30 監査公表第４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 30 年５月 17 日
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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27年９月から同29年12月まで
実施期間 平成29年11月27日から同年12月１日まで
イ 市民局
(事務監査) 対象期間 平成26年10月から同29年12月まで
実施期間 平成29年11月27日から同年12月18日まで
ウ 保健福祉局
(事務監査) 対象期間 平成26年12月から同30年２月まで
実施期間 平成29年11月28日から同30年２月１日まで
エ 環境局
(事務監査) 対象期間 平成26年６月から同30年１月まで
実施期間 平成29年11月22日から同30年１月18日まで
(工事監査) 対象期間 平成27年４月から同29年７月まで
実施期間 平成29年10月16日から同30年１月31日まで
オ 農林水産局
(事務監査) 対象期間 平成26年12月から同30年１月まで
実施期間 平成29年11月22日から同30年１月12日まで
(工事監査) 対象期間 平成27年10月から同29年７月まで
実施期間 平成29年10月16日から同30年１月31日まで
カ 住宅都市局
(事務監査) 対象期間 平成27年１月から同30年２月まで
実施期間 平成29年11月28日から同30年２月１日まで
(工事監査) 対象期間 平成27年10月から同29年７月まで
実施期間 平成29年10月16日から同30年１月31日まで
キ 港湾空港局
(事務監査) 対象期間 平成26年６月から同30年２月まで
実施期間 平成29年11月27日から同30年２月13日まで
ク 東区役所
-1-

(事務監査) 対象期間 平成25年12月から同29年12月まで
実施期間 平成29年11月28日から同年12月26日まで
ケ 博多区役所
(事務監査) 対象期間 平成26年１月から同29年12月まで
実施期間 平成29年11月27日から同年12月７日まで
コ 中央区役所
(事務監査) 対象期間 平成25年12月から同29年12月まで
実施期間 平成29年11月27日から同年12月18日まで
サ 南区役所
(事務監査) 対象期間 平成25年12月から同29年12月まで
実施期間 平成29年11月22日から同年12月４日まで
シ 城南区役所
(事務監査) 対象期間 平成26年１月から同29年12月まで
実施期間 平成29年11月22日から同年12月11日まで
(工事監査) 対象期間 平成27年10月から同29年７月まで
実施期間 平成29年10月16日から同30年１月31日まで
ス 早良区役所
(事務監査) 対象期間 平成25年12月から同29年12月まで
実施期間 平成29年11月27日から同年12月14日まで
(工事監査) 対象期間 平成27年10月から同29年７月まで
実施期間 平成29年10月16日から同30年１月31日まで
セ 西区役所
(事務監査) 対象期間 平成25年12月から同29年12月まで
実施期間 平成29年11月22日から同年12月22日まで
(工事監査) 対象期間 平成27年10月から同29年７月まで
実施期間 平成29年10月16日から同30年１月31日まで
ソ 水道局
(事務監査) 対象期間 平成26年10月から同30年１月まで
実施期間 平成29年11月22日から同30年１月23日まで
タ 人事委員会事務局
(事務監査) 対象期間 平成26年９月から同30年１月まで
実施期間 平成29年11月22日から同30年１月９日まで
チ 監査事務局
(事務監査) 対象期間 平成28年12月から同30年１月まで
実施期間 平成30年１月５日
ツ 議会事務局
(事務監査) 対象期間 平成27年１月から同30年１月まで
実施期間 平成29年11月27日から同30年１月12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７
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。
なお，複数の部局を横断的にチェックする重点事項として，事務監査では「10万円以
下の物品購入に係る業者選定」等を，工事監査では「施工管理」を設定した。
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また，総合評価方式により契約された工事については，落札者の選考過程についても
留意し監査を実施した。
４ テーマ監査
工事監査においては，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 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，履行完了確認後，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｢アビスパ福岡｢市民応援デ
ー｣実施業務委託｣の委託料の支出において，履行完了確認後，支払いまでに長期日
数を要しているものが見受けられた。
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。
(スポーツ事業課長)
ウ 保健福祉局
高齢者乗車券等の出納管理について，適正な事務処理を行うよう注意を求めるも
の
高齢者乗車券等の出納管理に当たっては，交付状況の把握，現物の確認とともに
帳簿の点検等，物品管理者及び担当者は，適時確認を行わなければならない。
しかしながら，平成29年度の高齢者乗車券等の出納管理において，実査日(平成
30年１月16日)現在，次のような事例が見受けられた。
今後，適切な出納管理となるよう早急に対策を講じられたい。
(ｱ) 福岡市交通用福祉ＩＣカード，チャージ券，タクシー助成券，福岡市営渡船乗
船引換券及び今宿姪浜線乗合マイクロバス回数乗車券を購入等により受入れ，各
区役所等に保管転換書により払出し，残りの在庫を保管していたが，物品出納簿
を作成していなかった。
(ｲ) 各区役所窓口で利用者から返還を受けた福岡市交通用福祉ＩＣカードについて，
各区から高齢者乗車券等返還状況等報告書により同カードを受入していたが，保
管転換書及び物品出納簿を作成していなかった。
(ｳ) 原課で利用者から直接返還を受けた平成28年度分タクシー助成券６冊及び製作
時に不良品として廃棄すべきであった平成27年度分タクシー助成券60冊を保管し
ていたが，物品出納簿を作成していなかった。
(高齢社会政策課)
エ 環境局
修繕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
修繕料等の支出については，履行完了確認後，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｢全有機炭素分析計修理｣
の修繕料外６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
いるものが見受けられた。
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。
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(保健環境管理課)
オ

