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24監査公表第19号 

 地方自治法第199条第12項の規定により，平成24年９月28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24年12月13日 

福岡市監査委員 南 原   茂 

同         栃 木 義 博 

同       石 井 幸 充 

同       大 松   健 

 

１ 監査報告と措置の件数 

24監査公表第５号（平成24年５月17日付 福岡市公報第5923号(別冊) 公表）分 

・・・19件 

２ 講じた措置の内容  

  以下のとおり 

24 監査公表第５号（平成 24 年５月 17 日付 福岡市公報第 5923 号(別冊) 公表）分 

（事務監査） 

１ 局別監査 

(1) 農林水産局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

委託契約事務について適正な事務処理を

行うよう注意を求めるもの 

(ｱ) 委託契約事務に当たっては，福岡市契

約事務規則等に則り，適正に処理しなけ

ればならない。しかしながら，平成 23 年

度｢玄界島集落排水処理場保守運転管理

業務委託｣に係る契約事務において，次の

ような事例があった。 

  今後，委託契約事務に当たっては，適

正な契約手続を行うとともに，業務が完

了したときは，報告内容の検証など履行

確認を的確に行われたい。 

Ａ 委託業務内容や金額等の変更を行う

場合，予め契約相手方と協議の上，文

書による契約変更を行った上で業務を

履行させなければならない。しかしな

がら，機械の故障により当初契約の内

 契約変更を行う場合は，福岡市契約事務

規則に基づき，変更業務着手前に契約変更

を行い業務を履行させるよう所属職員に

対し研修を行い，周知徹底を図った。 
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容に追加しなければならなかった業務

について，指示書により業務実施の指

示を行い，契約相手方が当該業務を実

施していたにもかかわらず，契約変更

手続きを，履行完了後２ヶ月を経過し

た９月 30 日に行っていた。契約変更の

内容は，契約額に影響を与える業務の

追加であり，業務着手前の契約変更手

続きが必要であった。 

(漁港課)

Ｂ 契約変更を行った請書の仕様書に，

追加した業務の実施方法，履行の報告

方法等を記載していなかった。また，

契約の相手方から，追加業務の具体的

な履行状況が確認できる報告書が提出

されていなかったにもかかわらず，仕

様書どおりの業務完了と認めていた。

(漁港課)

 契約変更に伴う業務内容の変更につい

ては，その実施方法及び履行報告の方法等

を仕様書に記載するとともに，契約の相手

方から履行状況が確認できる報告書を提

出させるよう，所属職員に対し研修を行

い，周知徹底を図った。 

(ｲ) 契約関係書類については，福岡市契約

事務規則等に則り，適正に処理しなけれ

ばならない。しかしながら，平成 22 年度

｢青果市場生ゴミ減量事業に伴う塵芥搬

出業務委託｣において，本来は契約の相手

方が記載した契約関係書類(完了届，請求

書)を徴しなければならないが，相手方が

記載すべき完了届及び請求書の日付や請

求金額を，提出された業務月計報告書を

基に職員が契約の相手方に代わり記載す

るといった，不適切な事務処理となって

いた。 

契約関係書類の作成に当たっては透明

性が確保されるべきであり，契約の相手

方が記載すべき事項を安易に職員が記載

することは慎むとともに，今後は適正に

事務処理されたい。 

(青果市場)

契約関係書類（完了届，請求書）につい

ては，福岡市契約事務規則等に基づき，契

約の相手方の記載内容を確認のうえ徴す

るよう所属職員に研修を行い，周知徹底を

図った。 
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３ テーマ監査 

(1) 住宅都市局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

物品購入契約事務について適正な事務処

理を行うよう注意を求めるもの 

原課における物品購入契約に当たって

は，福岡市契約事務規則等に則り適正に行

わなければならない。しかしながら，｢植物

園友の会｣会員の特典として行っている花

鉢のプレゼントに係る平成23年度の物品購

入契約(単価契約)において，契約手続きを

行わないまま，平成22年度に引き続き業務

を行わせていた。 

今後，契約事務に当たっては，適正な事

務処理を行われたい。 

(植物園)

