
28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28年５月26日に福岡市長から定期監査の結果

に関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28年７月21日 

福岡市監査委員  森   英 鷹  

同          国 分 徳 彦 

同        齋 田 雅 夫 

同        伯 川 志 郎 

 

１ 監査報告と措置の件数 

28監査公表第１号（平成 28年２月４日付 福岡市公報第 6276号(別冊) 公表）分 

                                   ・・・14件 

 

２ 講じた措置の内容 

  以下のとおり 

（事務監査） 

１ 局別監査 

 (1) 市民局 

監 査 の 結 果  措 置 の 状 況  

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 

委託料の支出については，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26年度｢自

転車安全利用｢押し歩き推進区間｣啓発等運

営業務｣外２件の委託料の支出において，検

査完了から支払いまで長期日数を要してい

た。 

今後，支出については，速やかに事務処理

を行うよう十分注意されたい。 

（生活安全課） 

今回の指摘内容について，課内会議にお

いて共有を図るとともに，支出事務につい

ては，支払い遅延が生じないようチェック

リストの作成や，平成 28年２月に公金支出

等の適正処理の強化に向けた課内研修を行

い，再発防止に向けて周知徹底を図った。 

 (2) 経済観光文化局 

監 査 の 結 果  措 置 の 状 況  



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 

委託料等の支出については，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，委託料等の支

出において次のような事例が見受けられた。 

今後，支出については，速やかに事務処理

を行うよう十分注意されたい。 

(ｱ)  平成26年度｢福岡市博物館警備業務委

託｣外６件の委託料及び平成27年度の印

刷消耗品費の支出において，検査完了か

ら支払いまで長期日数を要していた。 

（博物館事業管理部管理課） 

委託料，印刷消耗品費の支払遅延につい

ては，平成２７年１１月に課内会議を行い

「福岡市会計規則」その他「関係法令」等

を踏まえ，適正な事務処理を行うよう周知

徹底を行った。 

(ｲ)  平成26年度｢どんたく特選及び４・５・

６月宣伝業務｣外３件の委託料及び平成

26年度役務費の支出において，検査完了

から支払いまで長期日数を要していた。 

（経営企画課） 

委託料等の支出事務については，平成２

８年１月の課内会議において適切な事務処

理を行うよう周知徹底を図った。完了検査

日や支払日等を確認するため，チェックリ

ストを活用するなど，再発防止に努めてい

る。 

 (3) 教育委員会 

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 

委託料等の支出については，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25年度及

び同26年度の委託料等の支出において，次の

ような事例が見受けられた。 

今後，支出については，速やかに事務処理

を行うよう十分注意されたい。 

(ｱ)  平成25年度｢平成26年度福岡市立学校

教職員採用候補者の採用時健康診断業務

委託料等の支払いについては，年間支払

チェックリストを作成し，事業担当者によ

る進行管理及び課内における情報共有を徹

底した。履行完了確認後は，債権者からの

請求により速やかに支払い事務を行うとと

もに，債権者から請求書が提出されていな

い場合は，債権者に対して催促を行い，確

実な請求を促すよう周知徹底を図った。      

年間支払いチェックリストは，随時，

係長が支払確認を行うことで，支払遅延

の防止を図った。 



委託｣の委託料外５件の支出において，検

査完了から支払いまで長期日数を要して

いた。 

             （教職員課長） 

(ｲ)  平成26年度｢教育委員会教育支援部レ

イアウト変更に伴うネットワーク配線変

更等業務｣の委託料外３件の支出におい

