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25監査公表第11号 

 地方自治法第199条第12項の規定により，平成25年８月６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25年10月３日 

福岡市監査委員 冨 永 計 久 

同         笠   康 雄 

同       齋 田 雅 夫 

同       伯 川 志 郎 

 

１ 監査報告と措置の件数 

25監査公表第２号（平成25年２月７日付 福岡市公報第5992号 公表）分・・・36件 

 

２ 講じた措置の内容  

  以下のとおり 

25監査公表第２号（平成25年２月７日付 福岡市公報第5992号 公表）分 

（事務監査） 

１ 局別監査 

(1) 市長室 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

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 

委託料等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23年度｢飲酒運転撲滅キャンペーン

業務委託｣の委託料や賃貸借契約等の契約

代金の支出において，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。 

     (広報戦略課)

委託料等の支出については，履行完了確

認後，債権者からの請求により速やかにそ

の対価を支払うとともに，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

を行うよう，周知徹底を図った。 

(2) 経済観光文化局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

(ｱ) 指定管理者に対し基本協定書等の遵守 当該施設における実績表等の作成につ
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について必要な指導を行うよう注意を求

めるもの 

指定管理者は，公の施設の管理を行う

場合は，施設の管理に係る基本協定書及

び実施協定書に基づき管理運営業務を適

正に履行しなければならない。しかしな

がら，平成23年度及び同24年度｢福岡市祗

園音楽・演劇練習場｣（以下「祗園練習場」

という。）の管理運営業務において，次の

よう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。 

Ｂ 基本協定書において，祗園練習場の

収支に係る諸記録を整備しなければな

らないが，勤務した職員，勤務日数，

勤務時間等が確認できる実績表等を作

成していなかった。 

(文化振興課)

いては，実施協定書に明確な記載がなかっ

たため，平成25年度より勤務した職員，勤

務日数，勤務時間等が確認できる実績表等

を作成するよう明文化した。 

指定管理者は，平成25年度より，勤務し

た職員，勤務日数，勤務時間等が確認でき

る実績表を作成することとした。 

Ｃ 実施協定書の管理運営業務の範囲及

び基準において，舞台装置運営業務に

ついては，基幹要員の業務時間は午前

10時から午後７時までとなっている

が，舞台利用または打ち合わせ等があ

る日の必要な時間のみ勤務していた。

(文化振興課)

 当該施設の舞台装置運営業務について

は，仕様書の勤務を要しない日の規定を改

めるとともに，指定管理者に対し，仕様書

のとおり基幹要員の配置を行うよう指導

した。 

指定管理者は，平成25年度より，改めた

仕様書のとおり勤務することとした。 

Ｄ 基本協定書においては，経理を他の

業務と区別して明確にし，また常に経

理状況を明らかにするよう規定されて

いるが，次のような事例が見受けられ

た。 

(Ａ) 収支に係る記録を帳簿として整

備しておらず，経理状況を明らか

にしていなかった。また，管理運

当該施設の収支にかかる記録の帳簿の

整備と適正な収支決算書の作成について，

帳簿の整備は実施協定書に明確な記載が

なかったため明文化した。 

指定管理者は，平成25年度より，収支に

係る帳簿を紙で整備し，収支決算書に対応

した項目ごとに確認できるようにしてお

くこととした。 
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営業務に係る経理を区分しておら

ず指定管理料に係る経費を反映し

た適正な収支決算書を作成してい

なかった。 

(文化振興課)

適正な収支決算書の作成は，帳簿に基づ

き，適正な収支決算書を平成24年度分より

作成するようにした。 

(Ｂ) 事業報告書において，祗園練習

場，大橋練習場及び指定管理者で

ある｢特定非営利活動法人福岡パ

フォーミングアーツプロジェク

ト｣の経理を区別せずに行ってお

り，当該施設に係る人件費を明確

にしていなかった。 

(文化振興課)

