20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20年２月19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20年４月24日

福岡市監査委員

妹 尾 俊 見

同

市 木

同

竹 本 忠 弘

同

福 田

潔
健

１ 監査結果と措置の件数
19監査公表第16号（平成19年９月６日付

２ 講じた措置の内容

福岡市公報第5482号

以下のとおり
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公表）分
・・・・・・26 件

19 監査公表第 16 号（平成 19 年９月６日付 福岡市公報第 5482 号 公表）分
（事務監査）
１ 土木局
監 査 の 結 果
(ｱ)

措 置 の 状 況

指定管理者に対し基本協定書等の遵

市営築港駐車場及び市営大橋駐車場

守について必要な指導を行うよう注意 の管理運営業務に係る，経理の状況の明
を求めるもの

確化については，駐車場毎の経理簿を作

指定管理者制度による公の施設の管 成させ，常に明らかにできるように是正
理を行う場合，指定管理者は従来の委 した。
託よりも広範な権限と責任を持つこと
から，その権限と責任について基本協
定書等で明確に定め，履行状況を適宜
把握しておく必要がある。しかしなが
ら，土木局が所管する駐車場及びバス
乗継ターミナルに係る管理運営業務に
おいて，次のような事例が見受けられ
た。
基本協定書等で定めた管理運営業
務については，その履行状況を適宜把
握し，必要に応じ適切な指導を行うよ
う注意されたい。
ａ 市営築港駐車場及び市営大橋駐車場
の管理運営業務に係る基本協定書で
は，施設の管理運営業務に係る経理を
他の業務と区別して明確にし，また常
に経理状況を明らかにしておくよう規
定しているにもかかわらず，当該施設
の指定管理者においてまったく区分整
理されていなかった。
ｂ 駐車場及びバス乗継ターミナルの管

市営駐車場の管理運営業務に係る再

理運営業務に係る基本協定書では，
管理 委託については，各駐車場指定管理者よ
運営業務の再委託を原則禁止しており， り再委託の承認願を受理し，合理的理由
市の事前承認を受けた場合にのみ，
当該 があると認められる事項について承認
業務の一部について第三者に再委託す を行った。バス乗継ターミナルについて
ることが認められているにもかかわら も，指定管理者から再委託の承認願を受
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ず，市の事前承認を得ることなく，管理 理し，承認を行った。また今後，再委託
運営業務の一部が第三者に再委託され にあたっては事前に市の承認を受ける
ていた。

ように指導した。
（道路管理課）

(ｲ)

基本協定書等の整備について注意を

駐車場の管理運営業務に係る履行状

求めるもの

況の確認方法については，業務内容の詳

指定管理者制度による公の施設の管 細について，月例の報告を求め履行状況
理を行う場合，
市と当該施設指定管理者 の確認を行っている。平成 20 年度当初
との間で協定書を取り交わし，
その業務 から履行状況の確認について，実施協定
範囲や履行状況の確認方法等，
必要事項 書へ明記等することとした。
を明確に定めておく必要がある。
しかし
ながら，
土木局が所管する駐車場の管理
運営業務において，
基本協定書に報告義
務又は履行状況の確認方法が明記され
ていないものがあり，
また履行状況を確
認できる文書が指定管理者において保
存されていないものがあった。
業務履行状況の文書による記録保存
の規定等，
履行状況の確認が確実にでき
るよう，
必要な事項を基本協定書等で明
確に定めておくよう注意されたい。
（道路管理課）
(ｳ)

補助金の交付手続きについて適正

補助金の交付決定については，
「福岡

な事務処理を行うよう注意を求める 市私道整備助成要綱」の改正を行い，補
もの

助申請額の記載や収支計画書の添付を

市は，補助金の交付決定に当たって 求めることとした。
は，申請書類の審査等により，申請内
容が補助事業の内容に適合するかど
うか，金額の算定に誤りがないかどう
か等を調査しなければならない。ま
た，補助金の額の確定に当たっては，
完了報告書等の書類の審査等により，
補助事業の成果が交付決定の内容等
に適合するものであるかどうかを調
査確認しなければならない。しかしな

