
 - 1 - 

元監査公表第１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。 

  令和元年７月４日 

 

 

福岡市監査委員 平 畑 雅 博     

同       松 野   隆     

同       谷 山    昭     

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30年12月まで 

実施期間 平成30年11月28日から同年12月３日まで 

イ 市民局 

(事務監査) 対象期間 平成26年９月から同31年１月まで 

実施期間 平成30年11月29日から同31年1月11日まで 

(工事監査) 対象期間 平成28年９月から同30年７月まで 

実施期間 平成30年10月16日から同31年１月31日まで 

ウ 保健福祉局 

(事務監査) 対象期間 平成27年11月から同31年１月まで  

実施期間 平成30年11月28日から同31年１月21日まで 

(工事監査) 対象期間 平成28年９月から同30年７月まで 

実施期間 平成30年10月16日から同31年１月31日まで 

エ 環境局 

(事務監査) 対象期間 平成27年５月から同30年12月まで 

実施期間 平成30年11月28日から同年12月25日まで 

オ 農林水産局  

(事務監査) 対象期間 平成28年１月から同31年２月まで 

実施期間 平成30年11月28日から同31年２月12日まで 

カ 住宅都市局 

(事務監査) 対象期間 平成26年12月から同31年２月まで 

実施期間 平成30年11月28日から同31年２月１日まで 

キ 港湾空港局 

(事務監査) 対象期間 平成27年５月から同31年１月まで 

実施期間 平成30年12月４日から同31年１月30日まで 

(工事監査) 対象期間 平成28年９月から同30年７月まで 

実施期間 平成30年10月16日から同31年１月31日まで 
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ク 東区役所 

(事務監査) 対象期間 平成26年12月から同31年１月まで 

実施期間 平成30年11月29日から同31年１月11日まで 

(工事監査) 対象期間 平成28年９月から同30年７月まで 

実施期間 平成30年10月16日から同31年１月31日まで 

ケ 博多区役所 

(事務監査) 対象期間 平成27年１月から同30年12月まで 

実施期間 平成30年11月29日から同年12月６日まで 

(工事監査) 対象期間 平成28年９月から同30年７月まで 

実施期間 平成30年10月16日から同31年１月31日まで 

コ 中央区役所 

(事務監査) 対象期間 平成26年12月から同30年12月まで 

実施期間 平成30年11月28日から同年12月21日まで 

(工事監査) 対象期間 平成28年９月から同30年７月まで 

実施期間 平成30年10月16日から同31年１月31日まで 

サ 南区役所 

(事務監査) 対象期間 平成27年12月から同31年１月まで 

実施期間 平成30年11月29日から同31年１月17日まで 

(工事監査) 対象期間 平成28年９月から同30年７月まで 

実施期間 平成30年10月16日から同31年１月31日まで 

シ 城南区役所 

(事務監査) 対象期間 平成27年１月から同30年12月まで 

実施期間 平成30年11月28日から同年12月11日まで 

ス 早良区役所 

(事務監査) 対象期間 平成27年１月から同30年12月まで 

実施期間 平成30年11月29日から同年12月17日まで 

セ 西区役所 

(事務監査) 対象期間 平成26年12月から同30年12月まで 

実施期間 平成30年11月28日から同年12月27日まで 

ソ 水道局 

(事務監査) 対象期間 平成26年９月から同31年２月まで 

実施期間 平成30年11月29日から同31年２月12日まで 

(工事監査) 対象期間 平成28年９月から同30年７月まで 

実施期間 平成30年10月16日から同31年１月31日まで 

タ 福岡市選挙管理委員会事務局 

(事務監査) 対象期間 平成28年１月から同31年１月まで 

実施期間 平成30年11月29日から同31年１月21日まで 

チ 東区選挙管理委員会事務局 

(事務監査) 対象期間 平成27年12月から同31年１月まで 

実施期間 平成30年11月29日から同31年１月11日まで 

ツ 博多区選挙管理委員会事務局 

(事務監査) 対象期間 平成27年12月から同30年12月まで 

実施期間 平成30年11月29日から同年12月４日まで 

テ 中央区選挙管理委員会事務局 

(事務監査) 対象期間 平成28年１月から同30年12月まで 

実施期間 平成30年11月28日から同年12月21日まで 

ト 南区選挙管理委員会事務局 

(事務監査) 対象期間 平成27年12月から同31年１月まで 
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実施期間 平成30年11月29日から同31年１月16日まで 

ナ 城南区選挙管理委員会事務局 

(事務監査) 対象期間 平成28年１月から同30年12月まで 

実施期間 平成30年11月28日から同年12月11日まで 

ニ 早良区選挙管理委員会事務局 

(事務監査) 対象期間 平成28年１月から同30年12月まで 

実施期間 平成30年11月29日から同年12月14日まで 

ヌ 西区選挙管理委員会事務局 

(事務監査) 対象期間 平成27年12月から同30年12月まで 

実施期間 平成30年11月28日から同年12月26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９

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などの重点事項として，事務監査では「賃

金支出事務」等を，工事監査では「設計変更」を設定した。 

また，工事監査において，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，契約金額が250万円以下の小規模工事等につ

いては，「工事等の契約事務について」をテーマとして監査を実施した。 

４ 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 

特に指摘する事項はなかった。 

ウ 保健福祉局 

(ｱ) 原動機付自転車のガソリン代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 

          ガソリン代金の支出事務については，地方自治法等関係法令に則り，適正に処

理しなければならない。また，普通地方公共団体が支出を行う方法として，地方

自治法上，立替払は認められていない。しかしながら，平成29年３月28日に購入

した公用の原動機付自転車のガソリン代金(29年度14回，30年度６回給油)につい

て，給油の際に嘱託員が支払ったガソリン代の全てを実査日(平成31年１月18日)

