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20監査公表第９号  

 地方自治法第199条第12項の規定により，平成20年７月２日に福岡市長及び福岡市教育委

員会委員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９月４日  

 

 

福岡市監査委員  光 安   力 

同          江 藤 博 美 

同               竹 本 忠 弘 

同               福 田   健 

 

 

 

 

１ 監査結果と措置の件数 

  20監査公表第１号（平成20年１月31日付 福岡市公報第5516号 公表）分・・・62件 

 

２ 講じた措置の内容 

  以下のとおり 
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20監査公表第１号（平成 20年１月 31日付 福岡市公報第 5516号 公表）分 
（事務監査） 
１ 局別監査 
 (１) こども未来局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 
(ｱ) 民間児童福祉施設運営費補助金の交付

事務について注意を求めるもの 

 市は補助金の交付に当たっては，交付

の目的に従って公正かつ効率的に行う必

要がある。しかしながら，平成18年度及

び同 19年度の｢福岡市民間児童福祉施設

運営費補助金｣の交付事務において，交付

先団体が運営する施設の整備，入所者等

の処遇向上及び施設職員の待遇改善を図

るための資金として，補助対象期間を年

間を通したものとしているにもかかわら

ず，次のように交付決定及び支出に係る

事務処理を大幅に遅延しているなど，不

適切なものとなっていた。 

 補助金の交付に当たっては，その助成

目的を踏まえ，速やかに行うよう十分注

意されたい。 

ａ 平成18年度補助金の交付決定及び支

出事務を，出納閉鎖直前に行っていた。 

 補助金の交付決定及び支出事務にあたっ

ては，速やかに行うよう所属職員に対し口

頭により周知徹底を図った。 

ｂ 平成18年度補助金の交付決定通知書

及び同確定通知書について，決裁を得

ていたにもかかわらず，発送していな

かった。 

 補助金の交付決定通知書及び同確定通知

書については，決裁を得た後速やかに通知

するよう所属職員に対し口頭により周知徹

底を図った。 

ｃ 平成19年度補助金の交付決定を，実

査日現在(平成 19年９月７日)行って

いなかった。 

 

（こども家庭課） 

 平成19年度の補助金については，平成19

年12月7日に交付決定を完了した。 

 補助金の交付決定にあたっては，速やか

に行うよう所属職員に対し口頭により周知

徹底を図った。 
(ｲ) 保育所建設費等補助金の交付について

適正な事務処理を行うよう注意を求める

もの 

 市は補助金の交付に当たっては，福岡

市補助金交付規則及び補助金交付要綱等

に則り，交付の目的に従って公正かつ効

 補助金の交付決定を行う際は，市の交付

要綱に定められた算式により計算するよう

所属職員に対し周知徹底を図った。 
 また，市の要綱については，一部表記に

不明瞭な点があったため，国の基準にあわ

せて要綱の見直しを行った。 
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率的に行う必要がある。しかしながら,平

成18年度｢保育所建設費等補助金｣の交付

事務において，次のような事例が見受け

られ，補助金の交付決定及び補助金の額

の確定手続が，規則や要綱の規定どおり

に行われておらず不適切なものとなって

いた。 

 補助金の交付に当たっては，その透明

性を確保するうえからも，交付額の積算

や補助事業の成果の確認など，適正な事

務処理を行うよう十分注意されたい。 

ａ 補助金の交付決定を，本市の交付要

綱と異なる国補助金の積算方法で行っ

ていた。 
ｂ Ａ保育園に係る補助事業の完了確認

等が不適切であった。 

(a) 履行期限直前に補助事業者から変

更届が提出され，工期，事業内容及

び事業費が大幅に変更されている

が，事業の遂行見込み等が十分検証

されておらず，変更交付決定も行っ

ていなかった。 

 補助事業の遂行確認については，十分検

証し，そのうえで変更交付決定を行うよう

所属職員に対し口頭により周知徹底を図っ

た。 

(b) 補助事業の完了確認において，担当

者が現地確認を行ったのみで，竣工写

真等の事業完了を客観的に確認できる

書類がないまま，補助金の額を確定

していた。 

（保育所整備課） 

 補助事業の確認完了については，施工写

真等の確認書類をもって完了確認を行うよ

う所属職員に対し口頭により周知徹底を図

った。 

(ｳ) 指定管理者による公の施設の管理運営

業務について適正な履行確認を求めるも

の 

  指定管理者による公の施設の管理運営

業務が完了したときは，協定に基づき，

完了検査により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，協定書や実

施計画に定める業務が適正に履行されて

いることを確認のうえ，管理料を支出又 

 小呂保育所管理運営業務については，指

定管理者からの報告書類の検証や実地検査

により管理運営業務の履行確認を十分に行

ったうえで，委託料の支出及び精算を適正

に行うよう所属職員に対し口頭により周知

徹底を図った。 

 また，指定管理者に対して，実施協定に

定める開所日を遵守するとともに，開所日

を変更する必要がある場合は，事前に報告

し，指示を求めるよう口頭により指導した。 
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は精算しなければならない。しかしなが

