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27監査公表第８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27年７月２日 

 

 

福岡市監査委員 川 上 晋 平 

同        大 石 修 二 

同       齋 田 雅 夫 

同       伯 川 志 郎 

 

 

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) 監査の対象局等，区分，対象期間及び実施期間 

ア 会計室  

(事務監査) 対象期間 平成25年１月から同27年１月まで 

実施期間 平成26年11月28日から同27年１月26日まで 

イ 保健福祉局  

(事務監査) 対象期間 平成25年１月から同26年12月まで 

実施期間 平成26年11月27日から同年12月24日まで 

(工事監査) 対象期間 平成24年10月から同26年９月まで  

実施期間 平成26年12月１日から同27年２月16日まで 

ウ 農林水産局  

(事務監査) 対象期間 平成25年１月から同26年12月まで 

実施期間 平成26年11月28日から同年12月９日まで 

エ 住宅都市局  

(事務監査) 対象期間 平成24年12月から同27年１月まで 

実施期間 平成26年11月27日から同27年１月６日まで 

オ 東区役所   

(事務監査) 対象期間 平成25年１月から同26年12月まで 

実施期間 平成26年12月１日から同年12月22日まで 

(工事監査) 対象期間 平成24年10月から同26年９月まで  

実施期間 平成26年12月１日から同27年２月16日まで 

カ 博多区役所  

(事務監査) 対象期間 平成25年１月から同27年１月まで 

実施期間 平成26年11月27日から同27年１月９日まで 

(工事監査) 対象期間 平成24年10月から同26年９月まで  

実施期間 平成26年12月１日から同27年２月16日まで 

キ 中央区役所  

(事務監査) 対象期間 平成24年12月から同26年12月まで 

実施期間 平成26年11月28日から同年12月４日まで 

(工事監査) 対象期間 平成24年10月から同26年９月まで  
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実施期間 平成26年12月１日から同27年２月16日まで 

ク 南区役所   

(事務監査) 対象期間 平成25年１月から同26年12月まで 

実施期間 平成26年11月28日から同年12月24日まで 

(工事監査) 対象期間 平成24年10月から同26年９月まで  

実施期間 平成26年12月１日から同27年２月16日まで 

ケ 城南区役所  

(事務監査) 対象期間 平成24年12月から同27年１月まで 

実施期間 平成26年12月１日から同27年１月19日まで 

コ 早良区役所  

(事務監査) 対象期間 平成25年１月から同27年１月まで 

実施期間 平成26年12月１日から同27年１月23日まで 

サ 西区役所   

(事務監査) 対象期間 平成24年12月から同27年１月まで 

実施期間 平成26年11月28日から同27年１月16日まで 

シ 農業委員会事務局  

(事務監査) 対象期間 平成25年１月から同26年12月まで 

実施期間 平成26年11月27日から同年12月18日まで 

ス 議会事務局  

(事務監査) 対象期間 平成25年１月から同27年１月まで 

実施期間 平成26年11月27日から同27年１月９日まで 

(2) 監査の対象事務 

事務監査は各局区及び行政委員会所掌の財務に関する事務及び事務の執行を，工事

監査は各局区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

査は別表１の課等において抽出した諸帳簿等関係書類を，工事監査は別表２から別表６

までの工事等に係る関係書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 テーマ監査 

今回の事務監査及び工事監査においては，複数の部局等に共通する事務事業の中から

監査のテーマを設定し，チェックや比較検証を行う｢テーマ監査｣を局別監査に併せて実

施した。 

５ 監査の結果 

監査の結果は，おおむね良好と認められたが，一部の局等において注意，改善を要す

る事項等が見受けられた。 

(事務監査） 

(1) 局別監査 

ア 会計室   

特に指摘する事項はなかった。 

イ 保健福祉局  

特に指摘する事項はなかった。 

ウ 農林水産局  

特に指摘する事項はなかった。 

エ 住宅都市局  

(ｱ)  委託料等の履行確認について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの 

委託業務等が完了したときは，福岡市契約事務規則に則り，完了検査により契

約内容が適正に履行されていることを確認のうえ，委託料等を支払わなければな
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らない。また，契約の相手方から完了報告書が提出されない場合は，相手方に対

