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22 監査公表第７号（平成２２年５月６日付 福岡市公報第 5730 号公表） 

(事務監査) 

1 局別監査 

(1) 保健福祉局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

(ｱ) 委託料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るもの 

 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

の対価を支払わなければならない。ま

た，債権者からの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 19 年度

及び同 20 年度の委託料の支出におい

て，次のような事例が見受けられた。

 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。 

ａ 平成19年度｢ＰＤＰメディネット

システム放映管理業務委託｣におい

て，委託料の支払は１月毎に支払う

べきところ，未払金としたまま，

翌々年度の平成 21 年５月に支払っ

ていた。 

【措置済 H22.8.10 通知】 

 委託料の支出については，業務完了後

は支払いに必要な書類を速やかに提出

するように債権者に対して指導（催促）

し，適正な時期に支払い処理をするよう

にした。 

ｂ 平成20年度｢福岡市民病院ビル管

理システム保守点検業務委託｣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あっ

た。 

（市民病院事務局(病院事業課関連)）

【措置済 H22.8.10 通知】 

 委託料の支出については，業務完了後

は支払いに必要な書類を速やかに提出

するように債権者に対して指導（催促）

し，適正な時期に支払い処理をするよう

にした。 

(ｲ) 物品(タクシー乗車券)管理事務に

おいて適正な事務処理を求めるもの 

 タクシー乗車券の交付に当たって

は，責任者は，使用の目的，理由等を

確認し，必要性を判断したうえで，押

印して交付しなければならない。しか

しながら，平成 21 年度におけるタク

シー乗車券未使用分について，責任者

印をまとめて押印しているものが多

数見受けられた。 

【措置済 H22.8.10 通知】 

 タクシー乗車券の使用については，福

岡市タクシー借上事務取扱要綱等に基

づき，適正な事務処理を行うよう所属職

員に対し書面にて周知徹底を図った。 
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 タクシー乗車券は金券であり，事故

防止の観点からも，福岡市タクシー借

上事務取扱要綱等に基づき適正に管

理されたい。 

（保険年金課）

(ｳ) 物品購入について経済性の観点か

ら注意を求めるもの 

 物品の購入に当たっては，使用目的

や使用時期，必要数量を把握し，効率

的な発注を行うとともに，経済性も考

慮しなければならない。しかしなが

ら，平成 21 年度に総務企画局情報化・

行政改革部で賃貸借契約による契約

で一括導入しているＯＡ機器(パソコ

ン)のマウスについて，別途，原課に

おいてワイヤレスマウスを購入して

いるものがあった。マウスのリース料

は，賃貸借契約に含まれており，また，

ワイヤレスマウスでなければならな

い特別の理由はなく，経済性の観点か

ら購入の必要性は認められなかった。

（障がい者更生相談所）

【措置済 H22.8.10 通知】 

 物品の購入にあたっては，経済性を考

慮した上で必要に応じて購入するよう

所属職員に対し研修を行い，周知徹底を

図った。 

(2) 農林水産局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

(ｱ) 浄化槽について適正な維持管理を

求めるもの 

 浄化槽の維持管理に当たっては，そ

の管理について権原を有するものは，

浄化槽法に基づき水質検査を受けな

ければならない。しかしながら，平成

20 年度｢弘排水処理施設運転管理業務

委託｣において，毎年１回定められて

いる定期検査を実施していなかった。

浄化槽については，関係法令を遵守し

適正な維持管理をされたい。 

（漁港課）

【措置済 H22.8.10 通知】 

 浄化槽法第 11 条に基づき，受託者（福

岡市漁業協同組合）に対し，平成 21 年

度の法定検査の徹底を指導し，県指定検

査機関による法定検査を実施した。 

(ｲ) 行政財産の目的外使用許可に係る

費用の徴収について適切な事務処理

を求めるもの 

 行政財産の目的外使用許可に伴う

【措置済 H22.8.10 通知】 

 福岡市公有財産規則第 29 条に基づ

き，平成 20 年度の自動販売機２台に係

る電気使用料金（77,116 円）について，
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電気等の費用については，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，市はその費用を徴しな

