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２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２年２月 17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 会計室

(事務監査) 対象期間 平成28年12月から令和元年10月まで 

実施期間 令和元年８月23日から同年10月15日まで 

イ 総務企画局

(事務監査) 対象期間 平成28年10月から令和元年10月まで 

実施期間 令和元年８月22日から同年10月11日まで 

（工事監査）対象期間 平成29年４月から同31年３月まで 

実施期間 令和元年６月17日から同年９月17日まで 

ウ 財政局

(事務監査) 対象期間 平成28年10月から令和元年10月まで 

実施期間 令和元年８月23日から同年10月11日まで 

（工事監査）対象期間 平成29年４月から同31年３月まで 

実施期間 令和元年６月17日から同年９月17日まで 

エ こども未来局

(事務監査) 対象期間 平成28年９月から令和元年９月まで 

実施期間 令和元年８月23日から同年９月12日まで 

オ 経済観光文化局

(事務監査) 対象期間 平成28年９月から令和元年10月まで 

実施期間 令和元年８月22日から同年10月11日まで 

（工事監査）対象期間 平成29年４月から同31年３月まで 

実施期間 令和元年６月17日から同年９月17日まで 

カ 道路下水道局

(事務監査) 対象期間 平成28年９月から令和元年10月まで 

実施期間 令和元年８月23日から同年10月３日まで 

（工事監査）対象期間 平成29年４月から同31年３月まで 

実施期間 令和元年６月17日から同年９月17日まで 

キ 消防局

(事務監査) 対象期間 平成28年８月から令和元年９月まで 
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実施期間 令和元年８月23日から同年９月11日まで 

（工事監査）対象期間 平成29年４月から同31年３月まで 

実施期間 令和元年６月17日から同年９月17日まで  

ク 交通局 

(事務監査) 対象期間 平成28年９月から令和元年９月まで 

実施期間 令和元年８月23日から同年９月24日まで 

ケ 教育委員会 

(事務監査) 対象期間 平成28年８月から令和元年９月まで 

実施期間 令和元年８月22日から同年９月30日まで 

（工事監査）対象期間 平成29年４月から同31年３月まで 

実施期間 令和元年６月17日から同年９月17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

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などの重点事項として，事務監査では「行

政財産の目的外使用許可事務」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 監査委員の除斥 

  監査委員 谷山昭は，平成24年４月１日から平成29年３月31日まで，消防局長の職に

あったため，消防局に係る監査について，地方自治法第199条の２の規定により除斥し

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 会計室 

特に指摘する事項はなかった。 

イ 総務企画局 

特に指摘する事項はなかった。 

ウ 財政局 

特に指摘する事項はなかった。 

エ こども未来局 

特に指摘する事項はなかった。 

オ 経済観光文化局 

(ｱ) 雇用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 

事業主は労働者を雇用する際，労働基準法や雇用保険法等に則り，適正に処理

しなければならない。 

しかしながら，平成29年度，同30年度及び令和元年度｢アジアフォーカス・福

岡国際映画祭事業負担金｣の交付先団体｢アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行

委員会｣(事務局:コンテンツ振興課)の経理事務において，次のような事例が見受
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けられた。 

Ａ 原課嘱託員について，勤務時間終了後，交付先団体で雇用していたが，次の

ような事例が見受けられた。 

ａ 事業主は労働者を雇用する際は，労働基準法第15条により，労働時間や賃

金などの労働条件を明示しなければならないが，勤務条件の書面による明示

などの雇用手続きを行っていなかった。また，賃金の支給に際し，賃金単価

の根拠などが書面で確認できなかった。(29年度１人，30年度２人，元年度

１人) 

ｂ 事業主は労働者に時間外及び休日の労働をさせる場合は，労働基準法第36

条により，労働者との書面による協定を結び，協定内容を労働基準監督署へ

届け出なければならないが，書面による協定を結ばず，時間外及び休日に労

働させていた。(29年度１人189時間，30年度２人126時間，元年度１人83時

間） 

Ｂ 事業主は，雇用保険法第７条により，雇用する労働者について，雇用保険の

被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出る必要があるが，

団体で雇用している一部の臨時職員において，その手続きを行っていなかった。

(30年度１名，元年度１名) 

