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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 措 置 の 状 況 

指 

摘 

１ 

 

 

1.1.3 学校の臨時職員の任用について 

 小中学校の臨時職員については市長部

局と異なり，公募による募集が行われて

いない。雇用機会の均等を図る公平性の

観点からも，募集は公募によるべきであ

る。 

【措置済（H21.8.3通知）】 

小中学校の臨時的任用職員（事務補助）

については，平成２０年度１０月採用分よ

り公募による採用を実施している。 

 

意

見

１ 

1.1.4  人件費に関する市と県の事務処 

理分担について 

小中学校の教員の人事情報や給与情報

について，市と県がそれぞれシステム入

力を行っており，事務が重複している。

事務効率化の観点から，電算データ受け

渡しの様式を定めるか市と県の職員人事

データの共有化を図り効率的な運用を目

指すべきである。 

【その他】 

本市が人事給与システムへ入力した新

規採用，異動等の人事給与情報は，磁気媒

体により県へ提供・共有化している。 

また県が入力した昇給等の給与情報に

ついては，県から磁気媒体により受取り，

市の人事給与システムに利用している。 

 

意 

見 

２ 

1.3.3 追加工事の契約方法について 

  設計当初は存在しなかった事象が発生 

したために急遽追加が必要となった工事 

で，同一業者へ追加工事を発注せざるを 

得ない場合には，受注機会の公平性を考 

慮する必要はない。この場合，設計変更 

で対応し，支払事務を一本化することで 

効率性を追求することが望ましい。単独 

で随意契約を行うと落札率が高くなる傾 

向があるため設計変更で対応し，競争入 

札での落札率を適用したほうが，契約金 

額を低くすることができると考える。 

【措置済（H20.2.12通知）】 

今後，このような施工中に急遽追加が必

要となる工事契約については，効率性が図

れる契約手続きとするよう，所属職員に周

知徹底を図った。 
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指 

摘 

２ 

1.4.3 リース契約の予定価格設定方法に 

ついて 

パソコン機器リース契約について検討

したところ，以下の事実が発見された。 

「資金の借入による物品購入と分割返

済」というリース契約の性質からすれば，

リース契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。 

【措置済（H22.6.7通知）】 

 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

して実施している。 

 また，予定価格による契約方法（業者選

択方法）の判断は，福岡市長期継続契約要

綱運用指針が定められたため，これに従い

実施している。 

 

 

 

意 

見 

３ 

1.4.4  

１）ﾘｰｽ契約業者登録の見直しについて 

パソコン機器リースの契約先業者

は，市教育委員会が要求する保守サー

ビスを提供できる８社に限定されてい

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。 

【措置済（H22.6.7通知）】 

 財政局の指名業者名簿を活用し，現在は

新たな業者を加え１０社の指名にて実施

している。 

 今後も，一般競争入札の実施等により新

たな対応可能業者の参入を促進していく

こととしている。 
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意 

見 

４ 

1.4.4  

２）パソコン機器リースに関する保守サ 

ービス等の見直しについて 

入札業者が実質的に３社に限定され 

る要因として，保守サービス等の要求

水準が高すぎることも要因の１つとし

てあるのではないかと考える。機種選

定委員会の整備方針が決定された平成

８年度当時と比べると，環境も大きく

変わっており，必要とされる保守サー

ビス等の内容を見直すことで，業者の

入札参加を促すとともに契約金額の引

き下げを検討することが必要である。 

【措置済（H20.2.12通知）】 

業者の入札参加を促し，契約金額の引き

下げを図るため，今後，保守サービス等の

内容の見直しについて検討していくこと

とした。 

意 

見 

５ 

1.4.4  

３）学校施設整備と博多高等学園の将来 

について 

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。   

【措置済（H22.6.7 通知）】 

 博多高等学園については，市有地であ

る大浜小跡地（博多区下呉服町）へ平成

25 年 4 月開校を目途に移転改築すること

を決定した。 
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意 

見 

６ 

1.7.3 

１）「私立学校補助金」について 

福岡市私立小中学校補助金交付要綱

及び福岡市私立高等学校補助金交付要

綱によれば，補助対象経費として「直

接教育の用に供する設備の整備及び備

品の購入に要する経費並びに教職員の

研修事業に要する経費」とある。 

補助対象となった個別の物品購入物

を見てみると，書写授業用として美術

品としての性格が強い観賞用の書画

等，教育上必要不可欠なものか否かの

判断が困難な物品もある。公益上の観

点からも補助金対象物品については慎

重に教育の範囲内か否を判断する必要

がある。 

【措置済（H20.2.12通知）】 

助成の対象とする物品については，各学

校が学校教育を行ううえで児童生徒に必

要と判断するものとしている。今後，補助

すべき物品かどうかの判断が書類審査の

みで困難な場合は，保管場所や使途など実

態調査を行ったうえで判断することとし

た。 

指 

摘 

３ 

1.8.3  

１）就学援助に係る修学旅行費負担金の 

計算誤りについて（下山門小学校） 

修学旅行費に関する記録と領収書を

照合したところ，就学援助に係る市負

担金の計算に際して，一人当たりの精

算額の算定時に円未満端数の処理が異

なったため，修学旅行費用の精算額と

就学援助金額に一人当たり 5 円のずれ

が生じていた。その結果，就学援助金

額が実際負担額よりも 75 円多く支払

われていた。 

【措置済（H20.2.12通知）】 

修学旅行費に関する就学援助費の，一人

あたり５円の過払い分については戻入処

理を行った（平成19年7月26日）。 

今後，端数処理について，修学旅行費の

精算額と就学援助費に差異が生じないよ

う，適正に行う。 

指 

摘 

４ 

1.9.3 

 １）処分済みの備品の決裁漏れについて 

（大名小学校） 

保健室の長いす，タイマー，ミシン

及び地球儀の 4 件については，台帳に

記載があるものの，現物の確認ができ

なかった。当該物品は処分済みである

【措置済（H20.2.12通知）】 

平成18年度夏季休業中に備品点検を行

い，廃棄を行う物品を確定した。廃棄の一

時保管場所がなく，校庭に置いておくのも

安全面において不適切と考え，定例の不燃

物収集日にあわせて処分物品を廃棄処分

した。 監査指摘後，平成18年9月26日に，
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が物品処理書が作成されていなかった

ため，台帳に記載されたままになって

いたものである。本来，処分時には物

品処理書によって，処分の決裁を受け

る必要があるが，当該物品については，

所定の手続きを経ずに備品現物の処分

が行われていた。 

物品処理書を作成，提出し，廃棄事務を行

った。今後，物品の処分は，物品処理書に

よって処分の決裁を受けた後に行うこと

にした。 

 

指 

摘 

５ 

２）備品の単価登録誤りについて（下山 

門小学校） 

ミシン 1台の登録単価が 70万円とな

っており，登録時の入力誤りと思われ，

台帳の修正を行う必要がある。 

【措置済（H20.2.12通知）】 

指摘のあったミシンについては正しく

単価登録をやり直し，あわせて台帳の修正

も行った。（平成19年2月） 

意 

見 

７ 

1.9.4 

 １）備品の現物調査について 

物品管理者である教員や用務員等

は，現物の適切な維持管理を行うほ

か，事務職員との連携を図りながら備

品台帳の管理を行う必要がある。備品

の現物検査を行うことで，その存在場

所や状態が明らかとなり，存在しない

ものや，陳腐化・不適応化しているも

のについては，廃棄等の要否が明確に

なる。このような現物検査の効果に着

目し，方針を明確に示した上で，現物

検査を実施する必要があると考えら

れる。 

【措置済（H20.2.12 通知）】 

「備品出納簿の現有備品確認について」

の確認文書を年２回通知し，これに基づき

各学校において，所有する全ての備品の調

査を行い，適正に台帳整備を行うよう徹底

していくこととした。 

意 

見 

８ 

２）リース備品の現物調査について 

学校には，パソコンやプリンタなど

のリース契約備品があるが，これらの

リース備品についても所有備品と同

じように現物調査を行う必要がある。

特にパソコンやプリンタについては，

本庁にて一括リース契約を行ってお

り，学校にはリストが配布されていな

い状況である。リース契約備品は，換

【措置済（H20.2.12通知）】 

学校のリース備品については，リース契

約時に整備機器一覧表を配付しているが，

今後は毎年リース整備機器一覧表等を各

学校に送付し，これに基づいて管理するよ

う徹底していくこととした。 
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金可能性の高いものが多いため，所有