ければならない。しかしながら，かも

め広場駐車場に設置している自動販

売機について，平成 20 年度の電気料

を徴収していなかった。行政財産の目

的外使用許可に係る費用の徴収に当

たっては，適切に処理されたい。 

（漁港課）

自動販売機設置者に対して請求を行い，

収納を確認した。また，平成 21 年度分

の自動販売機３台に係る電気使用料金

（108,092 円）についても，同様に請求

を行い，収納を確認した。 

(3) 住宅都市局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

(ｱ) 委託料の支払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 

 委託料の支払に当たっては，履行完

了確認後，債権者からの請求により速

やかに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 20 年度｢伊

都土地区画整理事業管理用地除草業

務委託｣契約事務において，履行完了

確認後，委託料の支払までに長期日数

を要していた。 

 委託料の支払に当たっては，速やか

に事務処理を行うよう注意されたい。

（伊都区画整理事務所計画課）

【措置済 H22.8.10 通知】 

 委託料の支出については，履行完了確

認後，債権者からの請求が行われない場

合，強く催促を行うとともに，内部会議

により速やかな支出処理を行うよう所

属職員に対し周知徹底を図った。 

(ｲ) 契約代金等の支出について適正な

事務処理を行うよう注意を求めるもの

 物品購入や賃貸借契約代金等につい

ては，契約関係書類等により業務の履

行完了を確認し，債権者に速やかに支

払わなければならない。しかしながら，

平成20年度の各種契約代金等の支出に

おいて，次のような不適切な事務処理

が多数見受けられた。 

 契約代金等の支払に当たっては，履

行確認を的確に行うとともに速やかに

行うなど，適正な事務処理を行うよう

十分注意されたい。 

【措置済 H22.8.10 通知】 

 契約代金等の支出については，福岡市

会計規則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。 
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ａ 履行完了確認後，代金等の支払ま

でに長期日数を要しているものが多

数あった。 

ａ 履行確認を的確に行うとともに速

やかに支払い手続きを行うこととし

た。 

ｂ 青写真焼付等業務契約において，

該当する納品書がなく，納入指令及

び完了検査の決裁を得ないまま代金

を支出しているものがあった。 

（事業調整課）

ｂ 青写真焼付等業務契約については，

契約関係書類等への確実な決裁（押

印）を行うこととした。 

(ｳ) 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，使用時

期や必要数量等を勘案の上，計画的か

つ効率的な発注に努めるとともに，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20年度及び同21年度の物品購入

契約事務において，次のような事例が

見受けられ不適切なものとなってい

た。 

 物品購入契約に当たっては，関係規

則等に則り，適正な事務処理を行うよ

う注意されたい。 

ａ 契約の相手方の訂正印を押印しな

いまま本市職員が納品日にあわせて

見積書の日付を訂正し，それに伴い

契約締結日，履行期間及び検査日も

訂正しているものがあった。 

【措置済 H22.8.10 通知】 

 物品購入契約に当っては，福岡市契約

事務規則等に則り適正な事務処理を行

うよう所属職員に対し，事務手引を用い

て研修を行い，事務の取り扱いについて

周知徹底を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ 日付の訂正については，契約書類を

受領時に記載事項をしっかり確認し，

訂正の必要があれば，相手方に修正を

求めることとした。 

ｂ 履行期間を翌年度にまたがって契

約し，納品書を当年度内の日付に訂

正して代金を支払っているものがあ

った。 

ｂ 年度末の契約について，年度内に履

行が完了できるよう，契約時期に充分

注意することとした。 

ｃ 決裁を得ないまま物品を購入し，

代金を支払っているものがあった。

（住宅管理課）

ｃ 物品購入，代金の支払いについて

は，確実に決裁（押印）を行うことと

した。 

(ｴ) 公園の使用料等の徴収について適

正な事務処理を行うよう注意を求め

るもの 

 公園の使用料等の徴収に当たって

は，福岡市公園条例及び同施行規則に

則り適正に行わなければならない。し

【措置済（平成 23 年 6 月 24 日通知）】 

誤った徴収額の差額については、徴収

済である。また、申請者に対して、申請

書類に占用許可面積が確認できる書類

を必ず添付させるよう改めた。 
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かしながら，平成 21 年度の公園の使

