22 外部監査公表第３号
地方自治法第 252 条の 38 第 6 項の規定により，平成 22 年６月８日に福岡市長から包括外部監査人
による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 22 年８月２日
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監査報告と措置の件数
19 外部監査公表第２号（平成 19 年 3 月 29 日付 福岡市公報第 5439 号(別冊６)公表)分
・・・６件
20 外部監査公表第２号（平成 20 年 4 月 14 日付福岡市公報第 5535 号公表）分
・・・３件

２

講じた措置の内容
以下のとおり

19 外部監査公表第２号(平成 19 年 3 月 29 日付 福岡市公報第 5439 号(別冊６)公表)分
(指摘事項及び意見)
１

義務教育関係
監査の結果

1.4.3

措置の状況

リース契約の予定価格設定方法につい
て

平成19年４月より，契約予定期間が１年間を超
えるリース契約は長期継続契約として実施して

パソコン機器リース契約について検討し いる。
たところ，以下の事実が発見された。

また，予定価格による契約方法（業者選択方法

「資金の借入による物品購入と分割返済」と ）の判断は，福岡市長期継続契約要綱運用指針が
いうリース契約の性質からすれば，リース契 定められたため，これに従い実施している。
約に係る業者選定方法は，契約年度の単年度
リース料ではなくリース料総額に基づき決
定すべきである。本市でも平成 17 年度から
リース契約は長期継続契約として取り扱う
こととなっており，①「東光中学校他 19 校
分」及び②「千代中学校他 22 校分」につい
ては簡易公募型指名競争入札を，③「箱崎中
学校他 10 校分」については随意契約ではな
く指名競争入札を実施すべきであったと考
える。
1.4.4

財政局の指名業者名簿を活用し，現在は新た
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１）ﾘｰｽ契約業者登録の見直しについて

な業者を加え10社の指名にて実施している。

パソコン機器リースの契約先業者は，市

今後も，一般競争入札の実施等により新たな

教育委員会が要求する保守サービスを提供 対応可能業者の参入を促進していくこととして
できる８社に限定されている。

いる。

平成 17 年度に行われた上記①②の指名
競争入札及び③の随意契約では，いずれも
同じ５社が入札を辞退しているため，実質
的には３社で入札等が行われている。10 年
前に８社を選定したときと業界の事情も大
きく変わっていると思われることから，競
争を促進するために新たな業者の追加を検
討することが必要である。
1.4.4

博多高等学園については，市有地である大浜

３）学校施設整備と博多高等学園の将来につ 小跡地（博多区下呉服町）へ平成 25 年 4 月開校
いて

を目途に移転改築することを決定した。

平成 16 年 4 月に開講した博多高等学園
の土地賃貸借契約では，賃借期間は平成
15 年８月１日から同 26 年３月 31 日まで
となっており，同校は開校の 10 年後には
校舎を撤去し，更地にして返還しなくて
はならない借地に開設されている。
しかしながら，監査実施時点には平成
26 年度以降の同校の移設先等はまだ決定
されていない状況であり，その存続に関
して不安定な状況は解消されていない。
学校の開設には，相当額の設備投資を
伴うとともに，開設後は学校が地域に根
付くことも重要であるため，安定的な利
用が可能な市有地への立地が望ましい。
今後の学校開設においては，十分に留意
する必要がある。
２

学校給食関係
監査の結果

措置の状況

2.8.3

学校給食公社の契約に関する規程について

１）学校給食公社の契約に関する規程につい は，市の規則を踏まえて，平成 21 年５月に改正
て（学校給食公社）

した。

学校給食公社の契約に関する規程では，
指名競争入札以外の入札方法を定めていな
い。この規程は，昭和 48 年に制定され，そ
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の後抜本的な見直しが行われておらず，市
の規則改訂が反映されていないものと思わ
れる。契約事務に関する透明性の確保の観
点から，当該規程の改正を行う必要がある。
５