平成23年度の契約については，監査後速

やかに契約を結んだ。 

平成24年度の契約は，４月１日に契約を

行った。 

(2) 西区役所 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

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 

物品購入契約に当たっては，契約の相手

方が記載した契約関係書類(見積書，請求書

等)に内容等の不備がないかを確認したう

えで徴しなければならない。しかしながら，

平成 22 年度及び同 23 年度の新聞定期購読

契約において，契約の相手方が記載して提

出すべき請求書の請求年月日，請求金額及

び件名等を職員が記載していた。また，平

成 23 年度において，一部の請求書の請求金

額が空白となっていたにもかかわらず，確

認をしないまま支払処理を行っていた。 

今後，物品購入契約事務に当たっては，

福岡市契約事務規則等関係法令に則り，適

正な事務処理を行われたい。 

(総務課・市民課関連)

 物品購入契約事務については，契約事務

規則等関係法令の規定に基づき適正な契

約手続を行うよう，所属職員に対し周知徹

底を図った。 

また，指摘事項の内容について区議で報

告し，今後同様の指摘や指導を受けること

のないよう，西区各課に周知を行った。 
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(3) 南区選挙管理委員会事務局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

原課における物品購入契約事務について

適正な事務処理を行うよう注意を求めるも

の 

 原課における物品購入契約事務に当たっ

ては，福岡市契約事務規則等に則り適正に

行わなければならない。しかしながら，平

成 23 年度に一部納品があった 10 万円以下

の物品について，日付が空白の見積書，納

品書及び請求書を徴し，職員が平成 22 年度

内の見積日を記入し，年度内に全ての納品

があったとして代金を支出しているものが

あった。 

 今後，物品購入契約事務に当たっては，

福岡市契約事務規則等関係法令に則り，適

正な事務処理を行われたい。 

物品購入契約事務については，福岡市契

約事務規則に基づき適正に事務を行うよ

う所属職員に対し研修への参加や書面に

よる周知徹底を図った。 

（工事監査） 

１ 局別監査 

(1) 農林水産局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

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 

(ｱ) 植生基材吹付工の積算を適正に行うべ

きもの 

城南区大字東油山地内災害復旧工事 

 (契約金額 1,982 万 1,900 円)

本工事では法面の安定及び保護のため

に吹付枠がない植生基材による全面吹付

を行っているが，土木工事標準積算基準

書によると吹付枠がない場合は標準の市

場単価を用い積算することとなっている

にもかかわらず，吹付枠があるとして標

準の市場単価を補正し積算していた。そ

の結果，過小な積算となっていた。 

  今後は，適正な積算に努められたい。

 工事の積算については，土木工事標準積

算基準に基づき適正に行うよう，所属職員

に指導を行うとともに，課内会議を開催し

周知徹底を図った。 
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(森林・林政課)

(ｲ) 単価決定を適正に行うべきもの 

南区警弥郷２丁目地内老司井堰(電気

設備)改良工事 

 (契約金額 5,089 万 140 円)

  本工事は老司井堰（電気設備）の改良

工事であるが，電気設備についての積算

要領によると，見積価格に査定率を乗じ

て設計単価を決定することとなってい

る。その積算において，見積価格に適用

すべき査定率を誤っていた。その結果，

過小な積算となっていた。 

今後は，適正な積算に努められたい。

（農業施設課）

電気設備の積算については，プラント設

備積算基準に基づき適正に行うよう，課内

会議で周知徹底を図った。 

(ｳ) 建設機械の運搬費を適正に積算すべき

もの 

城南区梅林３丁目地内熊本池改良工事

 (契約金額 7,318 万 5,000 円)

本工事は溜め池の地盤改良を伴うもの

であるが，地盤改良機械を使用している

ため，当該機械の分解・組立及び輸送に

要する費用を計上しなければならない。

一般的な地盤改良機械の分解・組立及び

輸送に要する費用の積算については土木

工事標準積算基準書による単価を採用す

ることとなるが，本工事に使用する地盤

改良機械は特殊であるため同基準書の中

に単価の記載がなかった。基準書に単価

の記載がない場合については，見積りに

より積算することとなるが，当該機械の

輸送に要する単価については見積りの単

価を採用せず，誤って同基準書による貨

物自動車運搬の単価を採用し積算してい

た。 

また，掘削押土で使用するブルドーザ

の分解・組立及び輸送に要する費用を計

運搬費の積算については，土木工事標準

積算基準書に基づき適正に行うよう，課内

会議で周知徹底を図った。 
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上していなかった。 

その結果，過小な積算となっていた。

  今後は，適正な積算に努められたい。

(農業施設課)

(ｴ) 魚礁設置の積算を適正に行うべきもの

広域漁港整備魚礁設置工事(玄界島地

区) 

 (契約金額 1,715 万 700 円)