備品と同様の管理を行う必要がある。 

意 

見 

９ 

 ３）備品・設備の有効活用について 

文部科学省が行う学習指導要領の改 

訂によって使用されなくなった備品が

多く眠っている。また，授業内容が多

様化すると購入する備品も多くなる一

方，少子化の影響で学級数が減少して

おり，備品の使用頻度は以前よりも少

なくなっている。こうした現状を踏ま

えると，使用頻度が少ない備品につい

ては近隣の学校と共同で利用するとい

う発想が必要であろう。複数の学校で

備品を共有化することは検討の余地が

ある。 

先生の個性が発揮され魅力的な授業

が行われる選択授業に際して，属人的

な備品を購入してしまうことがある。

属人的な備品の購入については，事前

に必要性を十分検討することも必要で

あるが，結果として属人的な備品であ

ることが判明した場合には，その後の

備品の有効活用を図るために，先生の

赴任校に保管転換することが望まし

い。 

【措置済（H20.2.12通知）】 

「焼窯」については指導上必要なもの 

として全小学校に以前設置されたもので

ある。現在授業では使用していない備品 

であるため，地域との共同活用等，今後の

活用方法について，全体的な問題として十

分協議し，有効活用していくこととした。

(警固小学校) 

理科の「望遠鏡，ニコンスコープデジタ

ルシステム」について異動した職員が異動

先で活用できるか確認を取った結果，当該

職員から使用したい旨の連絡を受けたた

め，両中学校の校長決裁後，平成18年10月

10日に現物を異動先へ保管転換した。 

(舞鶴中学校) 

 