ら，平成18年度及び同19年度の｢福岡市

立小呂保育所｣の管理運営業務において，

次のように不適切な業務報告や会計経理

事務が見受けられたにもかかわらず，履

行確認を十分行わないまま業務完了と認

め，管理料の額を確定し精算していた。 

  指定管理者による公の施設の管理運営

業務に当たっては，執行状況を十分把握

するとともに，報告書類の検証や実地調

査など適正な履行確認を行われたい。 

ａ 実施協定書に定める業務報告が適正

になされていなかった。 

(a) 協定で定める閉所日に開所してい

たにもかかわらず，把握していなか

った。 

 

(b) 本市に提出された事業報告書(年間

行事)において，記載内容が実績と相

違しているものが多数あった。 

 指定管理者に対して，実績に基づき事業

報告書を記載するよう口頭により指導し

た。 

 また，平成18年度実績報告書について，

実績を確認のうえ再提出するよう求め，受

理した。 
ｂ 会計年度を越えて支出しているもの

や支出額の算定を誤っているものなど

不適切な会計経理事務を行っていた。 

（保育課） 

 指定管理者に対して，会計処理は年度ご

と行い，支出額の算定等は経理規程等に基

づき行うよう口頭により指導した。また，

収支決算書を再提出するよう指導し，再提

出された収支決算書を精査のうえ，平成18

年度及び平成19年度の管理料を精算した。 

平成19年度に支出していた平成18年度分に

ついては，平成18年度の支出として精算し

た。 

 
 (２) 消防局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 
 郵便切手の出納管理について注意を求める

もの 

 郵便切手の出納管理に当たっては，使用状

況の把握，現物の確認とともに帳簿の点検等， 

 出納簿の記載内容については，物品管理

者等が確認のうえ，全て押印した。今後，

物品出納簿の物品管理者等の確認印漏れが

ないよう，平成19年11月中に物品管理者等 



 5 

適時検査を行わなければならない。しかしな

がら，平成18年度及び同19年度において，

次のような不適切な事例が見受けられた。郵

便切手は金券であり，その出納管理に当たっ

ては，福岡市会計規則等に則り，適正な事務

処理に努められたい。 
(ｱ) 消防団係で管理している郵便切手出納

簿において，物品管理者等の確認印が，す

べて押印されていなかった。 

に研修を行い周知徹底を図った。 

(ｲ) 警防係で管理している郵便切手出納簿

において，前回実査日(平成 17年 9月 12

日)以降，出納状況の正確な記帳やその確

認がされておらず，次のような事例があっ

た。 
ａ 出納毎の残額がすべて記載されておら

ず，月計や累計に誤りがあった。 

 出納毎の残額については全て記載し，誤

りについては修正した。今後，出納毎，月

毎の残額管理と繰越額，現物との相違のな

いよう，平成19年11月中に所属職員に研修
を行い周知徹底を図った。 

ｂ 18年度の出納簿が，19年度に改正され

た新様式で作成されていた。 

 

 物品出納事務において，関係規程に基づ

き適正に執行するよう，平成19年11月中に
所属職員に研修を行い周知徹底を図った。 

ｃ 実査日現在，現物と出納簿の残額が一

致しておらず，在庫管理が不十分であっ

た。 

(警防課) 