今後，労働者の雇用に当たっては，労働基準法その他関係法令に則り，適正な

事務処理を行われたい。 

(コンテンツ振興課) 

   (ｲ) 所得税の源泉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 

所得税法第204条に定める報酬，料金等を個人に支払をする者は，支払金額か

ら所得税を源泉徴収しなければならない。 

しかしながら，平成29年度，同30年度及び令和元年度｢アジアフォーカス・福

岡国際映画祭事業負担金｣の交付先団体(事務局:コンテンツ振興課)の経理事務に

おいて，源泉徴収を行っていないものがあった。(29年度14件，30年度21件，元

年度４件) 

今後，所得税の源泉徴収に当たっては所得税法等に則り，適正に事務処理を行

われたい。 

 (コンテンツ振興課) 

(ｳ) 博物館常設展観覧券に係る出納管理及び物品購入(印刷)契約事務について，適

正な事務処理を行うよう注意を求めるもの 

        Ａ 物品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，常設展観覧券の出納管理において，物品出納簿への記録及

び在庫管理が適正に行われていなかったため，出納簿の残枚数と現物の数が

一致しておらず，常設展観覧券６種について，実査日(令和元年９月27日)現

在，出納簿の残枚数合計(35,100枚)より現物合計(36,700枚)が1,600枚多かっ

た。 

    Ｂ 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28年度及び同29年度の10万円以下の物品購入(印刷)契

約事務において，同28年度に納品された｢常設展観覧券(一般)｣(22,000枚)に

ついて，随意契約伺及び納品完了届兼検査調書を納品日よりも後の日付で作

成し，同29年度に納品があったものとして同年度予算で支出していた。また，

納品数量も，実際の数量(合計22,000枚)と異なる数量(合計15,000枚)となっ

ていた。 (３件)  

今後は，適正な事務処理が行われるよう早急に対策を講じられたい。 
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   （博物館運営課) 

  カ 道路下水道局 

委託契約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 

業務委託に当たっては，事前に契約を締結し，福岡市契約事務規則等に則り，適

正に事務処理を行わなければならない。しかしながら，令和元年度の｢自転車放置

防止対策周知業務委託｣及び「放置自転車ＺＥＲＯキャンペーン事業業務委託｣にお

いて，書類上は４月１日付の契約書を作成していたが，実際は令和元年９月25日及

び令和元年10月１日(いずれも公印使用簿の日付)に契約書を作成し，４月から約半

年の間，契約書を作成しないまま業務を履行させていた。 

なお，平成30年度の定期監査において，同様の指導を行っていたが，改善されて

いなかった。 

今後，契約締結に当たっては，福岡市契約事務規則等に則り，適正な契約手続き

を行われたい。 

 (自転車課) 

キ 消防局 

特に指摘する事項はなかった。 

ク 交通局  

     特に指摘する事項はなかった。 

  ケ 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 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 経済観光文化局 

   (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 複合単価の作成を適正に行うべきもの 

      マリンメッセ福岡空冷ヒートポンプチラー他更新工事［総合評価］［No.11］ 

（契約金額２億1,060万円） 

      本工事はマリンメッセ福岡の空冷ヒートポンプチラーを更新する工事であ 

る。 

      配管の複合単価の作成において「水道事業実務必携」の歩掛を準用している 

が，配管工及び普通作業員の員数を誤って計上した結果，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。 

（ＭＩＣＥ推進課，財政局設備課関連） 

    Ｂ 共通費の算定を適正に行うべきもの 

      福岡競艇場立体駐車場照明設備更新その他電気工事［No.17］ 

 （契約金額5,411万1,240円） 

 本工事は福岡競艇場の立体駐車場に設置された照明設備の更新と，泡消火設

備の更新に伴う電気工事である。 

      共通費の算定において，工期を誤って適用した結果，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。 

（経営企画課，財政局設備課関連） 

   (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 
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検査事務を適正に行うべきもの 