して催促を行う必要がある。しかしながら，平成26年度の｢香椎振興整備事務所清

掃委託｣外４件において，四半期ごとの支払いに伴う履行検査を行うよう定めてい

るが，実査日現在(平成26年12月４日)，第１四半期(４～６月分)及び第２四半期

(７～９月分)の完了報告書の提出がなく，完了検査及び支出事務を行っていなか

った。 

今後，適正に完了検査を行うとともに，速やかに委託料等を支払うよう十分注

意されたい。 

(計画課) 

(ｲ)  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。 

Ａ 平成25年度｢都心部における民間開発誘導支援制度パンフレット等作成業務

委託｣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。 

(都心再生課) 

Ｂ 平成25年度｢違反広告物除却作業委託｣(単価契約）の委託料の支出において，

第１四半期分(４～６月分)の検査完了から支払いまで長期日数を要していた。 

(都市景観室) 

Ｃ 平成25年度｢香椎振興整備事務所(建物)賃貸借契約｣外１件の賃貸借料の支出

において，第１四半期分(４～６月分)の履行完了確認から支払いまで長期日数

を要していた。 

(計画課) 

Ｄ 平成25年度の不動産鑑定料(２件)の支出において，履行完了確認から支払い

まで長期日数を要していた。 

(みどり管理課) 

オ 東区役所   

特に指摘する事項はなかった。 

カ 博多区役所  

特に指摘する事項はなかった。 

キ 中央区役所  

特に指摘する事項はなかった。 

ク 南区役所   

特に指摘する事項はなかった。 

ケ 城南区役所  

特に指摘する事項はなかった。 

コ 早良区役所  

特に指摘する事項はなかった。 

サ 西区役所   

特に指摘する事項はなかった。 

シ 農業委員会事務局   

特に指摘する事項はなかった。 

ス 議会事務局  

特に指摘する事項はなかった。 

(2) テーマ監査 

   今回は，｢個人情報及び情報資産の適正管理について｣をテーマとして監査を実施し
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た。 
ア 会計室  

特に指摘する事項はなかった。 

イ 保健福祉局  

特に指摘する事項はなかった。 

ウ 農林水産局  

特に指摘する事項はなかった。 

エ 住宅都市局  

特に指摘する事項はなかった。 

オ 東区役所   

特に指摘する事項はなかった。 

カ 博多区役所  

特に指摘する事項はなかった。 

キ 中央区役所  

特に指摘する事項はなかった。 

ク 南区役所   

特に指摘する事項はなかった。 

ケ 城南区役所  

特に指摘する事項はなかった。 

コ 早良区役所  

特に指摘する事項はなかった。 

サ 西区役所   

特に指摘する事項はなかった。 

シ 農業委員会事務局   

特に指摘する事項はなかった。 

ス 議会事務局   

特に指摘する事項はなかった。 

(3) テーマ監査結果報告  

テーマ監査については，共通して見られる改善すべきと思われる事務処理の傾向や

制度上の問題を把握・検証するとともに，関係部署との協議を踏まえながら，事務の

適正化や効率化に向けた支援につなげていくことを主眼に，定期監査の中で実施して

おり，平成26年度及び同27年度は，｢個人情報及び情報資産の適正管理について｣をテ

ーマに選定した。監査の実施に当たっては公用ＵＳＢメモリの管理状況及び執務室内

のセキュリティ環境を着眼点とし，平成26年度の監査結果は以下のとおりである。 

まず，公用ＵＳＢメモリについては，平成23年10月から私物の外部記録媒体の使用

が全面禁止となり，それに伴い，所管課から｢公用ＵＳＢメモリの管理徹底について｣

の文書が提示され，公用ＵＳＢメモリを管理・使用する上での基本的なセキュリティ

対策の管理・利用基準が示されていることから，それを基に定期監査の中で各所属の

状況を確認した。 

その結果，指摘には至らなかったものの次のような不適切な管理状況が見受けられ

たため，適正に管理・使用するよう注意を求めた。 
ア 公用ＵＳＢメモリの管理・利用状況を把握するための管理簿または利用台帳につ

いて，作成していなかった。  
イ 公用ＵＳＢメモリの管理簿及び利用台帳について，必要事項を記載していなかっ

たり，所属長の承認印が押印されていないものがあった。 
ウ 研修等で外部に持ち出す際に，情報資産外部持ち出し等チェックシートを作成し

ておらず，所属長の承認を得ていなかった。 

エ 公用ＵＳＢメモリを施錠できない保管庫や，職員の机の引出に保管していた。 
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次に，執務室内のセキュリティ環境については，平成26年３月に庁舎のセキュリテ

