
23 監査公表第４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 23 年６月 30 日 

 

 

福岡市監査委員 おばた 久 弥 

同        川 辺 敦 子 

同       石 井 幸 充 

同       大 松   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 会計室 

       (事務監査)対象期間  平成22年１月から同23年１月まで 

             実施期間  平成22年12月２日から同23年１月31日まで 

  イ 保健福祉局 

       (事務監査)対象期間  平成22年１月から同23年１月まで 

             実施期間  平成22年12月１日から同23年１月20日まで 

(工事監査)対象期間  平成20年10月から同22年９月まで 

             実施期間  平成22年12月１日から同23年２月15日まで 

   ウ 農林水産局 

       (事務監査)対象期間  平成21年12月から同22年12月まで 

             実施期間  平成22年12月１日から同年12月27日まで 

  エ 住宅都市局 

       (事務監査)対象期間  平成22年１月から同23年１月まで 

             実施期間  平成22年11月26日から同23年１月14日まで 

   オ  東区役所 

       (事務監査)対象期間  平成21年12月から同23年１月まで 

             実施期間  平成22年12月２日から同23年１月26日まで 

(工事監査)対象期間  平成20年10月から同22年９月まで 

             実施期間  平成22年12月１日から同23年２月15日まで 

   カ  博多区役所 

       (事務監査)対象期間  平成21年12月から同22年12月まで 

             実施期間  平成22年11月26日から同年12月15日まで 

(工事監査)対象期間  平成20年10月から同22年９月まで 

             実施期間  平成22年12月１日から同23年２月15日まで 

   キ  中央区役所 

       (事務監査)対象期間  平成22年１月から同23年１月まで 

             実施期間  平成22年11月26日から同23年１月14日まで 

(工事監査)対象期間  平成20年10月から同22年９月まで 
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             実施期間  平成22年12月１日から同23年２月15日まで 

   ク  南区役所 

       (事務監査)対象期間  平成21年12月から同22年12月まで 

             実施期間  平成22年11月26日から同年12月８日まで 

(工事監査)対象期間  平成20年10月から同22年９月まで 

             実施期間  平成22年12月１日から同23年２月15日まで 

  ケ 城南区役所 

    (事務監査)対象期間  平成22年１月から同年12月まで 

             実施期間  平成22年11月26日から同年12月20日まで 

  コ 早良区役所 

    (事務監査)対象期間  平成22年１月から同23年１月まで 

             実施期間  平成22年12月２日から同23年１月７日まで 

  サ 西区役所 

    (事務監査)対象期間  平成22年１月から同23年１月まで 

             実施期間  平成22年11月26日から同23年１月20日まで 

  シ 福岡市選挙管理委員会 

    (事務監査)対象期間  平成22年１月から同23年１月まで 

             実施期間  平成22年12月１日から同23年１月28日まで 

  ス 東区選挙管理委員会 

    (事務監査)対象期間  平成21年12月から同23年１月まで 

             実施期間  平成22年12月２日から同23年１月24日まで 

セ 博多区選挙管理委員会 

    (事務監査)対象期間  平成21年12月から同22年12月まで 

             実施期間  平成22年11月26日から同年12月10日まで 

ソ 中央区選挙管理委員会 

    (事務監査)対象期間  平成22年１月から同23年１月まで 

             実施期間  平成22年11月26日から同23年１月12日まで 

タ 南区選挙管理委員会 

    (事務監査)対象期間  平成21年12月から同22年12月まで 

             実施期間  平成22年11月26日から同年12月６日まで 

チ 城南区選挙管理委員会 

    (事務監査)対象期間  平成22年１月から同年12月まで 

             実施期間  平成22年11月26日から同年12月16日まで 

ツ 早良区選挙管理委員会 

    (事務監査)対象期間  平成22年１月から同23年１月まで 

             実施期間  平成22年12月２日から同23年１月５日まで 

テ 西区選挙管理委員会 

    (事務監査)対象期間  平成22年１月から同23年１月まで 

             実施期間  平成22年11月26日から同23年１月18日まで 

ト 農業委員会事務局 

    (事務監査)対象期間  平成22年１月から同年12月まで 

             実施期間  平成22年11月26日から同年12月22日まで 

ナ 議会事務局 

    (事務監査)対象期間  平成22年１月から同23年１月まで 

             実施期間  平成22年12月２日から同23年１月26日まで 

(2)  監査の対象事務 

      事務監査は各局区室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。 
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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 

