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28監査公表第１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28年２月４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 市長室  

(事務監査) 対象期間 平成25年８月から同27年９月まで 

実施期間 平成27年８月31日から同年９月４日まで 

イ 市民局  

(事務監査) 対象期間 平成25年９月から同27年10月まで 

実施期間 平成27年９月１日から同年10月６日まで 

ウ こども未来局  

(事務監査) 対象期間 平成25年９月から同27年９月まで 

実施期間 平成27年９月１日から同年９月14日まで 

エ 経済観光文化局  

(事務監査) 対象期間 平成25年10月から同27年10月まで 

実施期間 平成27年８月31日から同年10月20日まで 

(工事監査) 対象期間 平成25年６月から同27年５月まで 

実施期間 平成27年８月３日から同年10月26日まで  

オ 道路下水道局  

(事務監査) 対象期間 平成25年10月から同27年10月まで 

実施期間 平成27年８月31日から同年10月８日まで 

(工事監査) 対象期間 平成25年６月から同27年５月まで 

実施期間 平成27年８月３日から同年10月26日まで 

カ 水道局  

(事務監査) 対象期間 平成25年10月から同27年10月まで 

実施期間 平成27年８月31日から同年10月16日まで 

キ 教育委員会  

(事務監査) 対象期間 平成25年10月から同27年９月まで 

実施期間 平成27年９月１日から同年９月25日まで 

(工事監査) 対象期間 平成25年６月から同27年５月まで 

実施期間 平成27年８月３日から同年10月26日まで 

(2) 監査の対象事務 



 - 2 - 

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及び事務の執行を，工事監

査は各局及び行政委員会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 市長室  

特に指摘する事項はなかった。 

イ 市民局  

委託料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26年度｢自転車安全利用｢押し歩き推進

区間｣啓発等運営業務｣外２件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。 

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。 

（生活安全課） 

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  

    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，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。 

(ｱ)  平成26年度｢福岡市博物館警備業務委託｣外６件の委託料及び平成27年度の印

刷消耗品費の支出において，検査完了から支払いまで長期日数を要していた。 

（博物館事業管理部管理課） 

(ｲ)  平成26年度｢どんたく特選及び４・５・６月宣伝業務｣外３件の委託料及び平成

26年度役務費の支出において，検査完了から支払いまで長期日数を要していた。 

（経営企画課） 

オ 道路下水道局  

特に指摘する事項はなかった。 

カ 水道局  

特に指摘する事項はなかった。 

キ 教育委員会  

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 
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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年度及び同26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。 

(ｱ)  平成25年度｢平成26年度福岡市立学校教職員採用候補者の採用時健康診断業務

委託｣の委託料外５件の支出において，検査完了から支払いまで長期日数を要して

いた。 

                       （教職員課長） 

(ｲ)  平成26年度｢教育委員会教育支援部レイアウト変更に伴うネットワーク配線変

更等業務｣の委託料外３件の支出において，履行完了確認後，支払いまでに長期日

数を要していた。 

                  （教育支援課） 

(ｳ)  平成25年度及び同26年度の報償費12件の支出において，履行完了確認後，支払

いまでに長期日数を要していた。 

            （教育センター） 

 (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

た。 

ア 市長室  

特に指摘する事項はなかった。 

イ 市民局  

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  

特に指摘する事項はなかった。 

カ 水道局  

特に指摘する事項はなかった。 

キ 教育委員会  

特に指摘する事項はなかった。 

(工事監査) 

 (1) 局別監査 

  ア 経済観光文化局 

    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 

(ｱ)  支払業務を適正に行うべきもの 

福岡市博物館ＶＴＲコーナーリニューアル委託[№10] 

（契約金額1,260万円） 

本委託は博物館のＶＴＲコーナーをリニューアルする委託である。 

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。 

（博物館事業管理部管理課） 

     (ｲ) 委託料の積算を適正に行うべきもの 

福岡競艇場施設維持管理保守業務委託[№22] 