用料及び占用料の徴収事務において，

次のような事例が見受けられ不適切

なものとなっていた。 

 公園の使用料等の徴収に当たって

は，関係条例等に則り，適正な事務処

理を行うよう注意されたい。 

ａ 占用許可面積を誤っていたため，

徴収額を誤っているものがあった。

ｂ 公園内行為及び占用許可をしない

まま，使用料等を徴収しているもの

があった。 

【措置済 H22.8.10 通知】 

 公園内行為等の使用料等の徴収につ

いては，福岡市公園条例施行規則に基づ

き適正な事務処理を行うよう，職員に対

し指導を行った。 

ｃ 納期限(４月，９月)を経過してい

るにもかかわらず，督促をしないま

ま実査日(平成22年１月７日)現在ま

で使用料等を収納していないものが

あった。 

（公園管理課）

【措置済 H22.8.10 通知】 

 監査の指摘後，未納者に対し督促を行

った。今後とも申請者に納期限の厳守を

求めていく。 

(4) 東区役所 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

 物品の購入契約について適正な事務処

理を求めるもの 

 物品購入に当たっては，契約の相手方

からの適法な請求から30日以内にその対

価を支払わなければならない。しかしな

がら，平成 21 年度の物品購入契約事務に

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あった。また，

当該請求書において請求日が修正されて

いた。 

 物品購入契約に当たっては，適正な事

務処理を行うよう十分注意されたい。 

（子育て支援課）

【措置済 H22.8.10 通知】 

 物品購入事務については，福岡市契約

事務規則に基づく支払期限の遵守と請

求日の修正防止のため係員間での相互

確認や係長・課長によるチェックをより

厳格に行っている。 

 また，当該業務内容の一層の理解のた

め，当該担当者を会計室審査課が実施す

る会計事務基礎研修に受講させた。 

(5) 中央区役所 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

(ｱ) 生活保護費の返還・徴収について適

な事務処理を行うよう注意を求める

もの 

【措置済 H22.8.10 通知】 

 生活保護費の返還・徴収にあたって

は，「福岡市税外収入金の督促及び延滞
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 生活保護費の返還・徴収事務におい

て，納期内に納入しない者があるとき

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

21 年度の生活保護費の返還・徴収事務

において，６月分以降の未納者に対

し，実査日(平成 22 年１月 15 日)直前

に期限を指定しないまま，一括して督

促を行っていた。 

 生活保護費の返還・徴収に当たって

は，関係条例に則り，適正な事務処理

を行うよう注意されたい。 

（保護課）

金条例」に基づいた適正な処理を行うよ

う事務引継書に明記するとともに，事務

処理チェックリストを作成するなど担

当者及び監督者のチェック機能の強化

を図った。 

 

(ｲ) 資金前渡による生活保護費の精算

について適正な事務処理を行うよう

注意を求めるもの 

 資金前渡による生活保護費の精算

に当たっては，福岡市会計規則等に則

り適正に行わなければならない。しか

しながら，平成 21 年度の資金前渡事

務において，次のような事例が見受け

られ，不適切なものとなっていた。 

 資金前渡による生活保護費の精算

に当たっては，関係規則等に則り，適

正な事務処理を行うよう注意された

い。 

ａ 毎月の資金前渡金は翌月 10 日ま

でに精算を行い，残金があるときは

速やかに戻入しなければならない。

しかしながら，４月，５月及び６月

に資金前渡した生活保護費の精算

及び戻入を７月30日に行っていた。

また，当該戻入金について，現金出

納簿には各月の末日付で記載して

いた。 

【措置済 H22.8.10 通知】 

 資金前渡による生活保護費の精算に

に伴う戻入処理については，福岡市会計

規則等に基づいた適正な処理を行うよ

う事務引継書に明記するとともに事務

処理チェックリストを作成するなど担

当者及び監督者のチェック機能の強化

を図った。 

 