ィ強化を目的として制定された｢福岡市庁舎管理要綱｣において，事務室内の執務区域

と応接区域を明確に区分することなどが規定されたことから，各所属の状態を確認し

た。 

その結果，事務室のレイアウトを変更し，出入口に部外者の立入を制限する看板等

を設置したり， スイングドアやパーテーションを設置したりするなどほとんどの職場

で対応がなされていた。特に個人情報を取り扱う部門では，退庁時に書類等を収納で

きるよう鍵付のキャビネットを新たに準備し，より厳格に情報管理を行う所属が多く

見受けられた。 

テーマ監査を実施した結果をまとめると，執務室内のセキュリティ環境については

概ね良好であったが，公用ＵＳＢメモリの管理については，複数の所属において注意・

改善を要する点が見受けられた。今回のテーマ監査の実施期間中に，民間企業ではＵ

ＳＢメモリの使用により個人情報の大量流出事案が発生し，本市内部においてもたび

たび紛失事故が起き，行政への信頼低下を招く事態となっている。公用ＵＳＢメモリ

に保存するデータについては，全てが個人情報や重要な情報資産に関するというもの

ではないが，個々の情報を取り扱う際に潜在するリスクについて，職員一人ひとり，

また所属として意識する必要がある。情報セキュリティ関係の所管課においては，公

用ＵＳＢメモリを含めた外部記録媒体の取扱いのルールについて再度検討・整理し，

各所属において適切に遵守されるよう，より実効性のある規定として整備されたい。 

(工事監査） 

(1) 局別監査 

  ア 保健福祉局 

   (ｱ) 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 アルミ面格子新設の積算を適正に行うべきもの 

      心身障がい福祉センター外壁改修その他工事[№２] 

                            （契約金額4,183万6,200円） 

      本工事は心身障がい福祉センターの外壁等の改修工事である。 

      便所外部窓にアルミ面格子を新設することとしていたが，積算において新設

費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。 

                   （障がい者施設支援課，財政局施設建設課関連） 

    Ｂ 設計変更に伴う外装壁タイル張りの積算を適正に行うべきもの 

      心身障がい福祉センター外壁改修その他工事[№２] 

                            （契約金額4,183万6,200円） 

      本工事は心身障がい福祉センターの外壁等の改修工事である。 

      外壁の補修については補修箇所の数量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，その積算において外装壁タイル張りの数量を誤って計上し

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。 

                   （障がい者施設支援課，財政局施設建設課関連） 

   (ｲ) 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 

     心身障がい福祉センター外壁改修その他工事[№２] 

                            （契約金額4,183万6,200円） 

     本工事は心身障がい福祉センターの外壁等の改修工事である。 

     外壁の補修については補修箇所の数量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，その契約変更時に共通仮設費及び現場管理費を当初設計で誤っ

ていたとして減額を行っていた。 
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     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，それ以外の事項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，共通仮設費及び現場管理費の減額の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，適正な契約変更ではなかった。 

     今後は，適正な契約変更に努められたい。 

                   （障がい者施設支援課，財政局施設建設課関連） 

    ※[ ]内の数字は，「別表２ 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す 

  イ 東区役所 

    特に指摘する事項はなかった。 

  ウ 博多区役所 

    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 間接工事費の積算を適正に行うべきもの 

      雑餉隈仮設自転車駐車場駐輪機器設置工事[№３] 

(契約金額4,502万9,250円) 

    本工事は西鉄天神大牟田線連続立体交差事業に伴う仮設自転車駐車場の駐輪 

機器を設置する工事である。 

 間接工事費（共通仮設費及び現場管理費）を算定する際には，施工地域，工

事場所を考慮した経費率の補正を行うようになっているが，本工事の積算にお

いて間接工事費の補正の適用を誤り，「市街地」の補正係数を適用すべきとこ

ろ「地方部（影響なし）」を適用して積算を行った結果，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。 

                            （地域整備課） 

    Ｂ 間接工事費等の積算を適正に行うべきもの 

      雑餉隈仮設自転車駐車場駐輪機器設置工事[№３] 

(契約金額4,502万9,250円) 