（契約金額１億426万3,200円） 

本委託は福岡競艇場施設の電気・空調等の運転，保守・点検，営繕及び電話
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交換などの維持管理業務委託である。 

仕様書では電話交換業務の従事者数は開催日は２名，非開催日は１名として

いた。 

しかし，積算で従事者数と日数を誤った結果，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。 

（経営企画課） 

     ※[ ]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 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 

設計に伴う調査・検討を適正に行うべきもの 

準用片江川河川改修(６号橋・護岸)工事[№28] 

（契約金額１億8,184万9,500円） 

本工事は浸水対策を目的とした河川のボックスカルバート橋及び護岸工事で

ある。 

ボックスカルバート橋の築造は，当初，当該箇所を車両通行止めによる工事と

していたが，地元及び関係機関との協議の結果，片側交互通行とすることとなっ

たため，鋼矢板仮設工法から矩形ライナープレート及び覆工板を設置する工法に

変更するとともに，ボックスカルバート橋の断面寸法変更を，受注者へ指示した。 

その後，ボックスカルバート橋工事に支障となる水道管の試掘調査を行ったと

ころ，水道管は当初設計時の想定より深く位置していることが判明した。 

このため，水道管移設を行わず，ボックスカルバート橋の断面寸法を再度見直

し，浅い位置に設置することを決定した。 

この時点で，受注者は，当初の指示に基づき矩形ライナープレートを製作して

いたことから，一部について現場設置が行われず不要なものとなった。 

今後は，設計の前提となる調査・検討は適時，適正に行われたい。 

（河川課） 

  (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 

Ａ 電動シャッターの積算を適正に行うべきもの 

諸岡第10雨水幹線築造工事[№１] 

（契約金額13億5,505万4,640円） 

本工事は博多区諸岡地区の浸水対策を目的としたシールド工法による下水

道管の築造工事である。 

積算運用の手引きにおいて，実施設計単価表に掲載のない単価で見積徴収に

より価格を決定する場合，見積りは原則として３社以上から徴収し，採用単価

の決定に当たっては，原則として見積りの 低価格としている。 

しかしながら，仮設工の防音ハウスに計上する電動シャッターの採用単価決

定において，見積り価格に必要のない査定率を乗じて算出した結果，過小な積

算となっていた。 

さらに，電動シャッターのスクラップ費を控除しなかった結果，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。 

（東部下水道課） 

Ｂ 交通誘導員の積算を適正に行うべきもの 

天神幹線築造工事[№11] 

（契約金額２億8,717万1,850円） 

本工事は地震対策を目的とした中央区天神地区の既設下水道渠の更生工事

である。 

本工事において，交通管理者(警察)の道路使用許可条件から，時間的制約を
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受ける労務費の補正が必要であったにもかかわらず，交通誘導員の労務費につ

いて補正を行わなかった結果，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。 

（中部下水道課） 

Ｃ 橋台躯体工の積算を適正に行うべきもの 

都市基盤周船寺川河川改修(牛町橋下部工・護岸工)工事[№29] 

（契約金額7,899万8,850円） 

本工事は河川断面拡幅に伴う橋梁下部工・護岸工改良工事である。 

橋台躯体工の積算において，鉄筋工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。 

（河川課） 

 (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 

施工管理を適正に行うべきもの 

準用片江川河川改修(６号橋・護岸)工事[№28] 

（契約金額1億8,184万9,500円） 

本工事は浸水対策を目的とした河川のボックスカルバート橋及び護岸工事で

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，ボックスカルバート橋の施工において，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。 

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。 

（河川課） 

    (ｴ) 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 

第１遮集幹線築造緊急工事[№15] 

（契約金額4,796万2,800円） 

本工事は中央区長浜地区の既設下水道管が硫化水素により腐食しているため

道路陥没防止を目的とした管更生工事である。 

現場に着手し事前調査を行ったところ，硫化水素の影響で管内が腐食し，管更

生断面等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

更時に管内土砂等の運搬距離を当初設計で誤っていたとして土砂等運搬費用の減

額変更を行っていた。 

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

定められているが，契約図書に明記されていないものについては，受注者と協議

し定めることとされている。 

しかしながら，土砂等運搬費用の減額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，適正な契約変更となっていなかった。 

