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２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。 

  令和２年５月 28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29年１月から令和２年１月まで 

実施期間 令和元年11月29日から同２年１月10日まで 

イ 市民局 

(事務監査) 対象期間 平成29年１月から令和元年12月まで 

実施期間 令和元年11月29日から同年12月13日まで 

ウ 保健福祉局 

(事務監査) 対象期間 平成29年１月から令和２年１月まで  

実施期間 令和元年11月20日から同２年１月31日まで 

エ 環境局 

(事務監査) 対象期間 平成29年１月から令和２年１月まで 

実施期間 令和元年11月20日から同２年１月28日まで 

(工事監査) 対象期間 平成29年８月から令和元年６月まで 

実施期間 令和元年10月１日から同２年１月31日まで 

オ 農林水産局  

(事務監査) 対象期間 平成28年12月から令和２年２月まで 

実施期間 令和元年11月29日から同２年２月５日まで 

(工事監査) 対象期間 平成29年８月から令和元年６月まで 

実施期間 令和元年10月１日から同２年１月31日まで 

カ 住宅都市局 

(事務監査) 対象期間 平成29年１月から令和２年１月まで 

実施期間 令和元年11月29日から同２年１月17日まで 

(工事監査) 対象期間 平成29年８月から令和元年６月まで 

実施期間 令和元年10月１日から同２年１月31日まで 

キ 港湾空港局 

(事務監査) 対象期間 平成29年１月から令和２年１月まで 

実施期間 令和元年11月20日から同２年１月29日まで 

ク 東区役所 
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(事務監査) 対象期間 平成28年12月から令和元年12月まで 

実施期間 令和元年11月29日から同年12月23日まで 

ケ 博多区役所 

(事務監査) 対象期間 平成28年12月から令和２年１月まで 

実施期間 令和元年11月20日から同２年１月８日まで 

コ 中央区役所 

(事務監査) 対象期間 平成29年１月から令和元年12月まで 

実施期間 令和元年11月20日から同年12月13日まで 

サ 南区役所 

(事務監査) 対象期間 平成28年12月から令和２年１月まで 

実施期間 令和元年11月29日から同２年１月17日まで 

シ 城南区役所 

(事務監査) 対象期間 平成28年12月から令和元年12月まで 

実施期間 令和元年11月29日から同年12月３日まで 

(工事監査) 対象期間 平成29年８月から令和元年６月まで 

実施期間 令和元年10月１日から同２年１月31日まで 

ス 早良区役所 

(事務監査) 対象期間 平成28年12月から令和元年12月まで 

実施期間 令和元年11月29日から同年12月９日まで 

(工事監査) 対象期間 平成29年８月から令和元年６月まで 

実施期間 令和元年10月１日から同２年１月31日まで 

セ 西区役所 

(事務監査) 対象期間 平成29年１月から令和元年12月まで 

実施期間 令和元年11月20日から同年12月19日まで 

(工事監査) 対象期間 平成29年８月から令和元年６月まで 

実施期間 令和元年10月１日から同２年１月31日まで 

ソ 水道局 

(事務監査) 対象期間 平成29年１月から令和２年２月まで 

実施期間 令和元年11月20日から同２年２月７日まで 

タ 農業委員会事務局 

(事務監査) 対象期間 平成28年12月から令和元年12月まで 

実施期間 令和元年11月20日から同年12月23日まで 

チ 中央区選挙管理委員会事務局 

(事務監査) 対象期間 平成31年１月から令和元年12月まで 

実施期間 令和元年12月10日 

 (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。 
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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 

報酬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 

嘱託員の報酬については，嘱託員就業要綱に則り支給しなければならない。 

しかしながら，平成30年度の原課の嘱託員の４月及び５月分の報酬について，私

傷病のため４月１日から５月30日までを勤務免除としているが，有給は５日である

ため，精神保健福祉嘱託員就業要綱に基づき報酬を減額しなければならないが，全

額を支給していた。 

今後，給与等の支出事務については，関係法令等に則り，適正に行うよう十分注

意されたい。 

 (精神保健福祉センター) 

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 

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，平成30年度｢港湾空港局ＩＣ事業部執務

室区画壁撤去等業務委託｣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。 

今後，速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。 

(港湾管理課) 

ク 東区役所 

特に指摘する事項はなかった。 

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 

現金収納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 

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，令和元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21日遅れて払い込んでいるものがあった。 

今後は，関係法令等に則り適正に行うよう十分注意されたい。 
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(納税課) 