農林水産局
特に指摘する事項はなかった。
カ 住宅都市局
特に指摘する事項はなかった。
キ 港湾空港局
特に指摘する事項はなかった。
ク 東区役所
福祉乗車証等の出納管理について，適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの
福祉乗車証等の出納管理に当たっては，交付状況の把握，現物の確認とともに帳
簿の点検等，物品管理者及び担当者は，適時確認を行わなければならない。
しかしながら，平成29年度の福祉乗車証等の出納管理において，日々の交付状況
の記録及び在庫管理が適正に行われていなかったため，実査日(平成29年12月25日)
現在，次のような事例が見受けられた。
原因について調査するとともに，出納簿の交付状況の記録及び在庫数の確認を徹
底し，適切な出納管理となるよう早急に対策を講じられたい。
(ｱ) 福祉乗車証の出納管理について，出納簿の払出枚数を誤って記載したため，現
物(766枚)より出納簿の残枚数(781枚)が15枚多かった。
(ｲ) 福岡市交通用福祉ＩＣカードの出納管理について，出納簿の残枚数(1,352枚)
より現物(1,354枚)が２枚多かった。
(ｳ) タクシー助成券(福祉)の出納管理について，出納簿の残冊数(759冊)より現物
(805冊)が46冊多かった。
(ｴ) タクシー助成券(高齢)3,000円券の出納管理について，出納簿の払出枚数を誤
って記載したため，現物(602冊)より出納簿の残冊数(690冊)が88冊多かった。
(福祉・介護保険課)
ケ 博多区役所
特に指摘する事項はなかった。
コ 中央区役所
特に指摘する事項はなかった。
サ 南区役所
特に指摘する事項はなかった。
シ 城南区役所
現金収納事務について適正な事務処理を行うよう一層の注意を求めるもの
収納金等現金の取扱いについては，区出納員は収納した現金をその日に払い込む
ことになっており，それによりがたい場合は指定金融機関等の翌営業日までに払い
込まなければならない。
しかしながら，平成29年度の市税の現金収納事務において，区出納員が収納した
現金を９日遅れて払い込んでいるものがあった。
なお，平成28年度定期監査を踏まえて特に改善状況等を確認するフォローアップ
監査を実施したが，改善していなかった。
今後，現金収納事務については，関係法令等に則り適正に行うよう十分注意する
とともに，再発防止に向けた業務改善に取り組まれたい。
(納税課)
ス 早良区役所
特に指摘する事項はなかった。
セ 西区役所
特に指摘する事項はなかった。
ソ 水道局
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特に指摘する事項はなかった。
タ 人事委員会事務局
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，履行完了確認後，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年度福岡市職員採用試験等
適性検査運営業務委託｣の委託料外８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るものが見受けられた。
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。
(任用課)
チ 監査事務局
特に指摘する事項はなかった。
ツ 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 環境局
(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
共通仮設費を適正に算定すべきもの
東部（伏谷）埋立場電気設備更新工事 [総合評価] [№13]
(契約金額２億7,000万円)
本工事は東部（伏谷）埋立場の受変電設備等を更新する工事である。
工事費の積算において共通仮設費の一項目である準備費の算定を誤った結果，
過小な積算となっていた。
今後は，適正な共通仮設費の算定に努められたい。
（施設課）
(ｲ) 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
一般管理費等の算定を適正に行うべきもの
福岡市道路清掃業務委託（その２） [№１]
(契約金額３億9,529万2,385円)
本委託は主要幹線道路の通行の安全確保や沿道環境の向上等のため路面清掃を
行う業務委託である。
本委託の契約約款では，委託料を毎月払としており，前払金の支出対象がない
規定となっている。
しかしながら，一般管理費等の算定において，一般管理費等率に誤って前払金
がある場合の補正係数を乗じて算定した結果，過大な積算となっていた。
今後は，適正な一般管理費等の算定に努められたい。
（収集管理課）
(ｳ) 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
中部汚泥再生処理センタープラント設備工事 [総合評価] [№14]
(契約金額４億9,319万4,960円)
本工事は，し尿中継施設である中部中継所に汚泥脱水機等を設置し，し尿処理施
設に改造する工事である。
請負代金の変更は，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，産業廃棄物運搬費及び処分費については，契約図書の変更がない
にもかかわらず，当初の数量が誤っていたとして増額の契約変更を行っていた。
今後は，適正な契約変更に努められたい。
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（施設課）
※［ ］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
※［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 農林水産局
(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 コンクリートブロック積工の積算を適正に行うべきもの
東区唐原７丁目地内新堤池改良工事 [№２]
(契約金額2,372万5,440円)
本工事は新堤池の護岸改良工事である。
「土木工事標準積算基準書」において，コンクリートブロック積工の歩掛は
胴込・裏込コンクリートの材料費を含まないことから，使用する場合は別途計
上することになっている。
しかしながら，本工事では胴込・裏込コンクリートを使用したにもかかわら
ず，材料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。
（農業施設課）
Ｂ コンクリートブロック積工の積算を適正に行うべきもの
東区青葉１丁目地内イボリ池改良工事 [№３]
(契約金額3,900万4,200円)
本工事はイボリ池の護岸改良工事である。
「土木工事標準積算基準書」において，コンクリートブロック積工の歩掛は
胴込コンクリートの材料費を含まないことから，使用する場合は別途計上する
ことになっている。
しかしながら，本工事では胴込コンクリートを使用したにもかかわらず，材
料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。
（農業施設課）
Ｃ 重建設機械分解組立輸送費の積算を適正に行うべきもの
福岡市新青果市場外構工事その１ [総合評価] [№７]
(契約金額４億7,866万6,800円)
本工事は新青果市場整備に伴う外構工事である。
「土木工事標準積算基準書」において，クローラクレーンを使用する場合は
重建設機械分解組立輸送費を共通仮設費に積上げにより，積算することになっ
ている。
しかしながら，本工事ではクローラクレーンを使用したにもかかわらず，同
費用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。
（青果市場）
(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 [重点事項]
福岡市新青果市場外構工事その１ [総合評価] [№７]
(契約金額４億7,866万6,800円)
本工事は新青果市場整備に伴う外構工事である。
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，発注者は同法第 11 条等の規定に基づき届出書を福岡市
長に提出しなければならないこととなっているが，届出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。
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（青果市場）
(ｳ) 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
委託費の積算を適正にすべきもの
福岡市鮮魚市場市場会館等施設管理業務委託 [№19]
