保安用品（セ
ーフティコーン等）を同一業者に数回
に分けて発注しているが，必要数量等
について十分な検討を行い，一括発注
に努められたい。

(地域整備課)

【南区役所】
土地の評価事務について適正な事務処理

を求めるもの

土地の評価事務において，次のような事
例が見受けられた。地方税法及び税務事務
取扱要領等に基づき適正な事務処理をされ
たい。

ア 隣接する二筆以上の宅地について，そ ア 今回指摘があった宅地の評価につい
の形状，利用状況等からみて，これらを ては，税務事務取扱要領に基づき，適

合わせて評価する必要がある場合におい 正な評価に見直した。
ては，その一体をなしている部分の宅地 今後，土地の地目変更や分・合筆，
を一画地として評価しなければならない 所有権移転等において評価の誤りが生。
しかしながら，隣接する二筆以上の宅地 じないよう研修等を行い，適正な評価
に一個の建物が存在する場合に，一画地 を行うよう周知徹底を図った。
としての評価を行っていないものがあっ
た。

イ 正面と裏面に路線がある画地(二方路 イ 二方路線影響加算率の適用を誤って
線地)の場合は，裏路線の影響があるこ いるものについては，税務事務取扱要
とから二方路線影響加算率により補正す 領に基づき，正しい加算率に修正を行
る必要があるが，二方路線地として補正 った。
を行ったものにおいて，同加算率の適用 今後，地方税法及び税務事務取扱要
を誤っているものがあった。 領に基づき，適正な事務処理を行うよ
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(固定資産税課) う口頭により周知徹底を図った。

【城南区役所】
ア 市税の減免事務について適正な事務処 ア

理を求めるもの

市税の減免を行う場合は，申請に基づ
き減免基準の該当区分等に応じ適正に行
わなければならない。しかしながら，平
成15年度の市税の減免事務において，次
のような事例が見受けられた。

市税の減免決定に際しては，減免基準
等に基づき適正な事務処理をされたい。

(ｱ) 障害者に対する市県民税の減免事務 (ｱ）減免額の適用を誤っていた当該納税
， ，において，減免控除額の算定誤りによ 者に対しては 減免額の再算定を行い

り，減免額の適用を誤っているものが 変更通知を行った。
あった 。 今後は，減免額の算定誤りを防止す

(ｲ) 軽自動車税の減免事務において，生 るため，特に手計算による減免出議の
活保護(生活扶助)の開始が同税の納期 場合は通常の決裁に加え，精査担当を
限後であるにもかかわらず，平成14年 置くように改めた。また，減免処理に
度分について減免しているものがあっ ついて研修により徹底を図った。
た。 (ｲ) 減免の適用を誤っていた当該納税者

(市民税課) に対しては，減免の取消処理を行い，
変更通知を行った。

今後は，減免の適用誤りを防止する
ため，減免処理要領について研修によ
り徹底を図った。

イ 土地の評価事務について適正な事務処 イ
理を求めるもの

土地の評価事務において，次のような
事例が見受けられた。地方税法及び税務
事務取扱要領等に基づき適正な事務処理
をされたい。

(ｱ) 正面と側方に路線がある画地の場合 (ｱ) 側方路線加算率による補正を行って
は，側方路線の影響があることから， いなかった当該画地については，現地
側方路線影響加算率により補正する必 調査及び字図等の精査を行い，適正な
要があるが，同加算率による補正を行 評価に改めた。
っていないものがあった。 今後，土地の地目変更や分・合筆，

(ｲ) 二以上の路線に接する画地の正面路 所有権の移転等により状況に変更があ
線は，通常，路線価が大きい方の路線 った場合などは，速やかに評価を見直
とすることとなっているが，正面路線 すとともに，評価の誤りが生じないよ
の選定を誤り，路線価が小さい方の路 う，研修により周知徹底を図った。
線を正面路線としているものがあった (ｲ) 正面路線の選定を誤っていた当該画。

(ｳ) 不整形地については，その形状によ 地については，現地調査及び路線価図
， 。り画地の全部が十分に利用できないと 等の精査を行い 適正な評価に改めた

いう利用上の制約を受けるため，不整 今後は適正な評価を行っていくよう
形地の形状による補正率で補正する必 ，研修により周知徹底を図った。
要があるが，同補正を行っていないも (ｳ) 不整形地の形状による補正率で補正
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のがあった。 を行っていなかった当該画地について
， ，(ｴ) 高圧線下にある画地の場合は，通常 は 現地調査及び字図等の精査を行い