    水路使用料の賦課事務において歳入調定を適正に行うよう注意を求めるもの 

    水路使用料の賦課事務における歳入調定については，地方自治法等関係法令に基 

   づき適正に処理しなければならない。しかしながら，平成21年度の歳入調定におい 

て，｢納付についての了承が得られず｣等の理由により調定を減額し，決算上，収入

未済額を計上しない不適切な事務処理を行っていた。 

水路使用料の歳入調定に当たっては，公平性の観点から地方自治法関係法令に則 

り適正に行うよう注意されたい。 

                    (農業施設課) 

エ 住宅都市局 

    特に指摘する事項はなかった。 

  オ 東区役所 

    福祉電話の通話料等の徴収について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの 

身体障がい者福祉電話については，｢福岡市身体障がい者福祉電話等貸与・電話 

相談事業実施要綱｣に基づき，本市が機器の無償貸与を行い，当該料金を一旦通信 

業者に支払った後，利用者負担分を利用者に請求することとしている。しかしなが 

ら，通話料等の徴収事務において，次のような事例が見受けられ，不適切なものと

なっていた。 

身体障がい者福祉電話の通話料等の徴収に当たっては，公平な受益者負担の原則 

からも関係法令等に則り，適正な事務処理を行うよう注意されたい。 

   (ｱ)  平成22年度において，通話料等の未納者に対し，実査日(平成23年1月25日)現在 

まで督促を行っていなかった。 

(ｲ)  今回調査を行った平成15年度以降，長期にわたって滞納しているものがあった。 

(福祉・介護保険課) 

   カ 博多区役所 

   (ｱ)  資金前渡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 

     福岡市会計規則第53条及び資金前渡事務の手引きにより，精算した場合に残金 

があるときは速やかにこれを戻入しなければならない。また，同規則第54条及び 

同手引きにより，資金前渡者は，精算するときは領収書又はこれにかわるべき 

証拠書類を必ず添付しなければならない。しかしながら，平成21年度及び同 
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22年度の交際費の資金前渡事務において，次のような事例が見受けられた。 

今後，資金前渡金にかかる事務処理においては，福岡市会計規則その他関係法 

令等に則り，適正な事務処理を行うよう注意されたい。 

    ａ 平成21年度の資金前渡金において，出納閉鎖日までに戻入処理を行っていな 

かった。 

    ｂ 平成22年度の資金前渡金において，やむを得ない理由で領収書を徴すること 

ができなかった支払案件全てについて，領収書にかわる支払調書を作成してい 

なかった。 

(総務企画課) 

   (ｲ)  市税の滞納整理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 

市税の滞納整理については，地方税法第15条の７第４項の規定により，滞納処 

    分の執行停止が３年間継続したときに，不納欠損処分を行うこととされており，

本市の定めた｢執行停止事務処理要領｣では不納欠損処分を行う前に，停止要件に 

該当する事実が継続しているか否かの再調査を行うこととしている。しかしなが 

ら，平成21年度において，執行停止要件に該当する事実が継続しているか否かの 

再調査を行わず不納欠損処分を行っていた。 

市税の滞納整理事務に当たっては，関係法令等に則り，適正な事務処理を行う 

よう注意されたい。 

(納税課) 