指 

摘 

６ 

1.10.3 

１）学校徴収金に関する現金出納簿と予 

算決算報告書の作成漏れ（堅粕小学校，

警固小学校，下山門小学校） 

現金出納簿の作成及び予算決算の

報告は学校徴収金要綱で定められた

事項であり，委託された現金管理の適

正化の観点からも各校とも適切な記

録と報告を行う必要がある。 

【措置済（H20.2.12通知）】 

学校徴収金要綱に基づき,徴収計画を作

成し,保護者へ通知した。 

また,現金出納簿を作成し,年度末には

決算報告を作成し,通知することとした。 
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指 

摘 

７ 

1.10.3 

２）（独）日本スポーツ振興センター共 

済給付金の支払い漏れ（大名小学校） 

大名小学校において，平成 17 年度に 

発生した負傷に関して，センターから

の給付金が平成 18 年度に支払いを受

け，学校の管理口座に振り込まれてい

たが，負傷した児童本人への支払が行

われていなかった。これは，共済掛け

金や給付金を管理している養護教諭が

平成 18 年度に異動になり，転任者への

引継ぎが不十分であったために，児童

への支払を失念していたものである。

現金出納簿を作成していれば，センタ

ーからの入金理由を確認していたと思

われ，このような支払い漏れは生じな

いと考えられる。センター共済掛け金

及び給付金についても，原則通り現金

出納簿を作成する必要がある。 

【措置済（H20.2.12通知）】 

監査指摘後，直ちに負傷した児童の保護

者へ支払いを行った。   

今後，文書類の保管・管理を徹底させる

事はもちろん，現金出納簿を作成し，掛金

・給付金の管理を行っていく。また，人事

異動による引継を十分に行っていく。 

意 

見 

10 

1.10.4 

 １）学校徴収金の現金保管について 

現金盗難のリスク回避や不正防止

の観点から集金後の現金管理は事務

室で行い，現金は金庫や金融機関に預

け入れることが望ましい。多額の現金

を学校内で保管することは安全管理

上望ましくないため，学校徴収金の管

理方法を検討する必要がある。 

ただし，公金以外の現金を事務職員

が管理するためには，事務処理に関す

るルールの策定が必要であるととも

に，人員配置の面でも考慮する必要が

ある。 

【措置済（H23.6.24通知）】 

 学校における現金の保管方法について

は，学校に対し，必ず金庫や施錠できる保

管庫に保管し，できるだけ早く支払を済ま

せるか銀行預金するように通知しており，

今後もこの取扱いについて文書や研修等

で周知・徹底していく。 

 なお，平成２１年９月から，小・中・特

別支援学校を対象に，学校徴収金の手集め

による現金徴収を口座振替とする「学校徴

収金管理システム」を稼働しており，平成

２２年度末現在，全２２２校のうち２０８

校が導入している。 

意 

見 

1.11.3 

１）委託契約の選定手続について（教育 

【その他】 

教育センターにおける施設の清掃業務
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11 センター） 

教育センターの委託契約に係る指名 

競争入札について，落札率が 95％以上

となっており，直近５年間は継続して

同一業者が落札している。最低制限価

格を公表しているにもかかわらず，継

続して落札率が 95％以上という状況

は競争原理が働いているとは言い難

く，規則及び手続の見直しが必要であ

る。 

また，入札は指名競争入札ではな

く，一般競争入札を原則とすべきであ

る。 

及び警備業務に係る委託契約については， 

本市契約事務規則等に則り，適正に行って

いるところであるが，今後はさらに競争の

原理が働くよう，規則の運用について検討

する。 

意 

見 

12 

２）備品・設備の整備について 

教育センターには，通常の研修室の

ほかに，さまざまな研修施設等があ

り，学校にある備品が一通り揃ってい

る。各教科の研修を行う際には，この

ような施設が必要になるだろうが，教

員の研修は夏休み期間中に多く行わ

れていることから，学校施設を利用し

ての研修実施も十分可能と考える。特

にパソコン研修については，研修室に

あるパソコン機器のリース料が年間

10,000 千円以上も発生しており，学校

のパソコン教室を利用して実施する

ことで重複投資を避けることが出来

るため，近隣学校でのパソコン研修実

施を検討することが望ましい。 

【措置済（H21.8.3通知）】 

パソコン研修については，実施方法を見

直し，近隣学校や設備の整っている高校等

において実施することとした。 

意 

見 

13 

1.12.3 委託契約の選定手続について 

１）委託契約の選定手続について（発達

教育センター） 

上記委託契約に係る指名競争入札

について，落札率が 95％以上となって

おり，直近５年間は継続して同一業者

【その他】 

警備及び清掃委託に係る契約事務等に

ついては，本市契約事務規則等に則り，適

正に行っているところであるが，今後はさ

らに競争の原理が働くよう，規則の運用に

ついて検討する。 
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が落札している。最低制限価格を公表

しているにもかかわらず，継続して落

札率が 95％以上という状況は競争原

理が働いているとは言い難く，規則及

び手続の見直しが必要である。 

また，入札は指名競争入札ではな

く，一般競争入札を原則とすべきであ

る。 

意 

見 

14 

1.13.3  

１）「ほっと広場」の稼動状況について 

「ほっと広場」は，①緊急児童生徒 

支援，②児童生徒指導のための個別支

援プログラム，③不登校児童生徒のあ

そびの交流及び保護者同士の交流等

の目的で作られた。しかし，①及び②

の目的での宿泊を含んだ利用実績は

きわめて低い水準となっており，同じ

建物内の児童相談所（こども未来局所

管）からの預かり要請に応じて預かっ

ているケースや，研修や交流のための

宿泊等が大部分を占める。 

このように，広場の宿泊を伴う利用

が低い水準にとどまっている状況か

らは，当初の宿泊施設の整備計画に問

題があったと判断せざるを得ない。 

一方，児童相談所での一時保護児童

数が多く，教育相談課のほっと広場で

も受け入れている現状からは，ほっと

広場のスペースをこども未来局に移

管し，児童相談所の拡張を図るという

ことも考えられる。福岡市全体の政策

に照らして，有効な利用方法の検討が

望まれる。 

【措置済（H21.8.3 通知）】 

平成２０年４月１日から「ほっと広場」

をこども未来局へ移管した。 
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 ２ 学校給食関係 

 監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

指 

摘 

１ 

2.3.3 

１）公社請求漏れにより生じた未納給食 

費の不納欠損処分について（学校給食 

公社） 

学校給食公社の事務処理ミスで発生

した保護者への過小請求に係る損失を

各学校が負担している事例があった。

公社の事務処理ミスに起因しており，

保護者への再請求を行わないのであれ

ば，公社負担による処理を行うことが

必要であったと考える。また，このよ

うな誤請求を防止するために有効なチ 

ェック体制を構築する必要がある。 

さらに，請求しないことを決定して 

いるにもかかわらず，事務処理が 10

数年間放置されていた。 

【措置済（H20.2.12通知）】 

学校給食公社から保護者への請求漏れ

により生じた給食費の未納については，学

校給食公社に対し，公社一般会計から当該

学校長の給食費会計へ補填措置を行うよ

う指導し，平成19年3月に補填措置が行わ

れた。 

なお，学校給食公社においては再発防止

のため各学校の年間給食実施回数の確認

及び電算入力後のチェックリストとの照

合を一元化し，適正な給食会計の事務処理

に努めている。 

指 

摘 

２ 

2.3.3  

２）各学校における決算報告について 

給食費の収支状況に関する決算報告

が保護者に対して行われていない学校

が多いが，「福岡市立学校徴収金等取扱

要綱」第３条及び第５条によれば，毎

年度給食費の収支状況に関する決算報

告を保護者に対して行う必要があり，

保護者への報告体制を整備する必要が

ある。 

【措置済（H20.2.12通知）】 

「福岡市立学校徴収金等取扱要綱」に基

づく学校徴収金の決算報告については，適

正に事務処理を行うよう学校へ通知を行

い，周知徹底を図った。 

また，併せて「給食事務の手引き」の改

正を行い，保護者へ決算報告をするよう明

示した。 

意 

見 

１ 

2.3.4 

 １）各学校における余剰金と保護者への 

報告について 

多くの学校では未納金があり，給食 

費の年度精算において給食実施単価が

徴収時の予定単価を下回るために生じ

る余剰金で未納分が補充され，公社へ

【措置済（H21.8.3 通知）】 

学校給食の運営に要する経費は，学校給

食法及び同法施行令により，施設設備費，

人件費，修繕費は市の負担，それ以外の食

材料費，光熱水費等の経費については保護

者の負担とされている。 

本市においては，保護者負担の軽減のた
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の支払いがまかなわれている状況にあ

る。しかし，原則は各年度で精算して

生徒に返還すべきであったと考え，過

去の余剰金の処理方針を定めて実行す

るとともに，今後毎年の精算を適正に

行うべきである。未納がある場合には

余剰と相殺することなく，引き続き未

納給食費の徴収に責任を負うべきであ

る。もし返還しないのであれば，その

根拠を明らかにすべきである。 

め，法的に保護者の負担区分とされている

もののうち光熱水費相当額を福岡市が負

担し，残りの食材料費相当額については，

過去の実績等を基にして一定の合理的な

方法で計算したものを，給食費として保護

者負担としているものである。 

このため，毎年度当初に決定した給食費

に生じた残額である余剰金は，保護者の方

に還付しなければならないというもので

はなく，平成２１年９月に学校給食費を学

校長単位の私会計から公会計へ移行する

一環として，学校長会計の残額（余剰金）

を福岡市の会計処理として，各学校長の口

座から福岡市の口座への振替を行うこと

とした。 

なお，学校長会計の未払い額については，

公会計への移行に伴い一旦市費で負担し

滞納対策を推進してこれを回収すること

とした。 

意 

見 

２ 

2.3.4 

２）未納給食費の管理と督促 

収納率を小学校と中学校で比較する

と，中学校は小学校よりも１％以上低

い。中学校では収納整理事務を公社で

行っており，学校での回収活動への取

組意識が低いことも一因ではないかと

推測される。特に，教職員の給食費未

納も一部で発生しており，原則として

口座振替とすることのルール化など抜

本的な対策が必要であると考える。 

【措置済（H21.8.3 通知）】 

未納給食費の徴収については，小中学校

の給食事務の手引きを改訂し，催告事務の

手続きを定めた。特に，中学校においては，

口座振替の推進や，学校を通じての文書催

告回数の増加など対策を強化した。 

また，平成２１年９月の学校給食費の公

会計移行に併せて，各学校での収納管理か

ら教育委員会事務局での一括管理に変更

し，中学校の収納率を高める取り組みを進

めることとした。 

なお，教職員については，未納を発生 

させないよう学校長を通じた指導を強化

し，未納者については原則として教育委員

会に呼び出して口座振替とすることなど

について指導していくこととした。 
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意 

見 

３ 

2.3.4 

３）不納欠損処分基準の運用上の定めに 

ついて 

食材費未払額を不納欠損処分の上限

額とする定めにより，学校給食公社へ

の食材費未払額が多い学校ほど，不納

欠損処分の対象額が少なくなり，結果

として繰り越される未納給食費が多く

なっている。早急にこの通知を改める

必要がある。 

【措置済（H20.2.12 通知）】 

不納欠損処分基準の運用上，食材費未払

額を上回る部分についてのみ不納欠損処

分できるとしていた従来の取り扱いを，平

成 19 年４月１日から廃止した。 

 

意 

見 

４ 

2.3.4 

４）学校給食費口座における未納給食費 

の不納欠損処分と福岡市の負担につい 

て 

実質的に徴収不能な債権に対して不

納欠損処分を行えば，この損失は給食

実施者たる福岡市が負担しなければな

らない。給食費会計での不納欠損処分

と同時に一般会計での資金投入を行わ

ないと各給食費会計の資金繰りは改善

しないといえる。 

また，管理規程第４条第２項により，

経費負担に堪えないと認められるとき

は必要な補助を行うことが定められて

おり，経済的理由による未納は少ない

ものと考えられる。したがって，給食

実施者の責任として，未納者に対して

は法的措置も含めて，徴収に努力する

必要がある。 

【その他】 

 不納欠損処分を行った未納給食費につ

いて，一般会計から資金を投入すること

は，未納者の給食費を税により負担するこ

ととなり，給食費を納入している保護者の

納付意欲の減退に繋がるおそれがある。 

今後は，不納欠損にいたる未納を生じさ

せないため，法的措置も含めて未納対策を

進めていく。 

意 

見 

５ 

2.4.3 

 １）学校給食公社における業務手当につ 

いて 

業務手当は，昭和 48 年の学校給食公 

社設立時から継続して支給されている

手当であるが，現在においては給食と

【措置済(H24.８.16 通知)】 

 手当等の労働条件の見直しについて，給

食公社と労働組合との間で労使交渉が行

われ，平成２４年１月３１日付で合意 

に至った。 

このことを踏まえ，平成２４年３月２７
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いう特殊業務を行っている手当として