の用途に供することができない部分が 適正な評価に改めた。
あることから高圧線下地補正率により 今後は適正な評価を行っていくよ
補正する必要があるが，高圧線の移設 う，研修により周知徹底を図った。
に伴い，高圧線下にない画地となった (ｴ) 高圧線下地補正率による補正を誤っ
ものにおいて，従前と同様に，高圧線 ていた当該画地については，現地調査
下地補正率による補正を行っているも 及び字図等の精査を行い，適正な評価
のがあった。 に改めた。

(固定資産税課) 今後は適正な評価を行っていくよ
う，研修により周知徹底を図った。

ウ 委託契約の事務処理等について注意を ウ
求めるもの

委託契約に当たっては，関係法令等に

基づき適正な事務処理を行うとともに，

成果品については，有効に活用しなけれ

ばならない。しかしながら，平成14年度

及び同15年度の委託契約において，次の

ような事例が見受けられた。

今後，委託契約に当たっては，関係法

令等に基づき適正な事務処理を行うとと

もに，委託により得られた成果品を有効

に活用されるよう十分注意されたい。

(ｱ) 平成14年度｢イノシシ出没注意を促す (ｱ) イノシシ出没注意を促す看板につい

立看板製作委託｣において，製作した看 ては，地元関係者等との調整を行って

板が設置されていなかった。 いたことから設置を保留していたが，

(ｲ) 平成15年度｢油山ハイキングコース清 調整が完了したことから設置を行っ

掃草刈業務委託｣において，委託契約書 た。

に設計書の写(金額入り)を添付してい (ｲ) 委託契約書の作成にあたっては，金

た。 額入り設計書の写しを添付することの

（振興課(現地域振興課)） ないよう，再発防止を図り，適正な事

務処理を行うよう研修により周知徹底

を図った。

【早良区役所】

負担金交付先団体の適正な会計経理事務
について指導等を求めるもの

負担金を交付した団体の会計経理事務が 負担金交付先団体の適正な会計経理事
適正に行われているかどうか，市は指導・ 務については，監査実施期間終了後，直
監督するとともに，実績報告書をはじめ関 ちに「早良区まちづくり活動支援事業負
係書類等により事業実績を調査確認する必 担金」および「福岡市地域振興事業負担
要がある。しかしながら，平成14年度「早 金」交付先団体に対し，下記事項につき
良区まちづくり活動支援事業負担金」及び 適切な執行を行うよう指導した。
同15年度｢福岡市地域振興事業負担金｣の交 なお，各団体においては，事務局職員
付先団体の会計経理事務において，次のよ に対し，会計事務について適正に処理を行
うな事例が見受けられ，適正な執行管理が うよう周知徹底が図られた。
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なされていなかった。

今後，交付先団体に対して，適正な会計
経理事務がなされるよう指導等を行われた
い。

，ア 物品購入費等の支出事務において，立 ア 物品購入費等の支出事務においては
替払いや契約締結後に実施決裁を行って 立替払いは行わないこと，実施決裁後
いるもの，請求書受理から支払いまでに に契約締結を行うこと，請求書受理後
長期日数を要しているものが見受けられ 速やかに支払うこと。
た。

イ 協議会等出席者への報償費について
， 。イ 協議会等出席者への報償費について， は 出席確認後速やかに支出すること

開催日から長期間経過後に支出している また，源泉徴収した所得税を速やか
ものがあった。また，源泉徴収した所得 に納付するとともに，現金出納簿に適
税を速やかに納付しておらず，現金出納 切に記帳すること。
簿の記帳内容と相違していた。

，ウ 所得税の未払いがあったにもかかわら ウ 事業実績報告書の提出に当たっては
ず事業実績報告書を提出し，負担金の精 未払い等がないよう十分精査し、清算
算金を返納期限経過後に返納していた。 金は返納期限内に納めること。

エ 協賛金等の収入金について，受領後， エ 協賛金等の収入金については，受領
，委員会口座へ入金せずに長期間保管して 後速やかに委員会口座へ入金すること

いるものや決裁を行わずに同口座から出 同口座からの支出に当たっては決裁後
金しているものがあり，現金出納簿と預 に行うとともに，現金出納簿に適切に
金通帳の記帳内容が一致していない箇所 記帳すること。
があった。