今後は，適正な契約変更に努められたい。 

（中部下水道課） 

※[ ]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 

  ウ 教育委員会 

    特に指摘する事項はなかった。 

(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
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について｣をテーマとして監査を実施した。 

ア 経済観光文化局  

特に指摘する事項はなかった。 

イ 道路下水道局  

特に指摘する事項はなかった。 

ウ 教育委員会  

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 

市長室 秘書課，広聴課 

市民局 総務部 区政課 

コミュニティ推

進部 

コミュニティ推進課 

生活安全部 生活安全課長②，消費生活センター 

男女共同参画部 事業推進課 

人権部 地域施策課(馬出人権のまちづくり館，田隈人権のま

ちづくり館) 

こども未来

局 

こども部 こども家庭課，こども発達支援課，少年科学文化会

館，青年センター 

子育て支援部 指導監査課(姪浜保育所，香椎保育所) 

経済観光文

化局 

中小企業振興部 経営支援課 

創業・立地推進部 創業・大学連携課，課長(創業推進)，企業誘致課 

観光コンベンシ

ョン部 

観光産業課，観光振興課，プロモーション推進課，

ＭＩＣＥ推進課，課長(ＭＩＣＥ施設設備) 

博物館事業管理

部 

管理課，学芸課，市史編さん室 

文化財部 文化財保護課，大規模史跡整備推進課，埋蔵文化財

審査課，埋蔵文化財調査課 

空港対策部 空港対策課，課長(地域調整) 

事業部 経営企画課，開催運営課 

道路下水道

局 

総務部 経理課 

管理部 路政課，道路維持課，下水道管理課 

計画部 計画調整課，自転車課，下水道計画課 

建設部 建設推進課，雑餉隈連続立体交差課，東部下水道課 

下水道施設部 施設整備課，水質管理課，東部水処理センター，西

部水処理センター 

用地部 用地調整課，公共施設用地課，補償課，中部用地課 

水道局 総務部 総務課，課長(給与)，経営企画課，経理課 

計画部 流域連携課，技術管理課 

浄水部 管理課，多々良浄水場，夫婦石浄水場 

配水部 事業調整課，中部管整備課，節水推進課 

教育委員会 総務部 総務課，教職員課長③ 

教育環境部 学校計画課長② 

学校空調整備推

進室 

課長② 
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教育支援部 教育支援課，健康教育課，生涯学習課 

指導部 学校指導課長② 

教育センター 管理課，研修・研究課長② 

総合図書館 運営課，図書サービス課，文学・文書課，映像資料

課 

高等学校 福岡女子高等学校，福岡西陵高等学校 

小学校 小笹小学校，那珂小学校，飯倉中央小学校，金武小

学校，東若久小学校，箱崎小学校 

中学校 三宅中学校，三筑中学校，能古中学校 

別表２ 

経済観光文化局  監査を実施した工事等一覧表 
 

No. 工   事    名 契 約 金 額 工   期 

1 

平成26年度福岡市コンベンション

ゾーンにおける動線計画等検討業

務委託 

18,093,240円 
平成26年６月３日から 

平成27年３月25日まで 

2 

平成26年度福岡市コンベンション

ゾーン周辺における交通解析等業

務委託 

6,716,520円 
平成26年11月27日から 

平成27年３月25日まで 

3 吉武高木遺跡造成工事 45,023,040円 
平成26年９月11日から 

平成27年３月15日まで 

4 
｢国史跡福岡城跡｣上之橋御門石垣

保存修復工事 
189,431,430円 

平成24年６月７日から 

平成26年７月31日まで 

5 
国史跡福岡城跡整備基本計画(原

案)作成(その２)業務委託 
5,527,200円 

平成25年５月16日から 

平成26年３月31日まで 

6 
福岡競艇場 100型緩衝器付消波装

置取替改良工事 
31,815,000円 

平成25年11月２日から 

平成26年３月15日まで 

7 
第二産学連携交流センター(仮称)