(契約金額１億8,108万3,600円)
本委託は福岡市鮮魚市場市場会館等の中央監視業務，設備メンテナンス業務及
び環境衛生管理業務等を行う業務委託である。
委託費の積算において施設管理業務仕様書に設備運転管理業務の勤務体制・時
間が定められているが，同業務の積算については，各職制の人･日数が仕様書に
定める人･日数より少なく計上され，また，副責任者及び一般要員の夜間業務の
費用も計上されていなかった結果，過小な積算となっていた。
今後は，適正な委託業務の積算に努められたい。
（鮮魚市場）
※［ ］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
※［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
事項であることを示す
※［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
ウ 住宅都市局
(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 防音シートの積算を適正に行うべきもの
平成26年度公営住宅（下山門住宅）新築工事 [総合評価] [№19]
(契約金額９億4,977万5,760円)
本工事は公営住宅（下山門住宅）の新築を行う建築工事である。
仮設工事において騒音防止の必要性から契約図書の現場説明書では，外部足
場には防音シートを設置するように指定していた。
しかしながら，その積算において防音シートを計上すべきところ，誤って養
生シートを計上した結果，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。
（住宅建設課）
Ｂ 階段工の積算を適正に行うべきもの
野間大池公園整備（その６）工事 [№10]
(契約金額4,959万6,840円)
本工事は野間大池公園の再整備工事である。
本工事の当初設計において，階段工に階段手すりを計上していた。
しかしながら，階段工の構造が変更となったことから設計変更を行ったが，
誤って階段手すり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。
（みどり整備課）
(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
工事写真の撮影について受注者を適切に指導・監督すべきもの [重点事項]
平成26年度公営住宅城浜住宅管工事 [総合評価] [№32]
(契約金額１億6,194万4,920円)
本工事は市営住宅の建替え工事に伴う管工事である。
発注者は工事が設計図書に定めるところにより完全に施行されるよう的確に監
督する必要があり，工事写真は工事が適正に施工されたことを証明するものとし
て「福岡市建築・設備工事写真撮影要領」に基づき適切に撮影されるよう施工管
理する必要がある。
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しかしながら，本工事においては，同要領において被写体と共に写しこむこと
とされている施工内容等を記載した小黒板が，大半の写真において写しこまれて
いなかった。
また，一部の試験の状況を撮影した写真においては，同一とみられる写真が使
用されるなど適切な工事写真となっていなかった。
今後は，工事写真の適切な撮影について受注者への指導・監督を徹底されたい。
（住宅建設課）
(ｳ) 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
設計業務の支払を適正に行うべきもの
平成26年度市営福浜住宅８棟耐震等改修事業 [№20]
(契約金額１億4,094万円)
本事業は市営福浜住宅８棟の耐震等改修事業である。
本事業は設計・施工一括契約書において，設計期間，及び施工期間を定めてい
た。
設計業務の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。
（住宅建設課）
※［ ］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
※［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
項であることを示す
※［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
エ 城南区役所
特に指摘する事項はなかった。
オ 早良区役所
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
間接工事費の積算を適正に行うべきもの
平成28年度県道入部中原停車場線（脇山）道路舗装工事 [№２]
(契約金額4,686万9,840円)
本工事は歩道の新設工事である。
間接工事費の算定について，２種以上の工種内容からなる工事は，当該対象額の
大きい工種区分を適用するものとなっている。
しかしながら，対象額の大きい工種区分の「道路改良工事」とするべきところを
「舗装工事」とした結果，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）
※［ ］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
カ 西区役所
(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正に行うべきもの
市道今宿東4242号線道路改良工事 [№９]
(契約金額9,908万8,920円)
本工事は歩道拡幅に伴う道路改良工事である。
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，当初設計においては配置人員を明示していたが，設計変更によ
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り配置人員を変更したにもかかわらず，変更後の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，適正な条件明示に努められたい。
（土木第２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 [重点事項]
市道今宿東 4242 号線道路改良工事 [№９]
(契約金額 9,908 万 8,920 円)
本工事は歩道拡幅に伴う道路改良工事である。
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，発注者は同法第 11 条等の規定に基づき届出書を福岡市
長に提出しなければならないこととなっているが，届出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。
（土木第２課）
※［ ］内の数字は，「別表７ 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す
※［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
項であることを示す
(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 環境局
特に指摘する事項はなかった。
イ 農林水産局
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
施工体制台帳の作成及び提出について受注者を適切に指導・監督すべきもの
博多区空港前 1 丁目地内揚水ポンプ設置工事 [№29]
(契約金額 243 万円)
本工事は農業用水用揚水ポンプを設置する工事である。
建設業法等の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 55 号）により，公共工事
の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12 年法律第 127 号）が改正
され，平成 27 年４月１日以降に契約した公共工事については，施工体制台帳の
作成及び提出の範囲が，下請契約を締結する全ての場合に拡大された。
本工事においては，電気設備に係る工種について下請け契約を締結し施工して
いたが，施工体制台帳の作成及び提出がなされていなかった。
今後は，施工体制台帳の作成及び提出について受注者を適切に指導・監督され
たい。
（農業施設課）
※［ ］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 住宅都市局
特に指摘する事項はなかった。
エ 城南区役所
特に指摘する事項はなかった。
オ 早良区役所
特に指摘する事項はなかった。
カ 西区役所
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

