
19監査公表第４号 

 地方自治法第199条第12項の規定により，平成18年８月30日，同年12月４日及び平成19年

１月16日に福岡市長から定期監査の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19年２月１日 

 

福岡市監査委員  川  口     浩  

同        高  田  保  男  

同        竹  本  忠  弘  

同        福  田     健  

 

 
 

１ 監査報告と措置の件数  
 
  1 6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  
                                                                ・・・・・・２件 
 
  1 6監査公表第 13号（平成 16年 9月 6日付 福岡市公報第 5196号（別冊）公表）分  
                                                                ・・・・・・１件  
 
  1 8監査公表第１号（平成 18年2月2日付 福岡市公報第 5327号（別冊）公表）分  
                                                               ・・・・・・29件  
 
  1 8監査公表第 6号（平成 18年 5月 11日付 福岡市公報第 5354号（別冊）公表）分  
                                                               ・・・・・・22件  
 
 
２ 講じた措置の内容         以下のとおり  
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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  

（事務監査） 

１  保健福祉局（現こども未来局） 

監査の結果 措置の状況 

イ 委託の契約手続きについて改善を求 

めるもの 

 

  産業廃棄物の処理を委託する場合に

は，関係法令等に基づき適正に契約し

なければならないが，平成 14年度「香

椎保育所外 22カ所グリストラップ清

掃及び産業廃棄物処理業務委託」にお

いて，次のような事例が認められたた

め，委託の契約手続きを改善されたい。 

(ｱ) 収集運搬業者と処分業者の 2者と

それぞれ直接，書面で委託契約を締

結しなければならないが，処分業の

許可を有しない収集運搬業者と処分

業を含めた内容の契約を締結してい

た。 

平成16年度及び平成17年度の「香椎保

育所外22カ所グリストラップ清掃及び

産業廃棄物処理業務委託」契約について

は，許可を有する収集運搬業者と処分業

者の2者とそれぞれ委託契約を締結し

た。 

 (ｲ) 委託契約書には，最終処分を行う場

所の所在地及び最終処分の方法等に

ついて記載しなければならないが，記

載が誤っているもの，されていないも

の，不明確なものがあった。 

（保育所整備課）

平成 16年度及び平成 17年度の「香椎

保育所外 22カ所グリストラップ清掃及

び産業廃棄物処理業務委託」契約につい

ては，最終処分を行う場所の所在地及び

最終処分の方法等について明確に記載

した。 

 

16監査公表第 13号（平成 16年９月６日付 福岡市公報第 5196号（別冊）公表）分 

（工事監査） 

１ 建築局 

監査の結果 措置の状況 

ア 設計積算について検討を求めるもの 

  平成 15年度「平成 15年度市営城浜 

住 宅 19 棟 全 面 的 改 善 管 工 事 」   

（契約金額2,942万4,150円） 

 

  当初設計においては，各住戸の私設

水道メータは既設品を再利用すること

となっていたが，給水方式の変更に伴

い水道局所管の水道メータを設置する

こととなった。これに伴い私設水道メ

ータが，本工事において産業廃棄物と

して処理されていた。 

工事及び有効期間満了に伴う市営住

宅の私設水道メータのうち，水道局の規

格に適合するものについては，水道局に

譲渡し補修を行ったのち水道局水道メ

ータとして再利用することとした。 

 水道局への引き渡しは平成 19年度か

らとなったため，それまでは建築局で保

管する。 

 水道局の規格に適合しないものにつ

いては，従来どおりスクラップ処分を行

うこととした。 
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  今後は，市営住宅の改善工事等によ

り発生する私設水道メータのリサイク

ル等を検討されたい。また，既存住宅

の維持管理において，計量法に基づく

有効期間の満了に伴い発生する私設水

道メータについても併せて検討された

い。           （住宅部） 

 

18監査公表第 1号（平成 18年２月２日付 福岡市公報第 5327号（別冊）公表）分 

（事務監査） 

１  市民局 

監査の結果 措置の状況 

  博多座専用使用料について適正な処理

を求めるもの 

 

博多座の専用利用は，市民に演劇の発 

表の場を提供することにより地域文化の

発展に寄与するために設けられたもので

あり，その専用使用料については，博多

座条例及び博多座条例施行規則に定めら

れ，徴収事務は株式会社博多座に委託さ

れている。しかしながら，当該使用料の

徴収について次のような事例が見受けら

れた。専用利用が毎年 12月を「市民檜舞

台の月」として博多座の舞台を市民に直

接利用してもらうために設けられたもの

である趣旨を踏まえ，専用使用料につい

ては，その設定のあり方についての検討

を含め，適正な処理を行われたい。 

ア リハーサル室の専用使用料につい

て，博多座条例では 1日を単位として

定めているが，半日の単位で専用使用

料が徴収されていた。また，付属設備

の専用使用料について，博多座条例施

行規則では設備（舞台，音響，照明）

ごとに金額が定められているが，定額

料金で専用使用料が徴収されていた。 

  博多座の専用利用の効率化を図るた

め，博多座条例及び博多座条例施行規則

を以下のとおり改正した。（平成18年4

月1日施行） 

リハーサル室及び練習室の利用区分

については，１日単位から 1日３区分に

細分化し，付属設備使用料については，

付属設備ごとの料金設定を見直し，基本

設備料金の設定を行った。 

イ 楽屋，リハーサル室，練習室の専用 

使用料について，博多座条例施行規則

では利用の許可の際徴収すると定めら

れているが，同規則で利用の開始まで

に徴収すると定められている付属設備

専用使用料の徴収時に徴収していた。 

（文化振興課） 

  また，楽屋，リハーサル室，練習室の

専用使用料の徴収時期については，利用

年の11月から利用日の前日までに徴収

するとの見直しを行った。 
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２ 下水道局 

監査の結果 措置の状況 

土地借上料等の支出に長期日数を要し

ていたものについて注意を求めるもの 

 