新築工事 
585,255,300円 

平成24年９月21日から 

平成25年７月20日まで 

8 
マリンメッセ福岡海のモールトッ

プライト改修その他工事 
39,900,000円 

平成25年11月28日から 

平成26年３月15日まで 

9 

福岡サンパレスホール来客用便所

及びバックゾーン便所・浴室等改造

工事 

188,144,775円 
平成25年10月３日から 

平成26年２月28日まで 

10 
福岡市博物館ＶＴＲコーナーリニ

ューアル委託 
12,600,000円 

平成25年10月１日から 

平成25年11月29日まで 

11 板付遺跡復元住居建替業務委託 9,324,000円 
平成25年９月27日から 

平成26年３月10日まで 

12 
福岡城おもてなし環境整備建築工

事 
33,908,760円 

平成26年７月23日から 

平成26年９月25日まで 

13 
福岡競艇場東スタンドトイレ改造

工事 
67,950,750円 

平成25年７月31日から 

平成26年３月20日まで 

14 
福岡城おもてなし環境整備電気工

事 
20,296,440円 

平成26年７月22日から 

平成26年９月30日まで 

15 
マリンメッセ福岡中央監視設備リ

モートユニット更新工事 
33,480,000円 

平成26年９月30日から 

平成27年１月15日まで 



 - 8 - 

16 
福岡サンパレスホール音響設備改

修工事 
72,218,520円 

平成26年９月11日から 

平成27年３月15日まで 

17 福岡市美術館緊急改修工事 132,524,550円 
平成25年４月１日から 

平成26年１月７日まで 

18 空調設備保守点検業務委託 19,227,780円 
平成26年４月１日から 

平成27年３月31日まで 

19 
福岡アジア美術館施設設備運転管

理及び保守点検業務 
20,541,638円 

平成26年４月１日から 

平成27年３月31日まで 

20 福岡市博物館維持管理業務委託 110,138,400円 
平成26年４月１日から 

平成27年３月31日まで 

21 
福岡競艇場映像システムＨＤ化改

修工事 
245,572,884円 

平成26年11月５日から 

平成27年３月15日まで 

22 
福岡競艇場施設維持管理保守業務

委託 
104,263,200円 

平成26年４月１日から 

平成27年３月31日まで 

23 
福岡競艇場競技用電気設備保守管

理業務委託 
11,880,000円 

平成26年４月１日から 

平成27年３月31日まで 

24 
※テーマ監査 

観光案内板移設工事 
441,000円 

平成25年５月21日から 

平成26年３月31日まで 

25 

※テーマ監査 

福岡城跡上之橋御門石垣工事盛土

復元検討(その２)業務委託 

997,500円 
平成25年５月10日から 

平成25年10月31日まで 

26 

※テーマ監査 

平成25年度福岡市コンベンション

ゾーンにおけるMICE関連施設配置

計画等検討業務委託 

4,641,000円 
平成25年７月12日から 

平成26年２月28日まで 

27 

※テーマ監査 

福岡市コンベンションゾーンにお

けるMICE関連施設整備計画等検討

業務委託 

8,385,300円 
平成25年12月11日から

平成26年３月25日まで 

28 

※テーマ監査 

県指定文化財 旧母里太兵衛邸長

屋門保存修理工事監督業務委託 

993,600円 
平成26年10月15日から

平成27年４月30日まで 

29 

※テーマ監査 

機械警備機器中央監視盤制御ホス

トコンピュータ更新業務 

7,020,000円 
平成26年12月４日から 

平成27年３月25日まで 

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 諸岡第10雨水幹線築造工事 1,355,054,640円 
平成23年11月15日から 