の説明も難しいほか，調理員独自の給

与テーブルがあることから業務手当を

別途制度として設ける意義は乏しいと

考えられる。市の調理員においても業

務手当は過去に廃止されており，外郭

団体である学校給食公社においても，

手当の合理性を十分検討する必要があ

る。 

日の理事会において同公社職員給与規程

の一部が改正され，業務手当の見直しが行

われた（平成２４年度からの３か年で段階

的に廃止）。 

意 

見 

６ 

2.4.3  

２）非常勤調理員の交通費について 

交通費については学校給食公社では

実費全額が支給されるのに対し，市の

非常勤職員の場合，800 円／日という上

限を設けている。公社ではこの上限を

超えて支給している事例があり，外郭

団体である学校給食公社において，市

と異なる基準を設けることについてそ

の合理性を十分検討する必要がある。 

【措置済（H21.8.3 通知）】 

 非常勤調理員の交通費の見直しについ

ては，学校給食公社に対し指導を行ったと

ころであり，非常勤調理員の身分取扱い等

に関する要綱の改定を２０年度に行い，平

成２１年度４月から実施した。 

意 

見 

７ 

2.4.3 

 ３）退職給付引当金について 

学校給食公社が将来負担すべき金額

を明らかにし，財務内容の透明性を図

る観点から，学校給食公社は退職給付

引当金を計上し貸借対照表に計上すべ

きである。財務内容が明らかになるこ

とにより，市側でも長期的視野に立っ

た戦略立案が可能となり，同公社の将

来像に関する意志決定を行う際の判断

材料として寄与するものと考えられ

る。同公社が準拠すべき公益法人会計

基準においても退職給付引当金の計上

が要求されている。 

【その他】 

学校給食公社の退職手当金については，

退職給付引当金を計上することが望まし

いとされているが，毎年度その所要額を学

校給食公社の運営費に含めて委託契約を

行っており，将来の退職手当金の所要額を

一括して積み立てることは財政上の問題

もあることから，難しい。 

※退職給付引当金所要額（平成 17 年度） 

 ＊621，643 千円の引当金が必要 

意 

見 

2.4.3 

 ４）学校給食公社の調理員の人員数につ 

【その他】 

学校給食公社の調理員については，平成
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８ いて 

給食センターにおける人員配置は，

一日の業務におけるピークに合わせた

ものとなっているが，時間シフト制や

短時間勤務の導入など柔軟な人員配置

を検討し，効率的な業務運営を行うこ

とが望ましい。また，学校給食公社の

配置調理員数は自校方式を前提とした

市の基準を採用しているが，対象生徒

が 9000人規模となる給食センターにつ

いては，大規模化による効率化で人員

の逓減化も期待できる。 

人員がより少ない体制で実施可能な

設備の購入を考え，設備投資に要する

コストと人員削減により削減可能な人

件費を比較することも考えるべきであ

る。 

11 年度から非常勤化を導入し，平成 19 年

度から嘱託員制度や定年退職者に対する

再雇用制度を導入しており，それらによる

正規職員の不補充によって人件費の削減

に努めている。 

また，非常勤職員にはすでに半日勤務制

度を導入している。 

大規模化による人員の逓減化について

も，現在はアレルギー問題や衛生面の強化

が求められ，それに伴う業務量の増加があ

り，直ちに人員の見直しができる状況にな

い。 

次に，人員がより少ない体制で実施可能

な設備の購入については，施設が建設から

34 年が経過し老朽化していることを踏ま

え，今後の施設整備の中で考慮していく。 

意 

見 

９ 

2.5.3 

 １）契約単価について 

   小中学校の購入単価差の要因とし 

て，各学校への個別輸送コスト等のほ 

かに，小学校における組合との協議と 

いう競争原理が働きにくい状況での契 

約が影響しているものと考えられる。 

より適正な価格水準で契約が行われる 

よう，業者選定方法の透明化を図るこ 

とが望ましい。 

【措置済（H30.２.14 通知）】 

小学校給食物資の契約単価については，

入札による中学校の購入単価を基準に，輸

送コスト等適正な小売経費を上乗せした

金額で契約するよう見直しを行った。 

なお，業者選定については，日々，市内

全 149 校に当日の朝，物資を納入する必要

があり，また，納入物資の交換や追加発注

等の即時対応も必要なことから，学校給食

公社で納入業者を募集しても組合以外に

応募がない。このため，組合からの調達を

継続する。 

意 

見 

10 

2.5.3 

 ２）給食費未納と食材料費支払遅延につ 

いて（学校給食課，学校給食公社） 

給食費は年間所要額を 11ヶ月に均等

に配分して集金するが，給食実施回数

の多い月には材料費総額が増加するな

【その他】 

食材仕入代金の支払いを適切に実施す

るためには，小・中学校物資代金の支払状

況上，現行の貸付金では不足する時期もあ

ることから，その増額も含めて今後検討し

ていく。 
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どの要因から，毎年 10 月や 11 月には，

給食費の入金と材料費支払いのバラン

スが均衡せず，資金繰りが厳しい状況

になりやすい。また，これに加えて給

食費未納という構造的な資金繰り圧迫

の事象が加わり，公社では資金繰りが

厳しい時期には財務的な体力のある大

手業者への支払を一時的に猶予しても

らっている状況となっている。 

食材仕入代金の支払を適切に実施す

るため，未納給食費の回収に実効性の

ある措置を講じる，または，運転資金

の貸付金額を増やす必要があると考え

られる。 

また，給食費の未納については，口座振

替の推進や，給食事務の手引きの改訂を行

い催告事務の手続きを定めるなど対策を

強化している。 

なお，平成 19 年度から教育委員会に学

校給食費徴収指導員等を配置し教育委員

会と学校で連携しながら未納の解消に努

めていく体制を整えた。 

今後は，法的措置も含めて未納対策を進

めていく。 

 

指 

摘 

３ 

2.7.2  

１）那の津給食センター敷地内の公社保 

有建物（学校給食会館）について 

旧財団法人福岡市学校給食会が那の 

津給食センター敷地内に建設した学校

給食会館は，現在学校給食公社の保有

資産となっている。当該建物の底地に

ついて，市と学校給食公社との間で貸

借契約が文書化されていない。行政財

産の貸付である以上，所定の手続きを

する必要がある。 

【措置済（H20.2.12 通知）】 

学校給食センター（那の津）敷地内の公

社保有建物（学校給食会館）については，

福岡市学校給食公社から行政財産の目的

外使用許可の申請を徴し，許可を行った。 

意 

見 

11 

2.8.3 

 １）学校給食公社の契約に関する規程に 

ついて（学校給食公社） 

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，

【措置済（H22.6.7 通知）】 

 学校給食公社の契約に関する規程につ

いては，市の規則を踏まえて，平成 21 年

５月に改正した。 
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当該規程の改正を行う必要がある。 

意 

見 

12 

2.8.3 

 ２）学校給食公社の給食配送業務委託契 

約の選定手続について（学校給食公社） 

入札日の 10 日前に現場説明会を行 

っていた。入札参加者が一堂に会する

機会を提供することとなる現場説明会

は，できるだけ省略するほうが望まし

い。 

【措置済（H20.2.12 通知）】 

学校給食公社においては指摘された契

約以降，現場説明は開催しておらず，今後

も現場説明会は実施しないこととしてい

る。 

 

 ３ 市立幼稚園 

 監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

指 

摘 

１ 

3.3.3 処分済みの備品の決裁漏れ 

台帳に記載があるものの現物の確認が

できなかったもの 1 件（電子オルガン）

が発見された。当該物品は処分済みであ

るが物品処理書が作成されていなかった

ため，台帳に記載されたままになってい

たものである。本来，処分時には物品処

理書によって，処分の決裁を受ける必要

があるが，当該物品については，所定の

手続きを経ずに備品現物の処分が行われ

ていた。 

【措置済（H20.2.12通知）】 

平成18年９月29日に物品処理書(払出)

を作成し，学事課に提出のうえ廃棄処理を

行った。 

 