現在，担当職員が自費で立替えていた。 

     なお，平成29年５月に少額物品購入資金前渡制度を利用し，ガソリンを購入す

るために資金前渡口座を作成したものの一度も利用していなかった。 

     今後，ガソリン代金の支出に当たっ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とともに速やかに再発防止策を講じられたい。 

(保護課) 

(ｲ) 提案競技の手続きについて適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの 

委託先の選定に係る提案競技の公募要件については，平成28年６月10日付の財
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政局契約監理課長通知｢公募により行う提案競技の参加資格における必須要件に

ついて｣の中で，競争入札と同様の参加資格を定めており，これに則り，提案競

技の参加資格を確認しなければならない。しかしながら，平成29年度｢福岡市国

民健康保険医療費適正化計画及び特定健診・特定保健指導実施計画策定支援業務

委託｣の委託先の選定に際し実施した提案競技において，委託先として選定され

た事業者が，手続きに必要な｢登記事項証明｣，｢市町村税を滞納していないこと

の証明書｣及び｢消費税及び地方消費税納税証明書｣を参加申込の締切日(平成29年

４月28日)までに提出していなかったが，同事業者が同日に提出した証明書の提

出が遅れる旨の申立書をもって，参加資格を確認しないまま，提案競技に参加さ

せていた。 

また，同事業者が提出した証明書の発行日は，消費税及び地方消費税納税証明

書について，契約締結日(平成29年６月１日)以降の平成29年６月15日付となって

いた。 

今後，提案競技における参加申請の審査に当たっては，適正な事務処理を行わ

れたい。 

(国民健康保険課) 

エ 環境局 

特に指摘する事項はなかった。 

  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 

国民健康保険料の過誤納金の還付について適正な事務処理を行うよう注意を求め 

るもの 

国民健康保険料に過誤納金が発生した場合は，地方自治法等関係法令に則り，遅

滞なく還付するとともに，還付加算金を付さなければならない。しかしながら，平

成29年度及び同30年度の国民健康保険料の過誤納金還付事務において，還付加算金

の端数計算に係る端数処理の取扱いが変更された平成29年７月18日以降約１年の間，

還付加算金を加算していない事例が多数見受けられた。 

今後，国民健康保険料の過誤納金の還付事務に当たっては，関係法令に則り，適

正な事務処理を行うとともに，全区に係る事務でもあることから，所管局と協議の

上，業務量を踏まえたシステム化を含めた再発防止策を講じられたい。 

(保険年金課) 

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 

委託契約手続きについて適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの 

委託契約事務に当たっては，福岡市契約事務規則等に則り，適正に処理しなけれ

ばならない。 

しかしながら，平成30年度の｢地行浜２丁目地内エレベーター管理業務(清掃)委

託｣において，最低制限価格を設けて５者により指名競争入札を執行した際に，３

者が最低制限価格を１円下回る金額で入札し，これを本来無効とすべきところを，

その３者のくじ引きにより落札者を決定し，契約を締結後，業務を履行させてい

た。 

今後，契約手続きに当たっては，福岡市契約事務規則その他関係法令に則り，適
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正な事務処理を行われたい。 

(総務課) 

サ 南区役所 

特に指摘する事項はなかった。 

シ 城南区役所 

特に指摘する事項はなかった。 

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 

特に指摘する事項はなかった。 

タ 福岡市選挙管理委員会事務局 

特に指摘する事項はなかった。 

チ 東区選挙管理委員会事務局 

特に指摘する事項はなかった。 

ツ 博多区選挙管理委員会事務局 

特に指摘する事項はなかった。 

テ 中央区選挙管理委員会事務局 

特に指摘する事項はなかった。 

ト 南区選挙管理委員会事務局 

特に指摘する事項はなかった。 

ナ 城南区選挙管理委員会事務局 

特に指摘する事項はなかった。 

ニ 早良区選挙管理委員会事務局 

特に指摘する事項はなかった。 

ヌ 西区選挙管理委員会事務局 

特に指摘する事項はなかった。 

（工事監査） 

(1) 局別監査 

ア 市民局 

(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 

設計変更を適正に行うべきもの［重点事項］ 

中央体育館大規模改修電気工事［総合評価］［№16］ 

（契約金額１億 7,503万 200円） 

本工事は中央体育館の大規模改修に伴う電気工事である。 

幹線動力設備工事においてケーブルのサイズを変更し，また，照明器具取付  

工事において誘導灯信号装置の設置を取りやめていた。 

しかしながら，この変更内容について，設計変更ガイドラインにより設計変  

更すべきところ，受注者との協議のみで設計変更を行っていなかった。 

今後は，適正な設計変更に努められたい。 

（スポーツ振興課，財政局設備課関連） 

 (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 見積りによる単価の採用を適正に行うべきもの 

中央体育館大規模改修工事［総合評価］［№８］ 

（契約金額３億 7,142万 9,280円） 

本工事は中央体育館の大規模改修を行う建築工事である。 

建築工事の積算では，見積りによる単価の採用にあたっては同一条件で複
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数から見積書を徴収し，最低価格に査定率を乗じて決定することとなってい