キ 中央区役所 

特に指摘する事項はなかった。 

  ク 南区役所 

福祉電話の通話料等の徴収について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの 

高齢者福祉電話については，｢福岡市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱｣に 

基づき，本市が機器の無償貸与を行い，通話料等は利用者負担としている。また，

利用者による通話料等の支払が３か月遅延した場合は，本市が当該料金を一旦通信

業者に支払い，利用者に請求することとしている。しかしながら，通話料等の徴収

事務において，次のような事例が見受けられ，不適切なものとなっていた。 

高齢者福祉電話の通話料等の徴収に当たっては，公平な受益者負担の原則からも 

関係法令等に則り，適正な事務処理を行うよう注意されたい。 

(ｱ)  平成22年度において，通話料等の未納者に対し，実査日(平成22年12月7日)現在

まで請求を行っていなかった。 

(ｲ)  今回調査を行った平成17年度以降，長期にわたって滞納しているものがあった。 

(福祉・介護保険課) 

  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 福岡市選挙管理委員会 

  特に指摘する事項はなかった。 

ス 東区選挙管理委員会 

  特に指摘する事項はなかった。 

セ 博多区選挙管理委員会 

  特に指摘する事項はなかった。 

ソ 中央区選挙管理委員会 

  特に指摘する事項はなかった。 
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タ 南区選挙管理委員会 

  特に指摘する事項はなかった。 

チ 城南区選挙管理委員会 

  特に指摘する事項はなかった。 

ツ 早良区選挙管理委員会 

  特に指摘する事項はなかった。 

テ 西区選挙管理委員会 

  特に指摘する事項はなかった。 

ト 農業委員会事務局 

  特に指摘する事項はなかった。 

ナ 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，｢原課で行う物品購入契約事務の適正執行について｣をテーマとして監査を

実施した。 

  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 福岡市選挙管理委員会 

特に指摘する事項はなかった。 

ス 東区選挙管理委員会 

特に指摘する事項はなかった。 

セ 博多区選挙管理委員会 

特に指摘する事項はなかった。 

ソ 中央区選挙管理委員会 

特に指摘する事項はなかった。 

タ 南区選挙管理委員会 

特に指摘する事項はなかった。 

チ 城南区選挙管理委員会 
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特に指摘する事項はなかった。 

ツ 早良区選挙管理委員会 

特に指摘する事項はなかった。 

テ 西区選挙管理委員会 

特に指摘する事項はなかった。 

ト 農業委員会事務局 

特に指摘する事項はなかった。 

ナ 議会事務局 

特に指摘する事項はなかった。 

（工事監査） 

 (1) 局別監査 

ア 保健福祉局 

特に指摘する事項はなかった。 

  イ 東区役所 

(ｱ) 設計積算において，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 平成 20 年度「県道志賀島和白線（志賀島橋）Ｐ１橋脚築造工事」 

(契約金額3億490万6,350円) 

(a) 土木工事標準積算基準書（積算運用の手引き）には，機械損料の設計積算

について「排出ガス対策型（１次基準）」を標準とするとあるが，本工事の

設計積算において，クローラクレーン（150ｔ吊）の損料単価に誤って排出ガ

ス対策型でないものを採用していた。その結果，過小な設計となっていた。 

今後は，適正な設計積算を図られたい。 

(b) 本工事の掘削土搬出（小運搬及び残土運搬）において，土量変化率を考慮

する必要のない掘削土量に土量変化率を適用していた。その結果，過大な設

計となっていた。 

今後は，適正な設計積算を図られたい。 

(c)  土木工事標準積算基準書（積算運用の手引き）には，仮橋・仮桟橋工に使

用する鋼板（トッププレート等）賃料は，仮設材損料算定表の副部材（Ｂ）

を適用するとなっている。本工事の仮橋で使用した鋼板賃料は誤って購入価

格の 90％を計上した結果，過小な設計となっていた。 

今後は，適正な設計積算を図られたい。 

（地域整備課） 

    ｂ 平成 21 年度「汐井跨線人道橋補修工事」 

(契約金額2,067万7,650円) 

土木工事標準積算基準書によると，橋梁塗装工では横断歩道橋の塗装を単独

施工する場合は標準単価を補正することとしているが，施工規模による加算率

は適用しないこととなっている。本工事は跨線人道橋（横断歩道橋）の塗装塗

替等の単独施工であるが，鋼材塗装工，防水工の設計積算において施工規模に

よる加算率を重複して適用していた。その結果，過大な設計となっていた。 

今後は，適正な設計積算を図られたい。 

（維持管理課） 

(ｲ) 施工管理において，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 平成 20 年度「高美台 2491 号線外６路線道路側溝工事」 

