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29 監査公表第２号 

地方自治法第199条第１項及び第４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 29 年２月 20 日 

 

 

福岡市監査委員 森   英 鷹 

同       国 分 徳 彦 

同       齋 田  雅 夫 

同       篠 原   俊 

 

 

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 

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 総務企画局 

(事務監査) 対象期間 平成26年６月から同28年10月まで 

実施期間 平成28年８月23日から同年10月17日まで 

イ 財政局 

(事務監査) 対象期間 平成26年６月から同28年10月まで 

実施期間 平成28年８月22日から同年10月14日まで 

ウ こども未来局 

(事務監査) 対象期間 平成26年９月から同28年９月まで 

実施期間 平成28年８月22日から同年９月８日まで 

(工事監査) 対象期間 平成26年６月から同28年３月まで 

実施期間 平成28年６月１日から同年９月15日まで  

エ 経済観光文化局 

(事務監査) 対象期間 平成26年10月から同28年10月まで 

実施期間 平成28年８月22日から同年10月14日まで 

オ 道路下水道局 

(事務監査) 対象期間 平成26年10月から同28年10月まで 

実施期間 平成28年８月23日から同年10月３日まで 

(工事監査) 対象期間 平成26年６月から同28年３月まで 

実施期間 平成28年６月１日から同年９月15日まで 

カ 消防局 

(事務監査) 対象期間 平成26年６月から同28年９月まで 

実施期間 平成28年８月22日から同年９月12日まで 

キ 交通局 

(事務監査) 対象期間 平成26年５月から同28年９月まで 

実施期間 平成28年８月22日から同年９月26日まで 

(工事監査) 対象期間 平成26年４月から同28年３月まで 

実施期間 平成28年６月１日から同年９月15日まで 

ク 教育委員会 
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(事務監査) 対象期間 平成26年９月から同28年10月まで 

実施期間 平成28年８月22日から同年10月４日まで 

(2) 監査の対象事務 

事務監査は各局及び行政委員会所掌の財務に関する事務の執行を，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４

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 

  今回の工事監査においては，複数の部局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

る事項が見受けられた。 

(事務監査） 

(1) 局別監査 

ア 総務企画局 

特に指摘する事項はなかった。 

イ 財政局 

  特に指摘する事項はなかった。 

ウ こども未来局 

特に指摘する事項はなかった。 

エ 経済観光文化局 

特に指摘する事項はなかった。 

オ 道路下水道局 

(ｱ) 行政財産の目的外使用許可に伴う使用料の徴収事務について適正な事務処理

を行うよう注意を求めるもの 

行政財産の目的外使用許可に伴う使用料については，福岡市公有財産規則に基

づき，行政財産目的外使用許可に係る使用料は定める期日までに徴収しなければ

ならない。 

しかしながら，平成27年度の川端ぜんざい広場に設置している自動販売機の行

政財産使用料及び行政財産使用に伴う電力使用料について，納入通知書の作成を

失念していたため，年度を越えて使用料を徴収していた。 

今後，行政財産の目的外使用許可に伴う使用料の徴収事務に当たっては，関係

法令等に則り適正な事務処理を行われたい。 

(河川課) 

(ｲ) 不動産鑑定手数料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 

不動産鑑定手数料の支出に当たっては，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28年度の不動産鑑定

及び意見書作成の手数料の支払において，不動産鑑定評価書の履行完了確認後，

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，速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。 

(中部用地課) 

カ 消防局 
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特に指摘する事項はなかった。 

キ 交通局 

特に指摘する事項はなかった。 

ク 教育委員会 

     ｢人権教育研修費交付金｣の支出事務について適正な事務処理を行うよう注意を

求めるもの 

市から交付を受けた｢人権教育研修費交付金｣については，｢人権教育研修費の手引

き｣に基づき，適正な執行に努めるとともに，事務手続きに当たっては，関係書類の

不備など公正を欠くことのないよう十分注意する必要がある。しかしながら，平成

27年度の｢人権教育研修費交付金｣の支出事務において，次のような事例が見受けら

れた。 

今後，｢人権教育研修費交付金｣の支出事務については，適正な事務処理を行うよ

う十分注意されたい。 

(和白中学校) 

(ｱ) 研修会参加費について，参加した教職員が立替払いをしていた。研修会参加の

度に領収書が発行されていたが，参加費６回分(3,000円)をまとめた領収書１枚を

主催者より作成してもらい，毎回受領していた領収書は破棄していた。その後，

参加した教職員の請求を受け，平成28年２月５日に６回分の参加費を研修費交付

金より支出していた。 

(ｲ) 上記研修会参加費の領収書について，日付，あて名，発行者の記載がなかった

という理由で上記とは別の職員が事後に勝手に作り直し，主催者が発行した領収

書は破棄していた。更に作り直した領収書の内容が誤っていたという理由で，再

度作り直していた。                    

ケ 今期の局横断の重点事項である｢10万円以下の物品購入に係る業者選定｣につい

ては，いずれの局においても特に指摘する事項はなかった。 

(工事監査） 

(1) 局別監査 

ア こども未来局 

   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 
   (ｱ) 下請け経費を適正に積算すべきもの 
     中央児童会館解体工事[№4] 
                           (契約金額 7,036 万 3,080 円) 
     本工事は中央児童会館を改築するために既存の建物を解体する工事である。 
     杭の引き抜き工事の単価については業者見積りにより単価を採用していた。 