本工事においては鋼製魚礁を海底に１

基設置しているが，運搬設置に関する積

算において，鋼製魚礁１基を運搬設置す

るのに適合する規格の起重機船の単価を

採用すべきところ，誤って２基運搬設置

する場合の起重機船の単価を２分し，１

基当りの単価としていた。その結果，過

小な積算となっていた。 

今後は，適正な積算に努められたい。

(水産振興課)

魚礁設置の積算については，漁港漁場関

係工事積算基準書に基づき，適正な積算を

行うよう担当職員へ指導を行い周知徹底

した。 

 

(2) 住宅都市局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

(ｱ) 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 コンクリートブロック積の積算を適

正に行うべきもの 

伊都土地区画整理事業今宿駅南線橋

梁築造工事(下部工その２) 

 (契約金額 7,407 万 5,400 円)

本工事では橋梁下部の取付護岸にコ

ンクリートブロック積を採用してお

り，天端コンクリート工，コンクリー

トブロック積工を計上している。コン

クリートブロック積工の積算におい

て，別途天端コンクリート工を計上し

ているにもかかわらずブロック面積は

天端コンクリート部分を含めた面積と

していた。その結果，過大な積算とな

 コンクリートブロック積の積算につい

ては，課内会議で周知を図るとともに，設

計書の精査時のチェックリストを作成し，

数量計算書（根拠資料）についても，複数

の目で確認を行うことで，精査体制の強化

及び再発防止を図ることとした。 
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っていた。 

今後は，適正な積算に努められたい。

(伊都区画整理事務所工事課)

Ｂ プレキャストボックス工の積算を適

正に行うべきもの 

伊都土地区画整理事業駅北線電線共

同溝工事(その１) 

 (契約金額 8,422 万 4,700 円)

(A) 本工事は電線共同溝を建設するも

のであり，特殊部人孔においてプレ

キャストボックスブロックを採用

し，あらかじめ徴集した見積りに基

づきその単価を決定している。しか

しながら，積算システムに入力する

際に単価の入力を誤っていた。その

結果，過大な積算となっていた。 

    今後は，適正な積算に努められた

い。 

(伊都区画整理事務所工事課)

(B) 本工事の特殊部人孔で用いる鉄製

蓋設置の積算システム入力におい

て，鉄製蓋の製品単価及び同蓋の質

量区分を誤っていた。その結果，過

小な積算となっていた。 

 今後は，適正な積算に努められた

い。 

(伊都区画整理事務所工事課)

Ｃ 諸経費の積算を適正に行うべきもの

伊都土地区画整理事業駅北線電線共

同溝工事(その１) 

 (契約金額 8,422 万 4,700 円)

本工事は伊都土地区画整理事業地内

の電線共同溝を建設する工事である

が，諸経費率の算定は土木工事標準積

算基準書により行っている。 

諸経費率(共通仮設費率，現場管理費

 プレキャストボックス工の積算システ

ムへの単価入力については，課内会議で周

知を図るとともに，設計書の精査時のチェ

ックリストを作成し，代価表（小代価表・

見積）についても，複数の目で確認を行う

ことで，精査体制の強化及び再発防止を図

ることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

プレキャストボックス工の積算システ

ムへの単価及び質量の入力については，課

内会議で周知を図るとともに，設計書の精

査時のチェックリストを作成し，代価表

（小代価表・見積）についても複数の目で

確認を行うことで，精査体制の強化及び再

発防止を図ることとした。 

 

 電線共同溝工事の諸経費率については

通常工事と違い「施工地域等を考慮した補

正」の算定は行わないこと，及び，大都市

補正についても伊都区画整理地内は対象

外になっていることについて，課内会議で

周知を図るとともに，設計書の精査時のチ

ェックリストを作成し，複数の目で確認を

行うことで，精査体制の強化及び再発防止

を図ることとした。 
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率)の算定において，同基準書によると

｢施工地域等を考慮した補正｣は電線共

同溝工事には適用しないとされている

にもかかわらず，同補正値を諸経費率

に加算していた。その結果，過大な積

算となっていた。 

今後は，適正な積算に努められたい。

(伊都区画整理事務所工事課)

Ｄ 仮設材賃料の積算を適正に行うべき

もの 

香椎駅周辺土地区画整理事業都市計

画道路千早香椎線電線共同溝建設工事

(その１) 

 (契約金額 6,564 万 9,150 円)