当該施設にかかる人件費の明確化につ

いては，これまでの事業報告書を改め，練

習場に係る人件費を明確にするため，練習

場の勤務実績に応じた次の算出方法によ

り人件費を算出することとした。 

ア．常勤職員については，練習場の勤務の

時間数を明らかにし，それに応じたその

月の給与等人件費を計上すること。 

イ．臨時職員については，勤務実績表によ

り算定された時間数を基に支出された

金額を計上すること。 

 指定管理者は，平成24年度分より事業報

告書を改めることとした。 

(Ｃ) 事業報告書において，業務委託

料については，施設総合管理業務

(清掃，警備，消防設備保守点検，

エレベーター保守点検，シャッタ

ー保守点検，受水槽清掃，空調設

備，自動扉保守，建物保守点検等)

について，祗園練習場及び大橋練

習場の２施設分を一緒に再委託

し，当該施設に係る業務委託料を

明確にしていなかった。 

(文化振興課)

 施設総合管理業務の業務委託料の明確

化については，これまで祗園練習場及び

大橋練習場の２施設分を一緒に再委託

することを認めていたが，当該施設にか

かる内訳が明確でなかったことから，今

後は当該施設にかかる業務委託料を明確

にするよう指導した。 

指定管理者は，平成25年度より，２施設

分の再委託契約を施設毎に行うこととし

た。 

 

(Ｄ) 事業報告書において，舞台管理

業務について，祗園練習場及び大

橋練習場の２施設分を一緒に再委

託し，当該施設に係る業務委託料

を明確にしていなかった。 

(文化振興課)

 舞台管理業務の業務委託料の明確化に

ついては，これまで祗園練習場及び大橋

練習場の２施設分を一緒に再委託する

ことを認めていたが，当該施設にかかる

内訳が明確でなかったことから，今後は

当該施設にかかる業務委託料を明確にす

るよう指導した。 
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指定管理者は，平成25年度より，２施設

分の再委託契約を施設毎に行うこととし

た。 

(ｲ) 指定管理者に対し基本協定書等の遵守

について必要な指導を行うよう注意を求

めるもの 

指定管理者は，公の施設の管理を行う

場合は，施設の管理に係る基本協定書及

び実施協定書に基づき管理運営業務を適

正に履行しなければならない。しかしな

がら，平成23年度及び同24年度｢福岡市大

橋音楽・演劇練習場｣(以下｢大橋練習場｣

という。)の管理運営業務において，次の

よう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。 

Ｂ 基本協定書において，大橋練習場の

収支に係る諸記録を整備しなければな

らないが，勤務した職員，勤務日数，

勤務時間等が確認できる実績表等を作

成していなかった。 

(文化振興課)

当該施設における実績表等の作成につ

いては，実施協定書に明確な記載がなかっ

たため，平成25年度より勤務した職員，勤

務日数，勤務時間等が確認できる実績表等

を作成するよう明文化した。 

指定管理者は，平成25年度より，勤務し

た職員，勤務日数，勤務時間等が確認でき

る実績表を作成することとした。 

Ｃ 基本協定書においては，経理を他の

業務と区別して明確にし，また常に経

理状況を明らかにするよう規定されて

いるが，次のような事例が見受けられ

た。 

(Ａ) 収支に係る記録を帳簿として整

備しておらず，経理状況を明らか

にしていなかった。また，管理運

営業務に係る経理を区分しておら

ず指定管理料に係る経費を反映し

た適正な収支決算書を作成してい

当該施設の収支にかかる記録の帳簿の

整備と適正な収支決算書の作成について，

帳簿の整備は実施協定書に明確な記載が

なかったため明文化した。 

指定管理者は，平成25年度より，収支に

係る帳簿を紙で整備し，収支決算書に対応

した項目ごとに確認できるようにしてお

くこととした。 

適正な収支決算書の作成は，帳簿に基づ

き，適正な収支決算書を平成24年度分より

作成するようにした。 
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なかった。 

(文化振興課)