 ４ 市立高等学校 

 監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

意 

見 

１ 

4.1.3 

 １）過年度の未納授業料の管理手法の改 

善と回収活動の効率化について 

西陵高校では過年度の未納者につい

ては，システム上繰越調定をしておら

ず，授業料収納管理システムで作成さ

れる「未納者一覧表」において過年度

未納者は記載されていない。過年度の

未納者と未納額は西陵高校では担当者

【措置済（H20.2.12 通知）】 

今後，過年度の未納者については，年 

度当初に繰越調定を行うこととした。 

また，過年度未納者の｢未納者一覧表｣

への記載方法や，不納欠損の処理方法な

ど，４校事務実務担当者会議等の中で検

討し，関係課と協議を行い，新システム

の構築を進めるとともに，現在の処理方

法では過年度滞納の状況がわかりにくい
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の手元資料において管理され，教育委

員会への提出資料である「歳入決算調

書」作成や未納者への督促はこの手元

資料を基礎に行われている。 

財務会計システムの歳入調定は，毎

年，過年度分を当該年度の出納整理期

間において，年度末における過年度未

納額を改めて調定している。このよう

な処理を行っている結果，当年度分未

納額はシステムで管理できるものの過

年度未納額は手元資料に頼るほかない

状況であり，日常の未納残高の管理が

困難となっている。 

また，未納授業料について，不納欠

損処分を行っておらず，事務室が実施

している督促状発送の定義も不明確で

ある。    

さらに，未納者に対する督促の経過

が記録されておらず，事務担当者が交

代した場合，過去の経緯が把握できな

い状況にある。 

回収事務の統一的な取り扱いの観点

からも，繰越調定を行い，システムの

管理対象とする必要がある。また未納

者への督促状況を個人別に記録し，回

収の実効性をあげることが望ましい。 

各校で行われている回収事務の手法を

相互に情報交換し，効果的な回収を行

う工夫を行うことが望まれるととも

に，完納できない生徒に対して卒業を

認めるときには，卒業後の返済を確約

させる必要があるものと考える。 

ため，校納金を含めた過年度滞納者を再

度調査し個票を作成することにより，未

納授業料回収の実効性の向上を目指すこ

ととした。 

 

 

 

意 

見 

２ 

4.3.3 

１）旅費精算方法について 

市内出張の精算は学校口座へ一括し 

【措置済（H21.8.3 通知）】 

 市内旅費の支給については，平成２０ 

年９月分から職員個人の口座へ直接振り 
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 て振込まれた後，職員ごとの現金で精 

算されているが，現金を持ち運ぶリス 

クや事務手続の簡素化の観点からは， 

市外出張と同様に出納室から職員口座 

に直接振込む手続きとすることが望ま 

しい。 

込んでいる。  

意 

見 

３ 

 ２）取引銀行への移動手段について  

事務職員の公用でのマイカー使用は

認められていないが，西陵高校から取

引銀行の最寄支店までの路線バスは昼

間ダイヤが１時間１本程度であり，業

務効率の面ならびに現金を帯同しての

待ち時間など安全上の課題があること

から，事務職員についてもマイカー使

用を認めることが望ましい。 

【その他】 

 職員の公用でのマイカー使用について

は，職務命令及び旅行命令の問題や，公

私の混同など服務上の問題があるうえ，

自治体の公務に係る経費の支弁義務を規

定する地方自治法第 232 条の趣旨にも反

することから，かねてより本市全体とし

て原則使用禁止としており，措置は行わ

ない。 

なお，市費教職員に限っては，自動車

の公務使用が認められている県費負担教

職員と同様の職務の特殊性があることか

ら，一定の手続きの下で使用を認めてい

るところである。  

 

指 

摘 

１ 

4.5.2 備品台帳と廃棄処理漏れについて 

生徒用椅子について台帳上は昭和 52 年

以降廃棄処理がなされていない。台帳に

登録されている椅子の数は 1600 脚程度で

生徒数 1032 人（平成 18 年 5 月時点）に

比べて多い。監査実施時に正確な総数は

把握していないが，実態としては，登録

されている椅子の一部は既に廃棄されて

いると考えられる。現状の脚数を把握し

実在する数との差については台帳上も廃

棄処理を行う必要がある。同様に，備品

台帳に記載されているバイオリン，トロ

ンボーンのうち一部については現物がな

い。この他にも台帳に記載されているが

実在しないものは多数あると考えられ

【措置済（H20.2.12 通知）】                                                                               

 備品台帳については，校内にある備品

との照合作業を行った。 

今後は，会計規則に従った処理を行う

とともに，事務処理をもれなく実施する

よう，マニュアルの整備等を行うことと

した。 
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る。今後は廃棄の都度，台帳上の廃棄処

理がもれなく実施されるよう手続きを整

備することが望まれる。 

意 

見 

４ 

4.5.3 

 １）同窓会費等市費以外による物品購入 

の管理について 

音楽室の備品には学校購入分と同窓

会購入分が混在しているが，備品台帳

には学校購入分しか計上されていな

い。原則的には，寄付受入れを行い学

校の管理下として一括管理することが

望ましい。 

一括管理により，同種のものの購入

など二重投資を防ぎ，より効率的な備

品整備を行うことが可能になると考え

られる。 

【措置済（H21.8.3 通知）】 

 備品の管理については，市費とそれ以 

外の分が明確にわかるように平成２１年 

度から台帳を整備し一元的に管理を行え 

るよう整備した。 

 

 

 

 

 

 

 

意 

見 

５ 

２）不用品の保管転換や処分について 

 化学室にある「電解装置」について

は，近年度使用実績がなく保管されて

いる。使用頻度が低いものについては，

購入するのではなく他の学校等から借

りて使用することも考えられる。 

【措置済（H20.2.12通知）】 

当初より使用頻度が低い物品について

は，他校からの借入れ等を考えることと

した。 

また，使用しなくなった物品について

は保管転換や廃棄も含めて処分を行うこ

ととした。 

 

指 

摘 

２ 

4.6.3 

 １）校納金の集金と精算管理（福岡西陵 

高校） 

西陵高校の平成 17 年度卒業生に対す

る校納金の精算において，未納校納金

に起因する資金不足を解消するため，

職員の私費による立替払いが行われて

いた。私費による立替は厳に慎むべき

であるが，やむを得ない場合であって

も，不足金の処理についてその資金源

は明らかにすべきである。 

【措置済（H20.2.12通知）】 

私費による立替は２度と行わないよう

所属職員に対し，周知徹底を図るととも

に適切な校納金の集金と精算管理に努め

ることとした。 

 また，現在の「学校徴収金マニュアル

」について，関係課と協力し，実態を踏

まえたマニュアルとなるよう整備に努め

ることとした。 
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現在の「学校徴収金マニュアル」で

は校納金未納者を防止するための方策

は記載があるものの，実際に未納が発

生した場合の規定がないため，高校事

務室で実務上の取り扱いに苦慮してい

る。実態を踏まえたマニュアル整備が

必要である。 

指 

摘 

３ 

4.6.3 

 ２）校納金の集金と資金管理（福岡西陵 

高校） 

校納金口座は資金が経由するだけで

あり，振替後は残金が残らないはずで

あるが，実際には理由が不明なまま繰

り越されている。 

本来の決算口座での会計処理に不備

があったものと考えられ，内容が不明

な当該現金については，原因を解明し

て適切な処理を行うべきである。 

【措置済（H20.2.12 通知）】 

監査終了後，校納金口座は，決済用金 

になっているため利息は発生しておら

ず，振り分け処理後の残高は０である。 

 また，当該現金については，利息によ 

り生じたものと考えられるため，生徒に 

還元されるべきものであり，同窓会費に 

組入れる等処理方法について検討してい 

く。  

 

意 

見 

６ 

4.6.4 

 １）補習費の取り扱いの明文化 

補習費に関しての特段の事務処理要

綱を定めることなく，「学校徴収金にか

かる事務処理マニュアル」における取

扱いにしたがって事務処理を行ってい

る。マニュアルにおける学校徴収金は

物品または外部サービスの購入を前提

としているものと考えるのが合理的で

あり，補習のように教職員が提供する

サービスについての公金外の取り扱い

については，明確な文書規定を設ける

ことが望ましい。 

【措置済（H21.8.3 通知）】 

補習費については，「補習等謝金事務処 

理取扱要領」を定め，平成２１年度から

実施している。 

 