3

がら，平成 18 年度「私道整備助成金」
交付事務において，申請者から提出さ
れた書類に「福岡市補助金交付規則」
に定める必要事項の記載等がないま
ま，補助金の交付決定及び補助金の額
の確定を行っており，不適切なものと
なっていた。
補助金の交付決定及び補助金の額
の確定に当たっては，福岡市補助金交
付規則の趣旨を踏まえ，適正な事務処
理をされたい。
ａ 申請書に補助申請額の記載や収支計
画書の添付を求めないまま，本市の積
算額で補助金の交付決定を行ってい
た。
ｂ

補助金の額の確定において，事業終

補助金の交付を前金払や概算払によ

了後，
実績報告書(完了届)に事業費の支 らない補助金の額の確定については，
出額の記載やそれを確認できる書類の 「福岡市私道整備助成要綱」の改正を行
添付もないまま，
施工業者から申請者へ い，申請者の支出額を確認することとし
の請求金額で確定していた。

た。

補助金の交付を前金払や概算払によ
らない本件事業における補助金の額の
確定に当たっては，
申請者の支出額を確
認すべきである。
(道路維持課)
２ 建築局
監 査 の 結 果

措 置 の 状 況

賃貸借料の支払いに長期日数を要して

賃貸借料の支払いについては，契約の

いたものについて注意を求めるもの

相手方からの請求が行われない場合，文

契約に基づき履行の確認を完了した後 書等により催促を行うこととし，所属職
は，契約の相手方からの請求によりその 員に対し，迅速な事務処理を行うよう，
対価を支払わなければならない。また， 口頭により周知徹底を図った。
契約の相手方から請求が行われない場合
は，速やかに請求を行うよう催促する必
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要がある。しかしながら，平成 18 年度｢パ
ーソナルコンピュータ賃貸借契約｣外３
件において，契約書では四半期ごとに賃
貸借料を支払うこととしているにもかか
わらず，１年間分の賃貸借料を一括して
支払っており，その中には，機器等の使
用確認完了後，支払いまでに長期日数を
要しているものがあった。
賃貸借料の支払いに当たっては，相手
方の負担を考慮のうえ，迅速な事務処理
を行うよう十分注意されたい。
（総務課）
（工事監査）
１ 財政局
監 査 の 結 果

措 置 の 状 況

設計積算及び契約事務において，次の

発注図書への運搬・処分量表示の遺漏

ような不適切な事例が認められたので注 については，建築局で定めた「吹付けア
意を求めるもの

スベスト除去工事の設計に関する取り

平成 18 年度「本庁舎アスベスト改修工 扱い」に基づき明示するよう所属職員に
事」

対し研修を行い，周知徹底を図った。
（契約金額 2 億 3,540 万 7,900 円）

本工事は，本庁舎エレベーターシャフ
ト内等に吹き付けられているアスベスト
の封じ込め改修工事である。その施工に
際して使用した養生シート及び保護衣等
は特別管理産業廃棄物として処分しなけ
ればならず，その確実な処分を確保する
ために運搬・処分量は契約図書である図
面に表示すると定められている。しかし，
発注時の契約図書である図面には運搬・
処分量の表示がされていなかった。
また，当初の仮設計画よりさらに細か
な仮設間仕切りを行うこととしたため，
それらの養生等が増加することとなり，
廃棄物の運搬・処分量の設計変更が行わ
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れており，契約変更の契約図書には発注
時未記入であった当初数量及び増加した
数量が表示されていた。
産業廃棄物の当初数量を含めその他工
事数量等については，入札に臨む指名業
者に積算のために積算内訳書（参考資料）
として配布しているが，契約図書の一部
としては綴られていない。この積算内訳
書の数量等を根拠として入札を行い，ま
た設計変更し契約するのであれば，その
積算内訳書については契約事項の一部と
して取り扱っているのであり，契約者相
互の責任の明確化及び確実な工事施工，
適正な検査のために，契約の一部として
契約図書に綴り込むべきである。
今後は，適正な設計積算及び契約事務
に努められたい。
（財産管理課 建築局施設建設課関連）
２ 環境局
監 査 の 結 果