(Ｂ) 事業報告書において，大橋練習

場，祗園練習場及び指定管理者の

構成団体である｢特定非営利活動

法人福岡パフォーミングアーツプ

ロジェクト｣の経理を区別せずに

行っており，当該施設に係る人件

費を明確にしていなかった。 

(文化振興課)

当該施設にかかる人件費の明確化につ

いては，これまでの事業報告書を改め，練

習場に係る人件費を明確にするため，練習

場の勤務実績に応じた次の算出方法によ

り人件費を算出することとした。 

ア．常勤職員については，練習場の勤務の

時間数を明らかにし，それに応じたその

月の給与等人件費を計上すること。 

イ．臨時職員については，勤務実績表によ

り算定された時間数を基に支出された

金額を計上すること。 

 指定管理者は，平成24年度分より事業報

告書を改めることとした。 

(Ｃ) 事業報告書において，業務委託

料については，施設総合管理業務

(清掃，警備，消防設備保守点検，

エレベーター保守点検，シャッタ

ー保守点検，受水槽清掃，空調設

備，自動扉保守，建物保守点検等)

について，大橋練習場及び祗園練

習場の２施設分を一緒に再委託

し，当該施設に係る業務委託料を

明確にしていなかった。 

(文化振興課)

 施設総合管理業務の業務委託料の明確

化については，これまで大橋練習場及び

祗園練習場の２施設分を一緒に再委託

することを認めていたが，当該施設にか

かる内訳が明確でなかったことから，今

後は当該施設にかかる業務委託料を明確

にするよう指導した。 

指定管理者は，平成25年度より，２施設

分の再委託契約を施設毎に行うこととし

た。 

(Ｄ) 事業報告書において，舞台管理

業務について，福岡市祗園音楽・

演劇練習場舞台管理業務委託の中

の一項目として再委託し，当該施

設に係る業務委託料を明確にして

いなかった。 

(文化振興課)

 舞台管理業務の業務委託料の明確化に

ついては，これまで大橋練習場及び祗園

練習場の２施設分を一緒に再委託する

ことを認めていたが，当該施設にかかる

内訳が明確でなかったことから，今後は

当該施設にかかる業務委託料を明確にす

るよう指導した。 

指定管理者は，平成25年度より，２施設

分の再委託契約を施設毎に行うこととし

た。 



 6

(ｳ) 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 

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

度及び同24年度の委託契約事務において

次のような事例が見受けられた。 

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

正な事務処理を行われたい。 

Ａ 随意契約を行うときは，契約の性質

または目的等により契約の相手方が特

定される場合を除き，２以上の者から

見積書を徴しなければならない。しか

しながら，平成23年度｢バーミーガード

による防虫業務｣及び同24年度｢館内生

息昆虫調査業務｣等の委託契約事務に

おいて，２者による見積合わせを行う

際に,１者に２者分の見積書を渡して

押印の上，提出させ契約を行っていた

ものが多数あった。 

また，下見積を徴した業者にあらか

じめ見積金額等を印字した見積書と他

者分として見積金額を除く必要事項を

印字した見積書を併せて渡し，提出さ

せていた。 

(美術館運営課)

本市契約事務規則や関係法令に則り，

適切な事務処理に努め，業者と節度ある

関係を保つよう課内で周知徹底した。 

また，「業者から見積書を徴する場合，

美術館が各業者に個別に対応する。」，

「業者が記入，押印すべき欄については

あくまでも各業者に処理をさせ，必要に

応じて業者への指導を行い，原則をふま

えながら正確かつ迅速な事務処理に努

める。」という点を再確認した。 

Ｂ 特命随意契約及び10万円以下の１者

による随意契約において，下見積を徴

した業者の見積額を基にあらかじめ見

積金額等を印字した見積書を当該業者

に渡して当該業者から提出を受けて契

約を行っていたものが多数あった。 

(美術館運営課)