この見積りに諸経費が計上されていたが，本体工事の諸経費と重複するとの理 
由により単価に計上していなかった。 

     しかしながら，見積りの諸経費は標準単価歩掛りにおける下請け経費に該当す

るため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。 
                    （青少年健全育成課，財政局施設建設課関連） 
   (ｲ) 共通仮設費の積算を適正に行うべきもの 
     中央児童会館等建替え整備工事 [総合評価][№5] 
                         (契約金額１億 7,774 万 9,640 円) 
     本工事は中央児童会館等の内装等を行う建築工事である。 

 共通仮設費において，積上げにより敷地が狭隘なことから作業員の通勤のため

の駐車場借り上げ料を積算していたが，作業員の交通費は現場管理費を算定する

率に含まれているため計上する必要がなかった。 
 しかしながら，誤って積み上げにより計上していた結果，過大な積算となって
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いた。 
     今後は，適正な積算に努められたい。 
                    （青少年健全育成課，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 
    ※[総合評価]は，当該工事が総合評価方式により契約されたものであることを示

す 
  イ 道路下水道局 
   (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 
     交通誘導員の条件明示を適切に行うべきもの 
     都市計画道路千代粕屋線（二又瀬）道路舗装工事[№18] 
                           (契約金額 7,754 万 7,240 円) 
     本工事は道路整備に伴う舗装工事である。 

      交通誘導員の契約図書への条件明示については，財政局技術監理課の通知によ

り，配置人員を明示し，さらに複数の配置体制がある場合には，業務内容が解る

よう区分する等の条件明示を行うことになっている。 
      しかしながら，複数の配置体制があるにもかかわらず，条件明示がなされてい

なかった。 
      なお，交通誘導員の条件明示については前回の監査でも注意を行っており，適

切に事務改善がなされているとはいえない。 
     今後は，適正な条件明示に努められたい。 
                                  （東部道路課） 
     また，以下の２件の工事においても同様な事例が認められた。 

・一般県道町川原福岡線（下原）道路舗装工事（その１）[№22] 
                          （契約金額 4,367 万 4,120 円） 
                                  （東部道路課） 

・都市計画道路国道３号線（板付）道路舗装工事[№26] 
                          （契約金額 6,673 万 5,360 円） 
                                  （東部道路課） 
   (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 
     伸縮継手装置設置工の積算を適正に行うべきもの 

一般県道町川原福岡線（下原）道路舗装工事（その１）[№22] 
                     (契約金額 4,367 万 4,120 円) 

本工事は道路整備に伴う舗装工事である。 
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工は，土木工事標準積算基準書において，「補

修」の規格を適用すべきであったにもかかわらず，「新設」の規格を適用した結果，

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。 

                            （東部道路課） 
   (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 
    Ａ 施工体制台帳を適正に作成すべきもの 
      単価契約 東区、博多区管内 公共汚水桝設置工事[№6] 
                           (契約金額 6,184 万 3,339 円) 
      本工事は東区，博多区管内の公共汚水桝設置工事を行う単価契約方式の工事

である。 
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により公共工事の建

設工事の下請を行った場合は施工体制台帳を作成し，発注者にその写しを提出

しなければならない。 
 しかしながら，本工事については下請契約をしていたにもかかわらず，施工
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体制台帳が提出されていなかった。 
 今後は，適正な施工体制台帳の作成について，受注者への指導を徹底された

い。 
                                 （下水道管理課） 
    Ｂ 施工管理を適正に行うべきもの[重点事項] 
      一般県道町川原福岡線（下原）橋梁改良工事（上部工）[№20] 
                           (契約金額 1,503 万 2,520 円) 
      本工事は道路整備に伴う橋梁の上部工工事である。 

 「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，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，上部工の施工において，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。 
      今後は，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。 
                                  （東部道路課） 

 また，以下の３件の工事においても同様な事例が認められた。 
 ・一般県道桜井太郎丸線（桑原２）橋梁下部・護岸工事（その３）[№39] 

                           （契約金額 6,418 万 7,640 円） 
                                  （西部道路課） 

 ・一般県道内野次郎丸弥生線（西入部）護岸工事（その２）［総合評価］ 
[№45] 

                         （契約金額２億 4,254 万 3,160 円） 
                                  （西部道路課） 

 ・一般県道内野次郎丸弥生線（西入部）道路改良工事[№46] 
                           （契約金額 1,149 万 1,200 円） 
                                  （西部道路課） 
    Ｃ 設計及び施工管理を適正に行うべきもの[重点事項] 
      主要地方道福岡志摩線（元浜）道路改良工事（その２）[№38] 
                          (契約金額１億 219 万 3,440 円) 
      本工事は道路整備に伴う改良工事である。 
      道路の拡幅にあたり，官民境界にＬ型擁壁を設置するため，当初は，法面勾