(契約金額3,240万4,050円) 

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
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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こととなっているが，

請負者から発注者へ交付されず，発注者から市長へ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） 

    ｂ 平成 21 年度「単価契約東区管内道路維持補修工事（側溝・円管・集水桝・取

付管補修）」 

(契約金額2,349万4,195円) 

本市が発注する土木工事については，契約書及び設計図書の内容について統

一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め，もって契約の

適正な履行の確保を図るために土木工事共通仕様書（福岡市版）が作成されて

いる。 

土木工事共通仕様書では，工事目的物を完成するために必要な手順や工法等

について計画した施工計画書を，請負者が作成し監督員に提出しなければなら

ないと規定しているが，本工事において請負者は施工計画書を作成していなか

った。施工計画書を作成のうえ監督員に提出させるとともに，施工計画書に基

づき施工するよう請負者を指導すべきであった。 

今後は，適正な施工管理に努められたい。 

（維持管理課） 

  ウ 博多区役所 

(ｱ) 設計積算において，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 

平成 21 年度「東那珂人道橋（仮称）橋梁上部工工事」 

(契約金額8,220万7,650円) 

(a) 本工事の仮橋・仮桟橋工の設計積算において，覆工板賃料の一部として計上す

べき修理費及び損耗費と，鋼板（トッププレート等）の賃料及び設置撤去費用が

未計上となっていた。その結果，過小な設計となっていた。 

今後は，適正な設計積算を図られたい。 

(b) 本工事の設計積算において，仮橋下部工で使用するクローラクレーンの分解・

組立輸送費を計上していなかった。同費用を計上すべきであった。その結果，過

小な設計となっていた。 

今後は，適正な設計積算を図られたい。 

（地域整備課） 

(ｲ) 施工管理において，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 

平成 21 年度「上牟田清水２号線照明灯設置工事（２工区）」 

(契約金額848万8,200円) 

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こととなっているが，請負者か

ら発注者へ交付されず，発注者から市長へ提出していなかった。 

なお，同法に関しての法令遵守については前回の監査でも注意を行っており，

適正な施工管理に努められたい。 

（地域整備課） 

また，下記１件の工事においても同様な事例が認められた。 
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・平成 22 年度「博多駅山王線外自転車駐車場駐輪機器設置工事」 

(契約金額 3,716 万 550 円) 

(自転車対策推進課） 

  エ 中央区役所 

(ｱ) 設計積算において，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 

平成 22 年度「笹丘公民館外誘導案内板付照明灯設置工事」 

(契約金額1,443万150円) 

本工事は公民館への誘導案内付き照明灯を設置するものであるが，その設計積

算において照明ポールの単価を誤った結果，過小な設計となっていた。 

今後は，適正な設計積算を図られたい。 

（地域整備課） 

(ｲ) 施工管理において，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 

平成 20 年度「市道千鳥橋唐人町線道路改良工事」 

(契約金額9,722万3,700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 500 ㎥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 500

㎥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」では工事監督業務として官公庁への届出等の点検が義務づ

けられているが，点検が不十分であった。 

今後は，適正な施工管理に努められたい。 

 （地域整備課） 

  オ 南区役所 

施工管理において，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 

平成 21 年度「久屋池整備工事（その３）」 

(契約金額3,892万9,800円) 

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こととなっているが，請負者から発注者

へ交付されず，発注者から市長へ提出していなかった。 

なお，同法に関しての法令遵守については前回の監査でも注意を行っており，適

正な施工管理に努められたい。 

（地域整備課） 

また，下記１件の工事においても同様な事例が認められた。 

・平成 21 年度「県道福岡筑紫野線道路照明灯建て替え工事」 

(契約金額 1,074 万 9,900 円) 

（維持管理課） 

 (2)  テーマ監査 

今回は，「工事に係わる安全管理が適法，適正になされているか」をテーマとして

監査を実施した。 

特に指摘する事項はなかった。 
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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 