本市契約事務規則や関係法令に則り，

適切な事務処理に努め，業者と節度ある

関係を保つよう課内で周知徹底した。 

また，「業者が記入，押印すべき欄につ

いてはあくまでも各業者に処理をさせ，

必要に応じて業者への指導を行い，原則

をふまえながら正確かつ迅速な事務処

理に努める。」という点を再確認した。



 7

(3) 道路下水道局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

不動産鑑定手数料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

不動産鑑定手数料の支出に当たっては，

履行確認後，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23年度及び同24年度の不動産鑑

定の意見書作成及び手数料の支出におい

て，履行確認後，支払いまでに長期日数を

要しているものが複数見受けられた。 

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。 

(西部用地課)

支出事務については，速やかな事務処理

を行うよう，所属職員に対し，課内会議で

周知徹底を図った。 

また，「不動産鑑定手数料支払確認簿」

を新たに作成し，不動産鑑定依頼時に当該

確認簿に依頼日，依頼先，依頼内容，成果

品提出見込期限を記入することとし，進行

管理の徹底を図ることとした。 

(4) 教育委員会 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

(ｱ) 行政財産の目的外使用許可に伴う経費

負担料の徴収事務及び滞納整理事務につ

いて適正な事務処理を行うよう注意を求

めるもの 

行政財産の目的外使用許可に伴う電気

料等の経費負担料については，福岡市公

有財産規則に使用者の負担とすると規定

されており，経費負担料を徴収しなけれ

ばならない。また，経費負担料を納期限

までに納入しない場合，福岡市税外収入

金の督促及び延滞金条例に基づき，納期

限後20日以内に期限を指定して督促状を

発しなければならない。しかしながら，

平成23年度及び同24年度の市立高等学校

の食堂等使用に伴う光熱水費について，

次のような事例が見受けられた。 

今後，行政財産の目的外使用許可に伴

う経費負担料の徴収事務及び滞納整理事

市立高等学校の食堂等使用に伴う光熱

水費の経費負担料については，使用者にあ

らためて納期限内の納付指導を行うとと

もに，担当職員が納期限にあわせて納付状

況を確認して毎月定期的に課長まで報告

を行い課内で納付状況をチェックする体

制を整えており，平成24年11月以降は新た

な未納は生じていない。今後，未納が発生

した場合には，速やかに使用者への納付指

導を行うとともに，条例に基づく督促を遅

滞なく行うこととした。 

また，過去の滞納分については，当該使

用者に催告を行って分納計画書を徴収し

ており，その納付状況に留意して確実な納

付を指導していくこととした。 
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務に当たっては，関係法令等に則り適正

な事務処理を行われたい。 

Ａ 滞納分について，督促状を全く送付

していなかった。 

(学事課)

Ｂ 納期限までに納付していないものが

複数あった。 

(学事課)

(ｲ) 行政財産の目的外使用許可に伴う使用

料の徴収事務及び滞納整理事務について

適正な事務処理を行うよう注意を求める

もの 

行政財産の目的外使用許可に伴う使用

料については，福岡市公有財産規則に基

づき，行政財産目的外使用許可に係る使

用料は定める期日までに徴収しなければ

ならない。また，使用料を納期限までに

納入しない場合は，福岡市税外収入金の

督促及び延滞金条例に基づき，納期限後

20日以内に期限を指定して督促状を発し

なければならない。しかしながら，平成

23年度及び同24年度の市立高等学校施設

使用料の徴収事務及び滞納整理事務にお

いて，次のような事例が見受けられた。

なお，平成20年度第２期定期監査にお

いて同様の指導を行っていたが改善が見

られなかった。 

今後，行政財産の目的外使用許可に伴

う使用料の徴収事務及び滞納整理事務に

当たっては，関係法令等に則り適正な事

務処理を行われたい。 

Ａ 滞納分について，督促状を全く送付

していなかった。 

(施設整備課)