て，履行完了確認後，支払いまでに長期

日数を要していた。 

  （教育支援課） 

委託料等の支払いについては，年間支払

チェックリストを作成し，事業担当者によ

る進行管理及び課内における情報共有を徹

底した。履行完了確認後は，債権者からの

請求により速やかに支払い事務を行うとと

もに，債権者から請求書が提出されていな

い場合は，債権者に対して催促を行い，確

実な請求を促すよう周知徹底を図った。      

年間支払いチェックリストは，随時，

係長が支払確認を行うことで，支払遅延

の防止を図った。 

(ｳ)  平成25年度及び同26年度の報償費12件

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。 

            （教育センター） 

支払いの遅延については，事務の進行管

理体制を整え，事業担当課と支払事務担当

課の連携強化を図った。 

（工事監査） 

１ 局別監査 

 (1) 経済観光文化局 

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 

(ｱ)  支払業務を適正に行うべきもの 

福岡市博物館ＶＴＲコーナーリニューア

ル委託[№10] 

（契約金額1,260万円） 

本委託は博物館のＶＴＲコーナーをリニ

ューアルする委託である。 

委託料支出において， 履行完了の確認か

ら支払いまで長期日数を要していた。 

今後は，適正な支払業務に努められたい。

（博物館事業管理部管理課） 

支払遅延については，平成２７年１１月

に課内会議を行い「福岡市会計規則」その

他「関係法令」等を踏まえ，適正な事務処

理を行うよう周知徹底を行った。 

(ｲ) 委託料の積算を適正に行うべきもの 積算業務については，適正な積算を行う



福岡競艇場施設維持管理保守業務委託

[№22] 

（契約金額１億426万3,200円） 

本委託は福岡競艇場施設の電気・空調等

の運転，保守・点検，営繕及び電話交換な

どの維持管理業務委託である。 

仕様書では電話交換業務の従事者数は開

催日は２名，非開催日は１名としていた。 

しかし，積算で従事者数と日数を誤った

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。 

（経営企画課） 

よう平成２８年３月に課内で研修を行い，

周知徹底を図った。仕様書の記載を改善す

るとともに，積算資料の確実なチェックを

行い，再発防止に努めている。 

 (2) 道路下水道局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

(ｱ) 設計において，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 

設計に伴う調査・検討を適正に行うべき

もの 

準用片江川河川改修(６号橋・護岸)工事

[№28] 

（契約金額１億8,184万9,500円） 

本工事は浸水対策を目的とした河川のボ

ックスカルバート橋及び護岸工事である。 

ボックスカルバート橋の築造は，当初，

当該箇所を車両通行止めによる工事として

いたが，地元及び関係機関との協議の結果，

片側交互通行とすることとなったため，鋼

矢板仮設工法から矩形ライナープレート及

び覆工板を設置する工法に変更するととも

に，ボックスカルバート橋の断面寸法変更

を，受注者へ指示した。 

その後，ボックスカルバート橋工事に支

障となる水道管の試掘調査を行ったとこ

ろ，水道管は当初設計時の想定より深く位

置していることが判明した。 

このため，水道管移設を行わず，ボック

設計に伴う調査・検討について，本体工

事の設計に大きく影響を与える可能性が

あるものは，支障物件の調査等，設計の

前提となる調査・検討を適時・適切に行う

よう，平成28年1月に所属にて研修を行い，

周知徹底を図った。 



スカルバート橋の断面寸法を再度見直し，

浅い位置に設置することを決定した。 

この時点で，受注者は，当初の指示に基

づき矩形ライナープレートを製作していた

ことから，一部について現場設置が行われ

ず不要なものとなった。 

今後は，設計の前提となる調査・検討は

適時，適正に行われたい。 

（河川課） 

(ｲ) 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 電動シャッターの積算を適正に行うべ

きもの 

諸岡第10雨水幹線築造工事[№１] 