総務部 保護課 

保健医療部 地域医療課，保健予防課，精神保健福

祉センター 

健康福祉のまちづくり

部 

地域福祉課，地域保健課，課長(歯科・

栄養指導担当) 

高齢者・障がい者部 高齢者施策推進課，監査指導課，介護

保険課，障がい者在宅支援課，障がい

者施設支援課 

保健福祉局 

生活衛生部 動物管理センター，食品衛生検査所 

農林部 総務課，農業政策課，農業振興課，農

業施設課 

水産部 水産振興課，漁港課 

農林水産局 

中央卸売市場 市場課，鮮魚市場，課長(鮮魚市場整

備担当) 

総務部 企画・耐震推進課 

建築指導部 建築指導課，監察指導課，まちなみの

ルールづくり支援センター，建築審査

課，開発指導課 

都市づくり推進部 地域計画課，都心再生課 

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 

住宅都市局 

公園緑地部 公園管理課，緑化推進課，公園計画課，

公園建設課 

区政推進部 地域支援課，市民センター 

市民部 固定資産税課 

地域整備部 維持管理課 

東区役所 

保健福祉センター 福祉・介護保険課，保護第１課，保護

第２課 

総務部 総務企画課，納税課，固定資産税課 

地域支援部 市民センター 

博多区役所 

保健福祉センター 子育て支援課，保険年金課 

区政推進部 総務課，市民センター 

市民部 市民税課，市民課 

地域整備部 地域整備課 

中央区役所 

保健福祉センター 地域保健福祉課 

区政推進部 企画振興課 

市民部 保険年金課 

地域整備部 生活環境課 

南区役所 

保健福祉センター 福祉・介護保険課，子育て支援課，健

康課，衛生課 

区政推進部 総務課，市民センター 城南区役所 

市民部 市民税課，固定資産税課，市民課 

 - 9 -



地域整備部 生活環境課 

区政推進部 地域振興課 

市民部 市民税課 

地域整備部 地域整備課，生活環境課 

早良区役所 

保健福祉センター 福祉・介護保険課，地域保健福祉課 

区政推進部 市民センター 

市民部 納税課 

地域整備部 生活環境課 

西区役所 

保健福祉センター 子育て支援課，健康課，保護課，衛生

課 

福岡市選挙管理委員会事務局 選挙課 

東区選挙管理委員会事務局 次長 

博多区選挙管理委員会事務局 次長 

中央区選挙管理委員会事務局 次長 

南区選挙管理委員会事務局 次長 

城南区選挙管理委員会事務局 次長 

早良区選挙管理委員会事務局 次長 

西区選挙管理委員会事務局 次長 

農業委員会事務局 次長，西支所 

議会事務局 次長 総務課，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 

工   事    名 契 約 金 額 工   期 

平成21年度堅粕１号墓地外構改良工事
当初     6,699,000円

変更     7,176,750円

平成21年11月20日から

平成22年３月15日まで

盤瀬公園集会所老人いこいの家改築工

事 
12,771,150円

平成20年９月20日から

平成21年３月10日まで

福岡市民病院ＳＣＵ設置空調設備工事         18,900,000円
平成21年12月２日から

平成22年２月22日まで

こども病院・感染症センター施設総合

管理業務委託 
       161,978,250円

平成21年４月１日から

平成22年３月31日まで

冷暖房設備運転管理業務委託          4,189,500円
平成21年４月１日から

平成22年３月31日まで

老人福祉センター早寿園空調設備更新

工事（その１） 
         7,014,000円

平成21年12月23日から

平成22年３月15日まで

松濤園清掃及びボイラー運転管理業務

委託 
         9,964,500円

平成21年４月１日から

平成22年３月31日まで

 

(テーマ監査) 

 

 

 

 