収入事務については，チェックリスト

を作成し，毎月初めに収入状況の確認・

報告を行うこととした。同時に,未納分

について督促状の送付を行うこととし

た。 

 

Ｂ 納期限までに納付していないにも係

わらず，平成23年度及び同24年度の目

施設使用料について納期限までに納

付していない者については，原則目的外
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的外使用許可を行っていた。 

(施設整備課)

使用の継続許可を行わないこととした。

(ｳ) 委託料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 

委託料の支出に当たっては，履行確認

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23年度｢壱岐東小学校外３校

警備機器移設業務等委託｣外15件の契約

代金の支出において，履行確認後，支払

いまでに長期日数を要していた。 

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。 

(施設整備課)

委託料の支払いについては，各業者に

対して，速やかに書類を提出するよう指

導するとともに，支払いチェックリスト

を作成し，定期的に支払い漏れがないか

確認・報告を行うこととした。 

(ｴ) 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 

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

度及び同24年度「福岡市立博多工業高等

学校施錠確認・日直業務委託」等におい

ては，特命随意契約にあたり，職員が随

意契約伺の契約金額，消費税額及び契約

の相手方が記載すべき見積書の見積金

額,件名,履行期間,見積日等を事前にパ

ソコンで作成したものを契約の相手方に

渡し,所在地,商号を記載させ社印を押印

のうえ提出させていたものが多数あっ

た。 

今後，委託契約事務に当たっては適正

な契約手続きを行われたい。 

(施設整備課)

委託契約事務については，所属職員に

対し，契約事務研修等を受講させ，福岡

市契約事務規則に則り，適切な事務処理

を行うよう指導した。 

 

(ｵ) 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 

契約案件について各事業担当者と支

出担当者との情報共有を図り，進捗状況
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委託料等の支出に当たっては，履行確

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23年度｢学校水泳プール水質

検査業務｣等の委託料や物品購入代金等

の支出において，履行確認後，支払いま

でに長期日数を要しているものが多数見

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。 

(健康教育課)

の正確な把握に努めることとし，履行完

了時に請求書が提出されていない場合

には，相手方に対して催促を行い，確実

な請求を促すこととした。 

 

２ 自転車駐車場駐車料定期券の解約に伴う還付について(意見) 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

自転車駐車場駐車料の定期券解約に伴う

還付については，自転車駐車場にて手続き

が行えず利用者が区役所の自転車担当課に

定期利用廃止届兼駐車料金還付請求書を提

出することで還付を行うこととなってい

る。定期券の還付については，利用者の利

便性を考慮して自転車駐車場にて手続きが

行えるよう検討されたい。 

(道路下水道局道路管理課関連)

自転車駐車場駐車料の定期券解約に伴

う還付については，利用者の利便性を考慮

して，平成25年度より，自転車駐車場にて

定期利用廃止届兼駐車料金還付請求書の

受付を行うこととした。 

（工事監査） 

１ 局別監査 

(1) 市民局 

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 

設計及び履行確認を適正に行うべきもの

福岡市デジタル移動通信系防災無線設備

工事（第３期分）監督業務委託 

(契約金額399万円)

本委託は，福岡市デジタル移動通信系防

災無線設備工事（第３期分）の監督業務を

 監督業務の設計・履行管理を依頼して

いる財政局設備課に対し，適正な設計及

び履行確認について周知徹底を図るよ

う，再度お願いした。 

 財政局設備課では，仕様書について

は，業務内容を明示した特記仕様書を作

成し適正に実施するよう，また，履行確

認については，報告書の中に設計意図の
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行うものである。 

本委託の業務は，工事監理及び設計意図

の伝達を行うものとして特命随意契約とし

ているが，その内容が仕様書に明示されて

いなかった。また，設計意図の伝達業務の

履行を確認する書類も示されておらず，履

行確認がなされていなかった。 

今後は，適正な設計及び履行確認に努め

られたい。 

(防災・危機管理部，財政局設備課関連)