  支出に当たっては，支出負担行為に係

る債務が確定していることを確認すると

ともに，契約書等に定める期限までにそ

の対価を支払わなければならない。また，

債権者から請求が行われない場合は，債

権者に対して催促を行う必要がある。し

かしながら，平成 16年度の下水道管渠用

地土地借上料及び委託料の支出におい

て，相手方へ請求書提出の催促が的確に

行われていなかったこと等により，支払

いまでに長期日数を要しているものが見

受けられた。 

 今後，支出に当たっては，関係法令等

に則り，速やかな事務処理を行うよう十

分注意されたい。 

（保全課） 

債権者からの請求が行われない場合

には，文書等にて請求書提出の催促を行

ない，速やかな事務処理化を図ることと

した。 

 

３ 消防局 

監査の結果 措置の状況 

ア 交付金交付先団体の現金の適正管理 

について指導を求めるもの 

 

市は，交付金を交付している団体の

会計経理事務が適正に行われている

か，指導，監督するとともに，現金管

理が適正に行われているか確認する必

要がある。しかしながら，平成 16年度

及び同 17年度「福岡市支部連合会交付

金」の交付先団体における会計経理事

務について，次のような事例が見受け

られたため，現金管理は適正に行うよ

う指導されたい。 

(ｱ) 市からの交付金受入及び各支部へ

の送金用通帳は，平成 7年度に新規

で現金 8,326円を入金して開設して

いるが，当該現金は原資先が不明の

まま，福岡市支部連合会決算に計上

せず通帳に繰り越していた。また，

平成7年度から同16年度末までに発

生した預金利息 606円についても決

交付金交付先団体に対して，現金管理

は適正に行うよう指導した。なお，交付

先団体においては，指摘された現金及び

預金利息について，平成 17年度の決算

で収入処理が行われた。 
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算に反映させていなかった。 

(ｲ) 同通帳において，別団体の資金と

思われる現金 340,000円の一時的な

入金と出金が行われており，不適切

な現金管理であった。 

（警防課） 

交付金交付先団体に対して，現金管理

は適正に行うよう指導した。 

なお，交付先団体においては，指摘さ

れた現金については，別団体に移管処理

が行われた。 

イ 物品購入契約事務について計画的な 

発注による購入を求めるもの 

 

 物品を購入する際は，購入目的に応

じた数量，納期等を設定するとともに，

発注に当たっては購入計画や経済性を

考慮しなければならない。しかしなが

ら，新規配備した救急車両３台に積載

することを目的として，平成 16年度に

発注した医療用器材の購入契約事務に

おい   て，総額 600万円を超える

器材購入を 24回に分割して発注し，原

課契約により購入していた。過去の購

入実績を考慮し，十分な計画性をもっ

て購入手続を行うことにより，一部は

契約課への一括発注が可能であったと

判断され，車両の稼働日までには，す

べての器材調達が可能であったと思わ

れる。 

 今後，物品購入に当たっては，計画

的な発注や経済性を考慮し適正に事務

処理されたい。 

（救急課） 

物品購入に当たっては，計画的な発注

や経済性を考慮した適正な事務処理を

行うよう，所属職員に対し研修を行い周

知徹底を図った。 

 

４ 教育委員会 

監査の結果 措置の状況 

ア 美術展等開催負担金の支出事務につ 

いて適正な事務処理を求めるもの 

 

 市は負担金を支出した団体の会計経

理事務が適正に行われるよう指導監督

するとともに，その事業実績が負担金

の交付目的に応じたものとなっている

か調査確認する必要がある。しかしな

がら，平成 16年度｢福岡市美術展運営

事業負担金｣及び同｢チャイナ・ドリー

ム展運営事業負担金｣の支出事務を抽

出して調査したところ，負担金の額の

確定及び交付先団体の会計経理事務に

負担金の支出事務については，決算報

告書について，関係帳簿との確認を行う

こととした。 

さらに，当初計画額と執行額に大きく

差が出る場合は，事業計画変更書を提出

させ必要性を明確にさせることとした。 
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おいて，次のような事例が見受けられ

た。 

 負担金の支出に当たっては，交付先

団体の会計経理事務が適切に執行され

るよう指導監督するとともに，事業実

績の調査確認を的確に行うよう十分注

意されたい。 

(ｱ) 「福岡市美術展運営事業負担金」

において，交付先団体の決算報告額

が経理簿記載額と相違しているもの

や当初の計画を上回って支出されて

いるものがあるにもかかわらず，事

業実績を十分調査確認しないまま負

担金の額を確定し，請求どおりに追

加支出していた。 

(ｲ) 交付先団体の会計経理事務におい

て，次のような事例が見受けられた。 

負担金の支出事務については，交付先

団体に対し，適正な事務処理を行うよう

指導した。なお，交付先団体では，今後

以下のように取り扱うこととし，職員に

対し，口頭により周知徹底を図られた。 

ａ 本市に報告している決算額が，

経理簿記載額と相違しているもの

があった。 

       （美術館） 

決算書については，今後は十分に関係

帳簿とのチェックを行い確認すること。 

ｂ ボルドー市表敬訪問等旅費につ

いて，当初の計画を上回って支出

しているが，計画変更の必要性等

を書面により明確にしたうえで，

本市への事業計画の変更手続を行

うべきであった。 

（美術館） 

当初計画を上回る支出については，必

要性を書面にし決裁を取った上で，市に

対し事業計画の変更申請を行うこと。 

ｃ 販売委託している前売券におい

て，売上金が収納されていないも

のがあった。 

（アジア美術館） 

前売券の売上金については，美術展終

了後速やかに精算のうえ，確実に回収・

収納すること。なお，交付先団体におい

ては，事実について元の実行委員会に報

告し，承認を得たうえで，販売代金を回

収し，直ちに市（平成 17年度雑入）へ

入金した。 

ｄ 履行確認完了後，支払いまでに

長期日数を要しているものが多数

あった。 

（美術館，アジア美術館） 

今後は履行確認完了後，速やかに支払

いすること。 

 