 切手出納簿への記入漏れ，記入誤りを精

査し，最終的に現物と出納簿の残額が一致

した。出納簿への正確な記帳と，現物管理

に努めるよう，平成19年11月中に職員に研
修を行い周知徹底を図った。 

 
 (３) 教育委員会 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

(ｱ) 教職員の自家用車の公務使用に係る事務
手続きについて注意を求めるもの 
 教職員が，自家用車を公務に使用しよう

とする場合は，一定条件以上の任意保険に

加入したうえで，「自家用車届」により校長

に届け出て，その登録を受けなければなら

ない。また，登録を受けた内容に変更が生

じた場合は，遅滞なく校長に変更内容を届

け出なければならない。さらに，登録され

ている自家用車が，要件を満たさないもの

となった場合は，校長は登録を抹消しなけ

ればならない。しかしながら，平成18年度

 教職員の自家用車の公務使用に係る事務

手続きについて，保険期間を経過している

任意保険については，直ちに任意保険更新

による変更内容の手続きを行うよう教職員

に指導し，手続きを完了した。 
 なお，任意保険更新時には，遅滞なく変

更内容の手続きを行うよう教職員に文書に

より指導した。 
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及び同 19年度において，届け出されていた
任意保険には，既に保険期間を経過してい

るものがあるにもかかわらず，任意保険更

新による変更内容の手続きがなされないま

ま，自家用車を公務に使用している不適切

な事務手続きとなっていた。 
 教職員の自家用車の公務使用に当たって

は，登録に必要な関係書類の提出を職員に

促し，内容確認を的確に行うとともに，今

後適切に事務手続きを行われたい。 
（福岡女子高等学校） 

 

(ｲ) 補助金交付について適正な事務処理を

行うよう注意を求めるもの 

 補助金の交付に当たっては，補助金の交

付先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，補助事

業完了後に実績報告書を求める等して調

査確認のうえ，補助金の額の確定をする必

要がある。しかしながら，平成18年度「福

岡市学校保健会補助金」の支出事務におい

て次のような事例が見受けられた。補助金

の支出に当たっては，交付先団体の事務局

が当課内にあることでもあり，交付先団体

の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。 

ａ 交付先団体から実績報告書が提出さ

れておらず，補助金の額の確定も行って

いなかった。 

 交付先団体へ実績報告書提出を指導し，

補助金額の確定をおこなった。 
 

ｂ 収支差額が発生しているにもかかわ

らず，精算処理を行っていなかった。 

（健康教育課） 

 収支差額について交付先団体に全額返還

を求め，精算をおこなった。 
 また，今後は補助金交付決定通知書中に

交付団体からの実績報告の義務を明記す

る。 
(ｳ) 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 

 物品を随意契約により購入する場合は，

競争性や経済性の確保が必要であり，10万

円を超える物品購入に当たっては，２者以 

ａ，ｂ，ｃについて 
 物品購入契約事務については，学校事務

長が担当職員に対し，契約事務規則等関係

法令に則り，適正な事務処理を行うように

口頭にて指導徹底を図った。 
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上から見積書を徴して行わなければなら

ない。また，見積書の記載事項はすべて業

者が記載しなければならない。しかしなが

ら，平成18年度及び同19年度の物品購入契

約において，次のような事例が見受けら

れ，不適切な事務手続きとなっていた。 

 物品購入に当たっては，契約事務規則等

関係法令に則り，適正に事務処理された

い。 

ａ 10万円を超える物品購入において，１

者からの見積書を徴したのみで契約を締

結しているものがあった。 

ｂ ２者から見積書を徴している物品購

入において，契約相手方以外の者の見積

書の見積日はすべて空白であった。また，

契約相手方の見積書の見積日は職員が記

載していた。 

ｃ 見積日が，契約締結日後の日付になっ

ているものがあった。 

（福岡女子高等学校） 

 

(ｴ) 学校等における薬品等の適正管理につ

いて注意を求めるもの 

 学校等における薬品等の管理に当たっ

ては，｢学校の危機管理マニュアル｣をはじ

め関係法令に則り，管理台帳により記録を

行うとともに，その使用目的及び使用状況

を定期的に点検するなど，適正に行わなけ

ればならない。しかしながら，平成18年度 

及び同19年度の薬品等管理事務において，

管理台帳への使用状況の正確な記録やそ

の確認がなされておらず，管理が不適切な

ものとなっていた。 

 薬品等は，劇物等も含まれており，その

管理に当たっては，管理台帳により正確に

記録するとともに，定期的に点検を行うな

ど，適正に管理されたい。 

ａ 薬品管理台帳の様式は統一されておら

ず，管理に必要な項目の記載がないものが

あった。また，使用状況の定期点検もなさ

れていなかった。 

 「学校の危機管理マニュアル」や「学校

の危険物・ごみ等取扱マニュアルブック」

等に則り,「薬品管理台帳」の整備を行った。 
 また,薬品の使用状況を定期的（各学期
毎）に点検する措置を行った。 



 8 

（教育センター管理課，福岡女子高等学

校，福岡西陵高等学校，千代中学校） 

 