福岡市博物館維持管理業務委託［No.15］ 

 （契約金額１億2,000万9,600円） 

本委託は福岡市博物館の施設の維持管理業務委託である。 

「福岡市契約事務規則」では監督員と検査員は兼職してはならないとなってい 

るが，本委託の監督員が検査を行っていた。 

また，以下の案件でも監督員と検査員の兼職を行っていた。 

今後は，適正な検査事務に努められたい。 

・福岡市博物館受変電設備（及び非常用発電機）基本設計等業務委託［No.16］ 

・福岡市博物館除草業務委託［No.21］ 

・福岡市博物館屋外彫刻コーティング業務委託［No.23］ 

（博物館運営課） 

※［ ］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 

※［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 道路下水道局 

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 

   (ｱ) 建設リサイクル法を遵守すべきもの 

都市基盤水崎川河川改修（排水機場電気設備）工事 ［総合評価］［No.37］ 

（契約金額２億1,298万7,552円） 

本工事は水崎川排水機場建設に伴う電気設備工事である。 

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。 

（河川課，施設整備課関連） 

   (ｲ) 土壌汚染対策法を遵守すべきもの 

上妹池（治水池整備その３）工事［No.42］ 

（契約金額215万5,680円） 

本工事は治水池を広場として２次的利用するため，表土の入れ替えを行う工事

である。 

     当該工事は土壌汚染対策法第４条に基づく土地の形質変更に該当することから，

あらかじめ福岡市長へ届出が必要であるが，届出がされていなかった。 

     今後は，適正な施工管理に努められたい。 

（河川課） 

※［ ］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 

※［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 

オ 消防局 

(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 

見積りによる単価の採用を適正に行うべきもの 

中央消防署移転改築電気工事 ［総合評価］［No.４］ 

（契約金額２億903万1,840円） 

本工事は中央消防署の移転改築に伴う電気工事である。 

動力盤等の見積比較において，見積書から比較表へ転記する際に入力を誤った

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。 

（管理課，財政局設備課関連） 
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(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 

中央消防署移転改築電気工事 ［総合評価］［No.４］ 

（契約金額２億903万1,840円） 

本工事は中央消防署の移転改築に伴う電気工事である。 

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。 

また，発注者は同法第18条の規定に基づき再資源化等が完了した旨を受注者か

ら書面で報告を受けることとなっているが，その書面を受領していなかった。 

今後は，適正な施工管理に努めるとともに，受注者への指導を徹底されたい。 

（管理課，財政局設備課関連） 

※［ ］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 

※［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 

  カ 教育委員会 

     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) 足場の積算を適正に行うべきもの 

有住小学校循環利用水処理施設改良衛生設備工事［No.16］ 

（契約金額1,463万8,320円） 

 本工事は有住小学校の循環利用施設を更新する工事である。 

足場工事において，枠組足場の基本料の単価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，財政局設備課関連） 

   (ｲ) 見積りによる単価の採用を適正に行うべきもの 

能古小学校・能古中学校校舎増築その他工事（北工区）［総合評価］［No.11］ 

（契約金額４億1,634万円） 

本工事は能古小学校・能古中学校の校舎の増築及び改造を行う建築工事である。 

  建築工事の積算では，見積りによる単価を採用する場合には，法定福利費を

含んだ金額を単価として採用することとなっている。 

 しかしながら，金属製建具及び厨房機器の単価の採用にあたり，法定福利費を

含まない金額を採用していた結果，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，財政局施設建設課関連） 

    (ｳ) 共通費の算定を適正に行うべきもの 

能古小学校・能古中学校校舎増築その他電気工事［No.19］ 

（契約金額8,917万1,280円） 

本工事は能古小学校・能古中学校の校舎の増築及び改造に伴う電気工事である。 

  共通費の算定において，増築と改修を同一工事で一括発注する場合，増築と

改修に区分して算定すべきところを，すべて改修として算定していた結果，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，財政局設備課関連） 