市長室

秘書課

市民局

コミュニティ推進部

スポーツ推進部

男女共同参画部

保健福祉局

人権部
健康医療部
高齢社会部

障がい者部

環境局

環境政策部
環境監理部
保健環境研究所

農林水産局
住宅都市局

循環型社会推進部
総務部
水産部
住宅部

建築指導部

港湾空港局

みどりのまち推進部
港湾振興部
港湾計画部
港湾建設部
空港対策部

東区役所

総務部
市民部
地域整備部
保健福祉センター
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コミュニティ推進課，市民公益活動推進
課，公民館支援課，コミュニティ施設整
備課
スポーツ振興課，スポーツ事業課長③，
課長（ラグビーワールドカップ２０１９
担当）
男女共同参画課，女性活躍推進課，事業
推進課
※人権啓発センター
※地域医療課，※精神保健福祉センター
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，福祉・介護予防課
障がい者在宅支援課，障がい者施設
支援 課，課長（ 指導調整担 当），障 が
い者更生相談所
総務課，環境政策課，環境・エネルギー
対策課
環境調整課，環境保全課
保健環境管理課，環境科学課，保健科学
課
※収集管理課
※政策企画課
水産振興課，漁港課
住宅計画課，建替・改善課，住宅建設
課，住宅管理課，課長（管理・調整担
当）
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
※みどり運営課，※みどり推進課
※クルーズ支援課
※計画課
維持課，補償課，工務課，東部建設課，
施設課
空港対策課，課長（地域調整担当），課
長（空港整備推進担当）
企画振興課，地域支援課（照葉公民館含
む），生涯学習推進課
※課税課
※維持管理課
福祉・介護保険課，子育て支援課，※健
康課

博多区役所

総務部
市民部
地域整備部
保健福祉センター

中央区役所

総務部
市民部
保健福祉センター

南区役所

総務部

城南区役所

保健福祉センター
総務部

早良区役所

市民部
保健福祉センター
総務部

西区役所

保健福祉センター
総務部
市民部
地域整備部
保健福祉センター

水道局

総務部
計画部
浄水部
配水部

企画振興課，地域支援課（吉塚公民館含
む），生涯学習推進課
※課税課
地域整備課，維持管理課，自転車対策・
生活環境課
福祉・介護保険課，子育て支援課，※健
康課
企画振興課，地域支援課（高宮公民館含
む），生涯学習推進課
※納税課
福祉・介護保険課，子育て支援課
企画振興課，地域支援課（弥永公民館含
む），生涯学習推進課
福祉・介護保険課，子育て支援課
企画共創課，地域支援課（堤丘公民館含
む），生涯学習推進課
※納税課
福祉・介護保険課，子育て支援課
企画課，地域支援課（有田公民館含
む），生涯学習推進課
福祉・介護保険課，子育て支援課
企画振興課，地域支援課（玄界公民館含
む），生涯学習推進課
※納税課，※西部出張所
管理調整課，土木第１課，土木第２課，
生活環境課
福祉・介護保険課，子育て支援課，※健
康課，※地域保健福祉課，※保護課
※営業企画課
流域連携課，計画課，技術管理課
乙金浄水場，瑞梅寺浄水場
整備推進課，東部管整備課，中部管整備
課，西部管整備課

人事委員会事務局
任用課，審査課
監査事務局
次長
監査総務課，事務監査課，工事監査課
議会事務局
次長
総務秘書課，議事課，調査法制課
※ 今回，平成28年度定期監査を踏まえて特に改善状況等を確認するフォローアップ監
査を実施した課等を示す
別表２
No.