配をつけた切土により設計していたが，受注者との協議により軽量鋼矢板を使

用する土止め工法に設計変更することとなった。 
 しかしながら，この土止め工法については自立式の構造計算を行っておらず，

軽量鋼矢板が自立することを確認していなかった。 
      また，「土止め先行工法に関するガイドライン」による標準的な，建込み方式

軽量鋼矢板工法では，切土した地山に軽量鋼矢板を立て込んだ後，土止め支保

工（切りばり式）を設置する必要があるが，設置しないまま施工を行っていた。 
 このため，近接する現況道路を通しながらの施工は通行車両や現場作業員に

対して，安全性が確保できていない状態であり，この土止め工法による設計変

更及び施工は不適切であった。 
 今後は，安全性を踏まえた施工について適正な設計を行うとともに，受注者

への指導に努められたい。 
                                  （西部道路課） 

   ※[ ]内の数字は，「別表３ 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す 
    ※[総合評価]は，当該工事が総合評価方式により契約されたものであることを示

す 
    ※[重点事項]は，今期の工事監査の重点事項である「施工管理」に係る注意事項
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であることを示す 
   ウ 交通局 
    (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 
     査定率を適正に適用すべきもの 
     平成 27 年度電気室配電設備保守工事[№33] 
                           (契約金額 2,472 万 1,200 円) 
     本工事は地下鉄空港線の各駅電気室高圧受電設備の監視制御盤の基板類，保護

継電器盤の電源ユニット等を取り替える工事である。 
     取り替える機器の単価の決定において，専門業者から徴収した見積りに交通局

で定めている査定率を適用して単価を決定すべきところを，更に適用すべきでな

い補正率を適用し決定した結果，過小な積算となっていた。 
 今後は，適正な査定率の適用に努められたい。 

                                （姪浜保守事務所） 
    (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 
     Ａ 積算及び契約変更を適正に行うべきもの 
       姪浜車両基地車輪削正装置基礎改修工事[№8] 
                           (契約金額 9,467 万 7,098 円) 
       本工事は車両基地内に設置している車輪削正装置の更新に伴う基礎工事で

ある。 
 杭工事において杭が短くなったため契約変更を行ったが，当初設計で杭の

残泥土運搬費の数量が誤っていたことから増額の変更を併せて行っていた。 
 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。 
 しかしながら，残泥土運搬費の変更は契約図書に基づく変更でなかったこ

とから不適切な契約変更であった。 
 今後は，適正な積算及び契約変更に努められたい。 

                                    （施設課） 
     Ｂ 積算及び契約変更を適正に行うべきもの 
       西新駅 7 出入口上屋改良工事[№9] 
                           (契約金額 4,201 万 9,560 円) 
       本工事は地下鉄駅の空調設備の改修に伴い室外機を設置するため出入口上

屋を改良する建築工事である。 
       工期延期の契約変更時に工期が延びたことによる共通費の変更を行ってい

たが，当初設計で共通費の算定を誤っていたことから増額の変更を併せて行

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。 
       しかしながら，共通費の変更の一部は契約図書に基づく変更ではなかった

ことから不適切な契約変更であった。 
       今後は，適正な積算及び契約変更に努められたい。 
                                    （施設課） 
    ※[ ]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 
（2）テーマ監査 
   今回は，「小規模工事（２５０万円以下）の施工体制台帳の作成状況について」を 

テーマとして監査を実施した。 
ア こども未来局 
  特に指摘する事項はなかった。 
イ 道路下水道局 
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  特に指摘する事項はなかった。 
ウ 交通局 
  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 等 監査実施対象 

総務企画局 

 

ＩＣＴ戦略室 情報システム課 

人事部 人事課，職場適応指導課，人材育成課，職員健康課，組

織定数課，労務課，福利厚生課【(一財)福岡市職員厚生

会】 

東京事務所 次長，課長(シティセールス) 

財政局 

 

財産有効活用部 財産管理課 

税務部 税制課，納税企画課，課税企画課，納税管理課，特別滞

納整理課，法人税務課，資産課税課 

こども未来

局 

 

こども部 こども家庭課 

子育て支援部 指導監査課(姪浜保育所，香椎保育所，田隈保育所，那

珂保育所，馬出保育所，南庄保育所)，千代保育所 

経済観光文

化局 

 

総務部 総務課(計量検査所)，政策調整課 

国際経済・コン

テンツ部 

国際経済課，コンテンツ振興課【アジアフォーカス・福

岡国際映画祭実行委員会】【クリエイティブ福岡推進協

議会】，にぎわい振興課 

観光コンベンシ

ョン部 

観光産業課 

博物館事業管理

部 
管理課，学芸課，市史編さん室 

道路下水道

局 

 

総務部 総務課，下水道経営企画課，経理課，下水道料金課 

建設部 建設推進課，東部道路課，西部道路課，雑餉隈連続立体

交差課，東部下水道課，中部下水道課，西部下水道課，

河川課 

用地部 東部用地課，中部用地課，西部用地課 

消防局 

 