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 農業委員会事務局 

特に指摘する事項はなかった。 

チ 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。 

（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 

Ａ 間接工事費の算定を適正に行うべきもの 

臨海工場２号外計装設備改良工事［№９］ 

（契約金額１億 7,172万円） 

本工事は臨海工場に設置された計装設備の改良工事である。 

      間接工事費の算定において，準備費と現場管理費について経費率等の適用を

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。 

（工場整備課） 

Ｂ 労務費と複合工賃の積算を適正に行うべきもの 

東部汚水処理場中央監視制御装置外更新工事［№11］ 

（契約金額１億 8,900万円） 

本工事は東部汚水処理場に設置された中央監視制御装置外の更新工事であ

る。 

 労務費の算定において，労務単価を誤った結果，過小な積算となっていた。 

    また，複合工賃の算定で総括集計表への入力を誤った結果，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。 

（施設課） 

(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 

 施工管理を適正に行うべきもの 

東部（伏谷）埋立場 浸出水調整池改修工事 [総合評価]［№２］ 

（契約金額１億 2,430万 8,000円） 

本工事は東部（伏谷）埋立場の浸出水調整池の改修工事である。 

「道路交通法」では，貨物の大きさ等が車両の積載制限を超える場合，警察署

長が許可したときは車両を運転することができるとなっている。 

しかしながら，ガードレールの処分場への運搬において，ガードレールが運搬

車両の積載制限（車長の１割）を超えているにもかかわらず，警察署長の許可を

得ないまま運転していた。 

今後は，積載制限を超えた車両の運転の許可取得について，受注者への指導を

徹底されたい。 

（施設課） 
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※［ ］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 

 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 

林道早良線防災工事［№１］ 

（契約金額 3,136万 5,360円） 

     本工事は林道の防災工事である。 

     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。 

（森林・林政課） 

(ｲ) 消防法に基づく届出において，受注者を適正に指導・監督すべきもの 

西区大字羽根戸地内 譜代池改良工事［№２］ 

（契約金額3,364万3,080円） 

   本工事はため池堤体からの漏水を防止するため，止水を目的とした堤体の改 

良工事である。 

 本工事の土質安定処理剤として使用された生石灰は，「消防法」及び「危険物

の規制に関する政令」において，取り扱う際にはあらかじめ所轄消防長又は消防

署長に届出が必要な物質に指定されているが，届出がされていなかった。 

   今後は，適正な届出をされるよう，受注者への指導・監督を徹底されたい。   

（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 

(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 解体工事の積算を適正に行うべきもの 

平成29年度市営板付住宅９棟解体工事［№19］ 

（契約金額 5,419万 1,160円） 

本工事は市営板付住宅９棟の解体工事である。 

建物外部でアスベスト含有成形板の撤去作業を行う場合は，防音シート等で

対象建物の高さ程度まで隙間なく囲むなどの飛散防止措置を講じる必要があ

る。 

しかしながら，市営住宅に付帯する自転車駐車場の解体において，防音シー

ト及び防音シートを設置するための外部足場を計上していなかった。 

また，解体工事においては，とりこわし機械運搬費を計上することとなって

いるが，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。 

（住宅建設課） 

Ｂ 見積りによる単価の採用を適正に行うべきもの 

香椎駅周辺土地区画整理事業都市計画道路香椎駅前線照明灯整備工事［№34］ 

（契約金額 2,314万 8,720円） 

本工事は香椎駅周辺土地区画整理事業にかかる都市計画道路香椎駅前線の照

明灯を整備する工事である。 

LED 照明器具の単価の採用にあたり，見積比較において，一部の見積りで電

源装置を含まない価格を採用した結果，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。 
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（計画課） 