（契約金額13億5,505万4,640円） 

本工事は博多区諸岡地区の浸水対策を

目的としたシールド工法による下水道管

の築造工事である。 

積算運用の手引きにおいて，実施設計単

価表に掲載のない単価で見積徴収により

価格を決定する場合，見積りは原則として

３社以上から徴収し，採用単価の決定に当

たっては，原則として見積りの最低価格と

している。 

しかしながら，仮設工の防音ハウスに計

上する電動シャッターの採用単価決定に

おいて，見積り価格に必要のない査定率を

乗じて算出した結果，過小な積算となって

いた。 

さらに，電動シャッターのスクラップ費

を控除しなかった結果，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。 

（東部下水道課） 

積算業務について，「土木工事設計標準

歩掛」に基づき，適正な処理を行うよう，

平成 28年 1月に所属にて研修を行い，周知

徹底を図った。 

Ｂ 交通誘導員の積算を適正に行うべきも 

 の 

積算業務について，「土木工事設計標準

歩掛」に基づき，適正な処理を行うよう，



天神幹線築造工事[№11] 

（契約金額２億8,717万1,850円） 

本工事は地震対策を目的とした中央区

天神地区の既設下水道渠の更生工事であ

る。 

本工事において，交通管理者(警察)の道

路使用許可条件から，時間的制約を受ける

労務費の補正が必要であったにもかかわ

らず，交通誘導員の労務費について補正を

行わなかった結果，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。 

（中部下水道課） 

平成 28年 1月に所属にて研修を行い，周知

徹底を図った。 

Ｃ 橋台躯体工の積算を適正に行うべきも 

 の 

都市基盤周船寺川河川改修(牛町橋下部

工・護岸工)工事[№29] 

（契約金額7,899万8,850円） 

本工事は河川断面拡幅に伴う橋梁下部

工・護岸工改良工事である。 

橋台躯体工の積算において，鉄筋工を計

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。 

（河川課） 

積算業務について，「土木工事設計標準

歩掛」に基づき，適正な処理を行うよう，

平成 28年 1月に所属にて研修を行い，周知

徹底を図った。 

(ｳ) 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 

施工管理を適正に行うべきもの 

準用片江川河川改修(６号橋・護岸)工事

[№28] 

（契約金額1億8,184万9,500円） 

本工事は浸水対策を目的とした河川のボ

ックスカルバート橋及び護岸工事である。 

「労働安全衛生規則」では，高さが２メー

トル以上の箇所で作業を行う場合は，墜落

による労働者の危険を防止するため，囲い，

施工管理について，「労働安全衛生規則」

に基づき，適正な安全対策を行うよう，平

成 28 年 1 月に所属にて研修を行うととも

に，受注者への指導徹底を図った。 



手すり，覆い等を設けなければならないこ

とになっている。 

しかしながら，ボックスカルバート橋の

施工において，高さが２メートル以上の箇

所で作業を行ったにもかかわらず，必要な

安全対策がなされないまま施工を行ってい

た。 

工事中の安全管理について，受注者への

指導を徹底されたい。 

（河川課） 

(ｴ) 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 

契約変更を適正に行うべきもの 

第１遮集幹線築造緊急工事[№15] 

（契約金額4,796万2,800円） 

本工事は中央区長浜地区の既設下水道管

が硫化水素により腐食しているため道路陥

没防止を目的とした管更生工事である。 

現場に着手し事前調査を行ったところ，硫

化水素の影響で管内が腐食し，管更生断面等

に変更が生じたことから，設計変更を行った

ものであるが，その契約変更時に管内土砂等

の運搬距離を当初設計で誤っていたとして

土砂等運搬費用の減額変更を行っていた。 

請負代金の変更は，契約書において，契約

図書の内容変更などが対象になると定めら

れているが，契約図書に明記されていないも

のについては，受注者と協議し定めることと

されている。 

しかしながら，土砂等運搬費用の減額変更

について受注者との協議を行わないまま変

更を行っており，適正な契約変更となってい

なかった。 

今後は，適正な契約変更に努められたい。 

（中部下水道課） 

契約変更については，工事請負契約書に

基づいた適正な事務手続きを行うように所

属にて研修を実施し，周知徹底を図った。 

 