   本工事は香椎駅周辺土地区画整理事

業地内の電線共同溝を建設する工事で

ある。 

   土留め材に使用する軽量鋼矢板の賃

料算定において，修理及び損耗費を計

上していなかった。その結果，過小な

積算となっていた。 

   今後は，適正な積算に努められたい。

(香椎振興整備事務所工事課)

Ｅ 諸経費の積算を適正に行うべきもの

香椎駅周辺土地区画整理事業都市計

画道路千早香椎線電線共同溝建設工事

(その１) 

 (契約金額 6,564 万 9,150 円)

   本工事は香椎駅周辺土地区画整理事

業地内の電線共同溝を建設する工事で

あるが，諸経費率の算定は土木工事標

準積算基準書により行っている。 

   諸経費率(共通仮設費率，現場管理費

率)の算定において，同基準書によると

｢施工地域等を考慮した補正｣は電線共

同溝工事には適用しないとされている

仮設材賃料の積算については，修理及び

損耗費の計上もれが生じないように，課内

会議において周知徹底を図るとともに，設

計・精査時のチェックリストを作成し，チ

ェック体制の強化及び再発防止を図るこ

ととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諸経費の積算については，土木工事積算

基準書の内容を遵守し，適用ミスが生じな

いように，課内会議において周知徹底を図

るとともに，設計・精査時のチェックリス

トを作成し，チェック体制の強化及び再発

防止を図ることとした。 
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にもかかわらず，同補正値を諸経費率

に加算していた。その結果，過大な積

算となっていた。 

   今後は，適正な積算に努められたい。

(香椎振興整備事務所工事課)

Ｆ 建設発生土の積算を適正に行うべき

もの 

平成22年度公営住宅上高宮住宅造成

工事 

 (契約金額4,353万3,000円)

   本工事は市営住宅の造成工事であり

コンクリートブロック積擁壁を築造し

ているが，建設発生土について処分場

への搬出及び処分の費用を計上してい

なかった。 

その結果，過小な積算となっていた。

今後は，適正な積算に努められたい。

(住宅建設課)

 建設発生土の積算については，技術的な

支援や助言について住宅部内で協議し，課

相互で精査支援することで適正な積算体

制を執ることとした。 

(ｲ) 施工において，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 建設リサイクル法を遵守すべきもの

東平尾公園陸上補助競技場改修(そ

の２)工事 

 (契約金額 1億 7,331 万 6,150 円)

   本工事は，工事内容の変更に伴い｢建

設工事に係る資材の再資源化等に関す

る法律｣に規定する対象建設工事に該

当することとなったため，着手前に請

負者は同法第 12 条の規定により発注

者に必要事項を記載した書面を交付

し，発注者は同法第 11 条等の規定に基

づき上記書面の内容を記した通知書を

福岡市長に提出しなければならない。

しかしながら，請負者は発注者へ書面

を交付せず，また発注者においても市

長へ通知書を提出していなかった。 

 建設リサイクル法の遵守については，職

場研修を開催し，再度，同法に基づく手続

きについて職員への周知徹底を図るとと

もに，工事契約時の請負業者への指導も徹

底するようにした。 

 また，同法の手続に係るチェックリスト

を作成し，チェック体制の強化及び再発防

止を図ることとした。 
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   なお，同法に関する法令遵守につい

ては前回の監査でも注意を行ってお

り，適切に事務改善がなされていると

はいえない。適正な施工管理に努めら

れたい。 

(公園建設課)

Ｂ 建設リサイクル法を遵守すべきもの

福岡市動物園変電設備工事 

 (契約金額 3,796 万 8,000 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，請負者は

同法第 12 条の規定により発注者に必

要事項を記載した書面を交付し，発注

者は同法第 11 条等の規定に基づき上

記書面の内容を記した通知書を福岡市

長に提出しなければならない。しかし

ながら，請負者は発注者へ書面を交付

せず，また発注者においても市長へ通

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。 

(動物園，財政局設備課関連)

 

 

 

 

 

 

 