Ｃ 残土運搬及び処分費の積算を適正に行うべきもの 

南公園センターゾーンエントランス複合施設新築工事 [総合評価］［№29］ 

（契約金額 10億 4,016万 9,600円） 

本工事は南公園センターゾーンのエントランス複合施設の新築工事である。 

土工事の積算において，残土運搬・処分の数量を誤って計上していた。 

また，金属製建具工事の積算において，一部建具の未計上及び見積りによる

単価の採用を誤った結果，過小な積算となっていた。 

さらに，コンクリートの一部について強度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。 

（動物園） 

  (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 

平成29年度市営福浜住宅７棟耐震等改修事業［№22］ 

（契約金額２億 8,836万円） 

本事業は市営福浜住宅７棟の耐震等改修事業である。 

本事業は「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。 

（住宅建設課） 

 (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 

契約事務を適正に行うべきもの 

レベルファイブスタジアム圃場川砂運搬業務委託［№14］ 

（契約金額 497万 6,640円） 

本委託は別途発注のレベルファイブスタジアム圃場改修工事で使用する川砂を

調達するための運搬業務委託である。 

当該圃場に使用する川砂をレベルファイブスタジアムフィールドと同材とする

ため，同フィールドの改修工事を受注していた特定建設工事共同企業体と特命随 

意契約していた。 

     しかしながら，本業務の主たる目的が材料の調達であり，物品として契約すべ

きところを業務委託として契約したことは不適切であった。 

     また，本来契約の相手方とはならない同企業体と契約したことは，適正ではな

かった。 

     今後は，適正な契約事務に努められたい。 

（みどり整備課） 

※［ ］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 城南区役所 

(ｱ) 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 

 工事中の歩行者安全対策を適切に行うべきもの 

県道東油山唐人線歩道改良工事［№１］ 

（契約金額 1,350万 4,320円） 

本工事は歩道のバリアフリー化を目的とした改良工事である。 

本工事区間における横断歩道の手前には，視覚障がい者誘導用ブロックが設置

されており，工事にあたっては「福岡市福祉のまちづくり条例 施設整備マニュ
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アル」に則り，現状の誘導機能を確保しながら行う必要がある。 

しかしながら，歩道の改良工事に伴い，視覚障がい者誘導用ブロックが一時的

に撤去されたまま，復旧の段取りが遅れ，約 13 日間，現状の誘導機能を確保さ

れないまま通行をさせていた。 

 今後は，工事中の歩行者に対する安全対策について適切な措置を講じるよう徹

底されたい。 

（地域整備課） 

(ｲ) 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［重点事項］ 

県道東油山唐人線歩道改良工事［№１］ 

（契約金額 1,350万 4,320円） 

本工事は歩道のバリアフリー化を目的とした改良工事である。 

「契約事務の手引」において，設計変更に伴う契約変更の手続きは，その必要

が生じた都度，遅滞なく行うものとなっているが，軽微な設計変更に伴うものに

限って，工期末に行うことができることとなっている。 

しかしながら，軽微な設計変更に該当しない変更が発生した際に速やかな契約

変更の手続きを行っておらず，工期末にまとめて行っていた。 

今後は，契約事務を適正に行うよう努められたい。 

   （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 

※［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。 

オ 早良区役所 

(ｱ) 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 

建設発生土の処分場の立会を適正に行うべきもの 

主要地方道大野城二丈線野芥交差点信号移設工事(２次設置工)［№14］ 

（契約金額 1,411万 6,680円） 

本工事は交差点の信号移設工事である。 

  「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ていたが，処分場の立会を実施していなかった。 

  今後は，建設発生土の処分場の適正な立会に努められたい。 

（地域整備課） 

(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 

業務委託料の積算を適正におこなうべきもの  

早良保健所庁舎清掃空調運転及び受付収納等業務委託［№16］ 

（契約金額 1,274万 4,000円） 

本委託は早良保健所の庁舎清掃業務，冷暖房管理業務及び窓口受付収納事務等

を行う委託である。 

業務委託料の算定において，福岡市の保守管理業務委託設計積算基準で定めた

積算基準プログラムを使用して積算しているが，運転監視及び日常点検の労務費 

単価を誤っていた。また受付業務において，業務内容に応じた労務単価を設定す

べきところ，単価の根拠が不明であった。さらに設計金額の採用において見積り

からの反映方法が不明瞭であった。 

今後は，適正な積算に努められたい。 

（健康課） 
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※［ ］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 