※［ ］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 

※［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 

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 等 監査実施対象 

会計室 会計管理課，審査課 

総務企画局 国際部 ※国際交流課 

人事部 人事課，研修企画課，職員健康課，組織

定数課，労務課，福利厚生課 

財政局 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 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 

こども総合相談センター ※こども支援課，※こども相談課 

経済観光文化局 総務・中小企業部 総務課，政策調整課，経営支援課，地域

産業支援課 

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】，

まつり振興課 

博物館事業管理部 運営課，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 

管理部 ※路政課，※自転車課 

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 

消防局 総務部 総務課，職員課，管理課 

警防部 ※救急課 

情報司令部 情報管理課，災害救急指令センター 

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 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 

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，生涯学習

課 

指導部 学校指導課，課長(教科等指導)②，生徒

指導課，課長(学校教育企画) 

教育センター 管理課，課長(デジタルコンテンツ推
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進)，研修・研究課長② 

高等学校 福翔高等学校 

小学校 志賀島小学校，西戸崎小学校，赤坂小学

校，筑紫丘小学校，老司小学校，玄洋小

学校 

中学校 多々良中学校，松崎中学校，博多中学校 

特別支援学校 東福岡特別支援学校，※生の松原特別支

援学校 

※は，平成30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 

総務企画局  監査を実施した工事等一覧表 

No. 工   事   名 契 約 金 額 工   期 

１ 六本松学生交流会館解体工事 32,190,696円 
平成29年10月11日から 

平成30年２月27日まで 

２ 
［小規模工事等監査］ 

福岡市北別館空調設備保守点検業務委託 
1,134,000円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

別表３ 

財政局  監査を実施した工事等一覧表 

No. 工   事    名 契 約 金 額 工   期 

１ 本庁舎地下１階駐車場改修工事 76,081,680円 
平成30年８月15日から 

平成31年３月15日まで 

２ 
市有施設コンクリートブロック塀等調査

業務委託（その２） 
21,911,040円 

平成30年９月21日から 

平成30年12月７日まで 

３ 
行政棟常用エレベータ改修工事（その

１） 
286,200,000円 

平成28年10月12日から 

平成29年11月30日まで 

４ 
［小規模工事等監査］ 

単価契約 管理地内除草委託 
2,034,996円 

平成30年５月16日から 

平成31年３月15日まで 

５ 
［小規模工事等監査］ 

平成 30年度 市庁舎敷地内樹木管理委託 
1,329,480円 

平成30年６月12日から 

平成31年３月31日まで 

６ 

［小規模工事等監査］ 

市庁舎汚水槽清掃及び汚泥収集運搬業務

委託 

1,107,000円 
平成30年６月１日から 

平成31年１月31日まで 

別表４ 

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 
福岡市コンベンションゾーンにおける交通

機能検討業務委託 
6,156,000円 

平成30年９月11日から 

平成30年12月14日まで 

２ 今山遺跡外除草等管理業務委託 6,804,000円 
平成30年４月24日から 

平成30年12月31日まで 

３ 福岡競艇場 本番・展示ピット取替工事 135,000,000円 
平成30年12月19日から 

平成31年３月15日まで 

４ マリンメッセ福岡内部改修その他工事 12,368,160円 
平成29年９月13日から 

平成30年２月28日まで 

５ 沖浜町バスシェルター設置工事 15,389,676円 
平成30年６月20日から 

平成30年９月20日まで 

６ 平成 30年度福岡市第２期展示場等整備事 15,496,920円 平成30年４月５日から 
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業ＰＦＩアドバイザリー業務委託 平成31年３月29日まで 

