23 監査公表第８号
地方自治法第 199 条第 12 項の規定により，平成 23 年６月 24 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 23 年８月 11 日
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監査報告と措置の件数
23 監査公表第２号（平成 23 年２月７日付 福岡市公報第 5801 号公表)分
・・・36 件

２

講じた措置の内容
以下のとおり

23監査公表第２号（平成23年２月７日付 福岡市公報第5801号公表）
（事務監査）
１

局別監査
(1) 市民局
監

(ｱ)

査

の

結

果

措

置

の

状

況

支出に当たっては，所属職員に対して，

委託料の支払いに長期日数を要して

業務完了後，速やかに業者からの請求書提

いたものについて注意を求めるもの
委託料等の支出に当たっては，履行完

出を求めるとともに，請求書受理後は，速

了確認後,債権者からの請求によりその

やかに適切な支払処理を行い，再発防止に

対価を支払わなければならない。また， 努めるよう周知徹底を図った。
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 21 年度の｢防災・防
犯・交通安全指導者用教材作成業務委
託｣，｢人権啓発センターホームページ運
用管理委託｣及び｢ココロンセンターだ
より版下制作委託｣の委託契約事務にお
いて，履行完了確認後，支払までに長期
日数を要しているものが見受けられた。
今後，支出に当たっては速やかに事務
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処理を行うよう十分注意されたい。
(防災・危機管理課，人権啓発センター)
指定管理者に対し基本協定書等の遵

ミズノグループに対して，平成 23 年 1

守について必要な指導を行うよう注意

月 14 日付で指定管理業務に関する改善指

を求めるもの

示書を交付し，応募時の｢現地の要員配置

(ｲ)

計画｣における基準のとおり，同グループ

指定管理者は，公の施設の管理を行う

の正社員を配置するよう指示した。

場合は，当該施設の管理に係る基本協定

現在は指示事項どおり適正に配置済み

書及び実施協定書に基づき当該業務を

である。

適正に履行しなければならない。しかし
ながら，平成 21 年度及び同 22 年度の｢福
岡市立南体育館及び博多体育館｣並びに
｢福岡市立博多市民プール及び南市民プ
ール｣の管理運営業務において，次のよ
うな不適切な事例が見受けられた。
今後，基本協定書等で定めた業務等に
ついては，履行状況及び提出内容等を適
宜把握，検証し，必要に応じた適切な履
行確認並びに指導を行うよう厳に注意
されたい。
ａ

指定管理者が応募時に市に提出した
｢現地の要員配置計画｣においては，正
社員を要所に３人又は４人の配置を予
定し，その結果，高い評価を得て選考
されたにもかかわらず，体育館及びプ
ールの受付業務等について，別会社に
対して受付及び運営等業務の全てを再
委託していた。

ｂ

ミズノグループは，再委託先への仕様の

南市民プールの日常清掃において，
次のような事例が見受けられた。

不備であったことを認めており，速やかな

(a)

是正を指導した。

基本協定書に添付された業務の

現在は既に是正されており，日常清掃業

基準において，プールの日常清掃は

務仕様書にて確認済みである。

作業場所毎に示された作業内容で
行うことが定められているが，開館
前の日常清掃業務のうち一部業務
(ロッカーの清掃，ロッカー室及び
シャワー室壁面の拭き清掃)を除い
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た内容で再委託しており，この一部
の業務が実施されていなかった。
(b) 同基準において，開館前の日常清

ミズノグループは，再委託先への仕様の

掃は利用時間開始30分前の午前８

不備であったことを認めており，速やかな

時30分までに終了することが定め

是正を指導した。
現在は既に是正されており，日常清掃業

られているが，実際には終了してい

務仕様書にて確認済みである。

なかった。再委託業者に対して指示
された業務時間は午前７時から午
前９時までの２時間(平成22年３月
23日以降は午前７時から午前10時
までの３時間)となっており，適切
な再委託となっていなかった。