    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，区等 監査実施対象 

市長室 広報戦略室 広報戦略課，広報課，報道課 

市民局 人権部 人権推進課，地域施策課(馬出人権のま

ちづくり館，六高人権のまちづくり館，

堅粕団地人権のまちづくり館，堅粕人権

のまちづくり館，千代人権のまちづくり

館，田隈人権のまちづくり館，谷人権の

まちづくり館，内野人権のまちづくり

館，城ノ原人権のまちづくり館，戸切人

権のまちづくり館)，人権啓発センター 

保健福祉局 生活福祉部 ※保護課，※保険医療課 

健康医療部 地域医療課，保健予防課，健康増進

課，口腔保健支援センター，医療事業

課，精神保健福祉センター 

生活衛生部 生活衛生課，食品安全推進課，動物

愛護管理センター(東部動物愛護管理

センター，家庭動物啓発センター)，

食肉衛生検査所，食品衛生検査所 

環境局 循環型社会推進部 計画課，家庭ごみ減量推進課，事業系ご

み減量推進課，収集管理課，産業廃棄物

指導課，環境事業所 

施設部 ※臨海工場 

農林水産局 総務農林部 総務課，政策企画課，農業振興課，課長

(イノシシ対策担当)，森林・林政課，農

業施設課 

住宅都市局 香椎振興整備事務所 計画課，商業対策課，換地課，補償課 

花とみどりのまち推進部 みどり運営課，みどり政策課，一人一花

推進課，みどり活用課，みどり整備課，

動物園，植物園 

港湾空港局 港湾振興部 港湾管理課，港営課，物流推進課，クル

ーズ支援課 

港湾計画部 計画課，再整備計画課，みなと環境政策

課 

東区役所 市民部 課税課，納税課 

※保険年金課 

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 健康課，地域保健福祉課，衛生課 

博多区役所 市民部 課税課，納税課 

保健福祉センター 健康課，地域保健福祉課，衛生課 
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中央区役所 総務部 ※総務課 

市民部 課税課，納税課 

保健福祉センター 健康課，地域保健福祉課，衛生課 

南区役所 市民部 課税課，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 健康課，地域保健福祉課，衛生課 

城南区役所 市民部 課税課，納税課 

保健福祉センター 健康課，地域保健福祉課，衛生課 

早良区役所 市民部 課税課，納税課，入部出張所 

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 健康課，地域保健福祉課，衛生課 

西区役所 市民部 課税課，納税課，西部出張所 

保健福祉センター 健康課，地域保健福祉課，衛生課 

水道局 総務部 総務課，課長(給与)，経営企画課，経理

課，契約課，営業企画課，営業管理課，

博多営業所 

浄水部 水道水質センター，高宮浄水場 

農 業 委 員 会 事 務 局 次長 

中央区選挙管理委員会事務局 ※次長 

※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 

環境局  監査を実施した工事等一覧表 

No. 工   事   名 契 約 金 額 工   期 

１ 福岡市道路清掃業務委託（その２） 366,431,040円 
平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

２ 
東部（伏谷）埋立場 浸出水調整池改修工

事 [総合評価] 
124,308,000円 

平成29年９月20日から 

平成30年３月28日まで 

３ 廃棄物埋立場周辺環境水質調査研究委託 14,578,920円 
平成30年４月27日から 

平成31年３月29日まで 

４ 
東部（伏谷）埋立場 第５区画整備工事

（その６） [総合評価] 
176,697,720円 

平成30年６月５日から 

平成31年３月25日まで 

５ 東部埋立場埋立業務委託 167,940,000円 
平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

６ 南部工場解体工事 [総合評価］ 1,802,088,000円 
平成28年９月21日から 

平成31年３月15日まで 

７ 臨海工場焼却処理棟東面他外壁修理 76,006,080円 
平成29年９月13日から 

平成30年３月15日まで 

８ 
西部工場外ごみピット消防設備改良電気工

事 
23,839,920円 

平成29年５月29日から 

平成29年12月15日まで 

９ 臨海工場２号外計装設備改良工事 171,720,000円 
平成30年５月29日から 

平成31年３月15日まで 

10 東部資源化センター破砕選別設備改良工事 253,800,000円 
平成30年６月15日から 

平成31年３月15日まで 
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11 
東部汚水処理場中央監視制御装置外更新工

事 
189,000,000円 

平成30年７月４日から 

平成31年３月15日まで 

12 
西部汚水処理場中田２系薬品注入電気設備

外更新工事 
61,560,000円 

平成30年11月１日から 

平成31年３月15日まで 

13 西部工場 焼却炉定期修理 285,482,880円 
平成30年８月10日から 

平成31年３月15日まで 

14 西部工場 計装電算システム保守委託 22,464,000円 
平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

15 臨海工場 焼却炉定期修理 301,142,880円 
平成30年４月26日から 

平成31年３月11日まで 

16 臨海工場ガスタービン発電機修理 48,600,000円 
平成30年11月14日から 

平成31年３月15日まで 

17 

[小規模工事等監査] 