措 置 の 状 況

(ｱ) 設計積算において，次のような不適

交通誘導員の明示については，土木工

切な事例が認められたので注意を求 事施工条件明示の通知に基づき，特記仕
めるもの

様書等に明示を行うよう所属職員に対

ａ 平成 17 年度「環境局施設再整備(圧 し課内会議を行い，周知徹底を図った。
送管布設)工事［２工区］」
（契約金額 3,557 万 9,250 円）
本工事については，施工中に交通等
への支障を生じさせないよう交通誘
導員が必要とされている。交通誘導員
は，施工場所の条件変更や交通管理者
等との協議によってその人員が変動
することがあるため，契約図書におい
て配置人員等を明確にしておくこと
が必要である。しかし，本工事の契約
図書において交通誘導員の配置人員
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等が明示されていなかった。
また，設計変更を行った際に，施工
内容を変更したこと等により交通誘
導員の人員を変更したが，変更後の契
約図書においても明示されていなか
った。
発注者の明確な設計意図の伝達及
び工事施工の円滑化を図るため，契約
図書に交通誘導員の配置人員等を明
示すべきであった。
今後は，適正な設計積算を図られた
い。
（管理課 施設課関連）
ｂ 平成 18 年度「東部(伏谷)埋立場広場

設計積算については，施工条件及び経

整備外工事」

済性の比較検討を行い，精査を徹底する

（契約金額 7,423 万 5,000 円） よう所属職員に対し課内会議を行い周
本工事の区画埋立整備で布設するＵ 知徹底を図った。
型側溝の設計積算において，長さが 0.6
ｍのコンクリート二次製品を使用する
ことで設計積算されていたが，同側溝
を布設する区間は直線区間であるため
長さが 2.0ｍの製品の使用が可能であ
り，より経済的な 2.0ｍの製品を使用す
べきであった。
今後は，適正な設計積算を図られた
い。
（施設課）
(ｲ) 設計積算及び契約事務において，次

数量等の明示については，所属職員に

のような不適切な事例が認められた 対し課内会議を行い，周知徹底を図っ
ので注意を求めるもの

た。契約事務については，設計図書作成

平成 17 年度「西部資源化センター 時の精査を徹底することとした。
南，東面外壁塗装修理」
（契約金額 2,257 万 9,200 円）
本工事の一部である建具面塗り替
え，柱・梁塗り替え等の工事は，契約
図書に施工箇所及び工事数量等が明
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示されていなかった。
また，工事内容に変更が生じたこと
により設計変更を行っているが，南面
改修工事のうち建具面塗り替えにつ
いては，契約図書に増工の施工箇所及
び工事数量等の明示がなかった。
発注者の明確な設計意図の伝達及
び工事施工の円滑化のため，契約図書
には工事内容である施工箇所及び工
事数量等を明示するのは当然である。
工事数量等については，入札に臨む
指名業者に積算のために積算内訳書
（参考資料）として配布しているが契
約書の一部としては綴られていない。
この積算内訳書の数量等を根拠とし
て入札を行い，また，設計変更し契約
するのであれば，その積算内訳書につ
いては契約事項の一部として取り扱
っているのであり，契約者相互の責任
の明確化及び確実な工事施工，適正な
検査のために契約の一部として契約
図書に綴り込むべきである。
今後は，適正な設計積算及び契約事
務に努められたい。
（施設課）
３ 土木局
監 査 の 結 果