建設リサイクル法の遵守については，工

事の設計・施工管理を担当する財政局設備

課に施工管理の周知徹底を依頼した。設備

課では，建設リサイクル法について研修が

行われ，周知徹底を図られた。 

動物園においても，同法に基づく手続き

について職員への周知徹底を図り，工事契

約時の請負業者への指導を徹底するよう

再度確認を行った。 

※研修内容 

建設リサイクル法に関する資料に基づ

き，目的，法令根拠，手続き等の研修を，

所属職員全員に実施した。 

（動物園）

建設リサイクル法の対象となる特定建

設資材（コンクリート等）が発生する工事

については法令に基づき施工管理を行う

よう所属職員に対し，研修を行い周知徹底

を図った。なお，研修は継続的に毎年行っ

ていく。 

 また，チェック体制の見直しを行い，工

事毎に，建設リサイクル手続きの有無を確

認するチェックシートを作成した。 

（財政局設備課）

(3) 城南区役所 

 監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

委託において，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 

契約を適正に行うべきもの 

城南区役所・水道局合同庁舎吸収式冷温

 本委託契約については，平成24年度より

数社からの見積書を徴する随意契約を行

うこととした。 
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水発生装置・空調設備・中央監視装置保守

業務委託 

 (契約金額 476 万 7,000 円)

本委託は城南区役所・水道局合同庁舎の

空調設備の保守点検であるが，契約の方法

は当該設備を設置した施工業者が内容を熟

知しているという理由から，その業者と特

命随意契約を行っている。しかしながら，

本委託は一般的な空調設備の保守点検であ

るため，競争入札もしくは随意契約(２以上

の者から見積書を徴するもの)とすべきで

あった。 

今後は，適正な契約に努められたい。 

(総務課)

(4) 早良区役所 

 監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

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 

側溝等の単価決定を適正に行うべきもの

県道入部中原停車場線外２路線道路側溝

工事 

 (契約金額 1,422 万 7,500 円)

本工事は蓋無し側溝を蓋付きに改良し，

道路幅員を再構築するものである。土木工

事標準積算基準書(積算運用の手引き)によ

ると，単価表等に掲載がない場合の単価は

見積りの最低価格とするとされているにも

かかわらず，側溝等の単価について類似品

の見積りと単価表等(実施設計単価表又は

物価資料)に掲載している単価の比率を用

い，見積りの最低価格を低減していた。そ

の結果，過小な積算となっていた。 

今後は，適正な積算に努められたい。 

(地域整備課)

見積り単価の決定についは，土木工事標

準積算基準書（積算運用の手引き）に基づ

き適正に行うよう課内研修を行い，全職員

に周知徹底を図った。また，積算基準の改

定等の内容について，定期的な課内研修を

実施し継続的に所属職員へ周知徹底を図

ることとした。 
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２ 見積価格に適用する査定率について(意見) 

 監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

建築設備やプラント設備の積算における

設計単価の決定にあたっては，見積価格を

市場価格に補正するため査定率が用いられ

ている。現在，建築設備に係る査定率は財

政局が設定し，プラント設備に係る査定率

は複数の局がそれぞれの特殊性を考慮して

設定している。積算担当課は，複数の局が

設定している査定率の中から，独自の判断

で選択した査定率を見積りの最低価格に乗

じることによって設計単価を決定してい

る。 

 今回の工事監査において，積算担当課が

複数の局に存在する査定率から選定理由を

明確にせず安易に適用していた。また，適

用にあたって誤った査定率を適用してい

た。 

これまでの監査結果においても，他局で

定めた査定率が廃止されていることを知ら

ずそのまま適用していた事例も見受けられ

た。 

これにより複数の局が独自に査定率を定

めている現状を鑑みると，今後も同じよう

な誤りを生じることが危惧される。 

このことから査定率の適正な運用と事務

の効率化を図るため，見積価格に適用する

査定率に関する技術情報の一括管理及び周

知徹底などの方策を財政局が中心となり関

係局と協議されたい。 

(財政局技術監理課，環境局施設部，港湾

局港湾施設課，水道局設備課，交通局施

設課関連) 

建築設備やプラント設備の積算におい

て見積価格に適用する査定率の適正な運

用と事務の効率化を図るため，技術情報の

一括管理及び周知徹底などの方策につい

て，各局の設備設計の基準等を所管する課

長で構成する「福岡市設備設計技術連絡

会」を新たに設置し，協議を行った。 

具体的には，複数の局が設定しているプ

ラント設備の査定率を含む積算基準の所

管課及び適用範囲を，平成24年8月30日よ

り全庁ＯＡ「技監のひろば」に一括して掲

載し，職員への情報提供を開始した。また，

設計担当課は査定率の選定にあたり，各局

が所管する積算基準について，必ず所管課

に確認を行うこととした。 

さらに，本取り組みについて周知徹底を

図るために，同日付けで関係局区に文書で

通知した。 

 

 

 