平成26年９月30日まで 

2 雑餉隈第６雨水幹線築造工事 1,542,499,740円 
平成23年12月22日から 

平成27年３月15日まで 

3 八田第15雨水幹線築造工事 1,519,353,150円 
平成23年12月22日から 

平成26年３月15日まで 
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4 月隈第27雨水幹線築造工事 1,378,452,480円 
平成24年11月９日から 

平成27年３月15日まで 

5 
那珂(昭南町３丁目外)地区下水道

築造工事 
306,553,500円 

平成25年３月15日から 

平成27年３月25日まで 

6 馬出３号幹線築造工事 489,596,400円 
平成25年11月８日から 

平成26年12月12日まで 

7 箱崎９号幹線(３)築造工事 332,462,880円 
平成26年３月13日から 

平成27年２月28日まで 

8 雑餉隈第４雨水幹線築造工事(２) 208,796,400円 
平成26年６月11日から 

平成27年３月15日まで 

9 
雑餉隈第４雨水幹線築造工事 修

正設計業務委託 
8,726,550円 

平成25年７月10日から 

平成26年３月25日まで 

10 春吉３号幹線築造工事 1,211,240,130円 
平成24年２月18日から 

平成26年６月15日まで 

11 天神幹線築造工事 287,171,850円 
平成24年７月19日から 

平成25年９月30日まで 

12 第１遮集幹線築造工事(２) 170,818,200円 
平成24年７月19日から 

平成26年３月25日まで 

13 
住吉(美野島１・２・３丁目外)地区

下水道築造工事 
119,226,450円 

平成25年２月１日から 

平成26年３月28日まで 

14 
唐人町１丁目外地区再生水管布設

工事 
48,547,560円 

平成25年８月10日から 

平成26年６月30日まで 

15 第１遮集幹線築造緊急工事 47,962,800円 
平成26年２月26日から 

平成26年８月25日まで 

16 
比恵(博多駅中央街５外)地区下水

道築造工事 
238,553,640円 

平成26年３月28日から 

平成27年８月31日まで 

17 
住吉１・２・３丁目２地区下水道築

造工事設計業務委託 
43,101,000円 

平成25年５月16日から 

平成26年９月30日まで 

18 
平成26年度 単価契約 博多駅周

辺地区試掘調査業務委託  
21,923,344円 

平成26年７月15日から 

平成27年３月31日まで 

19 
西新(高取２丁目外)地区下水道築

造工事 
525,475,650円 

平成24年１月26日から 

平成26年３月15日まで 

20 田尻太郎丸汚水幹線(11)築造工事 244,643,700円 
平成24年11月23日から 

平成25年12月18日まで 

21 原田隈第19雨水幹線築造工事 306,171,930円 
平成25年１月16日から 

平成26年11月28日まで 

22 
草ヶ江(別府２丁目)地区下水道築

造工事 
243,088,440円 

平成25年７月20日から 

平成26年10月31日まで 

23 
西新(城西１丁目外)地区下水道築

造工事 
202,028,820円 

平成25年８月20日から 

平成26年10月31日まで 

24 
西新(高取２丁目外)(2)地区下水道

築造工事 
154,462,680円 

平成25年10月29日から 

平成26年12月15日まで 

25 田尻太郎丸汚水幹線(13)築造工事 342,581,400円 
平成25年12月５日から 

平成27年３月15日まで 
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26 
西新(高取２丁目外)地区下水道築

造付帯(仮設工)工事 
10,314,000円 

平成26年２月20日から 

平成26年10月31日まで 

27 
田尻今宿汚水幹線(２期工事)築造

工事設計委託 
25,624,200円 

平成25年５月30日から 

平成26年３月20日まで 

28 
準用片江川河川改修(６号橋・護岸)