７ 
福岡市美術館リニューアル事業建設モニタ

リング等支援業務委託 
3,240,000円 

平成30年４月10日から 

平成30年９月30日まで 

８ 
福岡競艇場立体駐車場防水改良工事 

［総合評価］ 
113,617,080円 

平成30年６月５日から 

平成30年12月４日まで 

９ 
福岡城むかし探訪館及び鴻臚館跡展示館管

理運営業務委託 
25,000,000円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

10 マリンメッセ福岡特殊音響設備更新工事 17,710,812円 
平成29年11月15日から 

平成30年３月15日まで 

11 
マリンメッセ福岡空冷ヒートポンプチラー

他更新工事［総合評価］ 
210,600,000円 

平成30年７月３日から 

平成31年２月10日まで 

12 
福岡サンパレス受変電設備更新工事 

［総合評価］ 
192,996,000円 

平成28年８月25日から 

平成30年１月16日まで 

13 
福岡アジア美術館施設設備運転管理及び保

守点検業務委託 
20,065,320円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

14 福岡市博物館自動火災報知設備改修工事 21,600,000円 
平成30年10月12日から 

平成31年３月15日まで 

15 福岡市博物館維持管理業務委託 120,009,600円 
平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

16 
福岡市博物館受変電設備（及び非常用発電

機）基本設計等業務委託 
2,700,000円 

平成30年12月４日から 

平成31年３月20日まで 

17 
福岡競艇場立体駐車場照明設備更新その他

電気工事 
54,111,240円 

平成30年７月18日から 

平成31年２月28日まで 

18 
福岡競艇場立体駐車場泡消火設備改修工事

［総合評価］ 
237,060,000円 

平成30年７月３日から 

平成31年３月15日まで 

19 
福岡競艇場映像コントロールシステム操作

業務委託 
24,693,120円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

20 
ボートレース福岡及び外向発売所 保全及

び機械警備業務委託 
76,705,594円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

21 
［小規模工事等監査］ 

福岡市博物館除草業務委託 
270,000円 

平成30年12月22日から 

平成31年２月28日まで 

22 
［小規模工事等監査］ 

福岡市計量検査所移転調査業務委託 
2,337,120円 

平成29年５月20日から 

平成29年10月31日まで 

23 

［小規模工事等監査］ 

福岡市博物館屋外彫刻コーティング業務委

託 

2,062,800円 
平成30年10月11日から 

平成31年１月31日まで 

24 
［小規模工事等監査］ 

福岡市美術館公衆無線 LAN導入業務委託 
886,248円 

平成31年１月10日から 

平成31年３月31日まで 

25 
［小規模工事等監査］ 

蛍光Ｘ線分析装置保守点検業務委託 
1,483,920円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで  
別表５ 

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 席田雨水幹線築造工事［総合評価］ 1,784,059,560円 
平成26年４月８日から 

平成30年３月15日まで 

２ 
雑餉隈第６雨水幹線築造工事（２） 

［総合評価］ 
1,483,975,080円 

平成27年12月９日から 

平成31年３月15日まで 
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３ 
東光寺第３雨水幹線築造工事（２） 