 

ｂ 資金前渡金を口座振替により支

払っている生活保護費において，保

護廃止等により口座振替を取り止

【措置済 H22.8.10 通知】 

 指定金融機関からの返納に伴う戻入

処理については，福岡市会計規則等に基
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めた場合は，速やかに指定金融機関

から返納させ，当月分の残金と合わ

せて精算し戻入しなければならな

い。しかしながら，５月 26 日に金

融機関から返納されていたにもか

かわらず，８月７日に精算及び戻入

を行っていた。 

（保護課）

づいた適正な処理を行うよう事務引継

書に明記するとともに事務処理チェッ

クリストを作成するなど担当者及び監

督者のチェック機能の強化を図った。 

 

(6) 南区役所 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

 賃貸借契約について適正な履行確認を

行うよう注意を求めるもの 

 賃貸借契約による業務が完了したとき

は，福岡市契約事務規則等に則り，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，契約内容が適正

に履行されていることを確認のうえ，賃

借料を支払わなければならない。しかし

ながら，平成 20 年度の｢自動契印機賃貸

借契約｣及び｢窓口受付・交付番号呼出シ

ステム機器賃貸借契約｣事務において，保

守点検が仕様書どおりに履行されていな

かったにもかかわらず，業務完了と認め，

賃借料を支出していた。 

 賃貸借契約の完了検査に当たっては，

適正な履行確認を行うよう注意された

い。 

（市民課）

【措置済 H22.8.10 通知】 

 賃貸借契約により業務が完了したと

きの完了検査は，福岡市契約事務規則等

に基づき，確実に履行確認を行うよう所

属職員に対し面談等で周知・徹底を図っ

た。 

 

 

 

(7) 城南区役所 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

 国民健康保険料の過誤納金の還付につ

いて適正な事務処理を行うよう注意を求

めるもの 

 国民健康保険料に過誤納金が発生した

場合は，地方自治法等関係法令に則り，

【措置済 H22.8.10 通知】 

 国民健康保険料の過誤納金の還付事

務に当たっては，担当職員に対し研修を

行うとともに地方自治法等関係法令に

則り適切な事務処理を行うよう周知徹
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遅滞なく還付するとともに，還付加算金