工事 
181,849,500円 

平成24年10月24日から 

平成26年３月28日まで 

29 
都市基盤周船寺川河川改修(牛町橋

下部工・護岸工)工事 
78,998,850円 

平成25年９月13日から 

平成26年３月25日まで 

30 
都市基盤水崎川河川改修(排水機場

造成工・その１)工事 
115,353,720円 

平成25年10月29日から 

平成26年６月30日まで 

31 吉塚新川河川改修工事 149,905,080円 
平成25年10月29日から 

平成27年１月31日まで 

32 
都市基盤周船寺川河川改修(牛町橋

上部工)工事 
49,076,280円 

平成25年11月20日から 

平成26年６月15日まで 

33 
準用片江川河川改修(６号橋取付護

岸)工事 
39,367,080円 

平成26年４月１日から 

平成26年９月20日まで 

34 
都市基盤周船寺川河川改修(牛町堰

下部工その１)工事 
166,793,040円 

平成26年６月26日から 

平成27年３月25日まで 

35 
都市基盤水崎川河川改修(元岡橋Ｐ

１橋脚)工事 
102,523,320円 

平成26年９月11日から 

平成27年５月31日まで 

36 
福岡市河川管理施設長寿命化計画

策定業務委託 
13,478,400円 

平成26年７月23日から 

平成27年２月28日まで 

37 
新西部水処理センター場内整備工

事(その４) 
89,048,160円 

平成25年11月６日から 

平成26年５月31日まで 

38 城西ポンプ場放流渠 耐震補強工事 129,045,000円 
平成25年10月29日から 

平成26年３月24日まで 

39 
中部水処理センターＣ系消化槽躯

体改良工事 
163,425,150円 

平成25年７月20日から 

平成26年３月15日まで 

40 

平成24年度における福岡市公共下

水道新西部水処理センターの建設

工事委託 

3,440,270,000円 
平成24年５月17日から 

平成26年３月31日まで 

41 
平成26年度 新西部水処理センタ

ー環境モニタリング調査業務委託 
39,960,000円 

平成26年４月２日から 

平成27年３月25日まで 

42 
東部・西部水処理センター焼却灰輸

送処理業務委託 
14,720,380円 

平成26年４月１日から 

平成27年３月31日まで 

43 
東部水処理センター管理棟耐震補

強他実施設計業務委託 
33,320,700円 

平成25年11月９日から 

平成26年３月25日まで 

44 

八田(蒲田１丁目)地区下水道築造

付帯(蒲田第２ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設置)電

気設備工事 

6,720,000円 
平成25年10月31日から 

平成26年３月15日まで 

45 
周船寺(飯氏外)(2)地区下水道築造

付帯(水門設置)工事 
8,272,800円 

平成25年12月18日から 

平成26年６月30日まで 

46 
博多川下流井堰 水密ゴム取替工

事 
29,925,000円 

平成25年３月19日から 

平成25年７月16日まで 

47 
中部水処理センター №２非常用発

電設備更新工事 
409,500,000円 

平成25年８月１日から 

平成26年８月31日まで 
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48 
東部水処理センター 汚泥処理監視