ｂ 記録されている在庫と現物が一致して

いなかった。 

(福岡女子高等学校，福岡西陵高等学校) 

 薬品の使用状況を定期的（各学期毎）に

点検したり,理科薬品管理規程を作成する
など在庫管理の適正化を図った。 

(ｵ) 財団法人福岡市教育振興会貸付金のあ

り方について検討を求めるもの 
 福岡市は財団法人福岡市教育振興会が

行っている奨学金貸与事業に対し貸付を

行っているが，同振興会には奨学金貸与事

業を行うに十分な自主財源がなく，自己資

金を確保する手段も講じられていないこ

とから，不足分は福岡市からの貸付金によ

り補填されている。 
 福岡市貸付金は短期貸付金であり，同振

興会は年度当初に福岡市から資金を借り

受け，年度末に金融機関から一時的に資金

を借り入れ，福岡市に返済することを繰り

返しているが，同振興会の福岡市及び金融

機関からの借入金の額は年々増加してい

る。平成19年度においては，福岡市貸付金

は36億3,030万円を見込んでおり，奨学金

貸与事業の規模は拡大傾向にある。 
 平成18年度包括外部監査においても，同
振興会が奨学金貸与事業を行うことに疑

問を呈されており，福岡市教育振興会奨学

金貸与事業及び当該事業にかかる貸付金

のあり方について，具体的な対策を検討さ

れたい。 
（学事課） 

 財団法人福岡市教育振興会が行う奨学金

貸与事業は経済的理由により学資の支弁が

困難な生徒等に学資を貸し付ける事業で，

教育の機会均等を保障する重要な施策であ

り，無利子かつ返済期間が長期間にわたる

貸付であること，また，景気低迷等からそ

のニーズはますます高いものとなっている

ため，貸付人員を大幅に増加してきており，

福岡市の貸付金も同様に増加しているもの

である。 
 当該事業を安定して実施するため，抜本

的滞納対策に取り組むこととしており，そ

の具体策として，平成20年度においては，
個人別債権管理システム導入を進めるとと

もに滞納整理専任職を設置した。 
 

 

（工事監査） 

１ 局別監査 

 (1) 経済振興局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 
(ｱ) 設計積算において，次のような不適切な

事例が認められたので注意を求めるもの 

 平成17年度「福岡競艇場土捨場土留擁壁

改修工事」 

 設計積算については，土木工事積算基準

書に基づく運用区分の適用に誤りがないよ

う所属職員に対し研修をし，適正な積算を

行うよう周知徹底を図った。 
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（契約金額5,857万7,400円） 

 本工事に使用するクローラ式杭打機（ベー

スマシン）の分解・組立輸送費の設計積算に

おいて，当該機械の質量区分により分解・組

立輸送費を算出することとなっているが，そ

の区分を誤って適用していたため，過小な費

用を積算計上していた。 

 今後は，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） 

 

(ｲ) 設計積算及び施工管理において，次のよ

うな不適切な事例が認められたので注意

を求めるもの 

 平成17年度「福岡競艇場旧前売棟跡地駐

車場整備工事」 

（契約金額4,347万8,400円） 

(a) 本工事歩道部のカラーアスファルト

合材単価は３社から見積りを徴集し設計

積算していたが，形状寸法，品質，規格，

取扱い数量等の見積り価格を左右する条

件を付した依頼書を提示しておらず信頼

性のある見積りではなかった。 

 明確な意図を持って見積りを徴集しな

かったために，同材料を多用している市

の他の部署で採用している単価に比べ本

工事で採用した単価は高い金額となって 

おり，信頼性のある設計積算がなされた

とはいえない。 

 今後は，適正な設計積算を図られたい。 

 見積り徴集については，依頼する見積り

内容を十分検討し，形状寸法，品質，規格，

取扱い数量等の条件を付した依頼書を作成

するよう留意し，適正な見積り徴集に努め

ることとした。 
 

(b) 本工事散水設備工及び電線管布設工

の単価に，諸経費を含んで設計積算して

おり，諸経費を二重に計上していた。単

価は諸経費を除いた額とすべきであっ

た。 

 今後は，適正な設計積算を図られたい。 

 積算基準に則った適正な積算になるよう

努め，精査も慎重に行うこととした。 

(c) 本工事において本市再生水を利用し

た散水設備を設置したが，「福岡市再生水

利用下水道条例」によると，再生水を利用

しようとする者（すでに再生水の供給を受

けている者で，広域雑用水道の新設，改造 

 事後申請手続きを行った。今後再生水を

利用する設備等の工事については，「福岡市

再生水利用下水道条例」に基づき再生水利

用申請手続き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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等を行おうとする者を含む。）はあらかじ