      本工事は西鉄天神大牟田線連続立体交差事業に伴う仮設自転車駐車場の駐輪 

機器を設置する工事である。 

駐輪施設工の積算において，システム設計費を計上していたが，同費用は機

器の「パッケージソフトウェア」に該当し，施工現場において加工等を必要と

しないことから，経費等の対象外として間接工事費等の算定を行うべきところ，

誤って経費等の対象として同費用の算定を行った結果，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。 

                            （地域整備課） 

    Ｃ 見積積算を適正に行うべきもの 

      キャナルシティ歩道橋橋梁補修工事[№11] 

(契約金額4,140万5,040円) 

      本工事は歩道橋の老朽化対策として塗装の塗替等を行う橋梁補修工事であ 

 る。 

 標準積算基準書等に掲載のない歩掛等の見積積算の方法については，見積額

の最低値を採用するようにしていたが，平成26年10月１日以降に見積りを徴収

するものから，資材単価については見積額の平均額，施工単価については見積

額の平均額直下の見積額を採用するように見直しが行われた。 

 しかし，平成26年10月以前に発注した工事等の設計変更については，起工時

に採用した見積積算と同じ方法で見積積算を行うようになっている。 

 本工事については，設計変更の積算において枠組・単管兼用足場及び排水管
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設置工について３社から平成26年10月１日以降に見積りを徴収し，徴収した３

社の見積額の平均額直下の見積額を採用して積算を行っていたが，起工時には

見積額の最低値を採用しており，設計変更においても最低値を採用すべきであ

った。その結果，過大な積算となっていた。 

  また，見積書では資材の運搬に要する費用が計上されていたが，誤って未計

上のまま積算を行っていた。その結果，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。 

                            （維持管理課） 

※[ ]内の数字は，「別表４ 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す 

  エ 中央区役所 

     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 側溝工の積算を適正に行うべきもの 

       市道千鳥橋唐人町線道路改良工事（第11工区）[№１] 

(契約金額1億135万3,350円) 

      本工事は歩道のバリアフリー化及び車道整備のための道路改良工事である。 

側溝工の積算において，管（函）渠型側溝据付工については標準積算基準書

の歩掛を適用し積算を行っていたが，その適用を誤り，類似の歩掛で積算を行

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。 

                            （地域整備課） 

    Ｂ アスファルト舗装版撤去の積算を適正に行うべきもの 

      市道清川172号線道路改良工事（その３）[№３] 

(契約金額7,809万4,800円) 

      本工事は歩道のバリアフリー化及び車道整備のための道路改良工事である。 

 アスファルト舗装版撤去の積算において，標準積算基準書の適用を誤りバッ

クホウによる直接掘削（舗装版破砕積込）を適用すべきところ，コンクリート

圧砕機による舗装版破砕工を適用した結果，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。 

                            （地域整備課） 

※[ ]内の数字は，「別表５ 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す 

  オ 南区役所 

   (ｱ) 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 

     床版架設・設置工の積算を適正に行うべきもの 

     柳河内1丁目無名橋外1橋橋梁補修工事[№６] 

(契約金額1,148万5,950円) 

     本工事は老朽化した橋梁の補修工事である。 

床版架設・設置工については，標準積算基準書に歩掛がないことから見積り 

を徴収して積算を行っていたが，誤って設置工の施工費を計上しないまま積算 

を行った結果，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。 

                            （維持管理課） 

   (ｲ) 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 

     建設リサイクル法を遵守すべきもの 

     柳河内1丁目無名橋外1橋橋梁補修工事[№６] 

(契約金額1,148万5,950円) 

     本工事は老朽化した橋梁の補修工事である。 

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，請負者は同法第12条の規定により発注者に必要事 
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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。 

 しかしながら，請負者は発注者へ書面を交付せず，また発注者においても市 

長へ通知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。 

                            （維持管理課） 

   ※[ ]内の数字は，「別表６ 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す 

(2) テーマ監査 

   今回は，｢契約課契約以外の契約（原課契約）における工事等の契約変更に関する事

務について｣をテーマとして監査を実施した。 
  ア 保健福祉局 

    特に指摘する事項はなかった。 

  イ 東区役所 

    特に指摘する事項はなかった。 

  ウ 博多区役所 

    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 

博多区管内水路床版等調査業務委託[№25] 

(契約金額584万9,550円) 