ミズノグループは，不適切な行為であっ

(c) 清掃業者記載の清掃日誌におい
て，一部の場所が清掃実施されてい

たことを認めており，厳しく再発防止を指

なかったにもかかわらず，指定管理

導した。
現在は適正に清掃業務が実施されてい

者職員によって同日誌に当該場所

る。

の清掃業務終了を示す記号が書き
加えられていた。
南市民プール及び博多市民プールの

ミズノグループは，不適切な行為であっ

水質検査において，国が示している遊

たことを認めており，厳しく再発防止を指

泳用プールの衛生基準では毎月１回以

導した。

ｃ

現在は適正に水質検査業務が実施され

上実施することを求めているが，平成

ている。

21 年４月から７月までの４ヶ月間実施

また，未実施であった平成 21 年４月か

していなかった。

ら７月までの４ヶ月については，ミズノグ
ループから当該水質検査費用相当分の指
定管理料を自主返納済みである。
平成 21 年度の南体育館及び博多体

ミズノグループに対して，平成 23 年 1

育館の修繕経費については，実施協定

月 14 日付で指定管理業務に関する改善指

書第５条に基づき精算報告書を市に提

示書を交付し，平成 22 年度分以降の修繕

出し，精算を行うこととしており，そ

費については，外注費用のみを計上するこ

の経費に執行残が生じたときは，市に

と及び平成 21 年度分については，外注費

返納することと定めている。しかしな

用のみを計上した場合，修繕費に余剰が生

がら，本来，実費精算であるべき修繕

じていたことから，当該費用を市へ返納す

経費に現場管理費等として２割から３

ることを指示した。

ｄ

現在は指示事項どおり平成 22 年度分以

割程度の手数料を加算して精算してい
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た。

降の修繕費については，外注費用のみを計
（スポーツ振興課）

上し，平成 21 年度分については，余剰修
繕費を市へ返納済みである。

(2) こども未来局
監
(ｱ)

査

の

結

果

措

置

の

状

況

バス借り上げ契約については，１年分を

契約事務について適正な事務処理を

一括して単価契約を行うなど契約方法の

行うよう注意を求めるもの
随意契約を行うときは，契約の性質ま

見直しを行った。また，契約事務について

たは目的等により契約の相手方が特定

は，福岡市契約事務規則等に則り見積書を

される場合を除き，２者以上から見積書

徴し，適正な事務処理を行うよう所属職員

を徴しなければならない。しかしなが

に対し指導を行い，周知徹底を図った。

ら，平成 21 年度「「せふりの自然に親し
むつどい１２月」バス借り上げ」契約に
おいて，１者に２者分の見積書を提出さ
せており，適正な見積合わせを行なって
いなかった。
今後，見積書を徴するときは，福岡市
契約事務規則その他関係法令に則り，適
正な事務処理を行なうよう注意された
い。
(背振少年自然の家)
(3) 経済振興局
監
(ｱ)

査

の

結

果

措

置

の

状

況

委託料の支出については，業務完了後，

委託料等の支払いに長期日数を要し
ていたものについて注意を求めるもの

支払いに必要な書類を速やかに提出する

委託料等の支出に当たっては，履行

よう債権者に対して催促するとともに，速
やかな支出処理を行うこととした。

完了確認後,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 21 年度及
び同 22 年度の委託料や物品購入代金
等の支出において，履行完了確認後，
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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，支出に当たっては速やかに事
務処理を行うよう十分注意されたい。
(集客交流課)
(ｲ)

アジア太平洋フェスティバル福岡実

契約事務については，「福岡市準公金等

行委員会の契約事務について適正な事

取扱事務処理要領」に則り，アジア太平洋

務処理を行うよう注意を求めるもの

フェスティバル福岡実行委員会の経理規
程を改定するとともに，適正な事務処理を

本市が負担金として交付し，本市職員

行うこととした。

が管理する準公金については，｢福岡市
準公金等取扱事務処理要領｣に則り，交
付の目的に従って公正かつ効率的に執
行するとともに，適正な出納事務を行う
必要がある。しかしながら，アジア太平
洋フェスティバル福岡実行委員会の平
成 21 年度及び同 22 年度の委託業務等の
一部の契約事務において，契約の内容等
の記録がなく，契約履行の検査の記録を
支出伺い等に記載していなかった。
交付先団体の事務局が当課にあるこ
とから，契約事務については｢福岡市準
公金等取扱事務処理要領｣に則り，適正
な事務処理を行うよう注意されたい。
(集客交流課)
(4) 道路下水道局
監
(ｱ)