［総合評価］ 
589,449,960円 

平成28年４月20日から 

平成29年８月31日まで 

４ 
千代（東公園）地区下水道築造工事 

［総合評価］ 
234,125,640円 

平成29年３月22日から 

平成29年11月17日まで 

５ 

アイランドシティ（市４工区１・みなと香

椎３丁目）外地区下水道築造工事 

［総合評価］ 

348,927,480円 
平成28年６月11日から 

平成29年９月30日まで 

６ 香椎（千早５丁目）地区下水道築造工事 34,472,520円 
平成29年８月４日から 

平成30年６月30日まで 

７ 
博多（石城町）地区下水道築造工事 

［総合評価］ 
122,430,960円 

平成30年４月18日から 

平成31年３月15日まで 

８ 
博多（石城町）外地区下水道築造工事 基

本設計業務委託 
14,348,880円 

平成29年６月７日から 

平成29年12月３日まで 

９ 松崎・名島地区浸水対策等検討業務委託 7,560,000円 
平成29年10月５日から 

平成30年３月25日まで 

10 
住吉（住吉２丁目３外）地区下水道築造工

事［総合評価］ 
1,407,935,520円 

平成27年２月18日から 

平成29年７月31日まで 

11 中部２号幹線（３）築造工事［総合評価］ 4,164,270,480円 
平成28年２月３日から 

平成31年３月25日まで 

12 中部４号幹線（２）築造工事［総合評価］ 802,188,360円 
平成28年10月５日から 

平成30年３月23日まで 

13 
平尾第 14雨水幹線（２）築造工事 

［総合評価］ 
463,070,520円 

平成29年７月19日から 

平成30年11月30日まで 

14 
福岡（今泉一丁目６）外地区下水道築造工

事［総合評価］ 
144,996,480円 

平成29年11月10日から 

平成30年11月４日まで 

15 老司（老司三丁目）外地区下水道築造工事 37,784,880円 
平成29年５月19日から 

平成30年５月31日まで 

16 
比恵（比恵町８）外地区下水道築造工事 

［総合評価］ 
121,253,760円 

平成30年６月15日から 

平成31年３月25日まで 

17 警弥郷雨水幹線外改築検討業務委託 21,600,000円 
平成29年８月８日から 

平成30年３月15日まで 

18 
合流式下水道改善対策（夾雑物）検討業務

委託 
15,660,000円 

平成30年８月31日から 

平成31年３月15日まで 

19 
七隈（田島４丁目）外地区下水道築造工事

［総合評価］ 
268,835,760円 

平成29年３月22日から 

平成30年３月15日まで 

20 元岡第４雨水幹線築造工事［総合評価］ 260,496,000円 
平成29年８月31日から 

平成31年３月15日まで 

21 室見（小田部７丁目）地区下水道築造工事 102,406,680円 
平成29年８月16日から 

平成30年10月31日まで 

22 今津（今津２）外地区下水道築造工事 17,872,920円 
平成29年12月19日から 

平成30年６月30日まで 

23 早良（脇山二丁目）外地区下水道築造工事 23,203,800円 
平成29年12月19日から 

平成30年９月28日まで 

24 比恵１号幹線築造工事（１）［総合評価］ 312,579,000円 
平成29年11月30日から 

平成30年11月９日まで 

25 中部１－１号幹線築造工事［総合評価］ 146,718,000円 
平成30年８月15日から 

平成31年３月15日まで 
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26 七隈第１汚水幹線外築造工事検討業務委託 9,979,200円 
平成29年10月５日から 