平成 30 年度 東部工場周辺水質・土壌調

査委託 

2,268,000円 
平成30年９月13日から 

平成31年２月28日まで 

18 
[小規模工事等監査] 

東部資源化センターロータディスク修理 
2,440,800円 

平成29年６月20日から 

平成29年７月９日まで 

19 
[小規模工事等監査] 

東部（伏谷）埋立場 監視モニタ設備修理 
2,322,000円 

平成30年２月15日から 

平成30年３月15日まで 

別表３ 

農林水産局  監査を実施した工事等一覧表 

No. 工   事    名 契 約 金 額 工   期 

１ 林道早良線防災工事 31,365,360円 
平成31年１月22日から 

令和元年６月30日まで 

２ 西区大字羽根戸地内 譜代池改良工事 33,643,080円 
平成29年９月20日から 

平成30年３月26日まで 

３ 南区桧原４丁目地内源蔵池護岸補強工事 31,459,320円 
平成30年12月27日から 

令和元年５月31日まで 

４ 
南区大字桧原地内 苔牟田池 農業用た

め池耐震調査業務委託 
8,467,200円 

平成30年11月７日から 

平成31年３月25日まで 

５ 
平成 30年度 豊かな海再生事業（底質改

善事業）効果調査委託 
4,838,400円 

平成30年４月13日から 

平成31年１月31日まで 

６ 志賀島漁港機能保全工事 18,527,400円 
平成29年10月11日から 

平成30年３月15日まで 

７ 
博多漁港長浜東岸壁改良（耐震強化）工事 

その４ ［総合評価］ 
146,511,720円 

平成30年11月10日から 

令和元年５月31日まで 

８ 中央区福浜１丁目地内大型物置設置工事 3,240,000円 
平成30年12月15日から 

平成31年３月11日まで 

９ 
青果部３市場（青果市場）施設解体工事 

その４ [総合評価］ 
480,031,920円 

平成29年８月29日から 

平成30年６月30日まで 

10 
鮮魚市場突堤西卸売場棟（陸側）他改修工

事 
36,088,200円 

平成29年３月29日から 

平成29年10月31日まで 

11 
鮮魚市場長期保全計画及び５カ年整備計

画策定業務委託 
13,212,720円 

平成30年５月２日から 

平成30年10月31日まで 

12 青果市場会館安全対策強化工事 4,417,200円 
平成30年12月15日から 

平成31年２月28日まで 
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13 小呂島地区集落排水処理施設改良工事 49,710,996円 
平成29年７月19日から 

平成30年１月14日まで 

14 
小呂島集落排水処理施設 汚泥処理装置更

新工事 
59,291,028円 

平成30年12月５日から 

平成31年３月15日まで 

15 
福岡市鮮魚市場市場会館等施設管理業務委

託 
181,861,200円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

16 
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30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

17 青果市場施設管理保守業務委託 45,684,000円 
平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

18 
[小規模工事等監査] 

林道早良線（４工区）防災工事 
2,022,840円 

平成31年２月26日から 

平成31年３月25日まで 

19 

[小規模工事等監査] 

福岡市公共建築物内装木質化検討業務委

託 

2,268,000円 
平成31年２月１日から 

平成31年３月25日まで 

20 
［小規模工事等監査］ 

志賀島漁港内 あずま屋解体工事 
365,040円 

平成31年３月20日から 

平成31年３月28日まで 

21 

［小規模工事等監査］ 

博多区麦野２丁目地内 大井手井堰取水施

設改良工事 

2,484,000円 
平成30年４月３日から 

平成30年６月16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 工   期 

１ 
平成 29年度福岡空港関連自動車専用道路 

橋梁・トンネル等予備設計業務委託 
103,564,440円 

平成29年６月14日から 

平成30年10月31日まで 

２ 平成 30年度市営六高住宅広場整備工事 30,762,720円 
平成30年12月27日から 

令和元年５月31日まで 

３ 
平成 30年度 狭あい道路拡幅整備事業に

係る登記事務等業務委託（単価契約） 
13,293,855円 

平成30年４月27日から 

平成31年３月31日まで 

４ 
ウォーターフロント地区交通処理方策等検

討業務委託 
8,100,000円 

平成29年４月27日から 

平成30年３月23日まで 

５ 

香椎駅周辺土地区画整理事業 都市計画道

路香椎駅前線電線共同溝建設工事（その

２） [総合評価] 