心身障がい福祉センターアスベスト更

新工事 
        37,167,900円

平成22年７月１日から

平成23年３月15日まで
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別表３ 

東区役所 監査を実施した工事等一覧表 

工   事    名 契 約 金 額 工   期 

県道志賀島循環線法面改良工事（二見

岩工区） 

当初    87,045,000円

変更    94,545,150円

平成21年12月３日から

平成22年７月31日まで

県道志賀島和白線（志賀島橋）Ａ２橋

台築造工事 

当初    64,890,000円

変更    65,495,850円

平成21年８月12日から

平成22年２月28日まで

香椎箱崎浜線道路舗装工事 
当初    31,815,000円

変更    31,696,350円

平成21年４月22日から

平成21年７月20日まで

東市民センター施設管理業務の一部委

託 
        38,797,500円

平成21年４月１日から

平成22年３月31日まで

青葉・みどりが丘線外４０路線道路照

明灯建替工事 

当初    23,310,000円

変更    22,273,650円

平成20年12月９日から

平成21年３月15日まで

 外 (局別監査) 17 件 

(テーマ監査) 

水谷1756号線外１路線道路改良工事         24,654,000円
平成22年８月25日から

平成23年２月20日まで

 

別表４ 

博多区役所 監査を実施した工事等一覧表 

工   事    名 契 約 金 額 工   期 

博多駅山王線外１路線道路改良工事 
当初    83,696,550円

変更    85,732,500円

平成21年10月30日から

平成22年９月15日まで

市道博多姪浜線（昭和通り１号）歩道

橋補修工事 
        13,608,000円

平成20年11月５日から

平成21年３月15日まで

県道福岡日田線舗装補修工事 
当初    59,325,000円

変更    59,281,950円

平成21年９月17日から

平成22年２月26日まで

冷泉公園駐輪場整備工事 
当初    48,300,000円

変更    48,115,200円

平成20年10月７日から

平成21年２月３日まで

博多区役所空調設備保守点検業務委託          2,520,000円
平成21年４月１日から

平成22年３月31日まで

 外 (局別監査) ８件 

(テーマ監査) 

東那珂2830号線（那珂人道橋取付道路）

道路改良工事 
20,475,000円

平成22年９月30日から

平成23年３月15日まで
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別表５ 

中央区役所 監査を実施した工事等一覧表 

工   事    名 契 約 金 額 工   期 

市道堅粕西新２号線歩道改良工事 
当初    34,440,000円

変更    32,396,700円

平成20年10月28日から

平成21年３月15日まで

１級市道桜坂小笹線道路舗装補修工事
当初    32,235,000円

変更    33,084,450円

平成21年９月19日から

平成22年１月16日まで

渡辺通２丁目地内路上駐輪施設設置工

事（その１） 

当初    18,165,000円

変更    18,193,350円

平成21年９月１日から

平成21年12月15日まで

中央区役所交通局合同庁舎空気調和設

備保守点検業務委託 
        11,182,500円

平成21年４月１日から

平成22年３月31日まで

中央区管内道路照明灯建て替え工事         12,785,850円
平成20年12月５日から

平成21年３月15日まで

 外 (局別監査) ５件 

(テーマ監査) 

市道千代今宿線（城内）歩道改良工事

（その４） 
        43,050,000円

平成22年８月10日から

平成23年２月５日まで

 

別表６ 

南区役所 監査を実施した工事等一覧表 

工   事    名 契 約 金 額 工   期 

市道平和桧原線道路改良工事 
当初   101,594,850円

変更   106,652,700円

平成21年８月12日から

平成22年５月31日まで

桧原2177号線道路舗装工事 
当初    27,615,000円

変更    29,348,550円

平成20年10月28日から

平成21年３月15日まで

大橋駅東口広場大屋根新築工事         20,718,600円
平成20年10月９日から

平成21年２月10日まで

施設管理業務の一部委託         33,013,470円
平成21年４月１日から

平成22年３月31日まで

弥永西・鶴田・西花畑校区生活道路照

明灯設置工事 
         8,557,500円

平成20年12月25日から

平成21年３月15日まで

 外 (局別監査) 10 件 

(テーマ監査) 

平成 22 年度市道大楠平和線（大楠）道

路舗装工事 
        34,860,000円

平成22年８月31日から

平成23年３月15日まで

 

 