工

環境局 監査を実施した工事等一覧表
事
名
契 約 金 額

１ 福岡市道路清掃業務委託（その２）
２

395,292,385 円

平成 28 年度多々良校区大気・水質・土壌
調査委託
- 11 -

6,220,800 円

工
期
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成28年10月26日から
平成29年３月25日まで

３ 市道名子 4416 号線外道路舗装工事

102,630,240 円

東部（伏谷）埋立場第５区画整備工事
（その４） [総合評価]

170,628,120 円

５ 今津ポンプ場護岸改修工事（その２）

56,137,320 円

６ 久山グラウンドゴルフ場管理等委託

11,988,000 円

４

７

（仮称）クリーンパーク・東部公園管理
事務所新築工事

８ 東部汚水処理場外壁修理
９

25,502,040 円
25,824,960 円

平成 28 年度大気常時監視測定局保守管理
委託

10 西部工場電算設備改良工事

14,515,200 円
214,920,000 円

11 西部工場タービン発電設備改良工事

88,560,000 円

12 西部工場空気圧縮機更新工事

28,527,120 円

東部（伏谷）埋立場電気設備更新工事
[総合評価]
中部汚泥再生処理センタープラント設備
14
工事 [総合評価]
西部汚水処理場今津２系薬品注入設備外
15
電気設備更新工事
13

270,000,000 円
493,194,960 円
97,200,000 円

16 西部汚水処理場運転業務委託

114,048,000 円

17 西部工場焼却炉定期修理

283,980,600 円

18 西部工場電気集じん装置定期修理

29,859,840 円

19 西部資源化センター運転業務委託

109,278,720 円

20 臨海工場３号ボイラ水管取替修理

127,440,000 円

平成 28 年度臨海工場計装電算設備保守委
託
臨海工場焼却炉，ボイラー・タービン等
22
運転業務委託
21

23 緑のリサイクルセンター運転等業務委託
[テーマ監査]
西部汚水処理場№１汚水脱水機分解修理
[テーマ監査]
25
西部工場外ステージ扉修理
24
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31,320,000 円
272,160,000 円
120,451,426 円
2,192,400 円
1,895,400 円

平成27年12月３日から
平成28年10月31日まで
平成28年６月30日から
平成29年５月31日まで
平成28年９月７日から
平成29年３月28日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成27年10月28日から
平成28年３月14日まで
平成28年８月３日から
平成28年11月７日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成28年７月１日から
平成29年１月31日まで
平成28年６月22日から
平成29年１月31日まで
平成28年７月５日から
平成28年11月30日まで
平成27年７月23日から
平成29年３月15日まで
平成26年12月12日から
平成27年10月22日まで
平成28年９月７日から
平成29年３月15日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成27年８月14日から
平成28年２月29日まで
平成28年９月21日から
平成29年２月27日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成29年２月３日から
平成29年３月14日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成28年１月19日から
平成28年３月25日まで
平成28年12月22日から
平成29年３月24日まで

[テーマ監査]
26 臨海工場排水処理設備プラント系砂ろ過
塔外修理
[テーマ監査]
27
東部汚水処理場総合放流ポンプ外修理

2,052,000 円

平成28年12月２日から
平成29年３月13日まで

2,478,600 円

平成28年１月26日から
平成28年３月25日まで

別表３
No.

工

農林水産局 監査を実施した工事等一覧表
事
名
契 約 金 額

１ 油山牧場災害復旧工事（その３）

15,756,120 円

２ 東区唐原 7 丁目地内新堤池改良工事

23,725,440 円

３ 東区青葉 1 丁目地内イボリ池改良工事

39,004,200 円

４ 着定基質設置工事（能古地区）

13,277,520 円

５ 西浦漁港突堤新設工事

44,139,600 円

６ 海づり公園桟橋改良工事

36,955,440 円

７
８
９
10
11
12
13
14

福岡市新青果市場外構工事その１
[総合評価]
青果部３市場（西部市場）施設解体その
他工事その１ [総合評価]
青果部３市場（青果市場）施設解体工事
その１ [総合評価]
鮮魚市場長浜卸売場棟（西工区）解体工
事
新青果市場市場会館棟愛称・ロゴサイン
設置工事
新青果市場市場会館棟２Ｆ飲食店整備そ
の他工事
今津リフレッシュ農園交流センター空調
設備更新工事
西区今宿上ノ原地内椎ノ木橋下井堰改良
工事

478,666,800 円
254,275,200 円
232,133,040 円
46,614,960 円
17,513,280 円
54,540,000 円
18,219,600 円
10,570,500 円

工
期
平成28年11月９日から
平成29年３月15日まで
平成27年11月25日から
平成28年５月31日まで
平成28年11月９日から
平成29年５月15日まで
平成28年12月２日から
平成29年３月15日まで
平成28年９月28日から
平成29年３月15日まで
平成28年12月21日から
平成29年３月29日まで
平成26年12月12日から
平成27年10月31日まで
平成28年６月15日から
平成29年１月20日まで
平成28年12月13日から
平成29年６月10日まで
平成29年３月29日から
平成29年６月30日まで
平成27年10月14日から
平成28年２月29日まで
平成28年１月21日から
平成28年３月10日まで
平成27年10月28日から
平成28年２月22日まで
平成28年９月17日から
平成29年３月15日まで
平成27年10月２日から
平成28年１月29日まで
平成28年10月１日から
平成29年３月15日まで