総務部 総務課，職員課，管理課 

情報司令部 情報管理課，災害救急指令センター 

東消防署 警備課 

城南消防署 予防課，警備課 

早良消防署 予防課，警備課 

西消防署 予防課，警備課 

交通局 

 

総務部 営業課 

運輸部 乗客サービス課，課長(駅務担当) ，(管区駅(天神)，管

区駅(姪浜)，管区駅(博多)，管区駅(貝塚)，管区駅(橋

本)，管区駅(天神南))，運転課 

施設部 車両課 

建設部 技術課，計画課，建設課，工事事務所，課長(沿線調整) 

教育委員会 

 

教育環境部 教育環境課，施設課，学校計画課長② 

教育支援部 教育支援課，学務支援課【福岡市中学校体育大会運営委

員会】，健康教育課，給食運営課，学校給食センター，
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生涯学習課 

教育センター 管理課，研修・研究課長② 

高等学校 福翔高等学校 

小学校 千早小学校，那珂南小学校，田島小学校，花畑小学校，

小田部小学校，北崎小学校 

中学校 和白中学校，友泉中学校，高取中学校，西福岡中学校 

幼稚園 内野幼稚園 

 
別表２ 

こども未来局  監査を実施した工事等一覧表 

No. 工   事    名 契 約 金 額 工   期 

１ 
長尾小学校留守家庭子ども会施設改築

工事 
44,857,800 円 

平成27年10月30日から 

平成28年３月10日まで 

２ 
三筑小学校留守家庭子ども会施設改築

工事 
46,718,640 円 

平成27年10月30日から 

平成28年３月10日まで 

３ 
三宅小学校留守家庭子ども会施設増築

工事 
17,226,000 円 

平成27年10月30日から 

平成28年３月20日まで 

４ 中央児童会館解体工事 70,363,080 円 
平成26年８月15日から 

平成27年１月20日まで 

５ 
中央児童会館等建替え整備工事[総合

評価] 
177,749,640 円 

平成27年８月５日から 

平成28年２月８日まで 

６ 
背振少年自然の家外壁改修工事（その

２） 
21,489,840 円 

平成27年９月８日から 

平成28年１月25日まで 

７ 
中央児童会館等建替え整備事業内装工

事実施設計業務委託 
15,165,360 円 

平成26年６月25日から 

平成27年１月31日まで 

８ あゆみ学園内部改造その他工事 6,026,400 円 
平成27年12月25日から 

平成28年３月20日まで 

９ 
(仮称)青少年科学館事業者選定等業務

委託 
26,492,400 円 

平成27年４月７日から 

平成28年３月31日まで 

10 
(仮称)青少年科学館特定事業公募資料

作成等業務委託 
9,987,840 円 

平成27年５月７日から 

平成28年３月31日まで 

11 
三筑小学校留守家庭子ども会施設改築

電気工事 
7,669,080 円 

平成27年11月５日から 

平成28年３月15日まで 

12 
長尾小学校留守家庭子ども会施設改築

空調設備工事 
6,524,280 円 

平成27年10月６日から 

平成28年３月15日まで 

13 中央児童会館等建替え整備電気工事 48,708,000 円 
平成27年８月５日から 

平成28年２月15日まで 

14 
こども総合相談センター空調・換気設

備保守点検業務委託 
4,158,000 円 

平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 

15 

※［テーマ監査］ 

三筑小学校留守家庭子ども会施設解体

工事 

2,214,000 円 
平成27年10月７日から 

平成27年10月30日まで 

16 

※［テーマ監査］ 

三宅小学校留守家庭子ども会施設増築

衛生設備工事 

2,401,920 円 
平成27年10月27日から 

平成28年３月25日まで 

17 
※［テーマ監査］ 

板付小学校留守家庭子ども会施設増築 
2,058,480 円 

平成27年11月19日から 

平成28年９月20日まで 
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 空調設備工事   

 