伝達項目がわかるように明記し，適切に

実施されていることを確認するように

文書により周知徹底を図っている。 

 

(2) こども未来局 

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 

鉄筋の積算を適正に行うべきもの 

市立香椎保育所改築工事 

 (契約金額2億4,988万5,300円)

本工事は，鉄筋コンクリート造の保育

所改築工事である。 

鉄筋工事の数量計上については，財政

局策定の積算の手引き等によると鉄筋材

料は所要数量（設計数量の４％割増），加

工組立・運搬費は設計数量で計上するこ

ととなっている。 

鉄筋材料は所要数量で計上すべきとこ

ろを設計数量で計上し，さらに加工組

立・運搬費では数量を誤った結果，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。

(保育課，財政局施設建設課関連)

財政局策定の積算の手引きに基づく

適正な積算については，設計監督担当課

において研修を行い鉄筋工事の設計・所

要数量の適用など建築数量積算基準に

ついても理解を深め適正な積算となる

よう，周知徹底を図った。 

(ｲ) 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 

Ａ 委託契約を適正に行うべきもの 

管理運営業務の一部委託（舞台） 

(契約金額1,372万7,700円)

本委託は，少年科学文化会館の舞台

 長期継続契約については，職員に対して

長期継続契約の研修を行い，周知徹底を図

った。 
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設備（照明・音響・映写等）の操作と

保守点検業務を行うものである。 

本委託は３年間の長期継続契約とし

ているが，「福岡市長期継続契約の範囲

を定める条例」には長期継続契約を締

結することができる範囲として，役務

の提供を受ける契約のうち，当該契約

の履行に必要な物品に係る初期投資額

の回収に一定の期間が必要な契約とあ

り，初期投資額がない本委託を長期継

続契約としたことは不適切であった。

   今後は，適正な委託契約に努められ

たい。 

(少年科学文化会館)

Ｂ 履行確認を適正に行うべきもの 

平成２３年度プラネタリウム設備保

守点検業務委託 

 (契約金額441万円)

本委託は，少年科学文化会館におけ

るプラネタリウム設備の保守点検を行

うものである。 

業務仕様書に明示された一部業務に

ついて履行を確認する書類が示されて

おらず，履行確認がなされていなかっ

た。 

   今後は，適正な履行確認に努められ

たい。 

          (少年科学文化会館)

 プラネタリウム設備保守点検業務委託

については，履行を確認する書類を仕様書

に定め，書類での確認を行うこととした。

Ｃ 積算を適正に行うべきもの 

こども総合相談センター自動制御装

置（空調・入退室管理）保守点検業務

委託 

 (契約金額315万円)

本委託は，こども総合相談センター

自動制御装置（空調・入退室管理）保

守点検業務を行うものである。 

 本委託の積算については，複数業者から

見積りを徴することで，積算根拠とするこ

ととした。 
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その積算において，見積り等の積算

根拠が示されなかった。 

今後は，積算根拠を明確にした上で，

適正な積算に努められたい。 

  (こども支援課)

(3) 水道局 

 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 土工の積算を適正に行うべきもの 

福岡市水道水源かん養林内作業道整

備工事（飯場線その３） 

 (契約金額1,830万450円)

本工事は，水道局が所有する水源かん

養林内の作業用道路の築造工事である。

土工については土質が軟岩であったこ

とから，バックホウによる直接掘削から

大型ブレーカーによる人力併用機械掘削

に設計変更を行った。しかしながら，そ

の積算において破砕した軟岩（土砂）を

搬出するためのダンプトラックへの積込

費を計上しなかった結果，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。

(流域連携課)