措 置 の 状 況

(ｱ) 設計積算において，次のような不適

ゲート式の駐輪場の建設については，

切な事例が認められたので注意を求 本市で初めて採用したものであるため，
めるもの

見積徴集の方法など検討を行いながら設

ａ 平成 18 年度「ＪＲ吉塚駅西口駐輪場 計積算を行った。
ゲート設置工事」

今後，鋼製品等の特殊な単価採用につ

（契約金額 2,331 万円） いては，見積徴集時の直接費や機器費，
本工事の設計積算を行うにあたって 経費など，詳細な項目について統一した
ゲート式駐輪システムの見積りを製造 条件での提出を求める事で指摘事項の改
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メーカー３社より徴集しており，その 善を行っていく。
見積りは，本工事費の全てである機器

なお，ゲート式駐輪システムの建築付

費，設置工事費，試験調整費，諸経費 帯設備の設計積算については，建築局と
で構成されていた（その見積り内容も 協議し，今後は建築局において適正な設
各社不統一であった）が，その合計金 計・積算を行うこととした。
額のみを比較検討し設計積算してい
た。
しかし，工事の指名競争入札業者は
製造メーカーではなく工事請負業者か
ら選定されていることから，上記見積
りにある設置工事費，諸経費について
は製造メーカーの見積りを使用して設
計積算すべきでなかった。また，機器
費の設計積算では機器費のみの見積り
を徴集，比較検討し，機器費を決定す
べきであった。
今後は，適正な設計積算を図られた
い。
（道路建設課（東区・博多区担当)）
b 平成 17 年度
「市道千代今宿線(中１幹)

設計積算業務については，正確を期す

道路災害復旧工事」

よう，従前の係員が行っていた設計・積

（契約金額 2 億 4,148 万 50 円） 算用チェックリストに加えて，新たに作
本工事については，施工中に交通等へ 成した係長用チェックリストに基づき担
の支障を生じさせないよう交通誘導員 当係長が照査を行うよう精査体制の強化
が必要とされている。交通誘導員は，施 を行った。
工場所の条件変更や交通管理者等との

上記に基づき，適正な設計積算を行う

協議によってその人員が変動すること よう所属職員に対し文書で周知徹底を図
があるため，契約図書において配置人員 った。
等を明確にしておくことが必要である。

またこの改善策は，平成 19 年 10 月発

本工事の当初契約図書においては，交通 注の設計書より実施しており，今後，指
誘導員の配置人員等が明示されていた 摘事項の改善はもとより，起工時の適正
が，設計変更を行った際に，施工内容を な設計・積算を行うこととした。
変更したことにより交通誘導員の人員
を変更したにもかかわらず変更後の契
約図書には明示されていなかった。
発注者の明確な設計意図の伝達及び
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工事施工の円滑化を図るため，契約図書
に交通誘導員の配置人員等を明示すべ
きであった。
今後は，適正な設計積算を図られた
い。
（道路建設課（中央区・南区担当)）
(ｱ）−ｂ同様の措置を行った。

また，
下記４件の工事においても同様
な事例が認められた。
・平成 17 年度「市道南庄小田部線（小
田部２）自転車歩行者道路設置工事
（その２）」
（契約金額 6,838 万 9,650 円）
（道路建設課（城南区・早良区・西区担当)）

(ｱ）−ｂ同様の措置を行った。

・平成 17 年度「都市計画道路梅林通線
外１線道路舗装工事」
（契約金額 5,738 万 6,700 円）
（道路建設課（城南区・早良区・西区担当)）

(ｱ）−ｂ同様の措置を行った。

・平成 18 年度「市道地行鳥飼七隈線（茶
山）道路舗装工事」
（契約金額 7,228 万 2,000 円）
（道路建設課（城南区・早良区・西区担当)）

(ｱ）−ｂ同様の措置を行った。

・平成 17 年度「筥崎土地区画整理事業
地内（堅粕箱崎線外１路線）道路舗装
工事」
（契約金額 1 億 274 万 2,500 円）
（筥崎連続立体開発事務所管理課）
c 平成 18 年度「一般国道 385 号(塩原)
電線共同溝建設工事（その４）」