る。 

しかしながら，耐震天井下地及びシャッターの危険防止装置取付の単価の

採用にあたり，見積条件の異なる見積りを採用した結果，過小な積算となっ

ていた。 

また，見積比較表や積算額内訳書への転記を行う際の入力の誤りが複数あ

り，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。 

（スポーツ振興課，財政局施設建設課関連） 

  Ｂ 外壁改修の積算を適正に行うべきもの［重点事項］ 

中央体育館大規模改修工事［総合評価］［№８］ 

（契約金額３億 7,142万 9,280円） 

本工事は中央体育館の大規模改修を行う建築工事である。 

本工事着手後に実施した調査で，既存の外壁仕上塗材が石綿含有建材であ

ることが判明したため，外壁改修のすべての工法で仕上塗材の除去を行うこ

ととして施工を開始した。 

その後，労働基準監督署より「外壁改修のピンニング工法では仕上塗材の

除去は不要」との見解が示されたため，それ以降に施工するピンニング工法

については，仕上塗材を除去せずに外壁改修を行った。 

しかしながら，設計変更の積算において，仕上塗材を除去せずに施工した

部分についても除去費用を計上した結果，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。 

（スポーツ振興課，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 

※［重点事項］は，今期の工事監査の重点事項である「設計変更」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 

イ 保健福祉局 

  特に指摘する事項はなかった。 

ウ 港湾空港局 

(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 

設計変更を適正に行うべきもの［重点事項］ 

姪浜旅客待合所立体駐車場新築工事［総合評価］［№16］ 

（契約金額３億 5,387万 4,960円） 

本工事は立体駐車場の新築を行う建築工事である。 

当初設計では，山留めを設置せずに掘削を行うこととしていたが，当該建物の

基礎が隣地及び隣接する護岸に近接していたため，現場状況を考慮し，山留めを

設置した上で掘削を行った。 

しかしながら，この変更については，設計変更ガイドラインにより設計変更す

べきところ行っていなかった。 

今後は，適正な設計変更に努められたい。 

（施設課） 

(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 残土運搬及び処分費の積算を適正に行うべきもの 

姪浜旅客待合所立体駐車場新築工事［総合評価］［№16］ 

（契約金額３億 5,387万 4,960円） 

本工事は立体駐車場の新築を行う建築工事である。 
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契約図書では，埋戻し及び盛土は現場発生土で行うこととしており，その場

合は掘削土量から埋戻し及び盛土量を差し引いた量を残土として運搬・処分す

ることとなっている。 

しかしながら，掘削土の全量を残土として計上した結果，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。 

（施設課） 

Ｂ 石綿除去工事の積算を適正に行うべきもの 

旧学校給食センター解体工事その１［№15］ 

（契約金額 9,401万 9,400円） 

本工事は旧学校給食センターの解体工事である。 

「大気汚染防止法」では，石綿含有建材が使用されている建物を解体する場

合は「除去」を行い，改造・補修等を行う場合は建材の劣化や損傷状態に応じ

て「除去」，「囲い込み」，「封じ込め」のいずれかの工法を選択することと

なっている。 

本工事は建物の解体であるため，契約図書では「除去」を行うこととしてい

るが，積算において「除去」だけでなく「封じ込め」の費用を計上した結果，

過大な積算となっていた。 

また，除去作業において実施している石綿の分析調査及び，空気中石綿濃度

測定の費用を計上しておらず，さらに，とりこわし機械運搬費の台数を誤って

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。 

（施設課） 

  (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 

支払業務を適正に行うべきもの 

福岡市域内海浜地清掃業務委託（単価契約）［№４］ 

（契約金額 7,270万 2,312円） 

本委託は海浜地の清掃を行う単価契約方式の業務委託である。 

単価契約の支払業務は，指令書毎に支払いを行うものであるが，本委託は複数

の指令書において，履行完了の確認から支払いまで長期日数を要し，不適切な事

務処理がなされていた。 

今後は，適正な支払業務に努められたい。 

（維持課） 

※［ ］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「設計変更」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 東区役所 

(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 

Ａ 見積りの査定を適正に行うべきもの 

香椎跨線人道橋昇降機施設設置工事［№12］ 

（契約金額 2,087万 9,640円） 

本工事は香椎跨線人道橋に昇降機施設を設置する工事である。 

単価の決定において，見積りを査定する場合には，「機器類の査定率表（営

繕設備積算用）」を用いることとされているが，メーカー発注の場合に適用す

る査定率の補正を行わなかった結果，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。 
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（地域整備課） 

    Ｂ 貨物自動車運搬費の積算を適正に行うべきもの 

松島貝塚線外１路線道路舗装工事［№５］ 

（契約金額 2,739万 9,600円） 

本工事は老朽化した舗装の補修工事である。 

「土木工事標準積算基準書」において，路面切削機の輸送に要する費用につ

いては貨物自動車運搬費を共通仮設費に積上げにより計上することとなってい

るが，施工箇所間等の自走による移動に要する費用は切削工費に含まれてい

る。 

しかしながら，本工事では施工箇所間等の自走による移動が明らかに可能な

箇所についても積上げにより計上し，さらに運搬距離も誤った結果，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。 