を付さなければならない。また，還付加

算金の計算期間の始期は発生事由別に行

い，終期は市長が過誤納金の還付のため

支出を決定した日としなければならな

い。しかしながら，平成 20 年度及び同 21

年度の国民健康保険料の過誤納金還付事

務において，還付加算金の計算期間の始

期及び終期を誤ったため，還付加算金を

過少に支払っているものや過払いしてい

るものが多数見受けられた。 

 国民健康保険料の過誤納金の還付事務

に当たっては，関係法令に則り，適正に

行うよう注意されたい。 

（保険年金課）

底を図った。 

 今回の事務処理誤りによる過少払い

については既に追加支給を行い，過払い

については相手方へ事情を説明した上

で返還手続きを行った。今後も確実な回

収を行っていく。 

(8) 西区役所 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

 高齢者用電話の通話料等の徴収につい

て適正な事務処理を行うよう注意を求め

るもの 

 高齢者用電話については，｢福岡市高齢

者日常生活用具給付等事業実施要綱｣に

基づき，本市が機器の無償貸与を行い，

通話料等は利用者負担としている。また，

利用者による通話料等の支払が３か月遅

延した場合は，本市が当該料金を一旦通

信業者に支払い，利用者に請求すること

としている。しかしながら，通話料等の

徴収事務において，次のような事例が見

受けられ，不適切なものとなっていた。

 高齢者用電話の通話料等の徴収に当た

っては，公平な受益者負担の原則からも

関係法令等に則り，適正な事務処理を行

うとともに，貸与のあり方や徴収方法の

改善に向けた取り組みを関係各課と協議

されたい。 

(ｱ) 平成 21 年度において，全ての通話

料等の未納者に対し，実査日(平成 22

年１月25日)現在まで督促を行ってい

なかった。 

【措置済 H22.8.10 通知】 

（ア）平成 21 年 11 月～平成 22 年 3 月

までの未納者に対し，督促及び催告

を行った。 

（督促対象者 8名，催告対象者 4名） 
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(ｲ) 今回調査を行った平成18年度以降，

長期にわたって滞納している者があ

った。 

（福祉・介護保険課）

【措置済 H22.8.10 通知】 

（イ）長期滞納者に対しては訪問等によ

り電話料の納入について指導を行

い，応じない場合は電話機の貸与に

ついても見直しを行う。 

(9) 議会事務局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

 物品の購入契約事務に当たり適正な契

約手続を行うよう注意を求めるもの 

 物品の購入に当たっては，使用時期や

必要数量を把握し，効率的な発注を行う

とともに経済性も考慮しなければならな

い。また，契約に当たっては，福岡市契

約及び検査に係る事務分掌の特例に関す

る規則等に基づき，予定価格の金額に応

じ所掌する契約担当課に契約を依頼しな

ければならない。しかしながら，平成 21

年度の額縁購入契約において，次のよう

な不適切な事例が見受けられた。今後，

物品の購入に当たっては，計画的な事務

執行を行うとともに，契約事務規則等関

係法令に則り，適正な契約手続を行われ

たい。 

(ｱ) 予定価格が 10 万円を超える物品の

購入については，契約課へ購入依頼を

行わなければならないが，事前に計画

を立てることが可能であったにもか

かわらず，期間が足りないとの理由で

原課契約していた。十分な余裕を持っ

た事務処理を行い，早期に契約課に購

入依頼を行うべきであった。 

【措置済 H22.8.10 通知】 

 予定価格が 10 万円を超える物品の購

入にあたっては，契約課へ購入依頼する

ため，事前に計画を立て適正な事務処理

を行うこととし，課内会議を通じ周知徹

底を行った。 

(ｲ) 契約金額が 10 万円を超えているに

もかかわらず，完了届を徴することな

く 10 万円以下の物品購入に係る簡素

化された手続にて決裁していた。 

（総務課）

【措置済 H22.8.10 通知】 

 完了届を直ちに徴した。今後，契約事

務規則に基づき，適正な事務処理を行

う。 

２ テーマ監査 

(10) 議会事務局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

 負担金の二次交付先団体の出納につい 【措置済 H22.8.10 通知】 
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て適正な事務処理を行うよう注意を求め

るもの 

 負担金の交付に当たっては，交付先団

体の事務が交付の目的に従って効率的に

行われ，出納事務が適正に行われている

か確認する必要がある。しかしながら，

平成20年度｢九州競艇主催地議会協議会｣

の二次交付先である｢第169回定期総会開

催地交付金｣の出納事務において，次のよ

うな事例が見受けられた。当該二次交付

先団体の事務局が本市にあることから，

適正な事務処理を行うよう注意された

い。 

(ｱ) 交付元である九州競艇主催地議会

協議会において，平成 20 年度の決算

が終了しているにもかかわらず，実査

日(平成 22 年１月 25 日)現在，開催地

交付金の精算が終了していなかった。

余剰金(158,586 円)を保有したままに

なっており，早急に返戻すべきであっ

た。 

 直ちに会長市に対し，事業実績報告を

行うとともに余剰金を返戻した。 

(ｲ) 余剰金の一部(50,000 円)を｢第 19

回福岡県市議会議長会主催議長研修

会｣へ，正規の手続を経ないまま資金

繰りのため一時使用していた。 

（総務課）

【措置済 H22.8.10 通知】 

 再発防止のため，今後，準公金等取扱

事務処理要領など関係経理規程を遵守

し，業務担当と経理担当をそれぞれ配置

することにより，収入・支出に関するチ

ェック体制を強化した。 
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(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 