（まちづくり企画課(現企画課)）
【西区役所】

委託契約事務について注意を求めるもの
委託により得られた成果については，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，次の委
託契約事務において，不良箇所の改善等に
ついて報告されていたにもかかわらず，災
害等を未然に防止するための措置がなされ
ていなかった。

今後，委託により得られた成果について
は，有効に活用されるよう十分注意された
い。

ア 平成14年度｢西区役所庁舎管理等業務 ア 受水層に係る改善措置については，
委託｣において，簡易専用水道検査結果 平成16年10月にすべての改修工事を完
書で受水槽の維持管理の改善について提 了した。
言されていたが，改善措置がなされてい
なかった。

イ 平成14年度及び同15年度｢西区役所消 イ 消防設備については，的確な改善措
防設備保守点検業務委託｣において，点 置を行うため，平成16年８月に設備の
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検結果報告書で消防設備の不良が指摘さ 保守点検を実施し，その点検結果報告
，れていたが，改善措置がなされていなかっ 書に基づくすべての不良箇所について

た。 平成16年12月に改修工事を完了した。
（総務課）

２ 工事監査

（１）農林水産局

ア 設計積算について注意を求めるもの ア

(ｱ) 平成13年度 小田地区農道整備工事 (ｱ) 道路法面の整形における盛土の施工「 」
（契約金額6,800万100円） 方法の選定については 「土木工事設，

道路法面の整形において，法面土羽 計標準歩掛」を遵守するよう所属職員
部の盛土を含む「機械築立（土羽）整 に対し研修を行い，積算に誤りがない
形」として設計計上されていたが，盛 よう周知徹底を図った。
土は別途計上されていることから，機 なお、設計内容の充実を図るため，
械で盛土部を削り取る「機械削り取り 精査を厳密にするよう指導した。

」 。整形 として設計計上すべきであった
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。

（農地整備課）
(ｲ) 平成14年度「東部市民リフレッシュ (ｲ) 実施設計単価表に掲載のない単価を

農園施設整備工事（その３ 」 見積り徴収により決定する場合につい）
（契約金額1億2,382万3,350円） ては 「土木工事設計標準歩掛等運用，

「土木工事設計標準歩掛」等では，実施 基準」を遵守し適正に設計積算を行う
設計単価表に掲載のない単価の決定を よう，所属職員に対し研修を行い，周
見積り徴収による場合は，見積の最低価 知徹底を図った。
格としているが，本件工事については見
積の最低価格を補正していた。

今後は基準に基づき，適正な設計積算
を図られたい。

（農業振興課）
(ｳ) 平成14年度「小呂島漁港漁業集落環境 (ｳ) 設計積算については，審査の充実を

整備事業処理施設建築工事」 行うよう所属職員に対して研修を行
（契約金額6,825万円） い，周知徹底を図った。

建具工事の算定においてその中にガラ
ス工事が含まれているが，誤って別途ガ
ラス工事としても計上されていた。

今後は，十分注意し適正な設計積算を
図られたい。

（漁港課 建築局施設建設課関連）
(ｴ) 平成14年度「西入部５丁目地内伊田尻 (ｴ) コンクリート構造物取壊し工につい

池溜池改良工事」 ては，現場状況を十分把握し適正な施
（契約金額1,284万7,800円） 工方法で積算するよう，所属職員に対

既設溜池のコンクリート構造物取壊し し研修を実施し，積算に誤りがないよ
工において，取壊し方法をコンリートブ う精査を厳密にするよう指導した。
レーカによる人力施工として設計計上さ
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れていたが，現場状況から大型機械での
施工が可能であった。

今後は施工状況を把握し，適正な設計
積算を図られたい。

（農地整備課）
(ｵ) 平成14年度「小呂島漁港漁業集落環境 (ｵ) 設計積算については，チェックリス

整備事業処理施設（機械設備）工事」 トを作成し，これに基づいた審査の充
（契約金額3,906万7,455円） 実を行うよう所属職員に対し研修を行

「土木工事設計標準歩掛」等には，逆 い周知徹底を図った。
止弁・ボール弁の材料価格の採用におい
て，物価資料，次に見積りによると優先
順位が決められている。本材料価格の採
用にあたっては，物価資料の価格を採用
すべきところ規格の一部において掲載さ
れていない価格があったことから，物価
資料に掲載されている価格も含めて見積
価格を採用していた。