別表３ 

道路下水道局  監査を実施した工事等一覧表 

No. 工   事    名 契 約 金 額 工   期 

１ 
七隈線中間駅自転車駐車場基本設計業

務委託 
15,120,000 円 

平成26年８月26日から 

平成27年３月20日まで 

２ 
平成 26 年度橋梁補修工事（その２）［総

合評価］ 
115,968,240 円 

平成26年８月１日から 

平成27年３月15日まで 

３ 平成 27 年度橋梁補修工事（その１） 45,434,520 円 
平成27年８月12日から 

平成27年12月15日まで 

４ 
平成 27 年度 福岡市路面下空洞調査

点検業務委託 
55,209,600 円 

平成27年８月13日から 

平成28年３月15日まで 

５ 
単価契約 城南区、早良区管内 公共

汚水桝設置工事 
63,019,367 円 

平成26年４月１日から 

平成27年３月31日まで 

６ 
単価契約 東区、博多区管内 公共汚

水桝設置工事 
61,843,339 円 

平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 

７ 処理区域内下水道管清掃業務委託 619,403,760 円 
平成26年４月１日から 

平成27年３月31日まで 

８ 
田尻太郎丸汚水幹線堆積物処理処分業

務委託 
12,421,080 円 

平成26年８月28日から 

平成27年２月６日まで 

９ 下水道用空気弁保守点検業務委託 5,724,000 円 
平成26年12月４日から 

平成27年３月15日まで 

10 腐食環境下施設対策検討業務委託 37,800,000 円 
平成26年12月26日から 

平成27年３月27日まで 

11 
中央区管内下水道管渠内調査委託（Ｔ

Ｖカメラ）（３） 
17,220,600 円 

平成27年９月５日から 

平成27年12月23日まで 

12 
平成 26 年度 中部水処理センター警固

断層に関する調査委託 
11,365,920 円 

平成26年５月16日から 

平成26年12月10日まで 

13 
平成 26 年度 福岡市下水道施設計画諸

元見直し業務委託 
16,740,000 円 

平成26年６月４日から 

平成27年３月13日まで 

14 
平成 27 年度 合流式下水道改善計画

策定業務委託 
17,064,000 円 

平成27年７月７日から 

平成28年３月15日まで 

15 
河川・治水池環境整備計画策定業務委

託 
9,147,600 円 

平成26年９月11日から 

平成27年２月27日まで 

16 
香椎川地下河川流入施設計画検討業務

委託 
10,584,000円 

平成27年８月20日から 

平成28年２月29日まで 

17 吉塚駅東口駅前広場整備工事 17,949,600円 
平成25年12月25日から 

平成26年10月31日まで 

18 
都市計画道路千代粕屋線（二又瀬）道

路舗装工事 
77,547,240円 

平成26年５月16日から 

平成27年３月15日まで 

19 
都市計画道路屋形原須玖線（警弥郷）

橋梁上部工工事 ［総合評価］ 
208,892,520 円 

平成26年６月３日から 

平成27年２月27日まで 

20 
一般県道町川原福岡線（下原）橋梁改

良工事（上部工） 
15,032,520円 

平成26年７月１日から 

平成27年３月15日まで 
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21 
都市計画道路香椎アイランド線電線共

同溝建設工事（その１） 
82,497,960円 

平成26年７月８日から 

平成27年２月28日まで 

22 
一般県道町川原福岡線（下原）道路舗

装工事（その１） 
43,674,120円 

平成26年８月13日から 

平成27年６月30日まで 

23 
都市計画道路博多箱崎線外１線（電線

共同溝）電線共同溝建設工事（その１） 
100,315,800 円 

平成26年10月２日から 

平成28年３月15日まで 

24 吉塚駅東口駅前広場整備工事（その２） 7,645,320 円 
平成26年11月19日から 

平成27年３月15日まで 

25 都市計画道路和白新宮線地盤改良工事 52,427,520円 
平成26年12月４日から 

平成27年６月30日まで 

26 
都市計画道路国道３号線（板付）道路

舗装工事 
66,735,360円 

平成26年12月４日から 

平成27年７月31日まで 

27 
（単価契約）道路用地管理舗装工事（博

多区・南区） 
15,088,574円 

平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 

28 都市計画道路和白新宮線水路仮設工事 11,350,800円 
平成27年７月１日から 

平成28年３月25日まで 

29 
市道大楠平和線（大楠）電線共同溝建

設工事（その６） 
40,593,960円 

平成27年７月22日から 

平成28年２月６日まで 

30 
都市計画道路香椎アイランド線道路舗

装工事（その１） 
59,012,280円 

平成27年８月12日から 

平成28年３月25日まで 

31 
一般県道町川原福岡線（下原）道路舗

装工事 
28,395,360円 

平成27年８月12日から 

平成28年３月15日まで 

32 
都市計画道路和白新宮線道路舗装工事

（その４） 
68,423,400円 

平成27年10月２日から 

平成28年３月25日まで 

33 
都市計画道路屋形原須玖線（警弥郷）

道路予備修正設計業務委託 
6,303,960 円 

平成26年５月30日から 

平成26年12月22日まで 

34 
一般県道町川原福岡線（香椎駅東）道

路詳細修正設計業務委託 
6,415,200 円 

平成27年６月19日から 

平成28年３月20日まで 

35 
都市計画道路屋形原須玖線（警弥郷）

道路詳細修正設計業務委託 
7,614,000 円 

平成27年８月14日から 

平成28年３月20日まで 

36 
都市計画道路屋形原須玖線（鶴田・老

司２）道路構造物検討業務委託 
9,257,760 円 

平成27年10月８日から 

平成28年３月18日まで 

37 
市道有田重留線（田村）道路舗装工事

（その４） 
83,962,440円 

平成25年６月20日から 

平成26年11月15日まで 

38 
主要地方道福岡志摩線（元浜）道路改

良工事（その２） 
102,193,440 円 

平成25年９月13日から 

平成26年８月８日まで 

39 
一般県道桜井太郎丸線（桑原２）橋梁

下部・護岸工事（その３） 
64,187,640円 

平成25年11月22日から 

平成26年９月19日まで 

40 
一般県道都地姪浜線（橋本２）道路改

良工事 
80,643,600円 

平成25年12月４日から 

平成26年７月14日まで 
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41 
市道学園通線（田尻）道路改良工事（そ