イ 「福岡市中学校部活動振興負担金」 

の支出事務について適正な事務処理を 

求めるもの 

 

市は負担金を交付した団体の会計事

「福岡市中学校部活動振興負担金」の

支出事務については，会計事務処理が適

切に執行されるよう交付先団体及び所

属職員に対し，下記のとおり周知徹底を

図った。 
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務処理が適正に行われているか，指導

監督するとともに，実績報告書をはじ

め関係書類等により事業実績を調査確

認する必要がある。しかしながら，平

成 16年度「福岡市中学校部活動振興負

担金」の支出事務において，次のよう

な事例が見受けられた。 

 負担金の支出に当たっては，交付先

団体の会計事務処理が適切に執行され

るよう指導監督するとともに，事業実

績の調査確認を的確に行うよう十分注

意されたい。 

(ｱ) 交付決定額どおりに支出していな

かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負担金については，部活動の有料施設

借上料として年２回交付する予定であ

ったが，当初計画に比べ，借上回数の減

により不用額の発生が見込まれたため，

２回目の交付を中止したものである。 

 交付額を変更する場合は，交付先団体

に変更申請書を提出させるとともに，同

申請書により調査確認を行った後に行

うよう，所属職員に研修を行い，周知徹

底を図った。 

 

(ｲ) 負担金の額の確定を行わないまま

残額を戻入させていた。 

 

 

 

負担金の残額を戻入させる場合は，事

業実績を確実に調査確認し，負担金の額

を確定してから行うよう，所属職員に対

して指導の徹底を図った。 

 

(ｳ) 交付先団体において，書面による

意思決定を得ないまま，事業実績報

告書を提出していた。 

（保健体育課） 

 

交付先団体に対し，本市への事業実績

報告書の提出に当たっては，書面による

意思決定を行い，適切に処理されるよ

う，指導監督を強化した。 

ウ 保守点検業務委託契約事務について

適正な事務処理を求めるもの 

 

 委託業務が完了したときは，福岡市

契約事務規則をはじめ関係法令に則

り，契約関係書類に基づく完了検査を

行い履行の確認を行わなければならな

い。また，検査の結果，是正を要する

と認められる場合には速やかに必要な

措置を指示するなど，契約内容が適正

に履行されていることを確認のうえ，

委託料を支出しなければならない。し

かしながら，平成１７年度「空調設備

委託契約事務については，今後は履行

の確認を的確に行い，適正な支払いに努

めるよう，所属職員へ口頭により周知徹

底を図った。 

また，履行確認事務を正副の複数の職

員で行うこととし，内部チェック機能の

強化を図ることとした。 
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保守点検業務委託」契約事務において，

第１四半期に指示している機器の点検

や部品の交換業務の一部が履行されて

いなかったにもかかわらず，確認しな

いまま完了と認め，契約どおりの委託

料を支出していた。 

 委託契約事務に当たっては，関係法

令に則り，完了検査による履行の確認

等を的確に行うよう周知徹底するとと

もに，内部チェック機能の強化を図ら

れたい。 

（美術館） 

エ 物品購入契約事務について適正な事

務処理を求めるもの 

 

 物品の購入に当たっては，福岡市契

約事務規則をはじめ関係法令に則り，

契約，完了検査，支払等の手続きを適

正かつ速やかに行わなければならな

い。しかしながら，平成 16年度及び同

17年度の書籍や事務用品の購入にお

いて，次のような不適切な事務処理が

見受けられた。 

 物品の購入に当たっては，関係法令

に則り，適正に事務処理を行うよう周

知徹底するとともに，決裁権者による

確認や指導など内部チェック機能の強

化を図られたい。 

(ｱ) 業者選定伺及び同決裁が全件され

ていなかった。 

物品購入契約事務については，規則等

に則り，業者選定伺を添付し，決裁をと

るよう所属職員へ口頭により周知徹底

を図った。 

(ｲ) 同一業者との契約において，契約

日，履行期間，完了検査日，支払審

査日が同一日となっているものが見

受けられた。これらについては，購

入した物品の契約手続等を購入後に

一括して行っており，その中には履

行完了後，長期日数を経過している

と思われるものがあった。 

（福岡女子高等学校） 

物品購入契約にかかる業者に対して，

納品の都度，請求書を出させ，迅速な事

務処理を行うよう所属職員へ口頭によ

り周知徹底を図った。 

 

（工事監査） 

１ 経済振興局 

監査の結果 措置の状況 

 設計積算について注意を求めるもの 

 平成 16年度「福岡競艇場競走水面浚渫

発生土種の違い等でやむを得ず処分

場を変更した場合については，「建設発
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工事」 

（契約金額 3,092万 2,500円） 

 