平成30年６月30日まで 

27 松崎２号幹線耐震診断業務委託 15,587,640円 
平成30年８月１日から 

平成31年３月15日まで 

28 
都市基盤周船寺川河川改修（No.100+5.0～

No.102+5.0護岸）工事［総合評価］ 
147,089,520円 

平成29年７月26日から 

平成30年３月26日まで 

29 
都市基盤水崎川河川改修（向田橋周辺護

岸）工事 
35,228,520円 

平成30年６月12日から 

平成31年１月15日まで 

30 準用片江川河川改修（護岸 12工区）工事 65,036,520円 
平成30年９月19日から 

平成31年３月28日まで 

31 
二級河川七隈川（BL８～L11ブロック）護

岸補修工事 
19,649,520円 

平成30年11月２日から 

平成31年３月15日まで 

32 準用香椎川水理模型実験業務委託 13,185,720円 
平成29年10月14日から 

平成30年７月31日まで 

33 
都市基盤周船寺川河川改修（牛町堰操作

室）工事 
5,184,000円 

平成29年11月10日から 

平成30年３月15日まで 

34 長浜ポンプ機械設備工事 89,898,336円 
平成29年１月18日から 

平成29年９月30日まで 

35 長浜ポンプ電気設備工事 63,113,904円 
平成29年１月18日から 

平成29年９月30日まで 

36 
都市基盤水崎川河川改修（排水機場ポンプ

設備）工事［総合評価］ 
420,852,672円 

平成28年12月15日から 

平成30年３月15日まで 

37 
都市基盤水崎川河川改修（排水機場電気設

備）工事［総合評価］ 
212,987,552円 

平成29年４月19日から 

平成30年３月15日まで 

38 
綿打川排水機場 ポンプ始動用直流電源盤

改修工事 
7,173,360円 

平成30年７月18日から 

平成30年11月14日まで 

39 

［小規模工事等監査］ 

香椎（香椎駅前一丁目）地区下水道築造工

事（２） 

1,496,880円 
平成30年10月12日から 

平成31年３月15日まで 

40 
［小規模工事等監査］ 

比恵９号幹線外調査業務委託 
745,200円 

平成29年８月16日から 

平成29年12月26日まで 

41 

［小規模工事等監査］ 

西田隈（田隈二丁目）外地区下水道築造工

事 

1,634,040円 
平成30年８月17日から 

平成30年10月25日まで 

42 
［小規模工事等監査］ 

上妹池（治水池整備その３）工事 
2,155,680円 

平成30年11月14日から 

平成31年１月31日まで 

43 
［小規模工事等監査］ 

十郎川護岸改良工事 
1,947,240円 

平成30年12月14日から 

平成31年３月15日まで 

44 
［小規模工事等監査］ 

友丘三丁目家屋事後調査業務委託 
1,944,000円 

平成30年12月４日から 

令和元年７月31日まで 

45 

［小規模工事等監査］ 

那珂（麦野一丁目）外地区下水道築造付帯

（信号移設）工事 

1,674,000円 
平成29年11月16日から 

平成30年２月13日まで 

別表６ 

消防局  監査を実施した工事等一覧表 

No. 工   事    名 契 約 金 額 工   期 

１ 消防本部外 21箇所樹木管理業務委託 2,808,000円 平成30年７月７日から 
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平成31年３月31日まで 

２ 中央消防署移転改築工事［総合評価］ 1,259,128,800円 
平成28年９月21日から 

平成30年１月15日まで 

３ 中央消防署移転改築工事監督業務委託 6,804,000円 
平成28年12月６日から 

平成30年１月25日まで 

４ 中央消防署移転改築電気工事［総合評価］ 209,031,840円 
平成28年９月22日から 

平成30年１月31日まで 

５ 中央消防署移転改築衛生設備工事 88,250,796円 
平成28年９月28日から 

平成30年１月31日まで 

６ 消防本部庁舎管理業務委託 53,981,640円 
平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

７ 
ヘリコプター（JA08FC及び JA18AR）保守

点検に係る委託 
29,882,520円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

８ 防災情報カメラ更新工事 99,792,000円 
平成29年５月19日から 

平成30年１月31日まで 

９ 
消防指令管制情報システム更新及び共同化

業務委託 
3,665,520,000円 

平成28年３月31日から 

平成30年２月28日まで 

10 
指令管制情報システム保守業務及び技術者

常駐等委託 
125,859,960円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

11 
［小規模工事等監査］ 

消防学校樹木伐採業務委託 
2,462,400円 

平成30年７月20日から 

平成30年９月28日まで 

12 

［小規模工事等監査］  

消防学校外 15箇所消防用設備等点検業務

委託 

1,404,000円 
平成30年９月４日から 

平成31年３月31日まで 

13 

［小規模工事等監査］  

移動式呼吸用高圧空気圧縮機定期点検業務

委託 

1,111,384円 
平成30年５月24日から 

平成30年６月29日まで 

別表７ 

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 今津特別支援学校運動場地盤改良工事 57,297,240円 
平成29年６月13日から 