査

の

結

果

措

置

の

状

況

物品の発注については，福岡市契約事務

物品の発注について適正な契約手続

規則等を遵守し適正な契約手続きを行う

きを行うよう注意を求めるもの
物品の発注に当たっては，福岡市契約

よう，担当者・管理監督者を対象に，今回

事務規則等に則り，適正な契約手続きを

の不適切事務を含めた契約事務について

行わなければならない。しかしながら， の研修を実施し，周知徹底することとし
た。

平成 22 年度｢青写真焼付等業務契約｣に
係る支出事務において，業者に事実と異
なる納品書，完了届及び請求書を提出さ
せ，また，事実と異なる納入指令書及び

5

検査報告書を作成することにより印刷
消耗品費を支払い，実際には契約した青
写真とは異なる｢建設部事業概要｣とい
う印刷物に差し替えて納入させていた。
物品の発注に当たっては，福岡市契約
事務規則等関係法令に則り，適正な契約
手続きを行われたい。
(建設調整課，東部道路課，中部道路課，西
部道路課，雑餉隈連続立体交差課，東部下
水道課，博多駅地区浸水対策室，中部下水
道課，西部下水道課，河川課)
国有地の使用許可に伴う使用料の納

国有財産の使用許可に伴う使用料の納

付について適正な事務処理を行うよう

付手続きについては、課の定例会議を活用

注意を求めるもの

して定期的に納付手続の確認を行うとと

(ｲ)

国有財産の使用許可に伴う使用料の納

もに，処理期限を有する同様の定例的な支

付については，納入告知書により納付期

払を職員全員でチェックできる「支払い確

限までに納入しなければならない。しか

認チェックリスト」を作成し，課内で情報

しながら，平成 21 年度都市計画道路博多

共有することで，支払い漏れを防止するこ

駅志免線道路敷地の土地使用許可に基づ

ととした。

く使用料の支出において，漫然と納付期
限を経過して納付したため，不要な延滞
金を支出していた。
国有財産の使用許可に伴う使用料の納
付に当たっては，納入告知書により納付
期限までに納入するよう注意されたい。
(東部道路課)
指定管理者(市営大橋駐車場の管理運

市営大橋駐車場の管理運営業務に係る

営業務)に対し基本協定書の遵守につい

収支については，指定管理者に対し，駐車

て必要な指導を行うよう注意を求める

場単体での元帳整備及び経理簿作成を行

もの

うよう指導した。

(ｳ)

市営大橋駐車場に係る公の施設の管

また，平成２２年１２月に駐車場指定管

理運営業務については，基本協定書第

理者を対象に説明会を開催し，事業報告書

27 条によりその経理を他の業務と区別

に関する内容（経理簿の管理等含む）につ

して明確にし，収支に係る諸記録を整備

いて，再確認を行った。

し，常に経理状況を明らかにしておかな
ければならない。しかしながら，平成
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21 年度の同管理運営業務において，本
社で一括して全体経理を実施している
ため，経理簿や領収書等の支出証拠書類
が整備されておらず，指定管理業務に関
わる最終の支払状況が確認できなかっ
た。
なお，前回の監査において，指定管理
者に対し適切な指導を行うよう注意を
求めたところであるが，一旦は改善され
たものの，その後，管理体制の変更に伴
い経理簿等が整備されていない状況で
あった。
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厳
に注意されたい。
(道路管理課)
指定管理者(市営築港駐車場の管理運

市営築港駐車場の管理運営業務につい

営業務)に対し基本協定書の遵守につい

ては，指定管理者に対し，管理に係る経費

て必要な指導を行うよう注意を求める

の収支状況の報告を速やかに行わせた。

(ｴ)