(ｱ) 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 19 年度「弘漁港西防波堤（改

良）工事」 

(契約金額 4,462 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，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こと

となっているが，請負者から発注者へ

交付されず，発注者から市長へ提出し

ていなかった。 

 今後は適正な施工管理に努められ

たい。 

（漁港課）

【措置済 H22.8.10 通知】 

 課内で建設リサイクル法についての

研修等を行い，所属職員に周知徹底を図

った。 

(ｲ) 設計積算及び契約事務において，次

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 20 年度「東区塩浜２丁目地内

下浜井堰（下部工）改良工事」 

(契約金額 4,107 万 3,900 円)

 

(a) 本工事は既設コンクリート水路

に転倒ゲートを設置するための基礎

工事であるが，当初契約図書では，指

定仮設として水路内に仮設土のうを

設置することにより右岸側と左岸側

を別々に施工するという契約内容と

なっていた。しかし，工事着手後に水

路を全面締切することにより両岸を

同時に施工する仮設に変更となった 

【措置済 H22.8.10 通知】 

 課内の技術研修において，指摘事項の

周知徹底を図るとともに，適正な業務遂

行について再認識するよう注意喚起し

た。 
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(b) 本工事の設計積算において，仮設

費は土木工事標準積算基準書による

と直接工事費に計上することとなっ

ているが，誤って共通仮設費に計上し

たため過小設計となっていた。 

 今後は，適正な設計積算を図られた

い。 

(c) 本工事の仮設排水ポンプの設計積

算において，ポンプ台数から算出した延

べ日数にポンプ１日当りの運転単価を

乗じて積算していた。しかし，土木工事

標準積算基準書によると，この単価は排

水量に応じて決まっており，延べ日数で

はなく排水に要する運転日数に排水量

に応じ 

た単価を乗じるべきであった。 

 また，据付撤去単価はポンプ据付撤去

台数に関わらない１締切箇所当りの単

価となっており，本工事の据付撤去費用

はポンプ台数ではなく締切箇所数に同

単価を乗じるべきであった。 

 今後は，適正な設計積算を図られた

い。 

（農業施設課）

 

(2) 住宅都市局 

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 18 年度「平成 18 年度市営城浜

住宅 33 棟全面的改善工事」 

(契約金額 2億 4,692 万 9,550 円)

 本工事は内外装の全面的改善工事

であり仮囲いが必要であるが，共通仮

設費の積算において，仮囲いの諸費用

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。 

（住宅建設課）

【措置済 H22.8.10 通知】 

 設計積算における共通仮設費の積み

上げ積算については，設計書作成時に積

算の点検及び確認を行うよう，所属職員

に対し課内会議で周知徹底を図った。 

(ｲ) 施工管理において，次のような不適 【措置済 H22.8.10 通知】 
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切な事例が認められたので注意を求

めるもの 

 平成 19 年度「今津運動公園整備（そ

の１）工事」 

(契約金額 2億 2,470 万 4,200 円)

 本工事は公園内のグラウンド整備

工事であり，新築したダッグアウトは

建築基準法第 18 条第２項により計画

を，同条第 14 項により工事の完了を

建築主事に通知しなければならない

建築物であるがなされていなかった。

 今後は法令等を遵守されたい。 

（公園建設課）

 建築基準法に関する職場研修会を開

催し，同法に基づく手続きについて周知

徹底を図った。 

(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 

 平成 20 年度「西区大字金武道路予

設計委託」 

(契約金額 921 万 9,000 円)