  本工事においては，競艇場競走水面の

浚渫により発生する土砂を指定処分場に

処分することにしていたが，土質不適合

により当初の指定処分場に搬入出来なく

なり処分場を変更した。 

建設発生土の処分場については，指定

処分場にやむを得ず搬入できない場合

は，適切に設計変更することになってい

るが，本工事において，処分場を変更し

たにもかかわらず，設計変更がなされて

いなかった。 

 今後は基準を遵守し，適正な設計積算

を図られたい。 

（開催運営課 港湾局維持課関連）                                         

生土指定処分に関する運用」に基づき適

正に設計変更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。 

 

２ 都市整備局 

監査の結果 措置の状況 

ア 設計積算について注意を求めるもの 

（ｱ）平成 15年度「動物園南園法面補強

工事」 

（契約金額7,425万4,950円） 

   

本工事の一部のアンカー足場設置

撤去工積算において，足場材運搬の

ために人力運搬を計上しているにも

かかわらず，別途必要のない機械運

搬も計上していた。 

  今後は現場状況に合わせた適切な

設計積算を図られたい。 

（動物園 建築局施設建設課関連）                                

今後の設計・積算については，内容の

精査を十分行い，適正な処理を行うよう

関係職員に対し研修を行い，周知徹底を

図った。 

(ｲ) 平成 15年度「雁の巣ＲＣソフトボ

ール場メインスタンド新築工事」 

（契約金額 1億 1,793万 9,150円）       

 

本工事の積算において，防水工事

の合計や雑工事などの計算内容に誤

りがあった。 

今後は十分注意し，適正な積算及

び精査に努められたい。 

 （公園建設課 建築局施設建設課関連） 

積算及び精査については，内容を十分

に確認し，適正な処理を行うよう設計担

当課へ通知し，所属職員への周知徹底を

図った。 

イ 設計積算及び施工管理について注意

を求めるもの 

平成 15年度「伊都土地区画整理事業

今までの福岡市の土木積算システム

では，取壊し機械の仕様を低騒音低振動

対策型と入力した場合，設計図書の明示
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区画道路９－９橋梁築造工事（下部

工）」 

（契約金額8,055万6,000円） 

   

既設護岸取壊し及び既設構造物撤去

において，取壊し機械の仕様を低騒音

低振動対策型として設計積算していた

が，設計図書での条件明示が定かでな

く，施工では一般的な大型ブレーカが

使用されていた。 

 今後は条件明示を明確にし，適正な

設計積算及び施工管理の徹底を図られ

たい。 

        （伊都区画整理事務所工事課） 

ついては『機械施工』としか表示しなか

ったものを，平成 18年 4月 1日より『機

械施工 低騒音・低振動対策』と表示す

るように，システムの改良を行い，設計

図書の条件明示が明確にできるように，

設計積算時の改善を行うとともに，実際

の施工前に十分に設計図書と施工計画

書の確認業務を行い，適切な施工管理を

するよう関係所属職員に研修で周知徹

底を図った。 

 

３ 下水道局 

監査の結果 措置の状況 

ア  設計積算について注意を求めるもの 

(ｱ) 平成 15年度「曰佐（横手南町～曰

佐２丁目外６）地区下水道築造工事」 

     （契約金額 7,550万 4,450円） 

   

本工事の下水道管布設箇所につい

ては，土留め支保工の経済的な工法

の導入について検討を行うため，土

留め方式の試験施工区間を設けて下

水管を布設する工法を採用したもの

である。 

  本工事区間では別途に道路整備工

事が行われており，その工事との施

工調整を行いながらの工事であった

ため，その結果として試験施工区間

の一部について土留め支保工が不要

となった。 

  本工事については，変更内容に合

わせて設計変更を行っているが，こ

の土留め支保工については工事の条

件明示事項であるとし，実際には試

験施工が行われなかった区間に係る

土留め支保工賃料を設計変更の内訳

書において『保証金』という内容に

変更し計上していたが，設計変更手

法としては不適切な事務執行であっ

た。 

  設計変更については，設計変更理

由書において事実関係を明記すべき

設計変更の根拠となるような協議事

項等については，文書化するとともに，

今回のような特殊な事項については，設

計変更理由書に明記する等，的確な事務

処理の徹底を図ることとした。 
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であったし，当該保証金（補償金の

意味合いであると思われる）につい

ても支払いの必要性について決裁手

続きを明確にすべきであった。 

今後は，現場条件等に変更がある

場合は，的確な協議と適正な設計変

更を行うよう図られたい。 

（中部建設課） 

(ｲ) 平成 14年度「藤崎４号幹線築造工

事」 

   （契約金額 5億 7,961万 1,550円） 

  

建設発生土の処分費の積算におい

て，「建設発生土指定処分に関する

運用」によると，建設発生土が規定

量以上の場合は，処分場を指定する

ことになっている。 

 本工事の建設発生土は規定量以上

であり，処分場を指定すべきであっ

たが，自由処分としていた。 

 今後は基準を遵守し，適正な設計

積算を図られたい。 

（西部建設課） 

今後は基準を遵守し適正な設計積算

に努めるため，基準の内容について，精

査段階でのチェックを含め計上の考え

方に誤りがないよう，課内研修により周

知徹底を図った。 

(ｳ) 平成 15年度「田尻川河川改良工事

（第７工区）」 

      （契約金額 5,576万 4,450円） 

   