福岡市教育振興会
監査の結果

措置の状況

5.1.4

教育振興会の総合的な債権管理・回収体制強

２）延滞の状況と業務処理体制の強化につい 化については，平成 20 年度に滞納整理専任嘱託
て

員を配置し，長期滞納や悪質滞納者への対応で
一定の成果を挙げ，平成 22 年度は 1 名増員し，

奨学金の残高・人数は過去と比較し大 2 名体制としている。
幅に増加し，滞留債権も同様に増加して

また，個人別債権管理システムの導入により

いるため，事務処理量は大幅に増加して 事務処理が効率化し，職員の負担も軽減された。
いるが，職員数は昭和 52 年度から２名で さらに，初期滞納者への電話督促を外部委託化
増減がないため，十分な債権回収・管理 し，新規滞納金額・人員の圧縮に努めている。
を行えていない。毎年の奨学金貸付実行
の増加及び延滞の増加に対応した業務処
理体制を強化し，延滞の解消を図る必要
がある。
また，延滞等の状況は奨学金貸与者の
個人別台帳に手作業で記入されており，
年度更新時には手作業にて繰越処理をす
る等，業務の仕組みが不効率である。パ
ソコンによる奨学金管理システムも市販
されているようなので，検討されること
を期待する。
延滞が増加する中，教育振興会は平成
10 年度から 17 年度までの８年間に福岡簡
易裁判所への支払督促申立の予告など法
的措置を行っているが，誠実な対応が見
られない悪質な滞納者に対しては，断固
たる措置が必要と思われる。折角裁判所
の申立決定を得ながら，強制執行を行わ
ないのは行動に一貫性を欠き，管理者の
責任放棄といわざるを得ない。
さらに，中退者や滞納者が多い中学校
については，次年度以降の募集に際して
推薦者である学校長に警告を与えたり，
審査を厳しくするなどの措置を検討する
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必要があるといえるが，事務処理体制が
貧弱で有用な統計資料等がないため，対
策が採られていない。
このような事態を踏まえた総合的な債
権管理・回収体制の強化が望まれる。
６

福岡市総合図書館
監査の結果

措置の状況

6.2.3

図書館における調理業務員退職者の配置につ

１）嘱託員の採用について

いては，再雇用制度の趣旨を踏まえて，平成 22

平成 18 年 4 月 1 日現在，図書館で業務 年度以降は配置しない。
に従事している嘱託員の 11 名中 8 名が市
の調理業務員の退職者である。再雇用制度
は退職後も在職時の技術知識を持つ者を
継続雇用することにより効率的な業務遂
行を可能にすることに主眼があるもので
あって，調理業務退職者が図書館業務に従
事することには疑問が残る。
本来の嘱託職員再雇用制度の趣旨から
は，調理員退職者だけを再雇用する場合に
は相応の合理性が必要であると考える。業
務の内容によっては，嘱託員とせず臨時職
員で対応することも可能である。
20 外部監査公表第 2 号（平成 20 年 4 月 14 日付福岡市公報第 5535 号公表）分
※結果の組織名は１９年度当時
２

伊都土地区画整理事業，香椎駅周辺土地区画整理事業，筥崎土地区画整理事業及び市街化

再開発事業の各特別会計の財務に関する事務の執行について
監査の結果

措置の状況

意見 2) 保留地売払時の抽選実施の方法につ
いて（伊都土地区画整理事業）

以前より 1,000 ㎡以上の保留地については申
し込みにあたり保証金を徴収していたところで

抽選時の実質的な重複応募を防止するた あるが，その対象を 300 ㎡以上に拡大した。な
めに申込保証金を要件とすべきである。

お，300 ㎡未満の保留地については主に一般市
民に購入いただくことを想定しており，負担軽
減のため申し込み時の保証金は徴収しないこと
としている。
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意見 5) サンセルコビル管理㈱に対する補助
金について（都市整備局都市開発部）

当該補助金については，平成20年度から補助
対象である振興対策事業について，効果等が把

過去 25 年間にわたり補助金が支給され 握できるように，より具体的・詳細な報告を課
ているが，ビル振興という補助金の効果が目 した。
に見えるものとはいえない一方で，同社は補

また，平成22年度から人件費を補助対象から

助金を超える利益を計上している。補助金の はずすこととした。
ありかたを再検討すべきである。

都市整備局所管の財団法人福岡市森と緑のまちづくり協会の財務の事務の執行及び経
営に係る事業の管理について

３

監査の結果

措置の状況

意見3) 稼働状況の把握について

協会に対し，稼働状況に係る情報の有効活用

各種施設の稼働状況について，利用者の 等を検討するよう要請した。
ニーズ等の分析に資する情報として収集

協会において，各施設の利用状況（平成20度

し，稼働率向上等の運営管理に役立てるこ ：曜日別・利用時間帯別）を調査し，その結果
とが望ましい。

を各運動公園に掲示し空き時間帯の利用を促す
などの稼働率向上に取り組んだ。
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