今後，事業報告書の提出の際に，収支状

もの

況が報告されているか，確認を徹底してい

市営築港駐車場に係る公の施設の管

く。

理運営業務については，基本協定書第
21 条により，指定管理者は，地方自治
法第 244 条の２第７項の規定により，毎
年度終了後，施設の管理運営業務に関し
事業報告書を作成し，１ヶ月以内に市に
提出しなければならない。しかしなが
ら，平成 21 年度の管理運営業務におい
て，事業報告書に記載すべき管理に係る
経費等の収支状況の報告が全く行われ
ておらず，確認を怠っていた。
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厳
に注意されたい。

7

(道路管理課)
(ｵ)

収納金の不足分については，指定管理者

指定管理者に対し公の施設(市営築港

に早急に払込みを行わせた。

駐車場)の使用料の適正納付について必

また，今後は他の収納金と混同せず，速

要な指導を行うよう注意を求めるもの
公の施設(市営築港駐車場)の使用料

やかに払込みを行うとともに，払込時には

の納付については，その日の収納金を精

収納金額と精算機の精算履歴から合計し

算機等と照合確認の上，金庫に保管し， た額との突合作業を徹底するよう指導し
た。

その日後において最初に市長が指定す
る金融機関が営業を行う日に，払込書に
より指定金融機関に払い込まなければ
ならない。しかしながら，平成 22 年度
の収納金取扱事務において，収納金を収
納後，自社の売上金と混同し金融機関に
払い込みを行っているため，収納金と払
込金額が一致していないものがあり，払
込金額に不足が発生していた。
収納金の取り扱いについては，福岡市
会計規則等に則り，適正に納付するよう
指定管理者に対し必要な指導を行うよ
う厳に注意されたい。
(道路管理課)
(5) 教育委員会
監
(ｱ)

査

の

結

果

措

置

の

状

況

委託料の支出に当たっては，履行完了確

委託料の支払いに長期日数を要して

認後，債権者からの請求により速やかにそ

いたものについて注意を求めるもの

の対価を支払うこととした。

委託料の支出に当たっては，履行完了
確認後,債権者からの請求によりその対

また，債権者から請求が行われない場合

価を支払わなければならない。また，債

は，債権者に対して催促を行うよう，関係

権者から請求が行われない場合は，債権

職員に対し周知徹底を図った。

者に対して催促を行う必要がある。しか
しながら，平成 21 年度の｢パソコン等移
設委託｣等の委託料の支出において，履
行完了確認後，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，支出に当たっては速やかに事務
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処理を行うよう十分注意されたい。
(健康教育課)
福岡市立学校給食運営業務の委託契

給食公社における病気休暇の申請に伴

約について適正な指導監督を求めるも

う承認については，早急に改善を図るよう

の

平成２３年２月２１日付で文書（教育長

(ｲ)

福岡市は財団法人福岡市学校給食公

名）による要請を行った。なお，同公社に

社と｢福岡市立学校給食運営業務の一部

おいては，役員部課長会議で，病気休暇等

委託契約｣を締結し，福岡市立学校給食

の承認について厳正な取扱いを図るよう

センター等における学校給食の調理業

に指導を，また職員に対しては各所属長を

務等を委託し，同公社の支出総額から雑

通じ病気休暇等の制度の趣旨や取扱いに

収入等を控除した金額を業務委託料と

ついての周知が行われた。

している。しかしながら，同公社の職員
給与及び病気休暇の取扱いについて次
のような不適切な取扱いが認められた。
市民の税金で賄われている業務委託
料が増加することとなっているため，適
正な事務処理を行うよう指導監督を徹
底されたい。
ｅ

同公社調理員の病気休暇申請におい
て，本人が提出した証明書に負傷日時
が明記されているにもかかわらず，同
証明書を根拠に，負傷する前の期間に
ついて病気休暇を承認していた。また，
同証明書に記載された治癒予定期間内
に出勤した場合も，改めて病状の確認
を行うことなく，同一の証明書に基づ
いて，繰り返し病気休暇を承認してい
た。
同公社就業規則において，病気休暇