土工の積算については，所属職員に対

し，積算基準書等に基づき適正な積算を

行うよう周知徹底を図るとともに，精査

を慎重に行うよう指導した。 

Ｂ 発生土処理工の積算を適正に行うべ

きもの 

東区千早３，４丁目地内φ８００㎜

配水管布設工事 

 (契約金額8,801万8,350円)

本工事は，配水強化のため推進工事

及び開削工事による配水管布設工事で

ある。 

推進工事（径1000㎜）で掘削した発

生土（汚泥）の処理については，強力

吸引車による発生土処理工を計上して

 課内会議を開催し，職員に対し指摘事項

の内容を周知するとともに，同類の間違い

を二度と起こさないよう設計積算及び精

査にあたって細心の注意を払うよう指導

した。設計積算に疑問が生じた場合には，

設計者で安易に判断せず，上司に相談する

等，適正な設計積算に努める。また，類似

の工事を設計積算する関係部署等と積算

技術の共有を図り，職員の積算技術の向上

を図る。 
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いるが，その積算において強力吸引車

の台数を誤った結果，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。

(東部管整備課)

Ｃ 充填材注入孔加工費の積算を適正に

行うべきもの 

中央区清川３丁目～博多区美野島３

丁目地内φ８００㎜配水管推進工事 

(契約金額1億7,989万6,500円)

本工事は，推進工事（推進管径900

㎜，配水管径800㎜）により老朽化した

配水管を更新するものである。 

推進管に挿入する配水管との間に充

填材（グラウト）を注入するが，グラ

ウトホール（充填材注入孔）加工費を

二重に計上した結果，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。

(中部管整備課)

設計積算については，課内会議を開催し

指摘事項を周知し今後は適正に行うよう

所属職員に指導をするともに，研修を行い

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。 

 

Ｄ  管挿入工（据付工）の積算を適正に

行うべきもの 

中央区清川３丁目～博多区美野島３

丁目地内φ８００㎜配水管推進工事  

(契約金額1億7,989万6,500円)

本工事は，推進工事（推進管径900

㎜，配水管径800㎜）により老朽化した

配水管を更新するものである。 

推進管に配水管を挿入する挿入工

（引込工，据付工）の積算は水道事業

実務必携によるとしており，挿入工（据

付工）の1日当り作業量は標準作業量と

し施工延長による補正を行わないこと

となっている。しかしながら，誤って

標準作業量を補正した結果，過小な積

算となっていた。 

設計積算については，課内会議を開催し

指摘事項を周知し，今後は設計標準歩掛に

基づき同様の間違いを二度と起こさない

よう細心の注意を払い設計積算及び精査

にあたるとともに，研修を行い徹底を図っ

た。 
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今後は，適正な積算に努められたい。

(中部管整備課)

Ｅ 換気設備損料の積算を適正に行うべ

きもの 

中央区清川３丁目～博多区美野島

３丁目地内φ８００㎜配水管推進工

事 

(契約金額1億7,989万6,500円)

本工事は，推進工事（推進管径900

㎜，配水管径800㎜）により老朽化した

配水管を更新するものである。 

推進工に必要な換気設備の積算にお

いて換気設備に使用する鋼管損料を通

信・換気設備工として計上しているが，

その費用に誤りがあった。さらに，推

進工の機械器具損料において計上する

必要がない鋼管損料を計上した結果，

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。

(中部管整備課)

設計積算については，課内会議を開催し

指摘事項を周知し，今後は設計標準歩掛に

基づき同様の間違いを二度と起こさない

よう細心の注意を払い設計積算及び精査

にあたるとともに，研修を行い徹底を図っ

た。 

 

Ｆ 覆工板設置撤去工の積算を適正に行

うべきもの 

中央区平尾２丁目～清川３丁目地内

φ８００㎜配水管更新工事 

 (契約金額4億6,739万9,100円)