本工事の仮設排水路の設計積算に

おいて，仮設排水路に使用する材料

の積算は，土木工事設計標準歩掛で

は，原則，新品価格を損率により補

正し損料で計上することになってい

るが，誤った損率を設定したため，

損料に誤りが生じた。 

 今後は基準を遵守し，適正な設計

積算に努められたい。 

（河川建設課） 

工事の設計積算に使用する歩掛につ

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，課内で勉強会を行い

周知徹底を図った。 

イ 施工管理について注意を求めるもの 

   平成 15年度「向島ポンプ場放流施設

新築工事」 

     （契約金額 6,954万 8,850円） 

「労働安全衛生規則」では，高さが

二メ－トル以上の作業床の端，開口部

等で墜落により労働者に危険を及ぼす

おそれのある箇所には囲い等を設けな

ければならず，設けた囲い等を作業の

必要上臨時に取りはずすときは防網を

労働者の危険防止については，月１回

行っている安全協議会での巡回パトロ

ールを強化して，墜落防止策（安全帯等）

を施した上で作業を行うよう指導監督

を行い，安全対策の周知徹底を図ること

とした。 
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張り，労働者に安全帯を使用させる等

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，本工事における左官工事等の作業

で囲い等を撤去した際に，危険防止の

措置がなされず作業を行っていた。 

 今後は十分注意し，適切な安全管理

に努められたい。 

（施設課 建築局施設建設課関連） 

ウ 契約事務について注意を求めるもの 

(ｱ) 平成 16年度「単価契約 城南区，

早良区，西区管内公共汚水桝設置工

事」 

          (契約金額 5,363万 108円) 

工事請負代金の支払いは，請求書

を受理した日から起算して 40日以

内に支払わなければならないとなっ

ている。しかしながら，本工事では

工事指令１件ごとに請求書を受理

し，その都度精算することになって

おり，すみやかな事務処理が行わな

ければならないが，相当期間経過  

しての支払いとなっている。 

処理手続きに間違いは見られない

ものの，工事完了より相当期間経過

の支払いとなっており，これは適正

な事務処理とはいえない。 

今後は，すみやかな事務処理を図

られたい。 

（保全課） 

工事完成後は，支払い関係書類を速や

かに提出するよう請負者に対して文書

指導を行ない，適切な事務処理を図るこ

ととした。 

(ｲ) 平成 16年度「松崎橋再生水管橋梁

添架検討基本設計業務委託」 

（契約金額 777万円） 

本委託は，基本設計であるという

ことで財政局契約課に協議すること

なく下水道局で契約事務を行ってい

るが，契約図書および成果品の内容，

また，成果品を工事発注に使用して

いることから判断すると，委託内容

は基本設計に加えて実施設計を含ん

でいる。基本設計と実施設計を一括

委託する場合は，契約課に事前協議

し，両設計を分離できないときは契

約課が設計候補者の選定に係る業務

を所掌することになっており，本委

託の発注に際しては契約課に事前協

議を行うべきであった。 

基本設計と実施設計を一括発注する

契約事務については，契約課に事前協議

を行い，適正な契約事務を行うよう，職

員研修により周知徹底を図った。 
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 今後は，契約事務の適正な執行に

努められたい。 

（東部建設課） 

(ｳ）平成 15年度「飯倉第３雨水幹線基

本設計委託」 

    （契約金額 1,896万 8,250円） 

 

  本委託は，基本設計であるという

ことで財政局契約課に協議すること

なく下水道局で契約事務を行ってい

るが，契約図書および成果品の内容，

また，成果品を工事発注に使用して

いることから判断すると，委託内容

は基本設計に加えて実施設計を含ん

でいる。基本設計と実施設計を一括

委託する場合は，契約課に事前協議

し，両設計を分離できないときは契

約課が設計候補者の選定に係る業務

を所掌することになっており，本委

託の発注に際しては契約課に事前協

議を行うべきであった。 

 今後は，契約事務の適正な執行に

努められたい。 

（西部建設課） 

基本設計と詳細設計を一括発注する

契約事務については，契約課に事前協議

を行い，適正な契約事務を行うよう，職

員研修により周知徹底を図った。 

 

４ 教育委員会 

監査の結果 措置の状況 

 設計積算について注意を求めるもの 

 平成１５年度「多々良中央中学校講堂

兼体育館その他改築工事」 

（契約金額 3億 1,440万 7,750円） 

  

防水工事の積算において，外部屋根ア

スファルト防水の面積の中に内部ピッ

ト床のアスファルト防水の一部を重複

して計上していた。 

 また，左官工事の積算においても同様

に，外部屋根コンクリートこて押さえの

面積の中に，内部ピット床のコンクリー

トこて押さえの一部を重複して計上し

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） 

 設計積算については，今回の指摘を

受け，今後の工事設計積算において，

図面内容や設計内容を充分確認の上，

設計書を作成するとともに，精査につ

いてもチェックを重ね，適正な設計積

算に努めていくこととした。 
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18監査公表第 6号（平成 18年 5月 11日付 福岡市公報第 5354号（別冊）公表）分 

（事務監査） 

１  保健福祉局 

監査の結果 措置の状況 

ア 物品購入代金等の支出に長期日数を

要していたものについて注意を求める

もの 

  

物品購入代金等の支出に当たって

は，納品等の履行確認完了後，債権者

からの請求によりその対価を支払わな

ければならない。また，債権者から請

求が行われない場合は，債権者に対し

て催促を行う必要がある。しかしなが

ら，平成 16年度の物品購入代金や委託

料の支出において，履行確認完了から

支払いまでに長期日数を要しているも

のが見受けられた。 

今後，支出に当たっては，関係法令

等に則り，速やかな事務処理等を行う

よう十分注意されたい。 

（総務課，課長（国保収納対策担当）） 

納品完了後, 業者に対し速やかに請

求書を提出するよう指導することとし

た。請求書受領後は速やかに支出処理を

行うよう職員へ周知した。 

            （総務課） 

各月支払の委託契約について，毎月業

務完了後に契約相手方から完了報告書

を提出させ，検査の後，速やかに請求書

を提出させることとし, 速やかな請求

書の提出がない場合には相手方に対し

請求書の提出を指導することとした。ま

た，所属においても遅滞のない支出を徹

底するよう職員へ周知した。 

（課長（国保収納対策担当）） 

 

