30 監査公表第１号（平成 30 年２月８日付 福岡市公報第 6464 号公表）分
（事務監査）
１

局別監査
(1) 教育委員会
監 査 の 結 果

措 置 の 状 況

小中学校等におけるＵＳＢメモリの適正

【措置済（令和元年８月８日通知）】

小中学校等における情報漏洩対策セ

な管理について（意見）
小中学校等におけるＵＳＢメモリの管理

キュリティ機器の優先的な利用及びＵ

については，教育委員会が策定した「機密

ＳＢメモリの適正な管理については，平

文書の保護に関するガイドライン」
（平成

成 29 年 12 月 13 日付教総第 1664 号「Ｕ

29 年４月）及び「学校における個人情報取

ＳＢメモリ等外部記録媒体の管理の徹

扱いマニュアル」
（平成 29 年４月）に基づ

底について（通知）」で全学校（園）長

き管理するよう定められている。また，情

宛に周知を図るとともに，平成 29 年度，

報漏洩対策として，各小中特別支援学校及

平成 30 年度の「校長・園長連絡会」
（全

び幼稚園に情報漏洩対策セキュリティ機器

校（園）長が出席）並びに「副校長・教

（ＵＳＢメモリ及びＵＳＢキー）を導入し

頭・副園長連絡会」（全校副校長又は教

ており，その有効活用及び適正な管理につ

頭及び副園長が出席）の場において，教

いては，平成 28 年 10 月７日付教学支第 350

育委員会総務課より指導を行い，周知徹

号学務支援課長通知で各学校等へ指導して

底を図った。

いる。しかしながら，抽出により実地監査

また，平成29年度より実施している学

した小中学校９校のうち，８校は当該セキ

務支援課による学校訪問指導において，

ュリティ機器を活用しておらず，そのうち

平成29年9月以降はＵＳＢメモリの適正

４校は管理簿を作成していなかった。さら

な管理についても点検項目に加え，点検

に，学校で購入したＵＳＢメモリの管理に

を行い，令和元年度においては共同学校

ついては，過去の定期監査で度々指導を行

事務室の事務点検で継続して点検を行

ってきたところであるが，今回の監査にお

うこととしている。さらに，平成30年６

いても依然として複数の学校で不適切な管

月に「機密文書の保護に関するガイドラ

理状況が見受けられた。

イン」（以下，「ガイドライン」という。

各学校等では機密性の高い電子情報を取

）を改訂し，情報漏洩対策セキュリティ

り扱っていることから，情報セキュリティ

機器を活用することを明記する等とと

対策の強化を図るため，導入済みの情報漏

もに，平成30年度からは複数の抽出校に

洩対策セキュリティ機器を優先的に利用す

対しＩＣＴ機器に係る情報セキュリテ

るよう指導するとともに，ＵＳＢメモリの

ィを担当する総務課職員により，ガイド

適正な管理について，より一層の周知徹底

ラインに基づくＵＳＢメモリの運用に

を図られたい。

ついて現地点検を実施し，適切な指導を
行っている。

(総務課・教育政策課)

1

全ての学校に対する，ＵＳＢメモリの
管理と情報漏洩対策セキュリティ機器
の利用状況に関する調査の結果におい
ても，機密性の高い情報資産の学校外へ
の持ち出しを行っていない，または持ち
出しを行っているが情報漏洩対策セキュ
リティ機器を活用しているとの回答が，平
成30年度調査時点で90％であったのに対
し令和元年度調査では100％となった。
（工事監査）
１

局別監査
(1) 道路下水道局
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

【措置済（平成 30 年９月 19 日通知）】

が認められたので注意を求めるもの

積算業務については,「土木工事標準積
算基準書」に基づき，適正な設計を行うよ

重建設機械分解組立輸送費の積算を適正

う平成 30 年 2 月に課内研修を実施し，周

に行うべきもの

知徹底を図った。

西部水処理センター場内排水管築造工事

工事起工時には，チェックリストの活用

［総合評価］［№29］
(契約金額２億 327 万 9,760 円)

を含め，設計及び精査時におけるチェック

本工事は西部水処理センターの下水道管

の徹底を図り，同様の事例での誤りがない
よう努めている。

の老朽化に伴う布設替え工事である。
「土木工事標準積算基準書」において，
クラムシェル（掘削機械）は重建設機械分
解組立輸送費を共通仮設費に積上げにより
積算することになっている。
しかしながら，本工事ではクラムシェル
を使用したにもかかわらず，同費用を計上
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。
（施設整備課）
(2) 消防局
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