（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 

    Ａ 建設発生土の処分場の立会を適正に行うべきもの 

市道１下和白三苫線道路改良工事（２工区）［№１］ 

（契約金額 6,485万 9,400円） 

市道２高美台線道路改良工事（５工区）［№２］ 

（契約金額 7,393万 5,720円） 

本工事は歩道のバリアフリー化に伴う道路改良工事である。 

「積算運用の手引き」において，建設発生土を自由処分する際に指定処分場

及び建設発生土リサイクルプラント以外へ搬入する場合は，処分場の立会を行

い，確認することとなっている。 

しかしながら，本工事では指定処分場及び建設発生土リサイクルプラント以

外へ建設発生土を搬入したにもかかわらず，処分場の立会を実施していなかっ

た。 

今後は，建設発生土処分場の適正な立会に努められたい。 

（地域整備課） 

    Ｂ 建設リサイクル法を遵守すべきもの 

金印海道道路改良工事（南の浦工区）その４［№３］ 

（契約金額１億 2,387万 3,840円） 

本工事は道路拡幅に伴う改良工事である。 

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福岡市長に

あらかじめ通知しなければならないこととなっているが，通知していなかっ

た。 

今後は，適正な施工管理に努められたい。 

（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 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 

支払業務を適正に行うべきもの 

単価契約平成 29 年度博多区公園等管理業務委託［№７］ 

（契約金額 5,724万 2,620円） 

本委託は博多区管内の公園管理等を行う単価契約方式の業務委託である。 

単価契約の支払業務は，指令書毎に支払いを行うものであるが，本委託は複数の

指令書において，履行完了の確認から支払いまで長期日数を要し，不適切な事務処
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理がなされていた。 

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６ 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す 

 カ 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 

貨物自動車運搬費及び舗装工の積算を適正に行うべきもの 

市道港福浜線外２路線道路舗装補修工事［№３］ 

（契約金額 8,916万 2,640円） 

本工事は老朽化した舗装や側溝の補修工事である。 

「土木工事標準積算基準書」において，路面切削機の輸送に要する費用について

は貨物自動車運搬費を共通仮設費に積上げにより計上することとなっているが，

日々の回送に要する費用は共通仮設費率に含まれている。 

しかしながら，本工事では日々の回送についても積上げにより計上した結果，過

大な積算となっていた。 

また，舗装工の中間層（３層目），基層及び舗装仮復旧工の表層において，平均

幅員 1.4ｍ未満で積算すべきところを 1.4ｍ以上とした結果，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。 

（維持管理課） 

※［ ］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 

キ 南区役所 

特に指摘する事項はなかった。 

  ク 水道局 

   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) 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 

博多区東比恵１丁目地内No.１配水管布設工事［№５］ 

（契約金額 8,776万 9,440円） 

本工事は水道施設の耐震化に伴う配水管の布設替え工事である。 

「水道事業実務必携」において，クラムシェル（掘削機械）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，本工事ではクラムシェルを使用することから同費用を計上する必

要があったが，誤って貨物自動車運搬費を計上した結果，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。 

（東部管整備課） 

(ｲ) 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 

東区東浜１，２丁目地内工業用配水管布設工事［№４］ 

（契約金額 9,638万 4,600円） 

本工事は配水管の老朽化に伴う布設替え工事である。 

「水道事業実務必携」において，クラムシェル（掘削機械）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，本工事ではクラムシェル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。 

（東部管整備課） 

※［ ］内の数字は，「別表９ 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す 

 

別表１ 
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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 広聴課 

市民局 総務部 総務課，課長(区庁舎) ，区政課 

生活安全部 生活安全課，消費生活センター  

防災・危機管理部 防災・危機管理課③ 

保健福祉局 総務部 総務課，保護課，生活自立支援課，

国民健康保険課，医療年金課 

政策推進部 

 

政策推進課，課長 (健康先進都市推

進) 

高齢社会部 ※高齢福祉課 

環境局 環境政策部 ※総務課 

保健環境研究所 ※環境科学課 

施設部 管理課，工場整備課，施設課，西部工

場，臨海工場，クリーンパーク･東部 

農林水産局 中央卸売市場 市場課，食肉市場，鮮魚市場，課長(市
場整備)，青果市場，課長(青果市場ﾌﾞﾗﾝ

ﾄﾞ化推進) 
住宅都市局 総務部 総務課，企画課 

都市計画部 都市計画課，交通計画課，課長(自動車

専用道路) 
地域まちづくり推進部 地域計画課，都市景観室，まちづくり推

進室 

都心創生部 都心創生課，ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ再整備推進課，ｳ

ｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ再整備計画課，課長(ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ
再整備推進)，都心交通課 