15

西浦地区集落排水処理施設改良工事

26,080,920 円

16

宮浦地区集落排水処理施設改良工事（そ
の２）

28,530,144 円

17

鮮魚市場自動火災報知設備更新工事（市
場会館，守衛室棟）

69,012,000 円

平成28年９月28日から
平成29年３月15日まで

18

鮮魚市場電気及び衛生設備管理保守業務
委託

24,300,000 円

平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
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福岡市鮮魚市場市場会館等施設管理業務
委託
鮮魚市場西卸売場棟充電設備設置電気工
20
事
19

21 青果市場施設管理保守業務委託
[テーマ監査]
林道小原線外１箇所防災工事
[テーマ監査]
23 南区老司５丁目地内老司大池改良工事
（通路整備）
[テーマ監査]
24
早良区脇山地内外１箇所水路改良工事

26

27

28

29

30

42,624,144 円
42,984,000 円

22

25

181,083,600 円

[テーマ監査]
博多漁港中央突堤舗装改良工事
[テーマ監査]
小呂島集落排水処理施設門扉改良工事
[テーマ監査]
救援物資輸送中継基地整備に伴うシャッ
ター補強工事
[テーマ監査]
鮮魚市場西卸売場棟洗車施設建築工事
[テーマ監査]
博多区空港前１丁目地内揚水ポンプ設置
工事
[テーマ監査]
海づり公園汚水ポンプ修繕

1,830,600 円

平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成28年９月７日から
平成29年２月28日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成28年６月10日から
平成28年８月８日まで

1,705,320 円

平成29年１月20日から
平成29年３月24日まで

2,108,160 円

平成29年１月27日から
平成29年３月24日まで

2,322,000 円

平成29年２月23日から
平成29年３月25日まで

2,299,320 円

平成27年12月19日から
平成28年３月15日まで

2,484,000 円

平成28年４月19日から
平成28年４月22日まで

2,482,920 円

平成29年２月25日から
平成29年３月27日まで

2,430,000 円

平成28年４月22日から
平成28年６月20日まで

2,214,000 円

平成28年２月26日から
平成28年３月25日まで

別表４
住宅都市局 監査を実施した工事等一覧表
No.
工
事
名
契 約 金 額
平成28年度福岡空港関連自動車専用道路道
１
26,784,000 円
路等予備設計業務委託
２
３
４

吉塚土地区画整理事業道路整備外工事
香椎駅周辺土地区画整理事業換地計画作成
準備業務委託
香椎駅周辺土地区画整理事業側道４号線外
道路築造工事

35,661,600 円
5,292,000 円
103,927,320 円

５

香椎駅周辺土地区画整理事業香椎橋橋梁下
部工築造工事（その２）

84,949,560 円

６

平成 27 年度土砂災害対策事業優先度検討
業務委託

4,266,000 円

７

水上公園整備（その３）工事

60,770,520 円
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工
期
平成28年７月６日から
平成29年３月15日まで
平成28年11月23日から
平成29年３月24日まで
平成28年12月14日から
平成29年３月15日まで
平成27年４月24日から
平成28年５月15日まで
平成27年10月17日から
平成28年６月30日まで
平成27年10月10日から
平成28年１月８日まで
平成28年３月23日から
平成28年７月29日まで

８

今津運動公園整備（その 23）工事

94,098,240 円

９

下山門北公園整備工事

44,613,720 円

10

野間大池公園整備（その６）工事

49,596,840 円

11

山ノ鼻古墳公園整備（その４）工事

60,814,800 円

12

金印公園整備（その３）工事

70,097,400 円

13

室見川緑地園路接続検討等業務委託

6,480,000 円

14

上水公園急傾斜地調査検討業務委託

8,069,760 円

15

動物園周辺交通実態調査及び交通解析検討
業務委託

4,560,840 円

16

植物園再整備基本計画策定業務委託

4,752,000 円

17
18
19
20
21
22
23
24
25

市営ニュー堅粕住宅４号棟及び市営博多千
代住宅１号棟耐震診断調査業務委託
平成 26 年度公営住宅（城浜住宅）新築工
事 [総合評価]
平成 26 年度公営住宅（下山門住宅）新築
工事 [総合評価]
平成 26 年度市営福浜住宅８棟耐震等改修
事業
平成 27 年度市営板付住宅８棟住戸改善工
事
平成 27 年度市営新博多住宅１棟外壁改修
工事 [総合評価]
伊都区画整理事務所解体工事

9,007,200 円
1,381,105,080 円
949,775,760 円
140,940,000 円
80,915,760 円
230,227,920 円
13,584,240 円