 

 

 

 

 ５ 福岡市教育振興会 

 監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

指 5.1.3 補助金に関する規定の整備 【措置済（H20.2.12 通知）】  
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摘 

１ 

市の補助金は，教育振興会に対する包

括的な補助（管理費）を目的としており，

要綱等は規定されていない。公益上必要

な支出に限定するために福岡市教育振興

会補助金要綱を規定し，補助金対象とな

る管理費を明確にすべきである。その際

には回収不能の貸付金残高の取り扱いに

ついても定める必要がある。 

「福岡市補助金交付規則」に基づき，「福

岡市教育振興会補助金交付要綱」を作成

し，平成 19 年４月１日より施行している。 

回収不能の貸付金残高の取扱いについ

ては，平成 18 年度決算において貸倒引当

金の計上を行った。回収不能奨学金の不納

欠損処理については，今後検討していくこ

ととした。 

意 

見 

１ 

5.1.4  

１）採択基準の開示について 

教育振興会の奨学生採択基準は明確

に開示されていないが，奨学金制度の

透明性及び公平性の観点から，奨学生

採択基準を外部に公表し，当該基準に

沿った採択を実施すべきである。 

なお，福岡市の厳しい財政状態を考

えると，毎年の申し込み及び延滞の増

加に鑑みて，基準を満たした全ての申

し込みを受け入れることが今後も可能

かどうかは予断を許さないといえる。

採択基準の再検討と「予算の範囲内で

の実行」を基準に加えることも検討す

べきと考える。 

【措置済（H27.7.29 通知）】 

 奨学生採択基準の開示については，平成

25 年 10 月より実施している。 

また，現行の基準は日本学生支援機構の

基準に準拠しているが，県においても在学

募集時にはこれと概ね同等の基準で採択

しており，妥当な基準であるため，現行ど

おりとする。 

なお，「予算の範囲内での実行」につい

ては，平成 22 年度奨学生の募集から，募

集要項に明記している。 

 

意 

見 

２ 

5.1.4 

 ２）延滞の状況と業務処理体制の強化に 

ついて 

奨学金の残高・人数は過去と比較し

大幅に増加し，滞留債権も同様に増加

しているため，事務処理量は大幅に増

加しているが，職員数は昭和 52 年度か

ら２名で増減がないため，十分な債権

回収・管理を行えていない。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。 

【措置済（H22.6.7 通知】 

 教育振興会の総合的な債権管理・回収体

制強化については，平成 20 年度に滞納整

理専任嘱託員を配置し，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，2 名体制としている。 

 また，個人別債権管理システムの導入に

より事務処理が効率化し，職員の負担も軽

減された。 

さらに，初期滞納者への電話督促を外部

委託化し，新規滞納金額・人員の圧縮に努

めている。 
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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。 

意 

見 

３ 

5.1.4  

３）教育振興会における会計処理及び財 

政状況の開示について 

①教育振興会の決算書における貸倒引

当金の設定について 

貸倒引当金は公益法人会計基準に

おいても計上が要求されており，教

育振興会の財務内容を適切に開示

し，実態を正しく把握するためにも，  

【措置済（H27.7.29 通知）】 

 平成 25 年度決算より，延滞債権を破産

更生債権と貸倒懸念債権に分類し，それぞ

れの状況に応じた貸倒引当金を計上した。

また，一般債権についても，延滞債権の発

生状況及び返還免除の実績に基づき，貸倒

引当金を計上した。 

 貸倒処理については，奨学規程を改正

し，平成 26 年度決算から実施している。 
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 貸倒処理及び貸倒引当金の計上が

必要である。 

貸倒引当金の計上を行うために

は，各貸出先の状況把握が不可欠と

なるが，各貸出先の状況は個人別の

台帳により把握しているものの，適

時に集計を行える体制にはなってい

ない。 

貸倒処理及び貸倒引当金の計上基

準を作成の上，延滞債権について各

貸出先の状況を判断し個別的に貸倒

引当金を計上するとともに，貸倒実

績率を算出し一般債権に対しても貸

倒引当金を計上する必要がある。 

  

意 

見 

４ 

②銀行借入と奨学金にかかる開示の透

明性の確保について 

 現在の福岡市から教育振興会への

貸付金は年度内回収を前提とする短

期貸付金であり，貸付と回収を同額

で予算措置している。教育振興会か

ら奨学生への貸付は長期にわたって

回収されるのであり，その原資を一

旦返済させるのは，実態と整合しな

い予算措置と言わざるを得ない。ま

た，年度末時点では教育振興会は市

への返済資金として銀行から短期借

入を実行しており，その事務処理の

煩雑さに加えて，銀行に対する支払

利息２日分や借入契約の印紙代も発

生しており，福岡市の補助金で負担

する形となっている。 

 このような借換えに伴う負担の軽

減と奨学金にかかる開示の透明性の

確保の観点から，現行の短期貸付金

の借換え処理ではなく，当年度にお 

【その他（H22.6.７通知）】 

 長期貸付金への変更については，変更初

年度に銀行借入相当の財源が必要であり，

現下の財政状況では現行のとおりが妥当

であると判断し，措置を行わないが，奨学

金事業の直営化と併せて引き続き検討し

ていく。 
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 ける新規貸付実行に要する金額と当

年度に回収できる金額に基づく予算

に変更することが望まれる。 

   また，奨学金の実行及び回収とい

う教育振興会の本業にかかる収支を

区分して把握する観点からも，借換

え処理による市及び銀行からの借入

残高総額が収入と支出に両建て計上

され，それが資金収支の大部分を占

める現行の処理ではなく，業務収支

を主体とした実態を収支に反映させ

ることが望ましい。 

  

意 

見 

５ 

③回収予算について 

 教育振興会の貸付金回収予算額

は，当年度に返済期限が到来する貸

付金に対して前年８月末の全体の累

計回収実績率を乗じて算定されてい

るが，以下の点で二重に収入予算の

過小計上となっており，改めるべき

と考える。 

 第１に回収実績率の算定が不適当

である。実績率算定に当たっては回

収が終了したものを除外して，残高

が残っている債権での回収率を計算

している。回収率は正常債権と延滞

債権とに分けて，債権の質を反映す

るように計算すべきである。 

 第２に回収対象債権として当年度

に返済期限が到来する新しい要回収

債権しか考慮されていない。延滞債

権についても回収予算には含めるべ

きである。 

 この結果，決算上は毎年予算を上

回る回収実績があり，回収に努力し

たように見えるが，延滞債権は増 

【措置済（H24.8.16 通知）】 

正常債権と延滞債権に対応した回収予

算作成に関しては，債権管理システムの完

全データ化により，平成 24 年度予算から

計上を開始することとした。 
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 え続けている。実態に即して，正常

債権と遅滞債権に対応した回収予算

を作成する必要がある。 

  

意 

見 

６ 

5.1.4 

 ４）教育振興会の組織のあり方について 

①福岡市の出資比率 

 教育振興会への福岡市の出資比率

は昭和 34 年の設立時の出資比率

47.2％として分類されているが，そ

れ以後半世紀近く，全ての運営資金

は福岡市が負担しており，正味財産

11 億円は福岡市からの出資金が積

み上がったものである。出資比率

50％以上と未満とでは外郭団体に対

する規制が異なることを勘案すれ

ば，このまま財団法人での事業を続

けるのであれば，正味財産の一部を

基本金に振替えるなどして，実態に

合わせて 50％以上の出資団体とす

べきである。 

【その他】 

正味財産 11 億円は，奨学金貸付原資と

して補助したものであり，現在も奨学金原

資として活用しているので，基本財産に振

替えるのは困難である。 

 