制御設備更新工事 
457,678,836円 

平成25年10月18日から 

平成27年２月28日まで 

49 
中部水処理センター Ｃ系消化槽機

械設備更新工事  
237,392,532円 

平成25年10月３日から 

平成26年12月15日まで 

50 
中部水処理センター再生処理施設

電気設備更新その２工事 
492,973,560円 

平成26年２月21日から 

平成27年５月31日まで 

51 
中部水処理センター再生処理施設

機械設備更新その２工事 
378,828,252円 

平成26年１月16日から 

平成27年３月30日まで 

52 
東部水処理センター№２遠心濃縮

機外修理 
49,430,850円 

平成25年９月５日から 

平成26年３月15日まで 

53 
筥松第２ポンプ場№１.２雨水ポン

プ修理 
34,449,450円 

平成25年９月５日から 

平成26年３月25日まで 

54 中部水処理センター脱水機外修理 61,214,400円 
平成26年９月30日から 

平成27年３月15日まで 

55 
博多駅東ポンプ場外３施設機器の

運転保守業務委託 
40,608,000円 

平成26年４月１日から 

平成27年３月31日まで 

56 
中部水処理センター外機器の運転

保守業務委託 
1,323,000,000円 

平成26年４月１日から 

平成27年３月31日まで 

57 
西部水処理センター１号焼却設備

定期修理 
58,806,000円 

平成26年５月23日から 

平成26年８月31日まで 

58 
西部水処理センターNo.１脱水機外

修理 
39,528,000円 

平成26年11月12日から 

平成27年３月25日まで 

59 
和白水処理センター２系消化槽№

２ガス撹拌ブロア外修理 
12,960,000円 

平成26年９月30日から 

平成27年３月15日まで 

60 

※テーマ監査 

月隈(金の隈３丁目外１)地区下水

道築造工事 

2,355,480円 
平成26年11月20日から 

平成27年２月17日まで 

61 

※テーマ監査 

福岡(今泉１丁目外)地区下水道築

造工事 

1,414,350円 
平成25年３月５日から 

平成25年６月17日まで 

62 

※テーマ監査 

七隈(七隈５丁目)地区下水道築造

工事 

1,548,750円 
平成25年８月14日から 

平成25年11月11日まで 

63 

※テーマ監査 

準用(住市総)浜男川河川改修(舗

装)工事 

2,322,000円 

平成26年４月１日から 

平成26年６月20日まで 

64 

※テーマ監査 

旧西戸崎処理場跡地 土地確定測

量・分筆登記業務委託 

1,208,550円 
平成25年９月26日から 

平成26年３月25日まで 

65 
※テーマ監査 

藤崎ポンプ場人孔改良外工事 
1,388,880円 

平成26年５月24日から 

平成26年８月21日まで 

66 

※テーマ監査 

東部水処理センター水処理棟上屋

試掘調査業務委託 

479,520円 

平成27年３月17日から 

平成27年３月30日まで 
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67 

※テーマ監査 

中部水処理センター汚泥処理棟中

央監視制御室内装更新工事 

2,595,600円 
平成26年１月21日から 

平成26年３月28日まで 

68 

※テーマ監査 

中部水処理センター特高高圧フィ

ーダー盤改良工事 

2,268,000円 
平成26年７月１日から 

平成26年12月26日まで 

69 

※テーマ監査 

東部水処理センター外遠方監視制

御設備・計装設備保守点検業務委託 

3,183,840円 
平成26年４月１日から 

平成27年３月31日まで 

70 

※テーマ監査 

東部水処理センター重力濃縮槽№

１濃縮汚泥引抜ポンプ分解修理 

2,491,560円 
平成26年９月23日から 

平成27年３月15日まで 

71 

※テーマ監査 

築地町ポンプ場№２自動除塵機修

理 

2,408,700円 
平成25年11月14日から 

平成26年３月20日まで 

72 

※テーマ監査 

城西ポンプ場№１雨水用自動除塵

機修理 

2,449,440円 
平成26年11月28日から 

平成27年３月27日まで 

別表４ 

教育委員会  監査を実施した工事等一覧表 
 

No. 工   事    名 契 約 金 額 工   期 

1 博多高等学園跡地整備工事 30,004,800円 
平成25年５月29日から 

平成26年３月25日まで 

2 
舞鶴中ブロック小中連携校(仮称)