給食公社における病気休暇の申請に伴

を与えることができるのは負傷又は疾

う承認については，早急に改善を図るよう

病のため就業することができない場合

平成２３年２月２１日付で文書（教育長

とされているが，病院の検査を理由と

名）による要請を行った。なお，同公社に

した病気休暇を承認していた。

おいては，役員部課長会議で，病気休暇等

ｆ

の承認について厳正な取扱いを図るよう

(健康教育課)

に指導を，また職員に対しては各所属長を
通じ病気休暇等の制度の趣旨や取扱いに
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ついての周知が行われた。
(ｳ)

教育扶助費の支給については生活保護

教育扶助費の支給について適正な事

法第３２条第２項の規定に基づき，口座の

務処理を行うよう注意を求めるもの
生活保護法第 32 条第２項の規定に基
づき，学校長を通じて保護者等へ支給

入金確認を常に行い，保護者へ速やかに支
給を行うこととした。

する教育扶助費については，その趣旨
に鑑み，区保護課より学校長口座へ入
金後，速やかに支給しなければならな
い。しかしながら，平成 20 年度及び同
21 年度の教育扶助費の支給において，
実査日(平成 22 年９月 27 日)現在，区
保護課より学校長口座へ入金後，長期
間経過したにもかかわらず，支給を行
っていないものや支払までに長期日数
を要しているものがあった。
教育扶助費の支給に当たっては，速や
かに事務処理を行うよう十分注意され
たい。
(香住丘小学校)
２

テーマ監査

(1) 水道局
監

査

の

結

果

措

物品購入に当たっては，随意契約伺兼見

の

状

況

原課における物品購入契約については，

原課における物品購入契約について適正
な事務処理を行うよう注意を求めるもの

置

契約事務の適正を図るため，場内及び課内
で研修を行い，周知徹底を図った。

積書において契約の相手方から見積書を徴

また，今回のテーマ監査において，局全

し契約を行わなければならない。しかしな

体に指導事項が多々あったことから，水道

がら，平成 22 年度の物品購入契約におい

局契約課主催で局内すべての課を対象と

て，契約の相手方から見積書を徴した後，

した契約事務の研修会を行い，適正な事務

見積金額及び契約金額を訂正しており，不

処理について周知徹底を図った。

適切な事務処理となっていた。
今後，物品購入契約においては適正な事
務処理を行うよう注意されたい。
(高宮浄水場・管理課関連)
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(2) 教育委員会
監
(ｱ)

査

の

結

果

措

置

の

状

況

物品購入契約代金の支払いについては，

物品購入契約代金の支出に長期日数

を要していたものについて注意を求め

納品・検査収納後速やかに請求書を提出す

るもの

るよう業者へ指導を行うとともに，所属職

物品購入契約代金の支出に当たって
は，納品・検査収納後，債権者からの請

員に対しても支払遅延がないよう周知徹
底を図った。

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 21 年
度の物品購入契約代金の支出において，
履行完了確認から支払までに長期日数
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。
(学事課)
(ｲ)

今後は、福岡市契約事務取扱規程に則

物品購入契約事務について適正な事

り，10 万円を超え 30 万円以下の契約事務

務処理を行うよう注意を求めるもの
契約金額が 10 万円を超える物品を随

については、適正な見積合わせを行うよ

意契約により購入する場合は，競争性や

う，所属職員に対し，口頭による指導を行

経済性を確保するために，２者以上から

い，周知・徹底を図った。

見積書を徴して行わなければならない。
しかしながら，平成 21 年度及び同 22 年
度の 10 万円を超え 30 万円以下の物品購
入契約事務において，２者により見積合
わせをしているが，１者に２者分の見積
書を作成させて提出させており，適正な
見積合わせを行っていなかった。
今後，福岡市契約事務取扱規程に則り，
適正な契約事務を行うよう注意された
い。
(東吉塚小学校)
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（工事監査）
１