の１） 
98,880,480円 

平成25年12月４日から 

平成26年10月31日まで 

42 
都市計画道路長尾橋本線（飯倉）道路

舗装工事（その５） 
50,645,520円 

平成26年７月23日から 

平成27年３月25日まで 

43 
市道学園通線（田尻）道路舗装工事（そ

の１） 
81,827,280円 

平成26年８月13日から 

平成27年３月25日まで 

44 

主要地方道福岡早良大野城線（内野１

丁目）内野大橋上部工工事 ［総合評

価］ 

117,533,160 円 
平成26年９月３日から 

平成27年５月31日まで 

45 
一般県道内野次郎丸弥生線（西入部）

護岸工事（その２） ［総合評価］ 
242,543,160 円 

平成26年９月３日から 

平成27年７月15日まで 

46 
一般県道内野次郎丸弥生線（西入部）

道路改良工事 
11,491,200円 

平成26年12月18日から 

平成27年５月31日まで 

47 市道室見有田線道路舗装工事 11,580,840円 
平成26年12月19日から 

平成27年４月30日まで 

48 
一般県道都地姪浜線（橋本２）公園階

段設置工事 
8,142,120 円 

平成27年１月23日から 

平成27年６月５日まで 

49 
一般県道大原周船寺停車場線（周船寺

駅前）仮設橋梁設置工事 
29,648,160円 

平成27年５月16日から 

平成27年11月２日まで 

50 
主要地方道福岡早良大野城線（内野１

丁目）内野大橋仮設工事（その５） 
6,721,920 円 

平成27年９月１日から 

平成27年12月31日まで 

51 
市道学園通線（田尻）道路改良工事（そ

の３） 
50,714,640円 

平成27年９月８日から 

平成28年３月30日まで 

52 
市道千代今宿線（興徳寺橋）橋梁予備

設計業務委託 
7,055,640 円 

平成26年６月11日から 

平成27年３月25日まで 

53 
天神３号線地下駐輪場及び地下通路基

本設計業務委託 
27,540,000円 

平成26年10月16日から 

平成27年３月20日まで 

54 
天神３号線外 地下通路及び地下駐輪

場実施検討業務委託 
30,240,000円 

平成27年12月12日から 

平成28年３月20日まで 

55 西鉄天神大牟田線側道16号線擁壁工事 18,344,880円 
平成27年４月24日から 

平成27年９月30日まで 

56 

都市計画道路吉塚松崎線（吉塚）道路

改良事業支障物件調査等業務委託その

２ 

9,367,920 円 
平成27年６月18日から 

平成27年12月14日まで 

57 

市道博多駅草ヶ江線（六本松交差点）

道路改良事業支障物件調査等業務委託

その10 

3,510,000 円 
平成27年８月５日から 

平成27年12月２日まで 

58 
市道福重石丸線歩道設置事業支障物件

調査等業務委託その２ 
3,304,800 円 

平成27年10月24日から 

平成28年３月11日まで 
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59 
市営川端地下駐車場ＩＴＶ装置更新工

事 
18,592,200円 

平成28年１月27日から 

平成28年３月25日まで 

60 
市道博多姪浜線外９路線 道路照明灯

ＬＥＤ化工事（中央区，博多区） 
37,377,720円 

平成27年８月12日から 

平成27年12月29日まで 

61 
福岡筑紫野線外２路線 道路照明灯Ｌ

ＥＤ化工事（南区，中央区） 
35,200,440円 

平成27年８月12日から 

平成27年12月19日まで 

62 蒲田汚泥処理場管理業務委託 39,204,000円 
平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 

63 
都市計画道路香椎アイランド線道路照

明灯設置工事 
17,508,960円 

平成27年10月２日から 

平成28年３月25日まで 

64 
一般国道495号（和白丘）道路照明灯詳

細設計業務委託 
3,656,880 円 

平成27年７月30日から 

平成28年３月20日まで 

65 
市道有田重留線（田村）道路照明灯設

置工事（その２） 
26,722,440円 

平成26年９月11日から 

平成27年２月28日まで 

66 
都市計画道路長尾橋本線（飯倉）信号

機移設工事（その５） 
9,411,120 円 

平成26年９月25日から 

平成27年３月15日まで 

67 

※[テーマ監査] 

都市計画道路国道３号線（半道橋）道

路改良工事 

1,712,880 円 
平成27年８月13日から 

平成27年11月10日まで 

68 

※[テーマ監査] 

都市計画道路屋形原須玖線（警弥郷）

擁壁設置工事 

1,765,800 円 
平成27年９月25日から 

平成28年２月29日まで 

69 

※[テーマ監査] 

都市計画道路屋形原須玖線（鶴田）区

画線設置工事 

1,722,600 円 
平成28年２月４日から 

平成28年３月30日まで 

70 

※[テーマ監査] 