め市長に利用の申請をして市長の承認を

受け，その後に工事着手の届け出を行い完

了検査を受けなければならない。しかし，

これらの手続きがなされていなかった。 

 「福岡市再生水利用下水道条例」を遵

守し，同条例に定める手続きを行うべき

であった。 

 適正な施工管理に努められたい。 

(経営企画課 建築局施設建設課関連） 

 
 (2) 下水道局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 
(ｱ) 設計積算において，次のような不適切

な事例が認められたので注意を求めるも

の 

ａ 平成15年度「月隈第６雨水幹線(2)築

造工事」 

（契約金額19億6,661万5,350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。 

(東部建設課） 

 交通誘導員の配置人員等については，契

約図書に明示する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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 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「松崎橋再生水管橋梁添

架工事」 

（契約金額1,613万7,450円） 

（東部建設課） 

 ・平成17年度「月隈(西月隈１丁目)地

区下水道築造工事」 

（契約金額２億2,615万4,250円） 

（東部建設課） 

 ・平成18年度「堅粕(堅粕４丁目)地区

下水道築造工事」 

（契約金額２億3,073万2,250円） 

（東部建設課） 

 ・平成18年度「準用那珂古川河川改修

(護岸根継)工事」 

（契約金額5,894万5,950円） 

（河川建設課） 

 

ｂ 平成16年度「月隈第５雨水幹線築造

工事」 

（契約金額２億1,016万3,800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。本工事の当初契約図書において

は，交通誘導員の配置人員等が明示さ

れていたが，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

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。 

 交通誘導員の配置人員等については，契

約図書に明示する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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 今後は，適正な設計積算を図られた

い。 

（東部建設課） 

 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16年度「比恵８号幹線築造工

事」 

（契約金額11億3,219万8,200円） 

（博多駅地区浸水対策室） 

 ・平成15年度「東長尾第10雨水幹線

(2)築造工事」 

（契約金額16億7,117万8,950円） 

（中部建設課） 

 ・平成16年度「鳥飼２号幹線築造工

事」 

（契約金額11億5,847万8,650円） 

（中部建設課） 

 ・平成17年度「七隈第18雨水幹線築

造工事」 

（契約金額１億9,229万2,800円） 

（中部建設課） 

 

ｃ 平成18年度「堅粕(堅粕４丁目)地区

下水道築造工事」 

（契約金額２億3,073万2,250円） 

 本工事の特記仕様書（下水道管渠更

生工法・製管）によると更生管材料の

形状寸法及び適用する更生管内径は設

計図書のとおりとするとあるが，契約

図書にその内容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，また，竣工時の検

査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。 

(東部建設課) 

 更生管材料の内容については，契約図書

に明示する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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ｄ 平成17年度「比恵(博多駅南３丁目)

