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18監査公表第 14号 

 地方自治法第 199条第１項及び第４項並びに第２項の規定により監査を実施した

ので，同条第９項の規定によりその結果を公表する。 

  平成 18年９月７日 

 

                   福岡市監査委員  高 田  保  男 

                   同                竹 本 忠 弘 

                   同                福 田   健 

 

                        監査の結果に関する報告について 

 

 地方自治法第 199条第 1項及び第 4項並びに第 2項の規定により監査を実施したので，

同条第 9項の規定によりその結果に関する報告を提出する。 

 

１ 監査の種類 定期監査及び行政監査 

２ 監査の対象，区分，範囲及び実施期間 

 (１)  監査の対象局，区分，対象期間及び実施期間 

  ア 総務企画局 

       (事務監査)対象期間  平成 17年６月から同 18年５月まで 

              実施期間  平成 18年５月 10日から同年５月 23日まで 

  イ 財政局      

       (事務監査)対象期間  平成 17年５月から同 18年５月まで 

              実施期間  平成 18年５月 11日から同年５月 22日まで 

   ウ 環境局 

       (事務監査)対象期間  平成 17年５月から同 18年５月まで 

              実施期間  平成 18年５月 11日から同年５月 26日まで 

  エ 土木局 

       (事務監査)対象期間  平成 17年５月から同 18年５月まで 

              実施期間  平成 18年５月 10日から同年５月 26日まで 

   オ  建築局 

       (事務監査)対象期間  平成 17年５月から同 18年５月まで 

              実施期間  平成 18年５月 10日から同年５月 23日まで 

       (工事監査)対象期間 平成 16年 4月から同 18年 3月まで 

           実施期間 平成 18年 5月 1日から同年 6月 15日まで 

    カ  港湾局 

       (事務監査)対象期間  平成 17年５月から同 18年５月まで       

              実施期間  平成 18年５月 10日から同年５月 26日まで 

      (工事監査)対象期間 平成 16年 4月から同 18年 3月まで 

           実施期間 平成 18年 5月 1日から同年 6月 15日まで 

   キ  監査事務局 

       (事務監査)対象期間  平成 17年９月から同 18年５月まで       

              実施期間  平成 18年５月 12日 

(２)  監査の対象事務 

    事務監査は各局所掌の財務に関する事務及び事務の執行を，工事監査は各局所掌の

工事等を対象とした。 

３ 監査の方法 

  監査は，前記の対象事務が，適正かつ効率的に行われているかを主眼として，事務監

査は抽出した諸帳簿等関係書類を，工事監査は別表１及び別表２の工事等に係る関係書
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類を検査するとともに，関係職員から説明を聴取し，必要に応じ現地調査を行った。 

４ 監査の結果 

    監査の結果は，おおむね良好と認められたが，下記のとおり一部の局において注意，

改善を要する事項等が見受けられた。 

 （事務監査） 

   (１) 総務企画局 

   ア 委託契約事務に係る設計積算等について注意を求めるもの  

     委託業務の設計積算を行う場合は，委託内容に応じた設計単価，積算基準によ

り設計金額を積算し契約手続きを行う必要があるとともに，業務が完了したとき

は，契約関係書類に基づく完了検査を行い履行の確認を行わなければならない。

しかしながら，平成 17年度｢日本語ラインプリンタ装置の保守業務委託｣において，

次のような事例が見受けられたため，契約事務に当たっては，契約事務規則に則

り，完了検査による履行の確認を的確に行うよう周知徹底するとともに，内部チ

ェック機能の強化を図られたい。                            

 (ｱ) 設計書では毎月１回点検調整を行うこととしているが，低速日本語ラインプ

リンタ装置については３ヶ月に１回の点検調整しか行っておらず，設計や仕様

書の内容が実態に即したものとなっていなかった。 

 (ｲ) 毎月完了検査を行っているが，履行の確認を十分に行わないまま，履行が完

了したものと認め委託料の支払いを行っていた。 

                               （情報化推進課長） 

イ 賃貸借代金等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 

     賃貸借代金等の支出に当たっては，履行確認完了後，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 17年度「電子複写機

賃貸借契約」外５件の支出において，履行確認完了後，支払までに長期日数を要

しているものが多数見受けられた。 

     賃貸借代金等の支出に当たっては，速やかに事務処理等を行うよう十分注意さ

れたい。                            

（東京事務所） 

   (２)  財政局 

委託料等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 

委託料等の支出に当たっては，履行確認完了後，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17年度の委託料，食糧

費及び役務費の支出において，履行確認完了後，支払までに長期日数を要してい

るものが見受けられた。 

今後，支出に当たっては，速やかに事務処理等を行うよう十分注意されたい。 

（財政調整課，指導課） 

   (３)  環境局 

     特に指摘する事項はなかった。       

   (４)  土木局 

         特に指摘する事項はなかった。 

  (５) 建築局 

ア 委託契約の履行確認について適正な事務処理を求めるもの 

委託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
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いることを確認のうえ，委託料を支出しなければならない。しかしながら，平成