一般県道町川原福岡線（下原）交通安

全施設設置工事（その２） 

2,249,640 円 
平成27年４月18日から 

平成27年６月30日まで 

71 

※[テーマ監査] 

都市計画道路長尾橋本線（飯倉）管理

用地舗装工事 

1,730,160 円 
平成27年８月26日から 

平成27年11月15日まで 

72 

※[テーマ監査] 

一般県道大原周船寺停車場線（周船寺

駅前）仮設橋梁設置工事（その２） 

1,944,000 円 
平成27年10月31日から 

平成28年３月31日まで 

73 

※[テーマ監査] 

都市計画道路長尾橋本線（飯倉）防護

柵設置工事（その１） 

912,600 円 
平成28年１月９日から 

平成28年３月15日まで 

74 

※[テーマ監査] 

都市計画道路長浜臨港線電線共同溝補

修工事 

1,993,680 円 
平成28年２月３日から 

平成28年５月30日まで 
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75 
※[テーマ監査] 

平成27年度市営半道橋住宅解体工事 
1,188,000 円 

平成27年12月３日から 

平成28年１月31日まで 

76 

※[テーマ監査] 

都市計画道路千代粕屋線（二又瀬）信

号機移設工事 

2,422,440 円 
平成27年７月４日から 

平成27年10月16日まで 

77 

※[テーマ監査] 

一般県道町川原福岡線（下原）道路照

明灯設置工事（その１） 

2,380,320 円 
平成27年７月30日から 

平成27年12月15日まで 

78 

※[テーマ監査] 

都市計画道路渡辺通春吉線信号機移設

工事（その１） 

1,904,040 円 
平成28年２月２日から 

平成28年３月22日まで 

 
別表４ 

交通局  監査を実施した工事等一覧表 

No. 工   事    名 契 約 金 額 工   期 

１ 
福岡市地下鉄七隈線(天神南～博多間)

軌道実施設計業務委託 
12,312,000 円 

平成27年９月８日から 

平成28年３月15日まで 

２ 平成 26 年度軌道保守工事（その１） 76,680,000 円 
平成26年５月22日から 

平成26年12月19日まで 

３ 
平成 26 年度 空港・箱崎線線路検査業

務委託 
119,330,280 円 

平成26年４月１日から 

平成27年３月31日まで 

４ 平成 27 年度七隈線レール削正工事 16,244,280 円 
平成28年２月13日から 

平成28年３月15日まで 

５ 
福岡空港駅新１出入口建設工事 ［総

合評価］ 
178,639,560 円 

平成26年６月17日から 

平成28年１月29日まで 

６ 
平成 26 年度構造物改良工事 その３ 

［総合評価］ 
165,907,440 円 

平成27年２月20日から 

平成28年３月15日まで 

７ 

福岡市地下鉄七隈線中間駅（仮称）建

設に伴う住吉６号幹線移設工事 ［総合

評価］ 

728,664,390 円 
平成25年８月３日から 

平成28年３月15日まで 

８ 
姪浜車両基地車輪削正装置基礎改修工

事 
94,677,098 円 

平成25年12月21日から 

平成26年10月10日まで 

９ 西新駅 7 出入口上屋改良工事 42,019,560 円 
平成26年11月12日から 

平成27年６月30日まで 

10 
福岡空港駅エレベーター上屋建築その

他工事 
53,691,120 円 

平成27年11月26日から 

平成28年５月31日まで 

11 姪浜駅利便施設改良工事 32,666,760 円 
平成27年９月４日から 

平成28年１月26日まで 

12 中洲川端駅川端口トイレ改良工事 62,245,800 円 
平成27年11月10日から 

平成28年３月８日まで 

13 貝塚駅トイレ改良工事 62,081,640 円 
平成27年11月26日から 

平成28年３月25日まで 

14 馬出九大病院前駅内外装仕上改良工事 47,470,320 円 
平成27年11月26日から 

平成28年３月15日まで 
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15 駅シャッター等保守点検業務委託 11,880,000 円 
平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 