【措置済（平成 30 年９月 19 日通知）】

例が認められたので注意を求めるもの

今回の指摘内容を課内会議等で周知す

共通費の算定を適正にすべきもの

るとともに，設計者及び精査担当者が共通

2

消防本部庁舎冷却塔段コイルユニット

費の適用を誤らないように，共通費の算定
シート及び工事発注時に使用するチェッ

取替修理［№５］

クシートを見直すなど，再発防止を図っ

(契約金額 1,015 万 2,000 円)
本修理は消防本部庁舎空調機の冷却塔

た。

の段コイルユニット（熱交換器）を取り

（管理課，財政局設備課）

替える修理である。
共通費の算定において，工事内容が修
理であることから改修工事の率により算
定すべきところを誤って新営（新設）工
事の率により算定した結果，過大な積算
になっていた。
今後は，適正な共通費の算定に努めら
れたい。
（管理課，財政局設備課関連）
(ｲ) 施工において，次のような不適切な事

【措置済（平成 30 年９月 19 日通知）】

例が認められたので注意を求めるもの

今回の指摘内容については，課内での情

建設リサイクル法を遵守すべきもの

報共有及び届出書に関する研修を行い，周

［重点事項］

知徹底を図った。
また，各種届出書等に関し各工事に応じ

南区和田４丁目地内防火水槽設置工事

たチェックリストを作成し，チェック体制

［№１］

の強化を図り，再発防止に努めている。

(契約金額 915 万 8,400 円)
本工事は防火水槽の新設工事である。
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届出書を福岡市長
に提出しなければならないこととなって
いるが，発注者から市長へ届出書を提出
していなかった。
今後は，適正な施工管理に努められた
い。
（管理課）
(3) 教育委員会
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

【措置済（平成 30 年９月 19 日通知）】
今回の指摘内容を課内会議等で周知し，

例が認められたので注意を求めるもの

3

Ａ 単価の決定を適正にすべきもの

注意喚起を行った。

南福岡特別支援学校航空機騒音防止

（施設課）

空調設備機能回復電気工事［№17］
今回の指摘内容を課内会議等で周知す

(契約金額 4,331 万 376 円)
本工事は南福岡特別支援学校の空調

るとともに，積算書における新設及び撤去

設備機能回復工事に伴う電気工事であ

単価の表示を変更し，また，工事発注時に

る。

使用するチェックシートに今回の指摘内

工事費の積算において，配管・配線

容のチェック項目を追加するなど，再発防

の撤去工事の一部について単価の決定

止を図った。

を誤った結果，過大な積算になってい

（財政局設備課）

た。
今後は，適正な単価の決定に努めら
れたい。
（施設課，財政局設備課関連）
Ｂ 排水管撤去の積算を適正にすべきも

【措置済（平成 30 年９月 19 日通知）】

の

今回の指摘内容を課内会議等で周知し，
注意喚起を行った。

香椎下原小学校便所改造衛生設備工

（施設課）

事［№22］
(契約金額 2,376 万 3,456 円)
本工事は香椎下原小学校の便所改造

今回の指摘内容を課内会議等で周知す
るとともに，積算書における新設及び撤去

に伴う衛生設備工事である。

単価の表示を変更し，また，工事発注時に

便所改造に伴う排水管撤去の積算に
おいて，撤去の単価を計上すべきとこ

使用するチェックシートに今回の指摘内

ろを誤って新設の単価を計上した結

容のチェック項目を追加するなど，再発防

果，過大な積算となっていた。

止を図った。

今後は，適正な積算に努められたい。

（財政局設備課）

（施設課，財政局設備課関連）
(ｲ) 委託において，次のような不適切な事

【措置済（平成 30 年９月 19 日通知）】
工事設計・施工管理を依頼している施設

例が認められたので注意を求めるもの
委託業務の契約を適正に行うべきもの

建設課との連携を密に行い，情報共有を徹

平尾小学校講堂兼体育館改築等工事実

底することで再発防止に努めている。
（施設課）

施設計業務委託［№12］
(契約金額 2,041 万 7,400 円)
本委託は平尾小学校講堂兼体育館改築

今回の指摘内容を課内会議等で周知す

等工事の実施設計を行う業務委託であ

るとともに，委託業務においても福岡市設

る。

計変更ガイドラインを準用してこれを遵

4

業務委託は設計図書に従いこの契約を

守し，受注者との協議を適正に行い，必要

履行しなければならないとされており，

に応じて設計変更を行うよう再発防止に

契約の目的に関連のない業務は別途に契

努めている。

約を締結すべきものである。

（財政局施設建設課）

また，契約の履行の途中において，業
務内容に変更が生じた場合は，契約書に
基づき設計変更を行わなければならな
い。
しかしながら，本業務委託においては
契約の目的に関連のない既存校舎の給食
室及び事務室の増築の設計業務を行わせ
ており，さらに，設計図書において履行
することとなっている電気室改築，体育
用具庫新築工事及び施設台帳の作成に係
る設計業務を取り止めていたが，受注者
と口頭の協議のみで設計変更を行ってい
なかった。
今後は，適正な委託業務の契約に努め
られたい。
（施設課，財政局施設建設課関連）
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