 本委託は測量業務，設計業務，調査

業務の３業種の業務が含まれており，

８者による指名競争入札を行い原課

契約されている。しかし，福岡市契約

及び検査に係る事務分掌の特例に関

する規則では，測量業務，調査業務の

委託は契約課契約とされており，本委

託ではこれらの業務は約７割を占め

ていることから，原課契約ではなく契

約課契約とすべきであった。 

 今後は，適正な契約事務に努められ

たい。 

（公園計画課）

【措置済 H22.8.10 通知】  

 契約事務については，福岡市契約及び

検査に係る事務分掌の特例に関する規

則に基づき適正な発注を行うよう，職員

に対する研修を行い，周知徹底を図っ

た。 

(ｴ) 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 

ａ 平成 19 年度「伊都土地区画整理

業今宿通線外道路照明灯設置工事」

(契約金額 1,286 万 2,500 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

【措置済 H22.8.10 通知】 

 工事の施工管理及び契約事務につい

ては，建設工事に係る資材の再資源化等

に関する法律に基づき適正な事務処理

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，今後，請負業

者に対しても周知を行うよう努める 
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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

ければならないこととなっている

が，請負者から発注者へ交付され

ず，発注者から市長へ提出していな

かった。 

 また，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，記載し

た書面がなかった。 

 今後は，適正な施工管理及び契約

事務に努められたい。 

（伊都区画整理事務所工事課）

b 平成 19 年度「平成 19 年度公営住

宅浜松団地道路整備工事」 

(契約金額 5,590 万 2,000 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，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。

 また，同法第 13 条に基づき再資

化等に要する費用等を書面に記載

し，それを変更するときは，変更内

容を書面に記載しなければならな

いこととなっている。当初，同法に

基づく書面は取り交わされていた

が，工事内容の変更に伴い特定建設

資材廃棄物数量が変更になったに

もかかわらず，書面の記載内容につ

いて変更が生じているかどうか検

討がされていなかった。 

 今後は，適正な施工管理及び契約

事務に努められたい。 

【措置済 H22.8.10 通知】 

 工事の施工管理及び契約事務につい

ては，建設工事に係る資材の再資源化等

に関する法律に基づき適正な事務処理

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。 
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（住宅建設課）

ｃ 平成 20 年度「舞鶴公園藤棚改修

工事（その１）」 

(契約金額 3,263 万 8,200 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

ければならないこととなっている

が，請負者から発注者へ交付され

ず，発注者から市長へ提出していな

かった。 

 また，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

載し，それを変更するときは，変更

内容を書面に記載しなければなら

ないこととなっている。当初，同法

に基づく書面は取り交わされてい

たが，工事内容の変更に伴い特定建

設資材廃棄物数量が変更になった

にもかかわらず，書面の記載内容に

ついて変更が生じているかどうか

検討がされていなかった。 

 なお，同法に関しての法令遵守に

ついては前回の監査でも注意を行

っており，適正な施工管理及び契約

事務に努められたい。 

（公園管理課）

【措置済 H22.8.10 通知】 

 工事の施工管理及び契約事務につい

ては，建設工事に係る資材の再資源化等

に関する法律に基づき適正な事務処理

を行うよう，職場研修を行い，所属職員

に対し指導及び周知の徹底を図った。ま

た，今後，請負業者に対しても周知を行

うよう努める。 

(3) 城南区役所 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

 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 20 年度「東油山地内外１箇所道路

照明灯設置工事」 

(契約金額 664 万 6,500 円)

【措置済 H22.8.10 通知】 

 「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

該当する場合は，同法第１２条及び第１

１条並びに第１３条に基づき適切な措

置を行うよう所属職員に対し研修を行
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 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

ならないこととなっているが，請負者か

ら発注者へ交付されず，発注者から市長

へ提出していなかった。 

 また，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，記載した書面がなかった。

 今後は，適正な施工管理及び契約事務

に努められたい。 

（維持管理課）

い，周知徹底を図った。 

(4) 早良区役所 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

 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 19 年度「市道陽光台線法面改良工

事（その２）」 

(契約金額 5,167 万 6,800 円)