イ 委託契約に係る事務手続きについて

適正に行うよう注意を求めるもの 

 

委託により業務を行う場合は，業務

実施前に契約を締結し業務履行させな

ければならない。しかしながら，平成

17年度委託業務において，次のような

不適切な事例があったため，今後，委

託契約にかかる事務手続きについて

は，関係規則等に基づき適正に行うよ

う注意されたい。 

(ｱ) 年間を通じて行う「災害救助業務

委託」について，実査日現在，実施

伺等の決裁がなく，契約書を作成し

ないまま業者に業務を行わせてい

た。 

（総務課） 

「災害救助業務委託」業務について

は，監査での指摘後，速やかに契約手続

を完了した。また，平成 18年度の委託

契約に係る事務手続についても，適正に

実施するよう，職員へ周知した。 
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(ｲ) 年間を通じて行う「介護保険ホー

ムページ製作・運営管理業務委託」

について，実施伺等決裁は行われて

いるが，実査日現在，契約書を作成

しないまま業者に業務を行わせてい

た。 

（介護保険課） 

実査日現在，業者から未提出だった押

印後の契約書について，速やかに提出さ

せた。 

ウ 物品購入について経済性の観点から

注意を求めるもの 

 

物品の購入に当たっては，使用目的

や使用時期，必要数量を把握し，効率

的な発注を行うとともに，経済性も考

慮しなければならない。しかしながら，

賃貸借により契約しているＯＡ機器

(パソコン)のマウスについて，故障等

の理由により，職員 14名分の光学式

(光反応式)マウス等を購入していた。

当該契約では，マウス本体が故障の場

合は交換が可能であり，また，光学式

マウスでなければならない特別な理由

はなく，経済性の観点から購入の必要

性は認められなかった。 

（生活衛生課）

 物品の購入にあたっては，経済性を考

慮した上で必要に応じて購入するよう

所属職員に対し研修を行い，周知徹底を

図った。 

エ 物品管理について適正な事務処理等

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及

び管理しなければならない。しかしな

がら，「平成 17年度福岡市心身障がい

児(者)実態調査」に使用するために購

入した返信用はがきの未使用分につい

ては，切手に交換し業務に使用してい

るが，物品出納簿に記帳されていなか

ったため使途詳細が不明であった。ま

た，交換のための決裁が行われていな

かった。はがき及び切手は金券である

ため，福岡市会計規則等に基づき適正

に管理するよう注意されたい。 

なお，実態調査はがきの返信方法に

ついては，経済性を考慮し，官製はが

きの利用ではなく，料金受取人払いに

よる方法を選択すべきであった。 

（障がい保健福祉課） 

物品（ハガキ，切手）については，福

岡市会計規則に基づき，物品出納簿で適

切に管理するとともに，交換する場合に

は，物品処理書を作成し，決裁の上，行

うよう所属職員に対し，書面で周知し

た。 

なお，残余の切手については，速やか

に物品出納簿を作成し，適切に管理する

こととした。 

また，調査方法については，経済性の

観点から次回より料金受取人払いの方

法を採用することとした。 
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２ 農林水産局 

監査の結果 措置の状況 

ア ｢有害鳥獣駆除事業補助金｣の交付事

務について適正な事務処理を求めるも

の 

 

市は補助金の交付に当たっては，福

岡市補助金交付規則をはじめ関係法令

等に基づき，交付の目的に従って公正

かつ効率的に行うとともに，補助事業

の成果が交付決定の内容に適合するも

のであることを確認のうえ，補助金の

額を確定し，支出する必要がある。し

かしながら，平成 16年度及び同 17年

度｢有害鳥獣駆除事業補助金｣の交付事

務において，次のような事例が見受け

られ，交付決定手続や交付先団体の会

計経理事務，補助事業の成果に係る調

査確認等が不適切なものとなってい

た。 

交付先団体の事務局が当課内にある

ことでもあり，補助金の交付に当たっ

ては，関係法令等に則り，適正に行う

よう十分注意されたい。 

(ｱ) 補助金の交付決定において，補助

事業が年間を通したものであるにも

かかわらず，交付申請は年度当初か

ら相当期間経過後になされており，

11月に年度当初に遡って交付決定

を行っていた。 

（森林・林政課） 

交付先団体に，速やかに補助金交付申

請を行うことを指導した。 

なお，交付先団体においては，平成

18年度は７月に総会の開催と補助金の

交付申請を行い，これを受けて交付決定

も速やかに行った。                                                

(ｲ) 平成 16年度の補助金の額の確定

において，交付先団体の事務局を担

当する職員が事業実績調査確認を行

っており，報告内容が実績と相違し

ていたにもかかわらず，事業完了と

認め，交付決定どおりの補助金を支

出していた。客観的に補助事業の執

行確認を行うためにも，当該業務に

従事していない職員が確認するな

ど，チェック機能の強化を図るべき

である。 

ａ 交付先団体において，規約で定

める会計期間と異なる期間で会計

処理がなされており，本市へ報告

された決算額が実績額と相違して

平成 17年度より当該業務に従事して

いない職員が事業実績確認を行うこと

とし，チェック機能の強化を図るととも

に，的確な事務の執行を行うこととし

た。 

交付先団体においては，平成 18年度

に７月１日から６月 30日までを会計年

度とする旨の規約の改正を行い，会計期

間を統一している。 

 交付先団体に対して，適正な報告書を

提出するよう指導した。 
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いた。 

ｂ 交付先団体から報告された駆除

数量が実績と相違していた。 

今後は交付先団体で最終的な確認を

行い，正確な報告を行うよう指導した。 

ｃ 事業実績調査確認書の記載事項

を一部誤記していた。 

（森林・林政課） 

決裁等における内容の確認を的確に

行うこととした。 

イ  公有財産(普通財産)の管理について

注意を求めるもの 

 