平成29年12月10日まで 

２ 筑紫丘小学校敷地造成工事 49,822,560円 
平成29年７月11日から 

平成30年１月20日まで 

３ 長尾小学校擁壁その他改良工事 17,745,480円 
平成29年９月２日から 

平成30年３月15日まで 

４ 
アイランドシティ地区小学校（仮称）グラ

ウンド等整備工事 
43,129,800円 

平成30年６月12日から 

平成31年３月25日まで 

５ 西陵中学校北面擁壁等災害復旧工事 25,380,000円 
平成30年７月７日から 

平成30年９月10日まで 

６ 
南区内学校施設樹木管理業務委託（その

１） 
11,939,400円 

平成30年４月１日から 

平成31年１月31日まで 

７ 
福岡市立小学校通学路ブロック塀等現況調

査業務委託 
51,732,000円 

平成30年７月12日から 

平成30年９月30日まで 

８ 
田島小学校校舎内部改造その他工事  

［総合評価］ 
149,187,960円 

平成29年６月16日から 

平成29年11月25日まで 

９ 吉塚中学校校舎その他外壁改修工事 93,002,040円 平成29年６月27日から 
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平成29年９月30日まで 

10 
旧大名小学校講堂兼体育館及び福岡市立青

年センターその他解体工事［総合評価］ 
108,616,680円 

平成29年８月15日から 

平成30年３月15日まで 

11 
能古小学校・能古中学校校舎増築その他工

事（北工区）［総合評価］ 
416,340,000円 

平成30年６月19日から 

平成31年２月28日まで 

12 
「福岡市学校施設の個別施設計画（仮

称）」策定に係る業務委託 
15,584,400円 

平成30年２月28日から 

平成30年３月28日まで 

13 
福岡市立学校施設内ブロック塀現況等調査

業務委託（その２） 
28,944,000円 

平成31年１月17日から 

平成31年３月25日まで 

14 
第３給食センター開業前モニタリング等支

援業務委託 
3,164,400円 

平成30年12月20日から 

平成31年３月29日まで 

15 
福岡中央特別支援学校空調設備更新工事

［総合評価］ 
120,936,240円 

平成29年６月13日から 

平成29年９月25日まで 

16 
有住小学校循環利用水処理施設改良衛生設

備工事 
14,638,320円 

平成29年７月11日から 

平成30年１月29日まで 

17 福岡女子高等学校放送設備更新工事 13,195,440円 
平成29年６月22日から 

平成29年８月20日まで 

18 西陵小学校給食用リフト改良工事 5,670,000円 
平成30年４月25日から 

平成30年８月20日まで 

19 
能古小学校・能古中学校校舎増築その他電

気工事 
89,171,280円 

平成30年６月26日から 

平成31年２月28日まで 

20 
能古小学校・能古中学校校舎増築その他衛

生設備工事 
64,722,240円 

平成30年７月10日から 

平成31年３月１日まで 

21 
自家用電気工作物保安管理業務委託（１－

１） 
4,201,200円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

22 教育センター管理業務の一部委託 18,455,040円 
平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

23 
総合図書館非常用発電機更新工事 

［総合評価］ 
152,030,520円 

平成30年６月５日から 

平成31年３月15日まで 

24 
映像ホール・ミニシアター等ＡＶシステム

メンテナンス委託 
4,162,320円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

25 
［小規模工事等監査］ 

学校跡地内外構等検討調査業務委託 
1,080,000円 

平成30年１月19日から 

平成30年３月28日まで 

26 
［小規模工事等監査］ 

平尾小学校工事損害等調査業務委託 
2,214,000円 

平成30年５月25日から 

平成30年12月28日まで 

27 

［小規模工事等監査］ 

教育センター建築物定期（劣化）点検業務

委託 

276,480円 
平成30年12月22日から 

平成31年３月15日まで 

28 

［小規模工事等監査］ 

平尾小学校 警備機器移設業務等委託（２

回目） 

1,404,000円 
平成31年２月１日から 

平成31年３月31日まで 

29 

［小規模工事等監査］ 

発達教育センターＡＶ設備等保守点検業務

委託 

1,550,880円 
平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

30 

［小規模工事等監査］ 

教育センター非常用自家発電設備保守点検

業務委託 

378,000円 
平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 