17年度の委託契約事務において，委託業務が完了していなかったにもかかわらず，

履行確認を適切に行わないまま業務完了と認め，委託料を支出している事例が見

受けられた。 

委託契約の完了検査に当たっては，履行確認を適切に行うよう周知徹底すると

ともに，内部チェック機能の強化を図られたい。 

 (ｱ)  ｢住宅政策検討調査委託｣で納品された成果品において，誤記や記載内容の修

正箇所等が多数見受けられ，成果品としては不十分なものであったにもかかわ

らず，これを業務完了と認め委託料を支出していた。 

 (ｲ)  ｢｢共同住宅住まい方ガイドブック｣作成業務委託｣において，成果品が納品さ

 れていなかったにもかかわらず，業務完了と認め委託料を支出していた。 

                                                    （住宅政策課） 

 

イ 住宅用地等の継続使用許可及び当該使用料の徴収事務について注意を求めるも

の 

公有財産の使用許可期間を更新するときは，福岡市公有財産規則等に則り，許

可期間満了の日 30日前までに継続許可申請を受け付け，許可するとともに，当該

使用料を定める期日までに納付させなければならない。しかしながら，平成 17

年度及び同 18年度の住宅用地等の継続使用許可及び当該使用料の徴収事務にお

いて，許可期間が平成 16年度末で満了しているにもかかわらず，継続使用許可手

続きが完了していないものや使用料の請求手続きの遅延により，収納が遅れてい

るものが見受けられた。    

住宅用地等の継続使用許可及び当該使用料の徴収に当たっては，適正な事務処

理を行うよう十分注意されたい。 

 (ｱ) 平成 17年度において，継続使用許可手続が完了していないものがあった。

また，使用料の請求手続きの遅延により，収納が遅れているものが見受けられ

た。 

 (ｲ) 平成 18年度の使用料の請求を，実査日現在行っていないものがあった。 

       （管理課） 

   (６)  港湾局 

   委託契約の事務処理について注意を求めるもの 

港湾局においては，原課契約扱いとなっている委託契約の事務処理について，

不祥事防止や事務処理のチェック機能確保の観点から，業者選定及び見積合わせ

を，業務執行課以外の部内の他の課において執行する旨を局独自のルールとして

定め，総務課から各部庶務担当課に通知している。また，同通知により「委託・

工事契約執行体制報告書」及び変更の場合の「委託・工事契約執行体制変更報告

書(以下「変更報告書」という。)」の提出を求めている。しかしながら，平成17

年度委託契約事務や変更報告書の提出について，本市契約事務規則には適合して

いるものの，局独自ルールに従って事務処理されていない次のような事例が見受

けられたため，適切に事務処理されたい。 

ア 委託契約事務等について次のような事例が見受けられた。 

今後，委託契約の事務処理に当たっては，局独自ルールの周知徹底が図られな

かった要因やチェック体制のあり方を含み，適切な事務処理となるよう検討され

るとともに各課を指導されたい。  

 (ｱ) 業者選定及び見積合わせを業務執行課で実施している課があった。 

 (ｲ) 平成17年度及び同18年度に組織変更があった部すべてに対して，変更報告書

を提出させていなかった。 
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（総務課） 

イ 「博多港振興セミナー／天津運営業務委託」外２委託契約の業者選定及び見積

合わせを業務執行課で実施していた。 

                          （振興課） 

(７) 監査事務局 

         特に指摘する事項はなかった。 

 

 （工事監査） 

   (１) 建築局 

      設計積算について注意を求めるもの 

ア 平成１７年度「平成１７年度公営住宅米田第１団地解体工事」 

（契約金額 2,614万 5,000円） 

建築局制定の積算の手引きによれば，見積書の徴集は原則として３社以上とす

るとあるが，本工事のうち家屋解体費，産業廃棄物運搬費 ，同処分費等の見積徴

集については１社見積りにより行われ，価額の決定がなされていた。 

      今後は，積算の手引きを遵守し，適正な設計積算を図られたい。 

 