設計積算業務については，正確を期す
よう，従前の係員が行っていた設計・積

（契約金額 1 億 4,501 万 250 円） 算用チェックリストに加えて，新たに作
本工事で発生した残土の処理におい 成した係長用チェックリストに基づき担
て，当初購入砂を一部使用して埋戻しし 当係長が照査を行うよう精査体制の強化
掘削土量の一部を残土処理とすること を行った。
としていたが，埋戻し材料には全て購入

上記に基づき，適正な設計積算を行う

砂を使用することに変更したため，掘削 よう所属職員に対し文書で周知徹底を図
土全量が残土処理対象となった。しかし った。
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またこの改善策は，平成 19 年 10 月発

変更の設計積算においては掘削土全量

を残土処理として計上していなかった。 注の設計書より実施しており，今後，指
今後は，適正な設計積算を図られた 摘事項の改善はもとより，起工時の適正
い。

な設計・積算を行うこととした。

(道路建設課(中央区・南区担当)）
d 平成 16 年度「一般県道桜井太郎丸線
（元岡）道路改良工事（その６）」

設計積算業務については，正確を期す
よう，従前の係員が行っていた設計・積

（契約金額 1 億 4,827 万 1,550 円） 算用チェックリストに加えて，新たに作
本工事の現場打杭工等の設計積算に 成した係長用チェックリストに基づき担
おいて，全体鉄筋数量が 10ｔ以上であ 当係長が照査を行うよう精査体制の強化
ったのに単価に加算率による割り増し を行った。
をしていた。加算率による割り増しは，

上記に基づき，適正な設計積算を行う

土木工事標準積算基準書においては全 よう所属職員に対し文書で周知徹底を図
体鉄筋量が 10ｔ未満の施工規模の場合 った。
またこの改善策は，平成 19 年 10 月発

に適用するとあるので，
割り増しすべき
ではなかった。

注の設計書より実施しており，今後，指

今後は，適正な設計積算を図られた 摘事項の改善はもとより，起工時の適正
い。

な設計・積算を行うこととした。

(道路建設課(城南区・早良区・西区担当)）
e 平成 16 年度「都市計画道路藤崎四箇
線（原団地）舟底橋上部工工事」

設計積算業務については，正確を期す
よう，従前の係員が行っていた設計・積

（契約金額 9,522 万 5,550 円） 算用チェックリストに加えて，新たに作
(a) 本工事に先行した下部工工事によ 成した係長用チェックリストに基づき担
り設置された土留めのためのＨ鋼杭， 当係長が照査を行うよう精査体制の強化
切梁等は，先行工事完了後も本工事に を行った。
おいて継続して使用することが必要

上記に基づき，適正な設計積算を行う

となり，それらを設置したままの状態 よう所属職員に対し文書で周知徹底を図
で本工事が施工された。本工事の設計 った。
積算において，先行工事で設置したＨ

またこの改善策は，平成 19 年 10 月発

鋼杭，切梁等は本工事で使用するとい 注の設計書より実施しており，今後，指
うことでそれらの賃料等が計上され 摘事項の改善はもとより，起工時の適正
ていた。しかし，このような場合は先 な設計・積算を行うこととした。
行工事施工業者と本市とで別途に契
約するとされており，賃料等は本工事
に計上すべきではなかった。
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今後は，適正な設計積算を図られた
い。
(b) 本工事については，
施工中に交通等

設計積算業務については，正確を期す

への支障を生じさせないよう交通誘 よう，従前の係員が行っていた設計・積
導員が必要とされている。交通誘導員 算用チェックリストに加えて，新たに作
は，施工場所の条件変更や交通管理者 成した係長用チェックリストに基づき担
等との協議によってその人員が変動 当係長が照査を行うよう精査体制の強化
することがあるため，契約図書におい を行った。
て配置人員等を明確にしておくこと