本委託は水路に床版が設置されている部分について目視により現状調査を行う業

務委託である。 

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。 

                            （維持管理課） 

※[ ]内の数字は，「別表４ 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す 

  エ 中央区役所 

    特に指摘する事項はなかった。 

  オ 南区役所 

    特に指摘する事項はなかった。 

 

別表１ 

監査を実施した事務を所管する課等一覧表 

局，区等 監査実施対象 

会計室 会計管理課，審査課 

保健福祉局 

 

総務部 課長(臨時福祉給付金) 

健康医療部 地域医療課，保健予防課，健康増進

課，精神保健福祉センター 

高齢社会部 高齢社会政策課，地域包括ケア推進

課，高齢者サービス支援課，監査指

導課，介護福祉課 

障がい者部 障がい者在宅支援課，障がい者施

設支援課   

生活衛生部 動物愛護管理センター，食品衛生

検査所  

農林水産局 

 

農林部 総務課，農業政策課，農業振興課 

水産部 水産振興課，流通戦略室，漁港課 

中央卸売市場 鮮魚市場 
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住宅都市局 

 

総務部 企画課 

住宅部 住宅管理課，課長(管理・調整担当) 

建築指導部 建築指導課，監察指導課，建築物安

全推進課，建築審査課，開発・建築

調整課 

都市づくり推進部 地域計画課，都心再生課，都市景観

室 

香椎振興整備事務所 計画課，商業対策課，換地課，工事

課，補償課 

みどりのまち推進部 みどり管理課，みどり政策課，みど

り推進課，みどり整備課 

東区役所 

 

総務部 総務課 

市民部 課税課，納税課，保険年金課 

地域整備部 地域整備課，生活環境課 

保健福祉センター 健康課，衛生課 

博多区役所 

 

市民部 市民課 

地域整備部 地域整備課，自転車対策・生活環境

課 

保健福祉センター 健康課，保護第１課，保護第２課，

保護第３課，衛生課 

中央区役所 

 

総務部 地域支援課(春吉公民館含む) 

市民部 納税課 

地域整備部 生活環境課 

保健福祉センター 福祉・介護保険課 

南区役所 

 

総務部 地域支援課(長丘公民館含む) 

市民部 課税課，納税課 

地域整備部 維持管理課 

保健福祉センター 地域保健福祉課 

城南区役所 

 

市民部 納税課 

地域整備部 地域整備課 

保健福祉センター 福祉・介護保険課，子育て支援課，

保護課 

早良区役所 

 

総務部 地域支援課(百道浜公民館含む) 

市民部 市民課，保険年金課，入部出張所 

地域整備部 維持管理課 

保健福祉センター 健康課，衛生課 

西区役所 

 

総務部 総務課，振興課 

市民部 市民課，西部出張所 

地域整備部 管理調整課 

保健福祉センター 地域保健福祉課 

農業委員会事務局 次長 

議会事務局 次長 総務秘書課，議事課，調査法制課 

 

別表２ 

保健福祉局  監査を実施した工事等一覧表 

No. 工   事    名 契 約 金 額 工   期 
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1 
健康づくりセンター等フロア改修

（２.３.６階）工事 
47,046,300円 

平成25年５月15日から 

平成25年９月25日まで 

２ 
心身障がい福祉センター外壁改修そ

の他工事 
41,836,200円 

平成24年11月10日から 

平成25年３月10日まで 

３ 
健康づくりセンター等フロア改修

（２.３.６階）電気工事 
  16,480,800円 

平成25年６月14日から 

平成25年９月30日まで 

４ 冷暖房設備運転監理業務委託 4,189,500 円 
平成25年４月１日から 

平成26年３月31日まで 

５ 
障がい者スポーツセンター一般系統

冷温水機更新工事 
22,397,550 円 

平成24年８月７日から 

平成24年11月30日まで 

６ 
※テーマ監査 

東平尾公園詰所解体工事 
2,125,200 円 

平成 25年 11 月 29 日から 

平成 26 年１月 31 日まで 

７ 
※テーマ監査 

小戸公園詰所解体工事 
1,502,550 円 

平成 26 年２月５日から 

平成 26年３月 15 日まで 

 