地区下水道築造工事」 

（契約金額４億1,011万50円） 

 本工事の立坑土留工において，ライナ

ープレート材は単価表等に掲載のない中

間サイズの製品を使用している。 

 土木工事設計標準歩掛等によるとこの

ような場合の設計単価は，中間サイズの

見積単価に，物価資料に掲載された直近

上位のサイズの単価と同サイズの見積単 

価の比率を乗じて決定することになって

いるが，直近上位のサイズの見積りを徴 

集していたにもかかわらず，比率を乗じ

ることなく中間サイズの見積単価をその

まま設計単価として積算していた。 

 今後は，適正な設計積算を図られたい。 

（博多駅地区浸水対策室） 

 土木工事設計標準歩掛や運用基準書等に

ついて，所属職員に研修を行い，適正な設

計積算を行うよう周知徹底を図った。 

ｅ 平成17年度「七隈第18雨水幹線築造工

事」 

（契約金額１億9,229万2,800円） 

 本工事のボックスカルバート（2,000

㎜×1,500㎜）の設計積算において，設

計図書では縦締を行う仕様となっていた 

が，縦締費用を含まない単価を採用して

いた。 

 今後は，適正な設計積算を図られたい。 

(中部建設課） 

 土木工事設計標準歩掛や運用基準書等に

ついて，所属職員に研修を行い，適正な設

計積算を行うよう周知徹底を図った。 

ｆ 平成18年度「福岡(薬院４丁目)地区下

水道築造工事」 

（契約金額１億8,481万4,700円） 

(a) 本工事の到達立坑に使用するライナ
ープレートにおいて，同単価を設計積

算の電算システムに入力する際，入力

を誤り過大な単価により設計積算して

いた。 
 今後は，十分に精査するとともに適

正な設計積算を図られたい。 

 土木工事設計標準歩掛や運用基準書等に

ついて，所属職員に研修を行い，適正な設

計積算を行うよう周知徹底を図った。 

(b) 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

 交通誘導員の配置人員等については，契

約図書に明示するよう所属職員に対し研修
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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。本工事の当初契約図書において

は，交通誘導員の配置人員等が確定で

きない表現で記載されていた。また設

計変更を行った際に，施工内容を変更

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

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。 
(中部建設課） 

を行い，周知徹底を図った。 

ｇ 平成16年度「飯倉第３雨水幹線築造工

事」 

（契約金額13億2,717万6,900円） 

 本工事の現場打ち水路のスクリーンゲ

ート設置において，スクリーンゲートの

工場製作にかかる費用である工場原価を

共通仮設費及び現場管理費算出の対象額

に含めて設計積算していた。土木工事設

計標準歩掛においては，スクリーンゲー

トの工場製作にかかる費用である工場原

価は，共通仮設費及び現場管理費算出の

対象額に含めないとしているので，対象

額に含めて設計積算すべきでなかった。 

 今後は，適正な設計積算を図られたい。 

(西部建設課) 

 土木工事設計標準歩掛や運用基準書等に

ついて，所属職員に研修を行い，適正な設

計積算を行うよう周知徹底を図った。 

ｈ 平成17年度「都市基盤那珂川河川改修

(高水敷)工事その２」 

（契約金額4,305万円） 

 本工事の土工の残土処理については，

 土木工事設計標準歩掛や運用基準書等に

ついて，所属職員に研修を行い，適正な設

計積算を行うよう周知徹底を図った。 
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当初指定処分としていたが，含水土であ

るために指定処分先から受け入れを拒否

され，自由処分に設計変更した。しかし，

残土運搬距離を指定処分の運搬距離から

自由処分の運搬距離に変更していなかっ

た。その結果，残土の運搬費用の設計積

算に誤りが生じた。 

 今後は，適正な設計積算を図られたい。 

(河川建設課） 

 

(ｲ) 施工管理において，次のような不適切な

事例が認められたので注意を求めるもの 

ａ 平成17年度「城西６号幹線築造工事」 

（契約金額３億5,914万5,150円） 

 本工事は「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

設工事に該当するため，発注者は，同法

第11条等の規定に基づき通知書を福岡市

長に提出しなければならないことになっ

ているが，通知書を提出していなかった。 

 今後は，適正な施工管理に努められた 

い。 

（西部建設課） 

 「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につい

ては，提出書類チェックリストを作成し，

適正な施工管理に努めることとした。 

ｂ 平成17年度「中部水処理センター再生

処理施設機械設備増設工事」 

（契約金額１億1,972万3,415円） 

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

では，事業者は，その産業廃棄物を自ら

処理するか，または許可を受けた産業廃

棄物収集運搬業者に委託しなければなら

ないとなっているが，本工事において発

生したコンクリート殻及びアスファルト

殻を収集運搬業の許可を持たない下請業

者に運搬させていた。収集運搬業の許可

を持たない下請業者に運搬させるべきで

なかった。また，中間処分場において搬

入等の写真を撮影していなかった。工事

写真は処理が適正に施工されたことを確

認・証明するものであるため撮影すべき

であった。 

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

に関する工事については，所属職員に対し

研修を行い，適正な施工管理に努めるよう

周知徹底を図った。 



 16 

 今後は，適正な施工管理に努められた

い。 

（施設課） 

 