跡地活用推進部 計画課，九大移転調整課，課長(ｲﾉﾍﾞｰｼｮ
ﾝ推進・Smart EAST)，九大跡地整備課 

港湾空港局 総務部 総務課，財務課，客船事務所 

港湾建設部 ※工務課 

アイランドシティ事業部 事業管理課，計画調整課，まちづくり推

進課，企業立地課 

東区役所 総務部 総務課 

市民部 市民課，保険年金課 

保健福祉センター 保護第１課，保護第２課 

※福祉・介護保険課 

博多区役所 総務部 総務課 

市民部 市民課，保険年金課 

保健福祉センター 保護第１課，保護第２課，保護第３課 

中央区役所 総務部 総務課 

市民部 市民課，保険年金課 

※納税課 

地域整備部 地域整備課，維持管理課，道路適正利用

推進課，生活環境課 
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保健福祉センター 保護課 

南区役所 総務部 総務課 

市民部 市民課，保険年金課 

保健福祉センター 保護第１課，保護第２課 

城南区役所 総務部 総務課 

市民部 市民課，保険年金課 

※納税課 

地域整備部 地域整備課，維持管理課，生活環境課 

保健福祉センター 保護課 

早良区役所 総務部 総務課 

市民部 市民課，保険年金課 

保健福祉センター 保護課 

西区役所 総務部 総務課 

市民部 市民課，保険年金課 

保健福祉センター 保護課 

水道局 浄水部 浄水調整課，水管理課，浄水施設課，設

備課，多々良浄水場，夫婦石浄水場 

保全部 保全調整課，保全課，管修理課，節水推

進課，給水審査課 

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 

※は，平成29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 

市民局  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 28 年度東平尾公園周辺渋滞施策検討

委託 
3,866,400円 

平成28年６月14日から 

平成28年12月28日まで 

２ 博多区庁舎安全対策工事［総合評価］ 152,604,000円 
平成29年１月５日から 

平成29年７月31日まで 

３ 
香椎副都心公共施設多目的トイレ自動ドア

化工事 
7,020,000円 

平成29年３月11日から 

平成29年３月28日まで 

４ 
元岡公民館・老人いこいの家複合施設改築

工事［総合評価］ 
216,493,560円 

平成29年７月20日から 

平成30年３月10日まで 

５ 旧高取公民館解体工事 34,468,200円 
平成29年９月22日から 

平成30年１月５日まで 

６ 
百道公民館・老人いこいの家その他複合施

設改築工事設計業務委託 
20,498,400円 

平成28年６月22日から 

平成29年３月10日まで 
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７ 南体育館屋上防水改良工事 15,412,680円 
平成28年12月15日から 

平成29年３月25日まで 

８ 中央体育館大規模改修工事［総合評価］ 371,429,280円 
平成29年７月20日から 

平成30年３月25日まで 

９ 
レベルファイブスタジアム個席化改修業務

委託 
398,813,112円 

平成29年６月12日から 

平成30年２月28日まで 

10 
田隈人権のまちづくり館内部改修その他工

事 
33,072,840円 

平成29年７月11日から 

平成29年12月20日まで 

11 
元岡公民館・老人いこいの家複合施設改築

電気工事 
23,746,932円 

平成29年９月６日から 

平成30年３月15日まで 

12 
美野島公民館・老人いこいの家複合施設空

調設備更新工事 
11,373,480円 

平成29年９月13日から 

平成29年12月11日まで 

13 
香椎公民館外 55 館エレベーター保守点検

業務委託 
19,872,000円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

14 福岡市防災行政無線保守業務委託 18,134,280円 
平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

15 
中央体育館大規模改修空調設備工事 

［総合評価］ 
129,587,040円 

平成29年７月６日から 

平成30年３月15日まで 

16 
中央体育館大規模改修電気工事 

［総合評価］ 
175,030,200円 

平成29年７月６日から 

平成30年３月25日まで 

17 

［小規模工事等監査］ 

馬出公民館外 33 館（東区）建築物定期

（劣化）点検業務委託 

1,598,400円 
平成29年11月１日から 

平成30年１月31日まで 

18 

［小規模工事等監査］ 

平成 28 年度 福岡市避難場所標識看板設

置・建替委託（その１） 
2,029,320円 

平成28年９月１日から 

平成29年１月31日まで 

19 

［小規模工事等監査］ 

建築物定期（劣化）点検業務及び建築物外

壁全面打診等調査業務委託 
2,052,000円 

平成29年12月16日から 

平成30年３月15日まで 

20 

［小規模工事等監査］ 

公民館等電気工作物保安業務委託（東区・

博多区・中央区） 
2,280,312円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

21 

［小規模工事等監査］ 

千代人権のまちづくり館外１ヵ所エレベー

ター保守点検業務委託 
1,404,864円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

別表３ 

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 

１ 堤老人いこいの家改築工事 25,057,080円 
平成28年８月３日から 

平成29年２月７日まで 

２ 
障がい者スポーツセンター施設外壁改修

工事 
37,874,520円 

平成29年11月15日から 

平成30年３月10日まで 

３ 
東部動物愛護管理センター抑留棟外壁そ

の他改修工事 
8,333,280円 

平成29年11月10日から 

平成30年３月15日まで 

４ 
健康づくりサポートセンター等複合施設

冷却塔修理（その１） 
15,120,000円 

平成29年12月２日から 

平成30年２月18日まで 
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５ 
市民福祉プラザセキュリティシステム更