別表３ 

東区役所  監査を実施した工事等一覧表 

No. 工   事    名 契 約 金 額 工   期 

１ 勝馬志賀島線道路改良工事 59,514,000円 
平成24年11月７日から 

平成25年５月30日まで 

２ 
多々良 1916号線外 1路線道路改良工

事 
38,987,550円 

平成25年１月17日から 

平成26年３月15日まで 

３ 
金印海道法面改良工事(法面 33 工

区) 
126,646,200円 

平成25年12月26日から 

平成26年12月５日まで 

４ 
市道香住ケ丘 2298 号線歩道改良工

事 
48,758,820円 

平成25年８月10日から 

平成26年７月16日まで 

５ 松島貝塚線道路舗装工事 25,744,950円 
平成24年10月24日から 

平成25年１月11日まで 

６ 汐井大橋伸縮継手装置補修工事 30,697,800円 
平成24年10月17日から 

平成25年１月18日まで 

７ 
和白東公園外４公園フェンス整備工

事 
8,773,800円 

平成25年12月13日から 

平成26年３月15日まで 

８ 東区公園遊具等修繕 4,019,400円 
平成25年11月21日から 

平成26年２月18日まで 

９ 
単価契約平成 25 年度東区公園等管

理業務委託(その３) 
41,761,249円 

平成25年４月１日から 

平成26年３月31日まで 

10 
平成 25 年度東区公園等遊具点検業

務委託 
2,777,250円 

平成25年４月１日から 

平成25年５月31日まで 

11 
市道１香椎浜線信号機移設工事(そ

の２) 
9,505,080円 

平成26年７月17日から 

平成26年11月３日まで 

12 
青葉３丁目地内外 16 箇所道路照明

灯建替工事 
8,116,500円 

平成25年７月31日から 

平成25年12月７日まで 

13 
みゆきロード歩道橋エレベーター管

理業務(保守及び点検)委託 
2,646,000 円 

平成25年４月１日から 

平成26年３月31日まで 
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14 

※テーマ監査 

市道２香椎浜団地３号線自転車通行

帯整備委託 

15,096,900 円 
平成25年２月５日から 

平成25年３月25日まで 
 

15 

※テーマ監査 

市道筥松 239 号線外橋梁補修検討業

務委託 

5,279,400 円 
平成25年６月27日から 

平成25年10月４日まで 

16 

※テーマ監査 

市道箱崎ふ頭 732 号線外防護柵設置

工事 

2,071,650 円 
平成25年７月４日から 

平成25年10月１日まで 
 

17 
※テーマ監査 

青葉台南公園外５公園整備工事 
2,406,600 円 

平成25年８月23日から 

平成25年11月13日まで 
 

18 
※テーマ監査 

市道１香椎浜線信号機移設工事 
2,138,400 円 

平成25年12月20日から 

平成26年４月28日まで 
 

 

別表４ 

博多区役所  監査を実施した工事等一覧表 

No. 工   事    名 契 約 金 額 工   期 

１ 清流公園自転車駐車場基盤整備工事 25,786,950円 
平成24年12月12日から 

平成25年３月25日まで 

２ 博多駅前 10 号線道路改良工事 141,682,800円 
平成25年４月26日から 

平成26年３月28日まで 

３ 
雑餉隈仮設自転車駐車場駐輪機器設

置工事 
45,029,250円 

平成25年１月19日から 

平成25年４月15日まで 

４ 那珂麦野線道路改良工事 59,234,700円 
平成24年11月27日から 

平成25年12月16日まで 

５ 千代今宿線歩道舗装工事(その４) 75,846,120円 
平成25年９月13日から 

平成26年４月25日まで 

６ 
博多駅前 10 号線外 1路線道路改良工

事 
51,925,320円 

平成25年11月20日から 

平成26年４月30日まで 

７ 明治公園整備工事 32,045,760円 
平成26年１月16日から 

平成26年６月10日まで 

８ 諸岡 1805 号線道路測量設計委託 2,205,000円 
平成25年７月４日から 

平成25年10月１日まで 

９ 
上牟田清水２号線地積測量図作成業

務委託 
2,352,000円 

平成24年11月10日から 

平成25年４月30日まで 

10 
上牟田清水２号線外２路線地積測量

図作成業務委託 
787,500円 

平成24年11月10日から 

平成25年４月30日まで 

11 キャナルシティ歩道橋橋梁補修工事 41,405,040円 
平成26年６月10日から 

平成26年12月10日まで 

12 
単価契約博多区管内道路維持補修工

事(舗装補修)上期 
46,196,847円 

平成26年４月１日から 

平成26年９月30日まで 

13 
博多市民センターホール内椅子等改

修工事 
40,027,365円 

平成25年10月30日から 

平成26年２月25日まで 

14 
「市道博多駅前 10 号線に設置する

門」新築工事 
59,404,800円 

平成25年３月19日から 

平成26年２月25日まで 
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15 博多駅歩行者連絡橋改良工事 118,850,760 円 
平成26年４月18日から 