局別監査

(1) 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

設計積算については，再発防止を徹底す

な事例が認められたので注意を求める

るため課内会議を開催し，情報共有を図る

もの

とともに適正な積算を行うよう所属職員

ａ

平成 20 年度「番托系２号導水管推

に対し周知徹底を図った。また，併せて精
査を慎重に行うよう指導した。

進工事（２工区推進１－１）」
(契約金額 1 億 6,965 万 4,800 円)
本工事は，φ1,200 ㎜の推進管（鉄
筋コンクリート管）を推進工法で埋設
し，その中にφ1,000 ㎜の導水管（鋳
鉄管）を設置する工事である。推進工
事の設計積算において，日進量（ｍ／
日）をもとにその費用を算定するが，
その算定の際に必要な補正係数（長距
離推進による補正係数）を乗じなかっ
たため，推進工事の費用に誤りが生
じ，過小な設計となっていた。
今後は，適正な設計積算を図られた
い。
（浄水施設課）

設計積算における土量変化率の適用に

ｂ 平成 20 年度「夫婦石浄水場ろ過池改
良工事」

ついては，再発防止を徹底するため課内会

(契約金額 1 億 3,950 万 5,100 円)

議を開催し，積算基準に基づき適正な積算

本工事管布設土工の設計積算におい

を行うよう所属職員に対し周知徹底を図

て，発生土を埋戻し材料として使用す

った。

るため，埋戻し材料（発生土）の掘削
運搬土量及び残土処分土量の算出につ
いては土量変化率を考慮していたが，
誤った土量変化率を適用していた。さ
らに，残土処分土量を算出する際に土
量変化率を考慮する必要がない掘削土
量に土量変化率を適用していた。これ
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らにより過大な設計となっていた。
今後は，適正な設計積算を図られた
い。
（浄水施設課）
設計積算における歩掛りの適用につい

ｃ 平成 20 年度「博多区博多駅前２丁目

ては，課内会議を開催し，所属職員に対し

地内配水管布設工事」
(契約金額 5,962 万 3,200 円)

て指摘内容の周知を行うと共に，同じ間違

本工事の歩道復旧における，御影石

いを起こさないために現場と合致する歩

を使用した舗石（平石）設置の設計積

掛りが見つからない場合は，個人の判断で

算において，平石張工の歩掛りを使用

近い歩掛りを安易に使用するのではなく，

するところ，誤って平板ブロック設置

設計指導主査や類似の工事を設計した職

の歩掛りを使用した結果，過小な設計

員に尋ねるなど，合致する歩掛りをよく探

となっていた。

すように心がけるよう注意を行った。

今後は，適正な設計積算を図られた
い。
（東部管整備課）
設計積算における歩掛りの適用につい

ｄ 平成 21 年度「東区香椎駅東３丁目地
内φ500 ㎜配水管仮設工事」

ては，課内会議を開催し，所属職員に対し

(契約金額 8,768 万 2,350 円)

て指摘内容の周知を行うと共に，同じ間違

本工事の２箇所ある不断水切替弁部

いを起こさないために現場と合致する歩

では，それぞれ矩形，小判形のライナー

掛りが見つからない場合は，個人の判断で

プレート掘削土留工を採用している。そ

近い歩掛りを安易に使用するのではなく，

の設計積算において，土木工事標準積算

設計指導主査や類似の工事を設計した職

基準書の深礎工の掘削土留Ａ工法（人力

員に尋ねるなど，合致する歩掛りをよく探

掘削，機械排土）の単価を採用している

すように心がけるよう注意を行った。

が，これは円形のライナープレート掘削
土留工であるため採用すべきではなか
った。本工事の矩形，小判形のライナー
プレート掘削土留工の場合は，下水道用
設計標準歩掛表による単価が本市にあ
るので，これを採用すべきであった。そ
の結果，過小な設計となっていた。
今後は，適正な設計積算を図られた
い。
（東部管整備課）
(ｲ) 施工管理において，次のような不適切

施工管理については，課内会議を開催
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な事例が認められたので注意を求める

し，所属職員に対して再発防止並びに適正

もの

な施工管理について周知徹底を図るとと
もに，提出書類についてのチェックリスト

平成 19 年度「西区田尻地内φ600 配

に新たな項目を設け，遺漏なく処理を行う

水管布設工事」

よう指導した。

(契約金額 8,457 万 7,500 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と
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。
（西部管整備課）
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