また，次の工事においても同様な事例が認められた。 

イ 平成１７年度「平成１７年度公営住宅屋形原団地Ｂ工区家屋除却工事」 

（建替整備課） 

    ウ 平成１５年度「平成１５年度公営住宅田村四丁目団地管工事」 

（契約金額 3,707万 5,500円） 

当初設計では，当団地の水道の給水は，隣接する田村住宅の給水塔より給水す

ることとしていた。 

工事途中に，水道局本管よりの給水引き込みに計画変更され，直結給水増圧ポ

ンプ方式に設計変更もされた。 

設計変更時には，すでに当初給水方式による給水配管の一部が施工されていた

が，この配管が不用となり撤去並びにスクラップ処分されていた。 

今後は，十分な計画性をもった設計発注に努められたい。 

（住宅建設課） 

エ 平成１６年度「平成１６年度公営住宅浜松団地新築工事」 

（契約金額 12億 3,900万円） 

本工事の特殊基礎工事の積算に使用する見積書において，各社の見積書内の項

目が不統一であった。そのため本工事の積算にあたっては,適切な見積の比較がさ

れているとはいえない。 

今後は，見積項目を明確にして見積りを徴集し，適正な設計積算を図られたい。 

（住宅建設課） 

オ 平成１６年度「平成１６年度市営拾六町住宅１０・１１棟エレベーター工事」 

（契約金額 2,824万 5,000円） 

本工事は優良住宅部品として認定を受けた階段室型共同住宅用エレベーター

（昇降路建物一体）を設置するということで，エレベーター機械設備と昇降路建

物，基礎工事等を一括してエレベーター製造メーカーに発注されている。 

基礎部等の設計積算において，発注課より製造メーカーへの見積り依頼書，製

造メーカーより提出された見積書のいずれにおいても基礎部等の仕様が不明確で

あったにもかかわらずそのまま設計積算が行われていた。 

基礎工事（土工事を含む。），杭地業工事は，現場条件等を踏まえ基礎の形状，

杭の材質，杭長等の仕様が決定され，安全強度等を確認し設計積算されるもので

ある。 
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設計と工事内容との整合並びに発注者の明確な設計意図の伝達が図られてい

なかった。 

今後は，適正な設計積算が行われるよう発注方法を含め検討されたい。   

（住宅建設課） 

  (２) 港湾局 

ア 施工管理について注意を求めるもの 

平成１７年度「中央ふ頭地区－７.５ｍ岸壁外災害復旧工事」 

（契約金額 1億 9,712万 7,000円） 

「福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」及び「同施行規則」では，

産業廃棄物の発生見込量が５００ｍ３以上の事業者は「産業廃棄物の処理計画」

を市長に提出することとなっている。 

本工事において，産業廃棄物の発生見込量は５００ｍ３以上であったが提出さ

れていなかった。 

このことに関し，「工事現場における施工体制の点検要領」に基づき，工事監

督業務として官公庁への届出等，施工体制の点検が義務づけられているが，その

点検が不十分であった。 

今後は法令が遵守されるよう，適正な監督業務の執行を図られたい。 

（課長（災害復旧担当）） 

イ 設計積算及び契約事務について注意を求めるもの 

平成１６年度「香椎浜地区護岸築造工事（その２）」 

（契約金額 1億 2,750万 6,750円） 

本工事において，工事内容に変更が生じたことにより設計変更を行っているが，

その変更の中で，発注時の設計書において自然平石張工自然石の単価を誤って積

算していたということを理由に，設計変更に関わりのない同単価を修正変更して

積算を行い，請負代金額の変更がされていた。請負代金額の変更は契約図書の内

容変更などが対象になると契約書に定められており，契約書に定めのない部分の

変更をおこなったことは，適切な契約変更ではなかった。 

今後は，適正な設計積算を図るとともに，適正な契約事務に努められたい。 

（工務課） 
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別表１ 

建築局 抽出工事一覧表 
 

 
    工    事    名 

 
     契 約 金 額 

 
     工   期 

平成１６年度公営住宅月隈団地（Ｃ 
 
ブロック）歩道設置工事 

当初    30,964,500 円 
          
変更    32,524,800 円 

平成17年 1月19日から 
 
平成17年 6月30日まで 

平成１５年度公営住宅屋形原団地２ 
 
地区新築工事 

 
        443,100,000 円 

平成15年11月29日から 
 
平成17年 5月21日まで 

平成１６年度公営住宅月隈団地実施 
 
設計業務委託 

 
         12,054,000 円 

平成16年 8月13日から 
 
平成16年11月15日まで 

平成１６年度市営中浜町住宅２８棟 
 
全面的改善電気工事 

 
         19,456,500 円 

平成16年12月 7日から 
 
平成17年 7月26日まで 

平成１６年度公営住宅田隈第２団地 
 
液化石油ガス設備工事委託 

 
            3,297,000 円 

平成17年 3月15日から 
 
平成18年 3月15日まで 

 
   外 １４件省略 

   
   
 
別表２ 

港湾局 抽出工事一覧表 
 

 
    工    事    名 

 
     契 約 金 額 

 
     工   期 

博多ふ頭地区東（－７.５ｍ）岸壁改 
 
良工事（その１） 

当初   117,600,000 円 
         
変更   115,589,250 円 

平成17年 9月13日から 
 
平成18年 3月15日まで 

須崎ふ頭東－７.５ｍ泊地外４箇所維 
 
持浚渫工事 

当初      200,655,000 円 
 
変更      202,860,000 円 

平成17年11月15日から 
 
平成18年 3月15日まで 

アイランドシティ地区岸壁(－７.５ 
 
ｍ)及び物揚場(－４ｍ)外２築造工事 

当初      119,175,000 円 
 
変更      123,147,150 円 

平成17年 5月17日から 
 
平成17年 8月24日まで 

アイランドシティ内貿ターミナル上 
 
屋外新築工事 

 
        332,640,000 円 

平成17年 3月23日から 
 
平成18年 3月27日まで 

 
きんいん１機関修理 

当初      14,280,000 円 
           
変更      16,333,800 円 

平成17年12月28日から 
 
平成18年 2月 6日まで 

 
   外 １９件省略 

 
 

        