公有財産については，福岡市公有財

産規則をはじめ関係法令等に基づき，

常に善良な管理者の注意をもって管理

し，その目的又は用途に従い最も効率

的に使用しなければならない。しかし

ながら，東浜地区環境整備用地(普通財

産)については，現況が道路として利用

されており，車両が放置されていた。 

公有財産については，関係法令等に

則り，関係機関と協議のうえ，その用

途に応じた適正な管理に努められた

い。 

（水産振興課） 

放置車両については，警察等関係機関

と協議を行い，車両に警告書を貼るなど

したところ，所有者により撤去された。 

引き続き，概ね月１回程度現地を見回っ

ており，同用地の適正な管理に努めてい

るが，今後とも，その用途に応じた管理

のあり方について，関係機関と協議を行

っていくこととした。 

 

３ 博多区役所 

監査の結果 措置の状況 

博多南地域交流センター等清掃業務

等委託において適正な事務処理を求め

るもの 

 

事業活動により生じた産業廃棄物

は，｢廃棄物の処理及び清掃に関する法

律｣により，事業者が自らの責任におい

て適正に処理しなければならないとさ

れている。しかしながら，平成 17年度

｢博多南地域交流センター等清掃業務

等委託｣において，産業廃棄物の収集運

搬及び処分業務が含まれているにもか

かわらず，その処理について産業廃棄

物許可業者との契約となっていなかっ

た。また，産業廃棄物が適正に処理さ

れたことの確認がなされていなかっ

た。 

今後，産業廃棄物の処分等に係る委

託契約事務に当たっては，関係法令等

今後，当センター等の委託契約等に係

る産業廃棄物の事務処理に関しては，  

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

等に基づき，収集運搬及び処分の許可業

者それぞれと直接契約を締結するよう

改めた。 

また，産業廃棄物の発生から最終処分

までの確認についても，マニフェスト

（産業廃棄物管理票）の発行並びに業務

履行確認等を確実に行い，適正な事務処

理に努めることとし，職員へ周知徹底を

図った。 
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に則り，当該許可業者と契約を行うと

ともに完了確認を的確に行うなど，適

正な事務処理に努められたい。 

（博多南地域交流センター） 

 

４ 中央区役所 

監査の結果 措置の状況 

ア 中央市民センター水槽清掃業務委託

において適正な事務処理を求めるもの 

 

事業活動により生じた産業廃棄物

は，｢廃棄物の処理及び清掃に関する法

律｣により，事業者が自らの責任におい

て適正に処理しなければならないとさ

れている。しかしながら，平成 17年度

「中央市民センター水槽清掃業務委

託｣において，産業廃棄物の発生が見込

まれているにもかかわらず，その処理

について産業廃棄物許可業者との契約

となっていなかった。また，産業廃棄

物が適正に処理されたことの確認がな

されていなかった。 

今後，産業廃棄物の処分等に係る委

託契約事務に当たっては，関係法令等

に則り，当該許可業者と契約を行うと

ともに完了確認を的確に行うなど，適                          

正な事務処理に努められたい。 

(市民センター) 

平成 18年度より水槽清掃業務委託

契約にあたっては，産業廃棄物の許可

業者との契約に改めるとともに，完了

確認を的確に行うなど適正な事務処

理に努めることとした。                      

 

イ 道路占用料の徴収事務において適切

な事務処理を求めるもの 

 

道路占用料の徴収については，占用

期間が１年以上にわたる場合は，毎年

度当該年度分を４月 30日（休日の場合

はその翌日）までに徴収することとな

っている。しかしながら，平成 17年度

の道路占用料の徴収事務において，処

理手続き遅延により，占用料が長期間

未納となっているものがあった。 

今後，道路占用料の徴収事務に当た

っては，福岡市道路占用料徴収条例等

に則り，適正な事務処理を行うよう注

意されたい。 

（維持管理課） 

  平成 17年度道路占用料のうち徴収

事務が遅延していたものについては，

事務処理を進め占用料の徴収を行っ

た。 

今後，道路占用料の徴収事務につい

ては，福岡市道路占用料徴収条例等に

基づき，適切な事務処理を行うよう所

属職員に対して指導を行い，周知徹底

を図った。 
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５ 早良区役所 

監査の結果 措置の状況 

ア 物品購入等の契約事務について適正

な事務処理を求めるもの 

 

物品購入等に当たっては，使用目的

や使用時期，必要数量を把握し，効率

的な発注を行うとともに，経済性も考

慮しなければならない。また，契約に

当たっては，福岡市契約及び検査に係

る事務分掌の特例に関する規則等に基

づき，所掌する契約担当課に契約を依

頼しなければならない。しかしながら，

平成 16年度の物品購入等契約におい

て，早良区内の全公民館で使用する物

品などの一括発注すべき案件を分割発

注し，契約担当課である総務課に依頼

せず，原課で契約しているものがあっ

た。 

今後，物品購入等契約に当たっては，

効率性や経済性を考慮するとともに，

関係規則等に則り適正に事務処理され

たい。 

（地域振興課） 

 