 モルタル吹付け工の設計積算について

は全体施工規模が標準未満の場合は，標

準の場合の単価を率で加算するとなって

いる。しかし，本工事では全体施工規模

が標準であるため加算する必要がないに

もかかわらず，モルタル吹付け工につい

て加算していた。その結果，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。

（地域整備課）

【措置済 H22.8.10 通知】 

 設計積算のチェックは，課内で作成し

たチェックリスト（設計・積算）を用い

て確認を行っているが従来の様式には

入力条件の確認に関する項目が不足し

ていたため，チェックリスト（設計・積

算）に「入力条件の確認」項目を追加し，

設計時及び精査時に入力条件の再確認

を行うこととした。 

 具体的には，設計者は積算システムに

よる設計完了後，入力データ一覧表の出

力を行い入力条件の再確認を行うこと，

また精査者は設計書に入力データ一覧

表を添付させて入力条件に誤りがない

か確認を行うこととし，所属職員に対し

職場研修を行い周知徹底を図りました。

(5) 西区役所 

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 19 年度「市道豊浜小戸線道路

【措置済 H22.8.10 通知】 

 設計積算にあたっては，「標準積算基

準書」や「積算運用の手引き」等の基準

に基づき適正に処理を行うよう研修を
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舗装工事」 

(契約金額 4,973 万 100 円)

 本工事の薄層カラー舗装工の設計

積算において，設計単価の施工条件入

力を誤り過大となっていた。 

 今後は，適正な設計積算を図られた

い。 

（土木第１課）

行い，周知徹底を図った。 

b 平成 20 年度「市道姪浜野方線（西１

幹）道路改良工事」 

(契約金額 5,566 万 1,550 円)

 本工事ではＬ型側溝を設置するこ

ととなっている。その設計単価には既

に歩車道境界ブロック設置の費用が

含まれているにもかかわらず，別途歩

車道境界ブロック設置の費用を二重

に計上し過大となっていた。 

 今後は，適正な設計積算を図られた

い。 

（土木第１課）

【措置済 H22.8.10 通知】 

 設計積算にあたっては，「標準積算基

準書」や「積算運用の手引き」等の基準

に基づき適正に処理を行うよう研修を

行い，周知徹底を図った。 

ｃ 平成 19 年度「県道西ノ浦今宿自転

車道線（小田）自転車道設置工事」 

(契約金額 5,746 万 2,300 円)

 本工事の設計積算において，場所

打杭工（ダウンザホールハンマー工，

Ａ工法）の掘削用クレーンとして及

びＨ型鋼打込，引抜のベースマシン

として使用するクローラクレーンの

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。 

（土木第２課）

【措置済 H22.8.10 通知】 

 工事に必要なクローラクレーンの解

体・組立運送費については，積算資料な

どを再確認し，所属職員に対し研修を行

い，周知徹底を図った。 

(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 

 平成 19 年度「市道徳永 1904 号線観

峰トンネル補修工事」 

(契約金額 3,791 万 8,650 円)

 本工事は「建設工事に係る資材の再

【措置済 H22.8.10 通知】 

 建設工事に係る資源の再資源化等に

関する法律(略称：建設リサイクル法)

に基づき届け出の必要性と趣旨を再確

認し，所属職員に対し研修を行い，周知

徹底を図った。 
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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こと

となっているが，請負者から発注者へ

交付されず，発注者から市長へ提出し

ていなかった。 

 今後は適正な施工管理に努められ

い。 

（土木第２課）

２ テーマ監査 

(1)住宅都市局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

 テーマに基づき発注課において契約が

なされた工事71件について監査を行なっ

たところ，次のような改善を要する事例

が見受けられた。 

 契約図書が適正に作成されていないも

の，担保期間の設定が適正でないものな

ど不適切な工事が 12 件見受けられた。 

 今後は，適正な事務処理に努められた

い。 

【措置済 H22.8.10 通知】 

 契約事務については，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，所属職員に対し周知徹底を図っ

た。 

 