306,204,840円 
平成29年７月19日から 

平成31年１月31日まで 

６ 
香椎駅周辺土地区画整理事業ＪＲ香椎駅前

広場外舗装工事 
76,055,760円 

平成30年８月８日から 

平成31年３月15日まで 

７ 
平成 30年度 松崎特別緑地保全地区外除

草等業務委託 
25,627,320円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

８ 出来町公園整備（その５）工事 105,784,920円 
平成29年５月26日から 

平成29年11月30日まで 

９ 
東平尾公園博多の森陸上競技場ウレタン舗

装等改修工事［総合評価] 
163,864,080円 

平成29年10月６日から 

平成30年３月28日まで 

10 
レベルファイブスタジアムフィールド等改

修工事 [総合評価] 
273,096,360円 

平成30年６月１日から 

平成31年４月13日まで 
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11 高宮南緑地整備工事 82,929,960円 
平成30年９月８日から 

令和元年５月31日まで 

12 レベルファイブスタジアム圃場改修工事 9,529,920円 
平成30年11月２日から 

平成31年３月15日まで 

13 柏原南公園整備（その１）工事 38,585,160円 
平成30年11月13日から 

平成31年３月15日まで 

14 
レベルファイブスタジアム圃場川砂運搬業

務委託 
4,976,640円 

平成30年12月２日から 

平成31年３月15日まで 

15 南公園樹木等管理業務委託 46,983,240円 
平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

16 
福岡市営住宅耐震改修事業アドバイザリー

業務委託 
8,100,000円 

平成29年６月30日から 

平成30年３月20日まで 

17 
平成 27年度公営住宅（城浜住宅）木製建

具工事 
26,700,624円 

平成29年３月７日から 

平成29年８月10日まで 

18 
平成 29年度市営福浜住宅３棟エレベータ

ー設置工事 
84,197,880円 

平成29年６月13日から 

平成30年７月31日まで 

19 平成 29年度市営板付住宅９棟解体工事 54,191,160円 
平成29年７月11日から 

平成29年11月30日まで 

20 
平成 29年度公営住宅（板付住宅）新築工

事 [総合評価］ 
546,103,080円 

平成29年12月21日から 

平成31年２月23日まで 

21 
平成 29年度市営福浜住宅６棟住戸改善工

事 
48,061,080円 

平成30年３月20日から 

平成31年１月31日まで 

22 
平成 29年度市営福浜住宅７棟耐震等改修

事業 
288,360,000円 

平成30年３月20日から 

平成31年２月25日まで 

23 
平成 30年度市営高美ヶ丘住宅１棟外４棟

屋上防水改修工事 
24,204,744円 

平成30年10月19日から 

平成31年２月25日まで 

24 
平成 29 年度公営住宅（弥永住宅（１区３

期・４期））新築工事外実施設計業務委託 
16,582,320円 

平成29年７月13日から 

平成30年２月28日まで 

25 
香椎駅周辺土地区画整理事業直接施行実施

等業務委託 
12,081,960円 

平成29年６月23日から 

平成29年９月30日まで 

26 
博多の森陸上競技場ベンチ改修工事（その

１） 
89,533,836円 

平成29年９月20日から 

平成30年３月15日まで 

27 
レベルファイブスタジアム選手更衣室その

他改修工事 
48,290,040円 

平成30年11月13日から 

平成31年２月25日まで 

28 
今津運動公園硬式野球場内野スタンドベン

チ設置その他工事（その２） 
53,049,816円 

平成30年10月12日から 

平成31年３月10日まで 

29 
南公園センターゾーンエントランス複合施

設新築工事 [総合評価］ 
1,040,169,600円 

平成28年９月21日から 

平成30年７月31日まで 

30 平成 27年度公営住宅六高住宅電気工事 84,736,800円 
平成28年２月16日から 

平成29年10月16日まで 

31 
平成 28年度市営福浜住宅９棟住戸改善電

気工事 
62,033,040円 

平成29年１月18日から 

平成30年３月15日まで 

32 
平成 28年度公営住宅城浜住宅その 2地区

管工事 
71,482,500円 

平成29年１月18日から 

平成30年５月14日まで 
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33 
平成 29年度市営福浜住宅３棟エレベータ