(ｳ) 契約事務において，次のような不適切な

事例が認められたので注意を求めるもの 

ａ 平成17年度「都市基盤水崎川河川改修

(樋門下部)工事」 

（契約金額１億5,277万6,050円） 

 本工事において，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，その変更の中で，発注時の設計書に 

おいて鋼矢板の単価を誤って積算してい

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積

算を行い，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。 

（河川建設課） 

 契約事務については，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。 
 

ｂ 平成17年度「準用七隈川河川改修(護

岸)工事その２」 

（契約金額３億2,279万2,050円） 

 本工事において，数回行われた工期

の変更を内容とする契約変更のうちの

１回において，関係者間の調整は工期

内になされていたものの，変更契約の

締結が変更前の契約における工期を過

ぎた日付でなされており，適正な契約

事務ではなかった。 

 今後は，適正な契約事務に努められ

たい。 

（河川建設課 財政局契約課関連） 

 変更契約の締結については，関係者間の

調整後，速やかに行うよう，所属職員に対

し周知徹底を図った。 
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(ｴ) 設計積算及び契約事務において，次のよ

うな不適切な事例が認められたので注意を

求めるもの 

ａ 平成16年度「山王２号雨水調整池築造

工事」 

（契約金額10億6,701万9,450円） 

(a) 本工事の本体築造工土工において，バ

ックホウによる掘削施工条件の変更を行

ったが，変更の設計積算においてバック

ホウによる掘削土量の一部の残土運搬費 

を計上していなかった。 

 今後は，適正な設計積算を図られたい。 

 土木工事設計標準歩掛や運用基準書等に

ついて，所属職員に研修を行い，適正な設

計積算を行うよう周知徹底を図った。 

(b) 本工事の本体築造工に係る構造物取

り壊し後のコンクリート殻の運搬，処理

費を当初設計においては適正に計上して

いたが，コンクリート殻量を設計変更し

た際に，その全量は適正に処理されてい

たものの一部の運搬，処理費を計上して

いなかった。 

 今後は，適正な設計積算を図られたい。 

 土木工事設計標準歩掛や運用基準書等に

ついて，所属職員に研修を行い，適正な設

計積算を行うよう周知徹底を図った。 

(c) 本工事の本体築造工笠コンクリート

工等の設計積算において，全体鉄筋数量

が10ｔ以上であるにもかかわらず単価に

加算率による割り増しをしているものが

あった。加算率による割り増しは，土木

工事設計標準歩掛においては全体鉄筋量

が10ｔ未満の施工規模の場合に適用する

とあるので，割り増しすべきではなかっ

た。 

 今後は，適正な設計積算を図られたい。 

 土木工事設計標準歩掛や運用基準書等に

ついて，所属職員に研修を行い，適正な設

計積算を行うよう周知徹底を図った。 

(d) 本工事の本体築造工土工において，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，その変更の中で，発

注時の設計書において岩掘削の単価を誤

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

 土木工事設計標準歩掛や運用基準書等に

ついて，所属職員に研修を行い，適正な設

計積算を行うよう周知徹底を図った。 
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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。 

（博多駅地区浸水対策室） 

ｂ 平成16年度「福岡(地行３,４丁目外３)

地区下水道築造工事」 

（契約金額7,770万1,050円） 

 契約変更の手続きの時期について工事

特記仕様書等によると，軽微なものを除き 

その必要が生じた都度遅滞なく行うもの

となっている。 

 しかし，本工事の施工に際し立坑の増

工，推進工法の変更などの軽微ではない変

更が必要となったが，現場の施工が先行

し，設計変更及び契約変更の手続きについ

ては後日まとめて行われていた。増工等が

必要となった時点で遅滞なく変更の手続

きを行うべきであった。 

 また，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が，上記の後日まと

めて行われた工事内容の変更等に伴って

変更になった配置人員が変更後の契約図

書には明示されていなかった。さらに，そ

の設計変更をした配置人員と施工現場に

おける配置人員の員数の整合性も確認で

きなかった。 

 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を明示すべきであっ

た。 

 今後は，適正な設計積算及び契約事務を

図られたい。 

（中部建設課） 

 契約変更の手続については，増工事が必

要となった時点で，速やかに変更手続きを

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，交通誘導員の配置人員等について

は，契約図書に明示するよう所属職員に対

し研修を行い，周知徹底を図った。 
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(ｵ) 施工管理及び契約事務において，次のよ

うな不適切な事例が認められたので注意

を求めるもの 

 平成18年度「処理区域内下水管清掃業務

委託」 

（契約金額７億1,610万円） 

 