意 

見 

７ 

②財団法人で奨学金貸与事業を続ける

ことの可否 

 現在の奨学金貸与事業の状況に鑑

みれば，同事業は市の直営で実施し

た方が安定した運営ができるものと

考える。財団法人による奨学金事業

は，本来は自主財源を有する資金力

のある団体が貸与及び給付を行う形

態というべきであり，現在の福岡市

の奨学金事業で財団を経由すること

は極めて不適切な形態といえる。早

急に直営に切り替えて統一した効率

的な運営を行うべきと考える。 

【措置を行わない（H27.7.29 通知）】 

貸付額の見直し及び滞納対策の強化等

を行い，奨学金事業を安定的に運営できる

見通しとなったことや，直営化に係る費用

対効果等を総合的に考慮し，当面は財団に

よる運営を行うこととする。 
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 ６ 福岡市総合図書館 

 監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

指 

摘 

１ 

6.1.3 映像ホール使用許可時の付属設備

使用料の徴収金額誤り 

平成 17 年 10 月に映像ホールの使用許

可を行った際の収入調定については，映

像関連付属設備使用料の算定に 5,400 円

の計算誤りがあり，調定された使用料が

過少となっていた。設備使用料は使用時

間によって異なるが，図書館で作成され

た使用料算定のための書類は実際の使用

時間と算定結果に一覧性がなく，計算誤

りが発見しにくいものとなっていた。計

算誤りを防止するために，一貫性のある

資料を用いて使用料を算定する必要があ

る。 

【措置済（H20.2.12 通知）】 

 使用料の徴収金額誤りについては，使用

料の算定を行い，収入不足分 5,400 円につ

いて収納処理を行った。 

 また，計算誤りの再発防止策として新た

に料金算定表を作成し，算定及びチェック

の確定性，迅速性を図ることとした。 

 

意 

見 

１ 

6.2.3  

１）嘱託員の採用について 

平成 18 年 4 月 1 日現在，図書館で業

務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。 

【措置済（H22.6.7通知）】 

 図書館における調理業務員退職者の配

置については，再雇用制度の趣旨を踏まえ

て，平成 22 年度以降は配置しない。 

 

意 6.3.3  【その他】 
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見 

２ 

１）委託契約の選定手続きについて 

福岡市総合図書館の施設管理に係る

委託契約の指名競争入札については，

落札率が 95%以上(平成 14 年度及び平

成 16 年度の警備業務を除く)となって

おり，直近５年間同一業者が連続して

落札している。最低制限価格を公表し

ているにもかかわらず，継続して落札

率が 95％以上という状況は競争原理

が働いているとは言い難く，規則及び

手続の見直しが必要である。 

入札は指名競争入札ではなく，一般

競争入札を原則とすべきである。 

 委託契約については，本市契約事務規則

等に則り，適正に行っているところである

が，今後はさらに競争の原理が働くよう，

規則の運用について検討する。 

 

 

指 

摘 

２ 

6.7.3 物品処理手続の決裁漏れについて 

監査人が実施調査したもののうち，シ

ネラ上映会の観覧券を販売する券売機に

ついては，備品台帳に記載があるものの，

現物の確認ができなかった。当該券売機

は平成 18 年４月に老朽化による機器の

更新に伴い処分されたものであるが物品

処理書が作成されていなかったため，台

帳に記載されたままになっていたもので

ある。本来，処分時には物品処理書によ

って，処理の決裁を受ける必要があるが，

当該券売機については，所定の手続きを

経ずに備品現物の処分が行われていた。 

【措置済（H20.2.12通知）】 

 当該物品については，物品処理書を作成

し，台帳からの削除処理を行った。 

今後，物品処理については，会計規則に

則り遺漏なく手続きを踏むよう所属職員

に対して研修を行い，周知徹底を図った。 

 

 ７ 美術館・アジア美術館・博物館 

 監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

意 

見 

１ 

7.1.3 

１）市美術館における団体券の区別につ 

いて 

団体券は大人も高大生も同一のチケ

ットであるが，１枚あたりの金額は大

人 150 円，高大生 100 円であり金額が

【措置済（H20.2.12 通知）】 

 団体券については，平成 19 年度より， 

高大生専用のチケットを作成して，大人 

用・高大生用のチケットを別々に管理する 

こととした。 

 又，連番については，ナンバリングによ
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異なるため，事後的に売上高を残数か

ら検証することはできない。チケット

収納者の不正を防ぎ，正確な管理を実

施するためにも，チケットの印刷内容

を大人と高大生で別にし，連番により

管理することが必要である。 

り管理を行うこととした。 

指 

摘 

１ 

7.2.3  

１）トリエンナーレ実行委員会における 

支出（未納物品に対する支払)について 

アジア美術館において平成 17 年度

に開催された第 3 回福岡アジア美術ト

リエンナーレ 2005 という特別企画展

示はアジア美術館を事務局とする実行

委員会によっていた。この特別企画展

示に係る記録集について，平成 18 年 2

月末に契約，平成 18 年 3 月末に完了届

が提出され，実行委員会における検査

を実施，5 月末に代金全額を支払って

いるが，実際には平成 18 年 10 月の往

査実施時点で納品が行われていなかっ

た。平成 18 年 10 月時点では，記録集

の原稿第 2 校のチェック中で製本作業

が未了であった。 

現物の引渡を受けていないにもかか 

わらず，業務完了通知を発行したこと   

になる。未納品の状態であっても，契  

約先が完了届及び検査に関する書類を  

根拠に業務完了を主張した場合には， 

実行委員会側は業者の委託業務履行義 

務の抗弁を出来ないものと考えられ 

る。 

納品を実際に受けていないにもかか 

わらず検収処理を行うことは市の契約  

事務規定に照らして逸脱した処理であ 

る。業務を発注するにあたっては，業 

【措置済（H20.2.12 通知）】 

当該記録集は平成 18 年 12 月９日に納品

を完了した。 

再発防止のため，市会計規則及び契約事

務規則に基づき適切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。また，業務執行にあたっても，執

行管理計画を作成し，計画的に執行すると

ともに，事務執行の各段階において的確な

チェックを行うこととした。 
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 務の内容や作業スケジュールを十分に 

考慮して納期の設定を行うとともに， 

年度内完了が困難な場合には適切な予 

算措置を講じた上で平成 18 年度に執 

行すべきであった。 

  

意 

見 

２ 

7.3.3  

１）委託契約の選定手続について 

美術館，アジア美術館及び博物館の

各施設の維持管理に係る委託契約の指

名競争入札については，落札率が 95%

以上(平成 14 年度のアジア美術館の清

掃及び受付案内業務委託契約を除く)

となっており，直近５年間は継続して

同一業者が連続して落札している。最

低制限価格を公表しているにもかかわ

らず，これだけの数の契約で落札率が

95％以上という状況は競争原理が働い

ているとは言い難く，規則及び手続の

見直しが必要である。 

入札は指名競争入札ではなく，一般

指名競争を原則とすべきである。 

【その他】 

 委託契約事務については，本市契約事務

規則等に則り，適正に行っているところで

あるが，今後はさらに競争の原理が働くよ

う，規則の運用について検討する。 

 

意

見 

３ 

7.3.3 

２）アジア美術館での年報の作成につい

て 

アジア美術館では，年間の事業内容

を報告するために「福岡アジア美術館

年報」を毎年作成し，作成にあたって

はデザイン業務と印刷業務に分けて，

それぞれ別の業者に発注している。 

年報の作成についてはデザイン業務

と印刷業務を一括して印刷業者に発注

することで経費の節約ができるものと

思われる。年報のデザインは毎期同じ

ようなものであることから，過年度に

受注した業者に発注すれば作成できる 

【措置済（H20.2.12通知）】 

年報の作成にあたっては印刷業者にデ

ザイン業務と印刷業務を一括して発注し，

経費の節減を図った。 
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 ものと考えられる。過年度のデザイン