植栽工事 
26,460,000円 

平成25年11月６日から 

平成26年３月15日まで 

3 弥永西小学校外柵改良工事 13,686,840円 
平成26年10月30日から 

平成27年３月15日まで 

4 博多高等学園校舎その他解体工事 151,518,150円 
平成25年３月19日から 

平成26年１月15日まで 

5 
香椎第１中学校校舎屋上防水改良

工事 
55,043,100円 

平成25年６月４日から 

平成25年10月31日まで 

6 元岡中学校校舎増築その他工事 159,765,900円 
平成25年６月28日から 

平成26年３月10日まで 

7 壱岐小学校プール改築その他工事 89,452,650円 
平成25年６月29日から 

平成26年３月20日まで 

8 室見小学校校舎増築その他工事 114,057,300円 
平成25年７月13日から 

平成26年３月10日まで 

9 舞松原小学校校舎内部改造工事 88,913,160円 
平成26年６月10日から 

平成26年９月25日まで 

10 
香椎第１中学校校舎その他外壁改

修工事 
97,404,120円 

平成26年６月24日から 

平成26年９月25日まで 

11 
花畑小学校校舎その他外壁改修工

事 
88,072,920円 

平成26年６月24日から 

平成26年９月25日まで 

12 
多々良中央中学校校舎内部改造そ

の他工事 
132,830,280円 

平成26年７月８日から 

平成26年９月26日まで 
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13 
野多目小学校講堂兼体育館内部改

造その他工事 
106,239,600円 

平成26年７月17日から 

平成26年12月10日まで 

14 若久特別支援学校プール改修工事 70,722,720円 
平成26年11月26日から 

平成27年３月23日まで 

15 
伊都土地区画整理事業地内小学校

(仮称)新築工事実施設計業務委託 
29,868,480円 

平成26年５月31日から 

平成27年１月20日まで 

16 
草ヶ江小学校講堂兼体育館改築等

工事実施設計業務委託 
14,298,120円 

平成26年10月11日から 

平成27年３月25日まで 

17 
学校給食センター柳瀬支所解体工

事 
79,935,120円 

平成26年10月11日から 

平成27年１月20日まで 

18 
福岡市立特別支援学校校舎増築配

置及び構造検討調査業務委託 
3,024,000円 

平成27年１月14日から 

平成27年３月31日まで 

19 
東月隈小学校航空機騒音防止空調

設備機能回復設備工事 
90,133,050円 

平成25年６月14日から 

平成25年９月20日まで 

20 高取小学校校舎空調設備設置工事 46,150,560円 
平成26年５月16日から 

平成26年８月31日まで 

21 
今津特別支援学校空調機更新設備

工事 
66,344,400円 

平成26年６月５日から 

平成26年９月20日まで 

22 
田島小学校校舎内部改造その他電

気工事 
66,560,400円 

平成26年６月10日から 

平成26年11月17日まで 

23 
奈多小学校循環利用水処理施設改

良衛生設備工事 
24,682,320円 

平成26年７月１日から 

平成27年３月25日まで 

24 
今津特別支援学校空調機更新その

他電気工事 
47,872,080円 

平成26年７月１日から 

平成26年９月20日まで 

25 
教育センター本館空調設備改修工

事(三期工事) 
74,311,020円 

平成25年11月22日から 

平成26年３月15日まで 

26 
教育センター非常用発電機更新工

事 
26,027,400円 

平成25年10月30日から 

平成26年３月25日まで 

27 
福岡市総合図書館維持管理業務委

託 
87,912,000円 

平成26年４月１日から 

平成27年３月31日まで 

28 
非常用発電設備特別点検整備等業

務委託契約  
6,156,000円 

平成26年６月１日から 

平成27年３月31日まで 

29 

※テーマ監査 

西花畑小学校車両乗入れ部改良工

事 

1,384,560円 
平成27年１月24日から 

平成27年３月15日まで 

30 

※テーマ監査 

奈多小学校循環利用水処理施設解

体工事 

2,194,560円 
平成27年２月21日から 

平成27年３月30日まで 

31 
※テーマ監査 

東住吉中学校音楽室空調設備工事 
2,052,750円 

平成25年11月21日から 

平成26年２月25日まで 

32 

※テーマ監査 

南福岡特別支援学校水訓練室天井

改修電気工事 

1,895,400円 
平成26年７月22日から 

平成26年８月25日まで 

33 

※テーマ監査 

博多高等学園屋外便所新築衛生設

備工事 

2,481,150円 
平成26年１月29日から 

平成26年３月25日まで 
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34 

※テーマ監査 

学校給食センター自家用電気工作

物保安業務委託 

1,649,160円 
平成26年４月１日から 

平成27年３月31日まで 

 

 