16 
福岡市地下鉄七隈線博多駅（仮称）建

築工事実施設計業務委託 
18,480,960円 

平成26年８月１日から 

平成28年２月15日まで 

17 
福岡市地下鉄七隈線延伸事業に伴う支

障物件調査等業務委託その１ 
5,888,160 円 

平成26年６月28日から 

平成26年11月30日まで 

18 
博多駅外 2 箇所自動制御・動力制御盤

更新工事 [総合評価] 
268,689,960 円 

平成25年11月23日から 

平成27年３月15日まで 

19 博多駅博多口冷却塔更新工事 47,044,800円 
平成26年10月22日から 

平成27年３月25日まで 

20 
箱崎宮前駅外１箇所自動制御・動力制

御盤更新工事 [総合評価] 
120,528,000 円 

平成27年９月19日から 

平成28年３月15日まで 

21 
福岡空港駅 4 出入口エレベーター新設

工事 
12,927,600円 

平成27年12月15日から 

平成28年５月31日まで 

22 
天神駅冷却塔（福岡朝日会館）更新工

事 
66,786,120円 

平成27年11月10日から 

平成28年３月25日まで 

23 赤坂駅駅務空調更新工事 24,348,600円 
平成27年11月10日から 

平成28年２月７日まで 

24 
空港・箱崎線旅客案内設備更新工事 

[総合評価] 
780,759,000 円 

平成24年９月29日から 

平成27年３月13日まで 

25 東比恵電気室配電設備改良工事 89,424,000円 
平成26年８月14日から 

平成27年３月13日まで 

26 箱崎変電所高圧配電設備改良工事 167,400,000 円 
平成27年３月７日から 

平成28年３月15日まで 

27 
ＩＣカード管理システム更新工事 

[総合評価] 
668,055,600 円 

平成26年７月15日から 

平成28年５月30日まで 

28 姪浜駅信号用無停電電源装置更新工事 66,990,240円 
平成27年５月２日から 

平成28年３月15日まで 

29 西新駅照明設備改良工事 62,538,480円 
平成27年８月27日から 

平成28年２月12日まで 

30 大濠公園駅照明設備改良工事 63,568,800円 
平成27年８月27日から 

平成28年２月12日まで 

31 出改札設備保守業務委託 245,156,760 円 
平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 

32 
七隈線延伸に伴う空港線博多駅支障物

移設電気設備工事 [総合評価] 
166,322,160 円 

平成27年５月27日から 

平成28年３月15日まで 

33 平成 27 年度電気室配電設備保守工事 24,721,200円 
平成27年12月25日から 

平成28年３月25日まで 

34 
平成 27 年度電気室直流電源装置保守

工事 
34,020,000円 

平成27年10月22日から 

平成28年３月15日まで 

35 
平成 27 年度ホームモニタ・カメラ更新

工事 
40,284,000円 

平成27年10月３日から 

平成28年２月29日まで 

36 
平成 27 年度空港・箱崎線電路設備保守

業務委託 
101,530,800 円 

平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 

37 
平成 27 年度空港・箱崎線信号保安設備

保守業務委託 
224,478,000 円 

平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 
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38 
天神南駅外 7 駅無線通信補助設備改良

工事 
44,280,000円 

平成26年９月20日から 

平成27年３月25日まで 

39 
平成 27 年度七隈線電路設備保守業務

委託 
75,924,000円 

平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 

40 
平成 27 年度七隈線制御・情報システム

設備保守業務委託 
91,800,000円 

平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 

41 
姪浜車両基地在姿車輪削正装置更新工

事 [総合評価] 
188,310,840 円 

平成24年12月７日から 

平成27年２月23日まで 

42 
福岡市高速鉄道 1000N 系・2000 系車両

運転保安装置改良 
35,478,000円 

平成27年４月９日から 

平成28年１月15日まで 

43 
姪浜車両基地車両総合試験装置保守業

務委託 
18,900,000円 

平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 

44 姪浜車両基地車両保守業務委託 435,240,000 円 
平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 

45 
車両総合管理システム単体試験器（継

電器及び断流器）更新工事 
4,968,000 円 

平成26年10月３日から 

平成27年３月20日まで 

46 橋本車両基地車両保守業務委託 279,396,000 円 
平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 

47 
福岡市地下鉄七隈線中間駅（仮称）建

設に伴う防犯カメラ設備移設工事 
18,318,960円 

平成26年７月９日から 

平成26年11月５日まで 

48 
※[テーマ監査] 

平成 27 年度 軌道保守工事（その３） 
1,296,000 円 

平成27年11月25日から 

平成28年１月23日まで 

49 

※[テーマ監査] 

福岡空港駅新 1 出入口建設工事（その

２) 

280,800 円 
平成28年１月30日から 

平成28年３月31日まで 

50 
※[テーマ監査] 

姪浜合同事務所指定通路床修理 
1,717,200 円 

平成27年５月16日から 

平成27年７月14日まで 

51 
※[テーマ監査] 

福大前外１駅壁修理 
184,464 円 

平成28年３月９日から 

平成28年３月18日まで 

52 
※[テーマ監査] 

七隈線エスカレーターポール修理 
2,289,600 円 

平成28年２月９日から 

平成28年３月28日まで 

53 
※[テーマ監査] 

局庁舎コンセント設備外工事 
604,800 円 

平成27年７月14日から 

平成27年８月12日まで 

54 

※[テーマ監査] 

福岡空港駅新 1 出入口新設に伴う支障

物移設工事 

2,409,480 円 
平成27年４月28日から 

平成27年７月16日まで 

55 

※[テーマ監査] 

福岡空港駅出入口整備に伴う防災設備

移設工事 

1,674,000 円 
平成27年４月18日から 

平成27年６月30日まで 

56 

※[テーマ監査] 

七隈線延伸に伴う空港線博多駅支障物

移設設備工事 

1,695,600 円 
平成27年10月20日から 

平成27年12月25日まで 

57 

※[テーマ監査] 

平成 27年度姪浜外 1駅通信用電源装置

蓄電池取替工事 

1,564,920 円 
平成27年10月21日から 

平成28年２月17日まで 

 