ー設置電気工事 
7,632,360円 

平成29年６月22日から 

平成30年８月14日まで 

34 
香椎駅周辺土地区画整理事業都市計画道路

香椎駅前線照明灯整備工事 
23,148,720円 

平成30年12月19日から 

令和元年５月10日まで 

35 
レベルファイブスタジアム競技用照明改修

工事 [総合評価］ 
231,938,640円 

平成29年８月９日から 

平成30年２月28日まで 

36 
レベルファイブスタジアム空調設備更新工

事その２ 
51,578,640円 

平成30年10月25日から 

平成31年３月25日まで 

37 舞鶴公園照明灯改修工事 8,782,560円 
平成30年８月11日から 

平成30年11月27日まで 

38 
舞鶴公園電気・給排水設備改修基本設計等

業務委託 
6,026,400円 

平成30年８月11日から 

平成31年３月18日まで 

39 
南公園センターゾーンエントランス複合施

設新築電気設備工事[総合評価］ 
149,571,360円 

平成28年９月28日から 

平成30年10月31日まで 

40 
南公園センターゾーンエントランス複合施

設新築衛生設備工事 
61,982,280円 

平成28年９月７日から 

平成30年８月20日まで 

41 

[小規模工事等監査] 

博多駅筑紫口駅前広場レイアウト検討業務

委託 

2,160,000円 
平成30年10月30日から 

平成31年３月25日まで 

42 

[小規模工事等監査] 

香椎駅周辺土地区画整理事業区画道路歩５

-１号線道路舗装外工事 

1,251,720円 
平成31年３月６日から 

令和元年５月15日まで 

43 
[小規模工事等監査] 

植物園バラ園ウッドデッキ増設工事 
2,386,800円 

平成30年１月10日から 

平成30年３月26日まで 

44 
[小規模工事等監査] 

能古島公園便所新築衛生設備工事 
2,050,920円 

平成29年６月１日から 

平成29年10月２日まで 
 
別表５ 

城南区役所  監査を実施した工事等一覧表 

No. 工   事    名 契 約 金 額 工   期 

１ 県道東油山唐人線歩道改良工事 13,504,320円 
平成29年６月13日から 

平成29年11月20日まで 

２ 清水干隈線道路舗装工事(その２） 100,201,320円 
平成29年７月11日から 

平成30年５月20日まで 

３ 市道野多目片江線舗装補修工事 18,803,880円 
平成29年12月14日から 

平成30年３月25日まで 

４ 
単価契約 城南区管内 道路維持補修工事

(舗装補修) 
44,895,182円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

５ 
単価契約 平成 30年度城南区公園等管理

業務委託 
43,547,874円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

６ 
城南区役所・水道局合同庁舎 庁舎管理等

業務委託 
23,909,040円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

７ 
単価契約 城南区管内 道路維持修繕(照明

灯) 
9,353,360円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

８ 
城南区保健福祉センター庁舎清掃，冷暖房

等管理及び窓口受付収納業務委託 
15,638,400円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 
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９ 
[小規模工事等監査] 

片江 754号線歩道設置工事 
2,422,440円 

平成30年７月20日から 

平成30年10月７日まで 

10 

[小規模工事等監査] 

城南区管内 張コンクリート工事（その

２） 

2,257,200円 
平成30年１月19日から 

平成30年３月25日まで 

11 

[小規模工事等監査] 

城南区役所・水道局合同庁舎空調設備保守

点検業務委託 

2,376,000円 
平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 

12 

[小規模工事等監査] 