 本委託は，全市域を対象とした下水管渠

の閉塞危険箇所の調査業務と下水管渠の

清掃業務を委託したもので，調査業務は下

水道局が，清掃業務は各区役所が担当し，

監督，検査もそれぞれで責任分担するもの

である。また，業務委託料は，月ごとの業

務が完了し検査合格後に月ごとに支払う

ことになっている。 

 本委託の事務執行において，監督員の任

命，検査員の任命が行われていない等の手

続きの不備があった。また，本委託仕様書

等に規定された受託者が行うべき事項に

おいて，閉塞危険箇所マンホール堆積状況

の写真が撮影されていないなど一部に不 

備があった。さらに，本委託内の調査業務

に関して履行確認の検査が行われていな

かったが，検査に合格したものとして業務

委託料が支払われていた。福岡市契約事務

規則等に基づき適正に事務手続きを行う

べきであった。 

 適正な施工管理及び契約事務に努めら

れたい。 

（保全課） 

 委託業務における事務処理については，

福岡市契約事務規則に基づき，適正な施工

管理及び事務手続き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。 

 
 (3) 教育委員会 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 
(ｱ) 設計積算において，次のような不適切な

事例が認められたので注意を求めるもの 

ａ 平成17年度「姪浜中学校雨水貯留施設

設置工事」 

（契約金額8,589万4,200円） 

(a) 本工事の設計積算を行うにあたっ

 見積り徴収については，依頼する見積り

内容を十分把握し，その内容に適した業者

の選定に留意し，適正な見積り徴収に努め

ることとした。 
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て，雨水貯留槽の資材価格と施工費用

を合わせた（材工費）見積りを施工実

績がある資材メーカー１社及び施工

実績がない販売代理店２社より徴集

し，その価格を設計積算に採用してい

た。また，その見積りは内訳の各項目

において金額が３社ともに同額であ

った。 
 このような見積り徴集方法及び見

積り金額は適正であるとはいいがた

く，資材，施工の見積りを分離し，資

材については資材メーカーから，施工

については施工業者から見積りを徴

集し，比較検討すべきであった。 
 今後は，適正な見積り徴集，設計積

算を図られたい。 

 

(b) 本工事の仮設工の設計積算において，

変更設計時にバイブロハンマによるＨ形

鋼打込工，引抜工を増工していたが，バ

イブロハンマ杭打機の分解・組立輸送費

を計上していなかった。同費用を計上す

べきであった。 

 今後は，適正な設計積算を図られたい。 

（施設整備課 建築局施設建設課関連） 

 積算基準に則った適正な積算となるよう

努め，精査も慎重に行うこととした。 

ｂ 平成18年度「福岡城上の橋大手門石垣

保存修理工事」 

（契約金額4,772万5,650円） 

 工事価格は直接工事費と諸経費（共通仮

設費，現場管理費及び一般管理費等） 

より構成されている。諸経費は経費率を使

用し算出するが，本工事におけるその経費

率は，本工事が平成18年度工事であるにも

かかわらず，平成15年度の経費率を適用し

て積算されていた。その結果，誤った諸経

費となっていた。 

 今後は，適正な設計積算を図られたい。 

（文化財整備課） 

 当該期の積算基準に則った適正な積算と

なるように努め，精査も慎重に行うことと

した。 
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(ｲ) 契約事務において，次のような不適切

な事例が認められたので注意を求めるも

の 

 平成18年度「西戸崎小学校プール改築工

事」 

（契約金額3,517万5,000円） 

 本工事は「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

事に該当するため，同法第13条に基づき再

資源化等に要する費用等を書面に記載す

ることとなっているが，記載されていなか

った。 

 今後は，適正な契約事務に努められた

い。 

（施設整備課 建築局施設建設課関連） 

 再資源化等に関する契約事務について，

記載漏れがないように，改めて職員への周

知徹底を図った。 

 
 ２ テーマ監査 
 下水道局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 
 今回は，「原課契約について，その契約から

検査，支払いまでの行政事務が適法，適正に

なされているか」をテーマとして監査を実施

した。 

 テーマに基づき発注課において契約がなさ

れた工事112件について監査を行ったところ，

次のような改善を要する事例が見受けられ

た。 

 発注図書に図面がないもの，監督員の任命

がされていないもの，建設業退職金共済制度

に係る報告書がないもの，工事の受渡書がな

いもの，工事の引受人が指名されていないも

の，物品の様式で手続きが行われたものなど，

19件の工事について39項目の不適切な事例が

見受けられた。 

 今後は，適正な事務処理に努められたい。 

 原課契約については，福岡市契約事務規

則等に基づき適正な事務処理を行うよう所

属職員に対し研修を行い，周知徹底を図っ

た。 

 