上記に基づき，適正な設計積算を行う

が必要である。しかし，本工事の契約 よう所属職員に対し文書で周知徹底を図
図書において交通誘導員の配置人員 った。
またこの改善策は，平成 19 年 10 月発

等が明示されていなかった。

また，設計変更を行った際に，施工 注の設計書より実施しており，今後，指
内容を変更したことにより交通誘導 摘事項の改善はもとより，起工時の適正
員の人員を変更したが，変更後の契約 な設計・積算を行うこととした。
図書においても明示されていなかっ
た。
発注者の明確な設計意図の伝達及
び工事施工の円滑化を図るため，契約
図書に交通誘導員の配置人員等を明
示すべきであった。
今後は，適正な設計積算を図られた
い。
（道路建設課（城南区・早良区・西区担当)）
f 平成 17 年度「都市計画道路梅林通線
外 1 線道路舗装工事」

設計積算業務については，正確を期す
よう，従前の係員が行っていた設計・積

（契約金額 5,738 万 6,700 円） 算用チェックリストに加えて，新たに作
土留擁壁の親杭設置工において，大口 成した係長用チェックリストに基づき担
径ボーリングマシンによりＨ形鋼を打 当係長が照査を行うよう精査体制の強化
設する工法で設計積算されていたが，
現 を行った。
場においては大口径ボーリングマシン

上記に基づき，適正な設計積算を行う

では施工が困難であると判断し，アース よう所属職員に対し文書で周知徹底を図
オーガーにより打設する工法で施工さ った。
またこの改善策は，平成 19 年 10 月発

れていた。

設計積算時に，現場条件を考慮した適 注の設計書より実施しており，今後，指
正な工法を採用すべきであったし，ま 摘事項の改善はもとより，起工時の適正
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た，設計と相違する工法で施工する場合 な設計・積算を行うこととした。
は，協議の上その工法を採用した設計に
変更すべきであった。
今後は，適正な設計積算を図られた
い。
（道路建設課（城南区・早良区・西区担当））
g 平成 18 年度「一般県道桜井太郎丸線
（元岡）道路舗装工事（その２）」

設計積算業務については，正確を期す
よう，従前の係員が行っていた設計・積

（契約金額 7,423 万 8,150 円） 算用チェックリストに加えて，新たに作
本工事において中央分離帯を設置す 成した係長用チェックリストに基づき担
ることとなっているが，
構造や寸法等を 当係長が照査を行うよう精査体制の強化
明示した構造図が契約図書に添付され を行った。
ていなかった。

上記に基づき，適正な設計積算を行う

また，工事着手後施工内容が変更され よう所属職員に対し文書で周知徹底を図
ているが，
増工された暗渠排水工等の内 った。
またこの改善策は，平成 19 年 10 月発

容を示す設計図面が変更契約図書に添
付されていなかった。

注の設計書より実施しており，今後，指

発注者の明確な設計意図の伝達及び 摘事項の改善はもとより，起工時の適正
工事施工の円滑化，また，竣工時の検査 な設計・積算を行うこととした。
のためにも設計図書による明示は不可
欠であり，
契約図書に添付すべきであっ
た。
今後は，適正な設計積算を図られた
い。
（道路建設課（城南区・早良区・西区担当)）
(ｲ) 施工管理において，次のような不適

建設業退職金共済制度に基づく証紙購

切な事例が認められたので注意を求 入については，発注者としてその趣旨を
めるもの

踏まえ，履行を確実に確認するとともに，

平成 17 年度「筥崎土地区画整理事 請負者へは制度の適正な運用を指導する
業将軍地蔵堂外１ヶ所建築工事」

よう，所属職員に対し会議等において，

（契約金額 1,840 万 7,550 円） 周知徹底を図った。
建設業退職金共済制度は建設労働
者に対して退職金を保証する制度で
あり，工事契約締結後１カ月以内に請
負者が証紙を購入し，建設労働者に交
付しなければならない。しかし，本工
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事においては工事期間中には，証紙が
購入されておらず，工事完了日をすぎ
て証紙が購入され，その掛金収納書が
工事書類に添付されていた。
このことは，発注者として本制度の
趣旨を十分理解し，普及の徹底に努め
ているとはいえない。
本制度の趣旨を十分理解し，確実な
制度履行の確認を行うとともに，適正
な制度の運用について，請負者への指
導を徹底されたい。
（筥崎連続立体開発事務所管理課）
(ｳ) 契約事務において，次のような不適