本工事は，配水管の老朽化による配

水管更新工事である。 

更新工の施工については，隣接する

別工事により築造した立坑を利用して

施工を行うものであり，別工事で立坑

部分に設置した覆工板について本工事

で開閉作業が必要なことから，覆工板

設置撤去工を計上していた。しかしな

がら，その積算において計上する必要

がない覆工板設置撤去の面積を計上し

た結果，過大な積算となっていた。 

設計積算については，近接する推進工事

と同時期に設計したため設計者間の情報

共有がなされていなかったもので指摘事

項を十分に認識して，今後は細心の注意を

払い設計積算・精査を行うよう所属職員に

指導を行うとともに，研修を行い周知徹底

を図った。 
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今後は，適正な積算に努められたい。

(中部管整備課)

(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

福岡市水道水源かん養林内作業道整

備工事（飯場線その３） 

 (契約金額1,830万450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。

なお，水道局に対しては前回の監査

でも同法に関する法令遵守について注

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。 

(流域連携課)

「建設工事に係る資材の再資源化等

に関する法律」に関する手続きについて

は再発防止及び適正な施工管理を図る

ため，確実にチェックリストを活用し，

遺漏のない処理を行うよう所属職員に

対し指導した。 

Ｂ 下請契約書の写しを添付すべきもの

多々良浄水場送水ポンプ棟電気設備

更新工事 

 (契約金額1億7,217万4,275円)

建設業法では，建設工事の適正な施

工を確保するために元請業者に施工体

制台帳の作成が義務付けされている

が，本工事の元請業者から提出された

同台帳の下請工事に関する事項におい

て，一部の下請契約書の写しが添付さ

れていなかった。下請業者に関して，

建設業法に基づく施工体制台帳の作

成については，工事着手前の安全教育実

施時及び工事施工中の定例会議の場な

どにおいて請負業者への指導を徹底す

るとともに，請負業者から工事施工体制

台帳が提出された際は，全ての下請業者

の契約書の写しが添付されていること

の確認を確実に行うよう，所属職員に対

し課内会議にて研修を行い，周知徹底を

図った。 
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契約締結の適正化を促進するためにも

法令遵守は重要である。 

今後は，適正な施工管理に努められ

たい。 

(設備課)

Ｃ 設計変更を適正に行うべきもの 

多々良浄水場凝集剤注入電気設備更

新工事 

 (契約金額5,880万円)

本工事は，多々良浄水場凝集剤注入

電気設備を更新するものである。 

施工において，工事内容の一部に変

更があったにもかかわらず，建設工事

請負契約書で定める設計変更がされて

いなかった。 

今後は，適正な設計変更に努められ

たい。 

(設備課)

 施工上，工事内容の一部に変更があっ

た場合は，建設工事請負契約書に基づ

き，契約課と協議を行い適正な設計変更

を行うよう所属職員に対し課内会議に

おいて周知徹底を図った。 

 

(ｳ) 契約において，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 

変更契約図書を適正に作成すべきもの

西区下山門３，４丁目・石丸３丁目地

内配水管布設工事 

(契約金額6,442万3,800円)

本工事は，耐震ネットワーク構築のた

めに配水管の耐震化を行うものである。

施工内容の設計変更に伴い契約変更を

行ったが，変更契約図書に添付する設計

書は水道局制定設計積算要綱により金額

抜きとすべきところ金額入りとなってい

た。 

今後は，発注課及び契約担当課ともに

十分なチェックを行い適正な契約事務に

努められたい。 

(西部管整備課，水道局契約課関連)

指摘された事項については，再発防止に

向け所属職員に対し研修を実施し周知徹

底を図った。 
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３ テーマ監査 

(1) こども未来局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

次のような改善を要する事例が見受けら

れた。 

積算根拠が不明なもの，特命随意契約の

理由や成果品が適正でないもの，提出書類

に不備があるものなど不適切な委託が見受

けられた。 

今後は，適正な事務処理に努められたい。

小規模委託業務における積算根拠等の

不適切な事務については，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，各所属長に対し通知を行い周知徹底を

図った。 

 