をほぼ踏襲する場合には，改めてデザ

インを発注する必要性に乏しい。 

 

指 

摘 

２ 

7.4.3 

 １）博物館における体験学習室資料購入

に係る資金前渡について（文化芸術

振興財団） 

博物館の体験学習室資料（1,092 千

円）の購入は博物館職員（学芸員）が

ミャンマーに出張して文化芸術振興財

団資金を利用して収集している。この

出張の際，文化芸術振興財団から学芸

員（市職員）に対して 85 万円の資金前

渡を行っている。資金前渡先について

は，文化芸術振興財団での資料購入伺

いにて購入決裁と同時に資金前渡先指

定の決裁も受けている。このように財

団内での決裁はうけているものの，本

来，資金前渡制度は同一組織内の職員

に対して行われることを想定してお

り，他部署（市職員）に対しての資金

前渡を行うことは制度の趣旨を逸脱し

ていると考えられる。今後も同様のケ

ースで資金前渡を要するような場合に

は，博物館自身の予算内で実行するべ

きである。 

また，先行取得と博物館による取得

が同一年度内に実施されており，予算

上の観点からは文化芸術振興財団によ

る先行取得を行うメリットは乏しく，

事務効率の観点からも博物館が直接取

得するべきであったと考えられる。 

【措置済（H20.2.12通知）】 

博物館の体験学習室資料は，今後，博物

館において直接購入することとした。(博

物館) 

なお，（財）文化芸術振興財団（以下「

財団」という。）は，市の補完的役割を担

っているものの，市とは別の法人格を有す

る独立した団体である。その会計処理につ

いては，財団が定めた会計処理規程に基づ

き行われており，当該指摘の資金前渡につ

いても財団会計処理規程第１９条第４項

に則って適正に処理されている。 

また，資金前渡制度については，地方自

治法施行令第１６１条第３項に「前二項の

規定による資金の前渡は，特に必要がある

ときは，他の普通地方公共団体の職員に対

してもこれをすることができる」と規定さ

れており，指摘されている「制度の逸脱」

ではない。(文化芸術振興財団) 

 

 

意 

見 

４ 

7.4.4  

１）博物館における先行取得品の決裁者 

について 

【措置済（H20.2.12通知）】 

能面コレクション及び嶋井家資料の福

岡市文化芸術振興財団への先行取得依頼
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平成 17 年度に博物館が再取得してい 

る能面コレクション 26 点は，平成 11 年

度に文化芸術振興財団が外部から購入し

た 169 点から構成される能面コレクショ

ンの一部である。 

この能面コレクションを，ほぼ毎年度 

40百万円程度の金額で市は再取得を行っ

てきているが，購入実態を俯瞰するとこ

の取引は一連のコレクションの分割払い

の性質を持つという見方もできる。仮に

市が直接原所有者と契約した場合には，

１件の契約が 241,500 千円となり，市議

会の承認を受ける必要がある。 

現状では，財団法人を通じた先行取得 

に関して財団法人での購入契約時におけ

る議会承認を受ける仕組みが整備されて

おらず，上記のような事態が発生してい

る。財団法人による先行取得であっても，

最終的には市がすべて購入するのであ

り，当初取得時に議会承認を付す仕組み

を取り入れる必要がある。 

 また，平成 16 年度に文化芸術振興財団

が外部借入 145,000 千円により購入した

歴史資料の再取得計画も購入先が１名で

あることから，同様のことが言えるもの

と考える。 

に際しては，事前に，福岡市議会所管常任

委員会の全議員に，個別に先行取得内容の

説明を行ったところであるが，今後，１点

については6,000万円以下のものであって

も，全体としては6,000万円以上の博物館

資料の先行取得依頼を行う場合は，事前に

，所管常任委員会又は委員協議会において

，先行取得内容の説明を行うこととした。 

指 

摘 

３ 

7.5.3 

１） 市美術館における不用品処分漏れ 

現物はあるものの古いもので使用され

ていない焼却炉（１件）については，ダ

イオキシン対策のためすでに使用が禁止

されており，不用品として廃棄処理を行

う必要がある。 

【措置済（H20.2.12通知）】 

焼却炉については，平成19年１月29日に

廃棄処分を行った。 

指 

摘 

7.5.3 

 ２）アジア美術館における図録の在庫管

【措置済（H20.2.12通知）】 

棚卸しを行い，さらに図録払出簿の記帳
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４ 理について 

アジア美術館に保管されている図録に

ついて，監査実施時に出納簿残高と現物

を照合した結果，サンプル 6 件中 5 件が

不一致であった。なお，監査実施後，美

術館が調査した結果，監査時に発見され

た差異については，同種の図録について

保管場所が分散していたことや，出納簿

への記入漏れが原因の大半であることが

判明し，整備後の出納簿と実際の在庫冊

数との間にも差異があった。アジア美術

館では出納簿により受け払い管理をして

いるが，実際には出納簿への記入漏れが

発見された。また，平成 13 年度にはたな

卸しを行ったことがあるが，定期的に実

施されていない。 

漏れについて，職員への聴き取り調査を実

施し，全図録の在庫状況の把握を行った。

また，分散していた図録については図録倉

庫１ヶ所に集約した。 

再発防止のため，今後は毎年，棚卸しを

行うこととし，図録払出簿への確実な記帳

や保管場所の徹底について職員への周知

・指導を行った。 

意 

見 

５ 

7.5.4 

１）美術品等の正規のリスト整備につい 

 て 

本来の正規のリストである備品出納 

  簿は，規則の定めに沿って形式的な登

録を行っているだけであり，美術品等

の管理には利用されていない。美術品

等は備品出納簿に登録される以外に作

品の状態や作者等のさまざまな情報が

必要であり，それぞれの館の学芸課に

おいて，市販のソフトを使って，一点

ずつ作品リストを作成し，管理してい

るものの，過年度収蔵品について全て

完了しているわけではない。また，博

物館資料に関しては，この外にも「収

蔵品目録」を毎年更新しており，網羅

的な目録であるが，取得と更新にタイ

ムラグがあり３年程度遅れている。現

状では，館としての所有作品及び受託 

【措置済（H20.2.12通知）】 

美術品等のリスト整備については，平成

18年度に再度点検を行い，過年度収蔵品等

も含めて備品出納簿の整備を図った。 

さらに，現行の全庁統一の備品出納簿で

は，美術品の各種情報を掲載するスペース

がないため，平成18年度に新たに管理上必

要なデータを網羅した補助簿を整備した。

現在，この補助簿と，学芸課で管理してい

るリストで相互の検索が可能となるよう

リストの整備を図っているところである。

(美術館) 

博物館資料の備品出納簿への登録内容

については，名称，規格，単価等について

再調査を行い，登録内容に不備があるもの

については修正登録を行うこととした。 

 今後の博物館資料の購入，寄贈，寄託に

際しては，福岡市会計規則に基づき，適切

に備品出納簿への登録を行うよう所属職 
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 作品の正規のリストが不在といわざる

を得ない。健全な資産管理のために，

正規で適時な作品リストの整備が望ま

れる。 

員に対し周知徹底を図った。(博物館) 

 

 ８  文化財関係  

 監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

意 

見 

１ 

8.1.3 

 １）委託契約の選定手続について 

赤煉瓦文化館管理運営業務に係る委

託契約については，落札率が 95%以上

となっており，直近５年間は継続して

同一業者が連続して落札している。最

低制限価格を公表しているにもかかわ

らず，継続して落札率が 95％以上とい

う状況は競争原理が働いているとは言

い難く，規則及び手続の見直しが必要

である。 

   入札は指名競争入札ではなく，一般

競争入札を原則とすべきである。 

【その他】 

 赤煉瓦文化館管理運営業務に係る委託契

約については，本市契約事務規則等に則り，

適正に行っているところであるが，今後は

さらに競争の原理が働くよう，規則の運用

について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 