， ，また 物価資料にない価格においては
類似品の物価資料価格と見積価格の比率
により，設計価格を決定すべきところ，
見積価格をそのまま採用していた。

今後は，基準を遵守し適正な設計積算
に努められたい。

（漁港課）
(ｶ) 平成15年度「鮮魚市場長浜卸売場側溝 (ｶ) 設計積算については，チェックリス

改修工事」 トを作成し，これに基づいた審査の充
（契約金額717万4,650円） 実を行うよう所属職員に対し研修を行

場内排水のための側溝工において，自 い周知徹底を図った。
由勾配側溝のグレーチング蓋を施工単価
に基づき側溝総延長に対して設計計上さ
れているが，蓋の実延長で設計計上すべ
きであった。

今後は十分注意し，適正な設計積算を
図られたい。

（鮮魚市場 漁港課関連）

イ 施工管理について注意を求めるもの イ

(ｱ) 平成13年度「東部市民リフレッシュ (ｱ) 福祉環境整備の整備基準適合書に
農園クラブハウス他新築工事」 ついては，交付を受けて取り付けを

(契約金額7,288万2,600円) 行った。
特記仕様書では，福祉環境整備の整 今後，設計図書の特記仕様書や「

備基準適合証を取り付けることとなっ 福岡市福祉のまちづくり条例」を遵
ているが，適合証の交付を受けるため 守して適正に処理するよう，所属職
の請求がなされておらず，取り付けも 員に対し研修を行い，周知徹底を図
なされてなかった。 った。

今後は，設計図書を遵守し適正な処
理を図られたい。
(農業振興課 建築局施設建設課関連)

(ｲ) 平成14年度「広域漁港整備魚礁設置 (ｲ) 作業中の安全管理については，請



- -11

工事（玄界島地区 」 負業者へ労働安全衛生規則を厳守さ）
(契約金額2,037万円) せ，労働者の安全確保を図るよう指

労働安全衛生規則」では，高さが２ 導の徹底を行うとともに，所属職員
ｍ以上 端部等で作業を行う場合は， に対し研修を行い周知徹底を図った。
墜落による労働者の危険を防止するた
め安全帯を使用させることとなってい
るが，鋼製魚礁組立においてこれらを
使用せず組立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。

(漁港課）

ウ 設計積算及び施工管理について注意を ウ
求めるもの

(ｱ) 平成14年度「金武地区ほ場整備工事 (ｱ) 法面整形工における盛土の施工に
（大塚地区 」 ついては 「土地改良工事積算基準」） ，

(契約金額1億3,112万2,950円) を遵守し適正な設計積算を行うよう
Ｕ字側溝布設に伴う盛土法面仕上げ 所属職員に対し研修を行い，積算に

として，法面部及び水平部を人力によ 誤りがないよう周知徹底を図った。
る法面整形工で設計積算しているが， なお，請負業者の写真管理につい
水平部は法面部整形時に仕上げること ては 「土木工事施工管理基準」を，
となるため計上の必要がなかった。 遵守し，着手時に提出される施工計

また，整形状況を示す出来形管理写 画書の中の写真要領のチエック項目
真が撮影されてなかった。 等を所属職員に対し研修を行い，完

今後は「土地改良工事積算基準」及 成時にこれに基づき精査するよう周
び「土木工事施工管理基準」を遵守し 知徹底を図った。
適正な設計積算及び施工管理を図られ
たい。

(農地整備課）
(ｲ) 平成15年度「油山牧場外災害復旧工 (ｲ) 現場発生品処理については 「土，

事」 木工事設計標準歩掛」を遵守し，適
(契約金額1,058万2,950円） 正に設計積算を行うとともに，状況

現場発生品処理については，適正な 写真の撮影等により適正に施工管理
処理に基づいた設計積算をしなければ を行うよう，所属職員に対し研修を
ならないが，発生した既設金網の処理 行い，周知徹底を図った。
について設計計上がなかった。

また，処理状況を確認するものもな
かった。

今後は適正な設計積算及び施工管理
を図られたい。

(農業振興課）
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