平成26年10月14日まで 

16 明治公園地下自転車駐車場新築工事 294,900,210 円 
平成25年８月９日から 

平成26年４月30日まで 

17 
「市道博多駅前 10 号線に設置する

門」新築工事設計業務委託 
5,932,500 円 

平成24年９月21日から 

平成25年２月20日まで 

18 
博多市民センターホール音響設備更

新工事 
35,387,100 円 

平成25年10月30日から 

平成26年２月25日まで 

19 明治公園地下駐輪場新築電気工事 13,781,130 円 
平成25年８月17日から 

平成26年５月７日まで 

20 
明治公園地下自転車駐車場新築消火

設備工事 
12,838,080 円 

平成25年７月31日から 

平成26年５月７日まで 

21 
県道博多停車場線道路照明灯ＬＥＤ

化工事 
24,024,000 円 

平成24年10月30日から 

平成25年３月15日まで 

22 
平成 25年度博多駅歩行者連絡橋維持

管理業務委託 
11,610,900 円 

平成25年４月１日から 

平成26年３月31日まで 

23 

※テーマ監査 

一善橋測量橋梁検討・予備設計業務

委託 

7,992,600 円 
平成25年１月24日から 

平成25年６月30日まで 

24 

※テーマ監査 

竹下 2118 号線（平和町１号踏切）道

路改良工事 

2,245,950 円 
平成24年11月22日から 

平成25年９月14日まで 

25 
※テーマ監査 

博多区管内水路床版等調査業務委託 
5,849,550 円 

平成25年２月13日から 

平成25年４月30日まで 

26 
※テーマ監査 

博多駅前 10 号線家屋調査業務委託 
5,569,200 円 

平成24年12月28日から 

平成25年３月25日まで 

27 

※テーマ監査 

福岡早良大野城線外６路線道路照明

灯設置工事 

2,633,400 円 
平成25年10月26日から 

平成26年１月23日まで 

28 

※テーマ監査 

市道博多駅前 10号線電線共同溝引込

用管路及び連携管路工事委託 

3,121,650 円 
平成24年９月７日から 

平成25年２月15日まで 

29 
※テーマ監査 

博多駅前 10 号線分電盤設置工事 
1,256,850 円 

平成25年２月９日から 

平成25年７月31日まで 

30 

※テーマ監査 

神屋町 454 号線信号機移設工事（そ

の２） 

1,973,160 円 
平成26年１月18日から 

平成26年４月20日まで 

31 
※テーマ監査 

南八幡ポンプ補修工事 
1,491,000 円 

平成24年11月17日から 

平成25年１月31日まで 

 

別表５ 

中央区役所  監査を実施した工事等一覧表 

No. 工   事    名 契 約 金 額 工   期 
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１ 
市道千鳥橋唐人町線道路改良工事