新工事 
42,747,588円 

平成28年11月２日から 

平成29年３月15日まで 

６ 

［小規模工事等監査］ 

小呂島保健福祉館耐震診断調査及び老朽化

調査業務委託 
1,900,800円 

平成29年５月２日から 

平成29年６月25日まで 

７ 

［小規模工事等監査］ 

福岡市動物愛護管理センター庁舎清掃消毒

業務委託 
2,192,400円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

別表４ 

港湾空港局  監査を実施した工事等一覧表 

No. 工   事    名 契 約 金 額 工   期 

１ 博多港港湾機能強化検討業務委託 14,872,680円 
平成28年８月４日から 

平成29年３月25日まで 

２ 
平成 29 年度アイランドシティ環境モニタ

リング業務委託 
22,893,840円 

平成29年４月４日から 

平成30年３月28日まで 

３ 
アイランドシティ地区岸壁（－14ｍ）補修

工事［総合評価］ 
118,810,800円 

平成28年９月24日から 

平成29年３月25日まで 

４ 
福岡市域内海浜地清掃業務委託（単価契

約） 
72,702,312円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

５ 
平成 28 年度能古（北浦）地区護岸築造工

事［総合評価］ 
100,917,360円 

平成28年６月30日から 

平成29年３月15日まで 

６ 
アイランドシティ地区５工区覆土工事（そ

の１）［総合評価］ 
114,268,320円 

平成29年８月11日から 

平成30年３月15日まで 

７ 
平成 28 年度海岸保全施設長寿命化計画策

定業務委託（その２） 
32,216,400円 

平成29年２月16日から 

平成29年８月14日まで 

８ 
アイランドシティ地区３工区Ａ護岸築造工

事（その４）［総合評価］ 
147,207,240円 

平成28年６月１日から 

平成29年３月15日まで 

９ 
アイランドシティ地区Ｃ２コンテナターミ

ナル整備工事（その２）［総合評価］ 
270,960,120円 

平成28年５月28日から 

平成29年２月６日まで 

10 
アイランドシティ地区３工区埋立工事 

［総合評価］ 
144,111,960円 

平成29年６月13日から 

平成29年11月30日まで 

11 
アイランドシティ地区平成 29年度４の３

の１工区・５の３工区動態観測業務委託 
47,829,960円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

12 
平成 29 年度アイランドシティ地区道路等

基本計画検討業務委託 
8,186,400円 

平成29年12月27日から 

平成30年３月15日まで 

13 
中央ふ頭整備事業（公共駐車場等）支障物

件調査等業務委託その２ 
12,223,440円 

平成28年11月15日から 

平成29年３月24日まで 

14 

平成 28 年度 博多港における港湾機能強

化（人流）に関する整備検討業務委託（施

設計画等） 

14,705,280円 
平成28年12月３日から 

平成29年３月25日まで 

15 旧学校給食センター解体工事その１ 94,019,400円 
平成29年２月４日から 

平成29年６月20日まで 

16 
姪浜旅客待合所立体駐車場新築工事 

［総合評価］ 
353,874,960円 

平成28年10月12日から 

平成29年９月25日まで 

17 
博多ポートタワー改修工事実施設計業務委

託 
3,143,880円 

平成28年７月29日から 

平成28年11月15日まで 
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18 
平成 28 年度博多港Ａ地区保安対策監視設

備改良工事 
114,285,600円 

平成28年11月８日から 

平成29年３月25日まで 

19 
平成 28 年度アイランドシティ地区Ｃ２コ

ンテナターミナル照明塔設置工事 
75,222,000円 

平成28年５月14日から 

平成29年１月20日まで 

20 
須崎ふ頭地区アンローダ用受変電設備更新

工事 
88,810,668円 

平成29年１月18日から 

平成30年３月15日まで 

21 
博多港国際ターミナルエレベーター更新工

事 
18,033,516円 

平成28年５月19日から 

平成28年12月25日まで 

22 
須崎ふ頭地区穀物用機械式アンローダ設置

工事［総合評価］ 
847,237,968円 

平成27年12月23日から 

平成30年３月15日まで 

23 きんいん１機関修理 30,520,800円 
平成30年２月10日から 

平成30年３月25日まで 

24 
［小規模工事等監査］ 

姪浜２号浮桟橋アンカーチェーン補修工事 2,463,480円 
平成29年３月11日から 

平成29年３月25日まで 

25 
［小規模工事等監査］ 

大岳・西戸崎桟橋等撤去検討業務委託 2,430,000円 
平成28年５月25日から 

平成28年８月22日まで 

26 
［小規模工事等監査］ 

志賀島旅客待合所２階利便施設内装修理 2,478,600円 
平成30年２月17日から 

平成30年３月30日まで 

27 
［小規模工事等監査］ 

臨港地区内産業廃棄物運搬業務委託 1,728,000円 
平成29年９月30日から 

平成30年１月31日まで 

28 

［小規模工事等監査］ 

香椎パークポートコンテナターミナル照明

塔劣化診断調査業務委託 
2,160,000円 

平成28年７月26日から 

平成28年９月３日まで 

 
別表５ 

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 
市道１下和白三苫線道路改良工事（２工

区） 
64,859,400円 

平成28年８月10日から 

平成29年３月24日まで 

２ 市道２高美台線道路改良工事（５工区） 73,935,720円 
平成29年８月２日から 

平成30年３月27日まで 

３ 
金印海道道路改良工事（南の浦工区）その

４ 
123,873,840円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月25日まで 

４ 香椎跨線人道橋基本設計業務委託 9,396,000円 
平成28年12月７日から 

平成29年３月20日まで 

５ 松島貝塚線外１路線道路舗装工事 27,399,600円 
平成29年９月13日から 

平成30年１月31日まで 

６ 社領 553 号線道路側溝補修工事 5,782,320円 
平成29年10月26日から 

平成30年２月22日まで 

７ 
単価契約東区管内道路維持補修工事（側溝

補修他）上期 
24,492,240円 

平成29年４月１日から 

平成29年９月30日まで 

８ 
単価契約東区管内河川・水路維持補修委託

（浚渫・除草） 
13,755,663円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

９ 香椎駅東自転車駐車場増築工事 7,924,716円 
平成29年12月15日から 

平成30年３月15日まで 

10 
汐井公園野球場スタンド・ダグアウトベン

チ改修工事その２ 
14,246,604円 

平成29年12月15日から 

平成30年３月22日まで 
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11 東区役所庁舎管理業務その他の業務委託 20,522,160円 
平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