城南区保健福祉センターデジタル画像読取

装置保守点検業務委託 

1,050,278円 
平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

別表６ 

早良区役所  監査を実施した工事等一覧表 

No. 工   事    名 契 約 金 額 工   期 

１ 市道早良 2336号線外２路線道路改良工事 24,728,760円 
平成30年６月12日から 

平成30年11月15日まで 

２ 国道 263号野芥駅前バス停カット改良工事 16,868,520円 
平成30年６月16日から 

平成31年３月15日まで 

３ 
市道西新通線(百道浜)段差解消工事(１工

区) 
89,649,720円 

平成30年７月10日から 

平成31年４月12日まで 

４ 
区域外(長峰早良台団地)雨水排水路流末検

討業務委託 
4,602,960円 

平成30年７月20日から 

平成31年２月28日まで 

５ 
二級市道地行百道線外２路線道路舗装補修

工事 
14,601,600円 

平成30年８月10日から 

平成30年12月17日まで 

６ 
早良区管内生活道路舗装補修工事（Ｈ30

（南庄地区）） 
29,685,960円 

平成30年９月19日から 

平成31年３月15日まで 

７ 平成 30年度脇山中公園防災活動 7,769,520円 
平成30年７月７日から 

平成30年11月22日まで 

８ 
単価契約 平成 30年度早良区公園等管理

業務委託 
57,606,596円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

９ 早良区役所地下厨房改造工事 4,297,320円 
平成30年12月15日から 

平成31年３月15日まで 

10 早良市民センター等蓄熱槽防水改修工事 35,738,280円 
平成29年10月21日から 

平成30年１月31日まで 

11 建物等被災状況調査業務委託 2,754,000円 
平成30年９月11日から 

平成30年11月14日まで 

12 早良保健所北側便所その他改造工事 6,770,520円 
平成30年10月16日から 

平成31年２月15日まで 

13 早良区役所庁舎管理等業務委託 20,358,000円 
平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

14 
主要地方道大野城二丈線野芥交差点信号移

設工事(２次設置工) 
14,116,680円 

平成29年１月19日から 

平成30年３月15日まで 

15 
単価契約 早良区管内 道路維持修繕（照明

灯） 
15,344,812円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 
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16 
早良保健所庁舎清掃空調運転及び受付収納

等業務委託 
12,744,000円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

17 
[小規模工事等監査] 

平成 30年度歩道改良工事その１ 
2,155,680円 

平成30年10月19日から 

平成31年３月10日まで 

18 
[小規模工事等監査] 

早良区八丁川河道掘削工事 
2,095,200円 

平成31年１月18日から 

平成31年３月15日まで 

19 

[小規模工事等監査] 

早良区役所トイレ非常用呼出しボタン設置

業務委託 

1,630,800円 
平成31年３月16日から 

平成31年３月31日まで 

20 

[小規模工事等監査] 

市道千代今宿線脇山口交差点照明灯移設工

事 

1,814,400円 
平成29年12月１日から 

平成30年３月15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 工   期 

１ 
平成 30年度 西区室見が丘中央公園園路

舗装工事 
9,920,880円 

平成30年６月19日から 

平成30年９月13日まで 

２ 
一般県道姪浜停車場線歩道段差解消工事

（２工区） 
75,285,720円 

平成29年５月19日から 

平成30年１月15日まで 

３ 
市道福重石丸線（西２幹）歩道設置工事

（その１） 
72,407,520円 

平成29年９月13日から 

平成30年９月30日まで 

４ 市道愛宕 3596号線道路舗装工事 39,193,200円 
平成29年11月15日から 

平成30年11月30日まで 

５ 市道能古２号線（西２幹）道路舗装工事 38,905,920円 
平成30年６月12日から 

平成30年10月31日まで 

６ 
市道今宿東 4242号線道路改良工事（その

２） 
92,760,120円 

平成29年10月25日から 

平成30年６月30日まで 

７ 潟元浜線道路舗装工事（２工区） 64,086,120円 
平成29年10月25日から 

平成30年５月７日まで 

８ 
市道千代今宿線（長垂）道路改良検討委託

（その２） 
5,306,040円 

平成30年10月13日から 

平成31年３月20日まで 

９ 西区役所庁舎管理等業務委託 22,572,000円 
平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

10 
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） 
15,460,092円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

11 
十郎川アンダーパス冠水表示施設設置検討

業務委託 
4,860,000円 

平成30年６月29日から 

平成30年９月26日まで 

12 
西区保健福祉センター庁舎清掃及び冷暖房

管理並びに窓口受付収納業務委託 
15,098,400円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 

13 

[小規模工事等監査] 

市道戸切吉武線（西２幹）外１路線道路舗

装工事 

3,201,120円 
平成29年12月16日から 

平成30年３月20日まで 

14 
[小規模工事等監査] 

今宿駅南線外 交通安全施設整備工事 
2,110,320円 

平成29年８月26日から 

平成30年１月31日まで 
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15 
[小規模工事等監査] 

西区史跡案内サイン改修 
1,200,960円 

平成30年９月８日から 

平成30年10月31日まで 

16 

[小規模工事等監査] 

西区保健福祉センター（西保健所）エレベ

ーター設置工事計画検討業務委託 

1,944,000円 
平成29年６月13日から 

平成29年11月30日まで 

17 
[小規模工事等監査] 

市道愛宕 3596号線道路照明灯設置工事 
608,040円 

平成29年12月16日から 

平成30年10月31日まで 

18 

[小規模工事等監査] 

一般県道西ノ浦今宿自転車道線休息所改修

衛生設備工事 

1,231,200円 
平成29年９月30日から 

平成29年12月11日まで 

 

 