西鉄香椎駅前広場歩行者支援施設（シェル
ター）新設工事
香椎駅周辺土地区画整理事業支障物件調査
等業務委託その 15

63,160,560 円
11,817,360 円

26

雁の巣ＲＣ便所改築工事

24,635,880 円

27

柏原公園便所改築工事

28

今津運動公園硬式野球場スコアボード新築
工事

54,980,640 円

29

動物園トイレ（カバ舎前等）改修工事

18,148,320 円

30

植物園トイレ（入口広場等）改修工事

14,800,320 円

7,280,280 円
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平成28年５月14日から
平成29年２月15日まで
平成28年９月７日から
平成29年３月15日まで
平成28年10月21日から
平成29年３月15日まで
平成28年11月８日から
平成29年５月19日まで
平成28年11月30日から
平成29年７月31日まで
平成28年８月23日から
平成29年３月３日まで
平成29年１月14日から
平成29年４月30日まで
平成27年４月27日から
平成27年11月30日まで
平成28年８月５日から
平成29年３月30日まで
平成27年６月30日から
平成28年３月20日まで
平成26年９月17日から
平成28年２月８日まで
平成27年２月24日から
平成29年２月22日まで
平成27年２月26日から
平成28年３月５日まで
平成27年６月30日から
平成28年２月29日まで
平成27年10月14日から
平成28年３月15日まで
平成27年11月27日から
平成28年１月31日まで
平成28年９月28日から
平成29年５月31日まで
平成27年12月23日から
平成28年３月25日まで
平成27年11月25日から
平成28年３月10日まで
平成27年12月３日から
平成28年６月25日まで
平成28年９月28日から
平成29年３月15日まで
平成27年12月25日から
平成28年３月10日まで
平成27年11月27日から
平成28年３月10日まで

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

47
48

平成 26 年度公営住宅弥永住宅電気工事
[総合評価]
平成26年度公営住宅城浜住宅管工事
[総合評価]
平成 26 年度公営住宅下山門住宅管工事
[総合評価]
平成 26 年度公営住宅城浜住宅浴槽，風呂
釜設置工事
平成 27 年度公営住宅下山門住宅電気工事
平成 27 年度公営住宅城浜住宅電気工事
[総合評価]
平成 27 年度公営住宅下山門住宅管工事
[総合評価]
平成 28 年度市営福浜住宅 11 棟住戸改善管
工事
香椎駅周辺土地区画整理事業西鉄香椎駅前
広場外照明灯整備工事
東平尾公園レベルファイブスタジアムボイ
ラー設備更新衛生設備工事
博多の森テニス競技場監視カメラ更新工事
今津運動公園硬式野球場スコアボード新築
電気工事 [総合評価]
南公園センターゾーンエントランス複合施
設迂回衛生設備工事
[テーマ監査]
名島公園整備工事
[テーマ監査］
社領南公園管理人室新築工事
[テーマ監査］
平成 27 年度市営板付住宅 26 棟埋設給水管
切替管工事
[テーマ監査］
香椎浜西公園便所改修衛生設備工事
[テーマ監査］
南公園センターゾーン放送設備移設工事

107,627,400 円
161,944,920 円
124,908,480 円
58,946,400 円
80,360,640 円
138,911,760 円
97,225,920 円
47,480,040 円
21,211,200 円
10,374,480 円
11,041,920 円
96,813,144 円
26,691,120 円
2,495,880 円
2,154,600 円

2,094,854 円

1,617,840 円
2,322,000 円

平成26年12月26日から
平成29年１月16日まで
平成26年10月10日から
平成28年３月７日まで
平成27年１月24日から
平成29年３月14日まで
平成26年11月７日から
平成28年３月７日まで
平成27年10月２日から
平成29年３月24日まで
平成27年11月21日から
平成29年９月11日まで
平成27年10月６日から
平成29年３月21日まで
平成28年５月14日から
平成29年３月15日まで
平成29年２月８日から
平成29年４月11日まで
平成27年10月31日から
平成28年３月15日まで
平成28年11月17日から
平成29年３月15日まで
平成28年９月24日から
平成29年３月15日まで
平成28年７月20日から
平成28年11月30日まで
平成29年１月25日から
平成29年３月28日まで
平成27年11月27日から
平成28年２月29日まで
平成27年10月28日から
平成27年11月30日まで
平成28年12月９日から
平成29年３月15日まで
平成28年６月10日から
平成28年10月31日まで

別表５
No.

城南区役所 監査を実施した工事等一覧表
工
事
名
契 約 金 額

１ 清水干隈線道路舗装工事（その１）

70,171,920 円

２ 片江 703 号線歩道改良工事（その１）

26,109,000 円

３ 梅林 1805 号線地盤改良工事

23,487,840 円
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工
期
平成28年７月20日から
平成29年５月22日まで
平成28年８月16日から
平成29年３月15日まで
平成29年４月17日から
平成29年６月30日まで

４ 大牟田池浚渫工事（その３）

22,759,920 円

５ 城南区管内区画線更新委託
６
７
８
９
10

3,024,000 円

単価契約城南区管内河川水路維持委託（水
路除草）
城南区役所・水道局合同庁舎庁舎管理等業
務委託
単価契約城南区管内道路維持修繕（照明
灯）
城南区保健福祉センター庁舎清掃，冷暖房
等管理及び窓口収納業務
[テーマ監査］
東油山 1612 号線道路改良工事

8,713,419 円
22,982,400 円
8,171,128 円
14,677,200 円
1,953,720 円

平成27年10月３日から
平成28年１月15日まで
平成28年12月16日から
平成29年３月15日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成28年12月13日から
平成29年３月15日まで