12 香椎跨線人道橋昇降機施設設置工事 20,879,640円 
平成29年４月26日から 

平成29年11月30日まで 

13 
［小規模工事等監査］ 

雁の巣 3441 号線道路改良工事 
2,388,960円 

平成29年７月22日から 

平成29年10月29日まで 

14 
［小規模工事等監査］ 

御島崎 2243 号線樹木撤去委託 
2,268,000円 

平成30年１月19日から 

平成30年３月20日まで 

別表６ 

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 下臼井博多駅線自転車通行帯整備工事 67,342,320円 
平成29年３月29日から 

平成29年12月28日まで 

２ 
御供所井尻３号線（こくてつ通り）舗装補

修工事（２工区） 
86,694,840円 

平成29年７月11日から 

平成30年３月25日まで 

３ 
博多駅前線（はかた駅前通り）歩道舗装工

事（その５） 
62,017,920円 

平成29年８月16日から 

平成30年３月28日まで 

４ 榎田 2250号線道路改良検討業務委託 10,224,360円 
平成29年６月９日から 

平成29年12月25日まで 

５ 県道博多港線舗装補修工事 55,894,320円 
平成29年７月11日から 

平成29年12月７日まで 

６ 県道山田中原停車場線床版補修工事 11,060,280円 
平成29年９月13日から 

平成30年１月10日まで 

７ 
単価契約平成 29 年度博多区公園等管理業

務委託 
57,242,620円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

８ 博多駅前通り地下通路壁面改良等工事 9,834,480円 
平成29年９月13日から 

平成29年11月20日まで 

９ 博多区役所庁舎管理業務委託 24,300,000円 
平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

10 
博多駅前線（はかた駅前通り）照明灯設置

工事 
29,610,360円 

平成28年10月１日から 

平成29年６月30日まで 

11 博多口地下自転車駐車場施設更新業務委託 42,120,000円 
平成29年２月７日から 

平成29年３月24日まで 

12 

［小規模工事等監査］ 

冷泉町 288 号線電線類地中化事業工程検討

業務委託 
1,134,000円 

平成29年12月29日から 

平成30年３月20日まで 

13 

［小規模工事等監査］ 

平成 29 年度 博多区公園等遊戯施設劣化

点検業務委託 

2,039,040円 
平成29年４月１日から 

平成29年５月31日まで 

別表７ 

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 

１ 
１級市道博多駅草ヶ江線道路改良工事（第

１工区） 
103,326,840円 

平成28年７月20日から 

平成29年４月28日まで 

２ 県道谷荒戸線道路改良工事（その２） 61,076,160円 
平成28年８月10日から 

平成29年５月12日まで 



 - 16 - 

３ 市道港福浜線外２路線道路舗装補修工事 89,162,640円 
平成28年６月４日から 

平成29年３月25日まで 

４ 
単価契約中央区管内道路維持工事（舗装補

修） 
54,277,560円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

５ 
単価契約中央区管内道路維持委託（暗渠清

掃・緊急処理・安全対策） 
20,628,308円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

６ 
中央区役所交通局合同庁舎 西側便所外給

排水管改修建築工事 
5,931,360円 

平成29年11月10日から 

平成30年３月25日まで 

７ 唐人町駅自転車駐車場外壁改修その他工事 11,775,240円 
平成29年12月15日から 

平成30年３月12日まで 

８ 
中央区役所交通局合同庁舎庁舎管理業務等

委託 
28,001,160円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

９ 中央市民センター舞台音響設備更新工事 61,885,080円 
平成28年10月１日から 

平成29年３月15日まで 

10 

［小規模工事等監査］ 

西中洲地内自転車放置禁止区域関係看板設

置工事 
2,461,320円 

平成29年１月19日から 

平成29年３月25日まで 

11 
［小規模工事等監査］ 

平尾大池外３箇所除草委託 
1,188,000円 

平成28年８月11日から 

平成28年10月24日まで 

別表８ 

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 市道屋形原 1757 号線道路舗装工事 53,989,200円 
平成29年６月13日から 

平成30年２月９日まで 

２ 市道若久団地線外１路線歩道改良工事 61,889,400円 
平成29年10月19日から 

平成30年６月18日まで 

３ 市道清水干隈線道路舗装工事（４工区） 99,367,560円 
平成29年10月25日から 

平成30年７月31日まで 

４ 
市道桧原 2274号線（人道橋）橋梁予備設

計業務委託 
13,284,000円 

平成28年12月28日から 

平成29年８月31日まで 

５ 弥永２丁目地内外２箇所橋梁補修工事 27,506,520円 
平成29年10月25日から 

平成30年３月15日まで 

６ 
単価契約南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） 
49,882,785円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

７ 
南市民センターホール客席天井改修その他

工事実施設計業務委託 
2,980,800円 

平成28年６月７日から 

平成29年１月31日まで 

８ 南区役所庁舎管理業務等委託 18,986,400円 
平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

９ 
市道清水干隈線道路照明灯移設工事（その

１） 
13,065,840円 

平成29年12月16日から 

平成30年３月25日まで 

10 
単価契約南区管内 道路維持修繕（照明

灯） 
14,315,002円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

11 
大橋駅自転車駐車場駐輪機器設置工事（そ

の２） 
39,093,840円 

平成29年６月13日から 

平成29年９月８日まで 
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12 

［小規模工事等監査］ 

高木２丁目地内外６箇所道路反射鏡設置工

事 
2,125,440円 

平成29年６月２日から 

平成29年８月10日まで 

13 

［小規模工事等監査］ 

平成 29 年度 塩原中央公園 花壇管理業

務委託 
2,272,320円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

14 
［小規模工事等監査］ 

冠水表示設備保守点検業務委託 
829,440円 

平成28年４月１日から 

平成29年３月31日まで 

別表９ 

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 乙金浄水場浄水池築造工事［総合評価］ 2,056,978,800円 
平成26年８月20日から 