工事の設計変更において，単価等の修

切な事例が認められたので注意を求 正など，契約書に定めのない部分は変更
めるもの

を行わないよう職場研修において，周知

平成 18 年度「都市計画道路鳥飼地 徹底を図った。
行線（鳥飼）道路舗装工事（その７）」

また，工事の積算に際しては，適正な

（契約金額 4,278 万 5,400 円） 設計・積算に努めるとともに設計・積算
本工事において，工事内容に変更が 用チェックリストに基づきより一層精査
生じたことにより設計変更を行って を厳密に行うことに加えて新たに作成し
いるが，その変更の中で，発注時の設 た係長用チェックリストに基づき担当係
計書において舗装工，区画線工の単価 長が照査を行うこととした。
を誤っていたということを理由に，工
事内容の変更に関わりのない同単価
を修正変更して，請負代金額の変更が
されていた。
請負代金額の変更は契約図書の内
容変更などが対象になると契約書に
定められており，契約書に定めのない
部分の変更を通常の手続きで行った
ことは，適切な契約変更ではなかっ
た。
今後は，適正な契約事務に努められ
たい。
（道路建設課（中央区・南区担当)）
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(ｴ) 設計積算及び施工管理において，次

設計積算業務については，正確を期す

のような不適切な事例が認められた よう，従前の係員が行っていた設計・積
ので注意を求めるもの

算用チェックリストに加えて，新たに作

平成 17 年度「市道勝馬志賀島線道 成した係長用チェックリストに基づき担
路災害復旧工事（その２）」

当係長が照査を行うよう精査体制の強化

（契約金額 1,977 万 9,900 円） を行った。
(a)

本工事の設計積算において，コ

上記に基づき，適正な設計積算を行う

ンクリートブロック積工の施工規 よう所属職員に対し文書で周知徹底を図
模を誤って適用したため，その結果 った。
またこの改善策は，平成 19 年 10 月発

として，誤った施工単価を計上して
いた。

注の設計書より実施しており，今後，指

今後は，適正な設計積算を図られ 摘事項の改善はもとより，起工時の適正
たい。
(b)

な設計・積算を行うこととした。

本工事については，施工中に交

設計積算業務については，正確を期す

通等への支障を生じさせないよう よう，従前の係員が行っていた設計・積
交通誘導員が必要とされている。交 算用チェックリストに加えて，新たに作
通誘導員は，施工場所の条件変更や 成した係長用チェックリストに基づき担
交通管理者等との協議によってそ 当係長が照査を行うよう精査体制の強化
の人員が変動することがあるため， を行った。
契約図書において配置人員等を明

上記に基づき，適正な設計積算を行う

確にしておくことが必要である。し よう所属職員に対し文書で周知徹底を図
かし，本工事の契約図書において交 った。
またこの改善策は，平成 19 年 10 月発

通誘導員の配置人員等が明示され
ていなかった。

注の設計書より実施しており，今後，指

また，請負業者は交通誘導員を配 摘事項の改善はもとより，起工時の適正
置することにした施工計画書を提 な設計・積算を行うこととした。
出していながら，工事現場には交通
誘導員が配置されていなかった。
さらに，設計変更を行った際に，
請負業者が現場に交通誘導員を配
置していなかったことを理由に交
通誘導員の積算を減額変更したが，
変更後の契約図書において配置人
員等が明示されていなかった。
発注者の明確な設計意図の伝達
及び工事施工の円滑化を図るため，

15

契約図書に交通誘導員の配置人員
等を明示すべきであった。また，請
負業者への交通誘導員の配置指導
を徹底すべきであった。
今後は，適正な設計積算及び施工
管理を図られたい。
（道路建設課（東区・博多区担当)）
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