別表６
No.
１
２
３

早良区役所 監査を実施した工事等一覧表
工
事
名
契 約 金 額
１級市道千代今宿線（藤崎交差点）道路改
78,101,280 円
良工事
平成 28 年度県道入部中原停車場線（脇
46,869,840 円
山）道路舗装工事
平成 28 年度国道 263 号（飯倉）段差解消
64,883,160 円
工事

４ 市道百道浜 2787 号線道路改良工事その２

79,452,360 円

５ 西新通線電線共同溝・道路予備設計委託

6,041,520 円

早良区管内生活道路舗装補修工事（Ｈ27
（飯倉地区））
市道原 805 号線外１路線道路構造物補修工
７
事
単価契約早良区管内河川維持補修工事（水
８
路浚渫・緊急処理）
単価契約早良区管内道路維持委託（暗渠清
９
掃・緊急処理・安全対策）
６

25,562,520 円
19,228,320 円
19,410,623 円
24,296,025 円

10 早良区役所屋上防水改修工事

17,734,140 円

11 入部出張所屋根防水改修工事

11,509,452 円

12 早良区役所庁舎管理等業務委託

20,088,000 円

単価契約早良区管内道路維持修繕（照明
灯）
[テーマ監査]
14 平成 28 年度早良区管内通学路整備工事そ
の４
13
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13,821,299 円

2,423,520 円

工
期
平成27年５月16日から
平成28年３月15日まで
平成28年９月28日から
平成29年６月15日まで
平成28年６月４日から
平成29年３月15日まで
平成28年６月４日から
平成29年１月29日まで
平成27年11月19日から
平成28年３月20日まで
平成27年11月12日から
平成28年３月15日まで
平成28年９月10日から
平成29年３月15日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成28年12月14日から
平成29年３月13日まで
平成28年12月15日から
平成29年３月15日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成28年12月16日から
平成29年３月15日まで

[テーマ監査]
市道原 812 号線道路構造物補修工事
[テーマ監査]
16
早良区役所プレハブ倉庫解体工事
15

2,143,800 円
1,598,400 円

平成28年11月18日から
平成29年２月25日まで
平成28年７月15日から
平成28年８月31日まで

別表７
西区役所 監査を実施した工事等一覧表
No.
工
事
名
契 約 金 額
単価契約平成 28 年度西区公園等管理業務
１
72,096,229 円
委託
一般県道周船寺有田線（壱岐団地）歩道
２
85,636,440 円
段差解消工事（２工区）
３

４

５

６
７

市道愛宕 180 号線道路改良工事

32,327,640 円

単価契約西区管内（西部出張所管内除
く）道路維持補修工事（砂利道・舗装補
修）下期
単価契約西区管内（西部出張所管内除
く）道路維持補修工事（側溝・円管補
修）下期
市道福重石丸線（西２幹）道路詳細設計
委託
主要地方道福岡志摩前原線道路舗装工事
（その１）

24,067,722 円

平成28年10月１日から
平成29年３月31日まで

5,180,229 円

平成28年10月１日から
平成29年３月31日まで

6,588,000 円
77,778,360 円

８

市道今宿町 1779 号線道路改良工事

65,961,000 円

９

市道今宿東 4242 号線道路改良工事

99,088,920 円

10

主要地方道福岡志摩前原線（今津橋）橋
梁詳細設計等業務委託

64,498,680 円

11

市道西都 4272 号線外区画線設置委託

4,860,000 円

12

単価契約西区西部出張所管内道路維持委
託（側溝清掃・道路除草）

5,230,394 円

13

西区土木第１課補修事務所解体工事

14

九大学研都市駅西自転車駐車場新築工事
[総合評価]

15

西区役所庁舎管理等業務委託

16
17
18

12,637,080 円
124,075,800 円
21,697,200 円

単価契約西区管内（西部出張所管内除
く）道路維持修繕（照明灯）
九大学研都市駅西自転車駐車場新築電気
工事
庁舎清掃等管理及び冷暖房等管理並びに
窓口受付収納業務委託
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工
期
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成27年６月９日から
平成28年１月25日まで
平成28年11月23日から
平成29年７月31日まで

14,560,776 円
25,716,960 円
14,796,000 円

平成28年７月30日から
平成28年12月６日まで
平成27年10月28日から
平成28年７月31日まで
平成26年12月25日から
平成27年10月20日まで
平成28年９月７日から
平成29年４月30日まで
平成27年８月１日から
平成28年９月30日まで
平成29年２月３日から
平成29年３月15日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成28年９月16日から
平成28年12月５日まで
平成27年８月５日から
平成28年２月25日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで
平成27年７月22日から
平成28年３月５日まで
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで

19
20

21

[テーマ監査]
県道大野城二丈線舗装補修工事
[テーマ監査]
県道西浦今宿自転車道線道路改良工事
[テーマ監査]
主要地方道福岡志摩線道路照明灯設置工
事
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2,430,000 円
2,498,040 円

1,825,200 円

平成28年12月17日から
平成29年３月15日まで
平成28年11月19日から
平成29年３月15日まで
平成28年11月６日から
平成29年３月15日まで