平成29年３月15日まで 

２ 
高宮浄水場２号高所配水池築造工事 

［総合評価］ 
325,057,320円 

平成28年８月23日から 

平成30年３月15日まで 

３ 鉛製給水管更新単価契約請負工事 NO.２ 56,536,029円 
平成29年４月２日から 

平成30年３月15日まで 

４ 
東区東浜１，２丁目地内工業用配水管布設

工事 
96,384,600円 

平成28年11月18日から 

平成29年８月31日まで 

５ 
博多区東比恵１丁目地内№１配水管布設工

事 
87,769,440円 

平成28年８月13日から 

平成29年５月31日まで 

６ 東区若宮１，２丁目地内配水管布設工事 85,273,560円 
平成29年７月７日から 

平成30年２月11日まで 

７ 
東区千早３丁目地内配水管布設工事（ＧＸ

形） 
83,222,640円 

平成29年９月15日から 

平成30年５月31日まで 

８ 南区三宅１，２丁目地内配水管布設工事 66,774,240円 
平成28年10月15日から 

平成29年７月31日まで 

９ 
博多区千代１丁目地内配水管布設工事（Ｇ

Ｘ形） 
78,100,200円 

平成29年８月29日から 

平成30年３月25日まで 

10 
中央区大名２丁目地内配水管布設工事（Ｇ

Ｘ形） 
55,848,960円 

平成29年９月15日から 

平成30年３月15日まで 

11 
中央区小笹２，３丁目地内配水管布設工事

（ＧＸ形） 
60,934,680円 

平成29年10月13日から 

平成30年６月30日まで 

12 
南区大池２丁目地内φ400㎜配水管布設工

事 
94,619,880円 

平成27年６月26日から 

平成28年９月30日まで 

13 
西区今宿駅前 1丁目地内№２配水管布設工

事 
83,431,080円 

平成28年８月13日から 

平成29年６月15日まで 

14 
南区清水３丁目地内φ400㎜配水管布設工

事 
107,507,520円 

平成29年10月13日から 

平成30年７月31日まで 

15 
博多区諸岡１丁目～月隈５丁目φ600㎜配

水管布設基本設計業務委託 
9,720,000円 

平成29年11月１日から 

平成30年３月15日まで 

16 高宮浄水場旧薬注棟解体その他工事 11,037,600円 
平成28年９月16日から 

平成28年11月15日まで 

17 
乙金浄水場新浄水池上屋建築工事 

［総合評価］ 
117,211,320円 

平成29年７月21日から 

平成30年１月30日まで 
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18 
多々良浄水場排水処理棟外壁改修その他工

事 
29,967,840円 

平成29年11月17日から 

平成30年２月20日まで 

19 
水道局庁舎立体駐車場増築その他工事外１

件 基本・実施設計業務委託 
3,841,560円 

平成29年８月11日から 

平成30年２月28日まで 

20 水道局本局設備機器運転管理業務委託 16,092,000円 
平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

21 
水管理センター遠方監視制御装置更新工事

［総合評価］ 
143,944,560円 

平成29年５月19日から 

平成30年２月28日まで 

22 水管理センター操作監視業務委託 96,660,000円 
平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

23 
長谷ダム監視制御設備更新工事 

［総合評価］ 
314,498,376円 

平成28年12月27日から 

平成30年３月15日まで 

24 
曲渕ダム小水力発電設備設置工事 

［総合評価］ 
228,960,000円 

平成28年11月17日から 

平成30年３月15日まで 

25 金島浄水場監視制御設備外更新工事 89,701,020円 
平成28年10月28日から 

平成30年３月15日まで 

26 
多々良浄水場排水池・排泥池・濃縮槽設備

更新工事［総合評価］ 
269,063,208円 

平成28年12月15日から 

平成30年３月15日まで 

27 夫婦石浄水場外遠方監視制御設備更新工事 98,172,000円 
平成29年９月30日から 

平成30年３月15日まで 

28 瑞梅寺浄水場薬品注入設備更新工事 94,182,480円 
平成29年７月７日から 

平成30年３月15日まで 

29 乙金浄水場ＩＴＶ設備取替修理 15,228,000円 
平成29年11月９日から 

平成30年３月15日まで 

30 
多々良浄水場 オゾン発生装置保守点検業

務委託 
11,556,000円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

31 多々良浄水場 計装設備点検業務委託 35,100,000円 
平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

32 
多々良浄水場外 自家用電気工作物保安業

務委託 
13,228,920円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

33 高宮浄水場水質計器取替修理 19,413,756円 
平成29年10月26日から 

平成30年３月15日まで 

34 番托取水場導水ポンプ修理 35,636,760円 
平成29年８月11日から 

平成30年３月15日まで 

35 夫婦石浄水場外計装設備点検業務委託 21,600,000円 
平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

36 

［小規模工事等監査］ 

水道局本局別館エレベーター設備保守点検

業務委託 
1,626,480円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

37 
［小規模工事等監査］ 

水道局本局外電話設備保守点検業務委託 
2,268,000円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

38 
［小規模工事等監査］ 

山田揚水場系光ケーブル張替修理 
1,810,080円 

平成29年８月４日から 

平成30年１月26日まで 

39 

［小規模工事等監査］ 

夫婦石浄水場外電動ホイスト設備点検業務

委託 
1,220,400円 

平成29年４月11日から 

平成30年３月31日まで 
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