 物品の購入等契約については，効率性

や経済性を考慮するとともに，関係規則

等に基づき，適正な事務処理を行うよう

所属職員に対し書面で周知徹底を図っ

た。 

イ 資金前渡事務に伴う現金の取り扱い

について注意を求めるもの 

 

資金前渡者は，前渡金を預金その他

の確実な方法により管理しなければな

らず，また出納のつど現金出納簿に記

載して，その出納を明らかにしなけれ

ばならない。しかしながら，平成 16

年度早良区公園愛護会報償費にかかる

資金前渡事務において，次のような事

例が見受けられた。 

今後，現金の取り扱いに当たっては，

安全性の確保と内部統制の確立に努め

られ，福岡市会計規則等の関係規程に

則り適切な取り扱いをされるよう注意

されたい。 

(ｱ) 資金前渡を受けた後，多額の現金

を手提げ金庫に入れ机の中で保管し

ており，現金管理方法として不適切

であった。資金前渡者は，前渡金を

預金その他の確実な方法で管理しな

平成１７年度愛護会報償金について

は，支払い残額について，地域整備部の

保管金庫に保管した。 

 今後は，口座振替への移行について検

討することとしている。 
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ければならず，止むを得ず現金を取

り扱う場合でも公用金庫を活用し，

また口座振替への移行を促す等，安

全確実な方法で管理するよう努めら

れたい。 

（維持管理課） 

(ｲ) 当該報償金の出納を記録してお

くべき現金出納簿が，当該支出事務

の所管課において整備されていなか

った。現金出納簿により日々の出納

状況を確実に記録・確認し，内部で

のチェック体制を確立されたい。 

（維持管理課） 

平成１７年度愛護会報償金について

は，現金出納簿を整備し，今後は，日々

出納状況を確実に記録・確認し管理をす

るよう，所属職員に対し口頭にて周知・

徹底を図った。 

 

 

（工事監査） 

６ 農林水産局 

監査の結果 措置の状況 

ア 設計積算について注意を求めるもの 

平成 15年度「青果市場自治協会事務

所新築工事」 

（契約金額 315万円） 

 

建築基準法第十八条によれば，同法

第六条第一項に規定する工事の建築主

が国，都道府県又は建築主事を置く市

町村である場合，当該「国の機関の長

等」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。 

本工事は，青果市場の敷地の中にプ

レハブ造平屋建ての自治協会事務所を

新築したものであり，前記の規定に基

づき，計画を通知する必要があったが，

通知していなかった。 

今後は関係法令に基づき，適正な事

務手続きを行われたい。 

（青果市場 課長（災害復旧等担当） 

関連） 

「建築基準法」に規定する「建築通知」

が必要な建築工事については，同法に規

定する建築主事に通知を行うよう所属

職員に対し研修を行い周知徹底を図っ

た。 
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イ 施工管理について注意を求めるもの 

(ｱ)  平成 15年度「福岡市鮮魚市場排

水処理施設他建設工事」 

（契約金額 1億 5,120万円） 

 

国の機関又は地方公共団体は，「建

設工事に係る資材の再資源化等に関

する法律」に規定する「対象建設工

事」をしようとするときは，あらか

じめ，都道府県知事（政令で定める

市町村にあってはその長）にその旨

を通知しなければならない。 

本工事は，同法に規定する「対象

建設工事」にあたるため，福岡市長

に通知する必要があったが，通知し

ていなかった。 

今後は関係法令等に基づき，適正

な事務手続きを行われたい。 

建設工事に係る資材の再資源化等に

関する法律に規定する対象工事につい

ては，同法に規定する市長への通知を行

うよう所属職員に対し研修を行い周知

徹底を図った。 

  また，次の工事においても同様な事

例が認められた。 

(ｲ) 平成 17年度「鮮魚市場長浜・突堤

東卸売場災害復旧工事」 

（契約金額１億 3,545万円） 

（課長（災害復旧等担当）） 

 同上。 

ウ  契約事務について注意を求めるもの 

平成 16年度「博多漁港築石岸壁（改

良）基本・実施設計委託」 

（契約金額 745万 1,850円） 

 

(ｱ) 本委託は，既設岸壁の背後が陥没

及び沈下のため早急な岸壁補修が

必要と判断し，基本設計と実施設計

を一括委託している。 

基本設計と実施設計を一括委託

する場合は，契約課に事前協議し両

設計を分離できないときは，契約課

が設計候補者の選定に係る業務を

所掌することになっており，本委託

の発注に際しては契約課に事前協

議を行うべきであった。 

今後は，契約事務の適正な執行に

努められたい。 

（漁港課） 

基本設計と実施設計を一括委託する

場合については，「大型建築物等の基本

設計業務を委託する場合の事務処理要

領の留意事項について（通知）」に基づ

き契約課と事前協議を行うよう，所属職

員に対し書面で周知した。 
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(ｲ)  委託のかし担保の期間は「設計

業務委託契約書」において，本件構

造物のかし担保の期間を記入する

ことになっている。 

しかし，本委託では２年と明記す

べきところを０年としていた。 

今後は十分注意し，適正な契約事

務に努められたい。 

（漁港課） 

 委託の担保期間については，「設計業

務委託契約書」に基づき本構造物のかし

担保期間とするよう，所属職員に対し書

面で周知した。 

 