(第 11 工区) 
101,353,350円 

平成25年７月６日から 

平成26年３月25日まで 

２ 市道荒戸荒津線道路改良工事 88,066,200円 
平成25年７月31日から 

平成26年５月31日まで 

３ 
市道清川 172号線道路改良工事(その

３) 
78,094,800円 

平成25年11月20日から 

平成26年10月31日まで 

４ 
中央区管内主要交差点(事故多発交

差点)調査検討業務委託 
3,024,000円 

平成26年５月28日から 

平成26年８月25日まで 

５ 柳橋耐震補強工事その２ 178,495,800円 
平成23年11月29日から 

平成25年２月15日まで 

６ 

単価契約中央区管内管渠維持補修工

事（下水本管・汚水取付管補修・緊

急処理） 

108,922,104円 
平成26年４月１日から 

平成27年３月31日まで 

７ 
単価契約中央区管内道路維持補修工

事(側溝補修他)上期 
15,696,217円 

平成26年４月１日から 

平成26年９月30日まで 

８ 
単価契約中央区管内道路維持委託

(暗渠清掃・緊急修理・安全対策) 
7,356,852円 

平成26年４月１日から 

平成27年３月31日まで 

９ 
中央区役所交通局合同庁舎外壁改修

その１工事 
51,011,100円 

平成25年11月27日から 

平成26年３月28日まで 

10 
中央区役所交通局合同庁舎庁舎管理

業務等委託 
24,306,450 円 

平成25年４月１日から 

平成26年３月31日まで 

11 
中央区役所庁舎案内サイン製作等業

務委託 
4,212,000 円 

平成26年６月13日から 

平成26年７月12日まで 

12 
中央市民センター舞台照明設備更新

工事 
67,620,000 円 

平成25年10月30日から 

平成26年３月15日まで 

13 市道白金通線道路照明灯設置工事 7,056,720 円 
平成26年１月15日から 

平成26年５月31日まで 

14 
県道後野福岡線道路照明灯ＬＥＤ化

工事 
14,476,350 円 

平成24年12月11日から 

平成25年３月15日まで 

15 
地行浜２丁目地内歩道橋エレベータ

ー管理業務(監視)委託 
2,835,000 円 

平成25年４月１日から 

平成26年３月31日まで 

16 

※テーマ監査 

市道堅粕西新２号線誘導標示設置工

事 

2,490,600 円 
平成25年７月30日から 

平成25年10月31日まで 

17 
※テーマ監査 

２級市道舞鶴港線道路補修工事 
2,518,950 円 

平成25年11月20日から 

平成26年１月18日まで 

18 
※テーマ監査 

市道大濠東油山線信号機移設工事 
2,804,760 円 

平成25年10月９日から 

平成26年７月15日まで 

 

別表６ 

南区役所  監査を実施した工事等一覧表 

No. 工   事    名 契 約 金 額 工   期 

１ 市道清水干隈線道路舗装補修工事 94,395,000円 
平成24年８月31日から 

平成25年２月15日まで 

２ 
県道後野福岡線(鶴田)道路舗装補修

工事 
69,917,400円 

平成25年11月20日から 

平成26年３月15日まで 
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３ 
市道野間花畑線バスカット改良工事

（その１） 
84,056,400円 

平成26年１月16日から 

平成27年３月15日まで 

４ 
平成 25 年度市道高宮長尾線段差解消

工事 
57,740,550円 

平成25年７月12日から 

平成26年３月25日まで 

５ 市道大橋駅前２号線道路舗装工事 59,948,700円 
平成25年７月31日から 

平成26年３月15日まで 

６ 
柳河内１丁目無名橋外１橋橋梁補修

工事 
11,485,950円 

平成25年８月31日から 

平成26年１月27日まで 

７ 
単価契約南区管内道路維持修繕(反射

鏡他)上期 
3,302,856円 

平成26年４月１日から 

平成26年９月30日まで 

８ 
南区保健福祉センター庁舎清掃管理

業務等委託 
12,706,522円 

平成25年４月１日から 

平成26年３月31日まで 

９ 南市民センター受変電設備更新工事 74,550,000円 
平成24年８月７日から 

平成25年３月15日まで 

10 市道大橋駅前２号線照明灯設置工事 52,893,750円 
平成24年12月11日から 

平成25年４月30日まで 

11 
筑紫丘トンネル防災設備保守点検業

務委託 
3,024,000円 

平成25年４月１日から 

平成26年３月31日まで 

12 
※テーマ監査 

南区管内歩道調査検討業務委託 
20,272,350 円 

平成25年７月３日から 

平成26年３月15日まで 

13 

※テーマ監査 

南区管内管渠維持委託(スクリーン管

理) 

13,997,550 円 
平成25年10月１日から 

平成26年３月31日まで 

14 
※テーマ監査 

高宮駅前交通広場噴水施設修繕工事 
886,680 円 

平成26年７月８日から 

平成26年９月15日まで 

15 

※テーマ監査 

県道福岡筑紫野線塩原排水ポンプ外

２箇所管理業務委託 

1,794,450 円 
平成24年４月１日から 

平成25年３月31日まで 

16 
※テーマ監査 

高宮交通広場噴水管理業務委託 
354,900 円 

平成25年４月１日から 

平成26年３月31日まで 

 

 

 

 


