27監査公表第13号
地方自治法第199条第７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。
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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７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。
第１ 監査の種類，対象及び区分
１ 出資団体監査
(1) 公益財団法人福岡よかトピア国際交流財団(事務監査・工事監査)
(2) 公益財団法人福岡市施設整備公社(事務監査・工事監査)
(3) 福岡北九州高速道路公社(事務監査・工事監査)
第２ 団体の概要及び監査の結果等
（出資団体監査）
監査は，出資に係る出納その他の事務が適正に行われているかを主眼として，事務監
査は抽出した諸帳簿等関係書類を，工事監査は別表１から別表２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。
１ 公益財団法人福岡よかトピア国際交流財団
(1) 団体の概要
ア 主たる事務所の所在地 福岡市中央区天神一丁目10番１号
イ 基本財産
32億5,220万円(平成27年３月31日現在)
ウ 設立年月日 平成２年６月11日
エ 設立の目的 アジア太平洋博覧会―福岡’89の成功を記念するとともに，アジ
アに開かれた福岡の歴史，文化，その他の特性を生かした国際交流
を促進する活動を行うことにより，市民一人ひとりが多様性を認め
合いながら国際的な相互理解を深める多文化共生社会の実現に寄与
し，もって，地域の発展と国際平和に貢献することを目的とする。
オ 事業内容 (ｱ) アジア太平洋博覧会―福岡’89 を記念する事業
(ｲ) 市民の国際交流を促進する事業
(ｳ) 在住外国人及び外国人学生を支援する事業
(ｴ) グローバル人材を育成する事業
(ｵ) その他，この法人の目的を達成するために必要な事業
カ 役員及び職員数 役員９人，職員22人(平成27年４月１日現在)
(2) 福岡市との関係
福岡市は，上記基本財産のうち９億円（出捐率27.7%）を出捐している。さらに，
運営事業費等の助成として平成26年度に１億5,814万8,098円の補助金を交付してい
る。
なお，上記役員及び職員数のうち，福岡市職員の派遣は７人，兼務は２人である。
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(3) 監査の区分，対象期間及び実施期間
(事務監査) 対象期間 平成23年６月から同27年６月まで
実施期間 平成27年５月８日から同年６月５日まで
(工事監査) 対象期間 平成23年４月から同27年３月まで
実施期間 平成27年５月１日から同年６月15日まで
(4) 監査の結果
(事務監査)
監査の結果，特に指摘する事項はなかった。
(工事監査)
監査の対象となる工事等はなかった。
２ 公益財団法人福岡市施設整備公社
(1) 団体の概要
ア 主たる事務所の所在地 福岡市中央区天神一丁目６番８号
イ 基本財産
２億円(平成27年３月31日現在)
ウ 設立年月日 平成12年３月１日
エ 設立の目的 公共建築物の維持保全に関する業務及び調査研究を行うとともに,
その成果を一般に普及することにより，建築物の安全性と機能性の
確保を図り，もって市民の生活環境の向上と福祉の増進に寄与する
ことを目的とする。
オ 事業内容 (ｱ) 公共建築物の維持保全に関する調査研究及び普及等事業
(ｲ) 公共建築物の維持保全，管理等の受託に関する事業
(ｳ) 学校施設等の建設，貸付け及び譲渡に関する事業
(ｴ) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
カ 役員及び職員数 役員７人，職員18人(平成27年４月１日現在)
(2) 福岡市との関係
福岡市は，上記基本財産の全額を出捐している。また，総額187億円（平成27年3
月31日現在）を限度とする貸付金及びこれに対する利息の合計額相当額について損
失補償を行っている。
また，福岡市は市有建築物の保全業務等の委託を行い，その委託料総額は平成26
年度において34億7,773万9,201円となっている。
なお，上記役員及び職員数のうち，福岡市職員の派遣は18人，兼務は２人である。
(3) 監査の区分，対象期間及び実施期間
(事務監査) 対象期間 平成25年６月から同27年６月まで
実施期間 平成27年５月８日から同年６月３日まで
(工事監査) 対象期間 平成25年４月から同27年３月まで
実施期間 平成27年５月１日から同年６月15日まで
(4) 監査の結果
(事務監査)
監査の結果，特に指摘する事項はなかった。
(工事監査)
監査の結果，特に指摘する事項はなかった。
３ 福岡北九州高速道路公社
(1) 団体の概要
ア 主たる事務所の所在地 福岡市東区東浜二丁目７番53号
イ 基本財産
2,212億9,760万円（平成27年３月31日現在）
ウ 設立年月日 昭和46年11月１日
エ 設立の目的 福岡市及び北九州市の区域並びにその周辺の地域において，指定
都市高速道路を建設し，総合的かつ効率的に管理することにより，
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交通の円滑化を図り，もって住民の福祉の増進と産業経済の発展に
寄与することを目的とする。
オ 事業内容 (ｱ) 福岡市及び北九州市の区域並びにその周辺の地域において，そ
の通行又は利用について料金を徴収することができる指定都市高
速道路の新設，改築，維持，修繕，道路法第13条第１項に規定す
る災害復旧その他の管理を行うこと。
(ｲ) 国，地方公共団体，西日本高速道路株式会社又は他の道路公社
(以下「国等」という。)の委託に基づき，(ｱ)の指定都市高速道
路の管理と密接な関連のある道路の管理を行うこと。
(ｳ) (ｱ)に規定する地域において，その利用について料金を徴収す
ることができる自動車駐車場の建設及び管理を行うこと。
(ｴ) (ｳ)に掲げる業務に付帯する業務を行うこと。
(ｵ) (ｱ)から(ｴ)の業務の遂行に支障のない範囲で，国等の委託に基
づき，道路に関する調査，測量，設計，試験及び研究を行うこと。
(ｶ) 福岡県知事の認可を受けた業務を行うこと。
カ 役員及び職員数 役員７人，職員139人(平成27年４月1日現在)
(2) 福岡市との関係
福岡市は，上記基本財産のうち819億100万円(出資率37.0％)を出資している。
また，事業資金等として453億3,298万2,039円(平成26年度末未償還残高)の貸付を
行っているほか，市中銀行借入金等に対する債務保証を行っている。
なお，上記役員及び職員数のうち，福岡市職員の派遣は21人である。
(3) 監査の区分，対象期間及び実施期間
(事務監査) 対象期間 平成24年５月から同27年５月まで
実施期間 平成27年５月８日から同年５月20日まで
(工事監査) 対象期間 平成24年４月から同27年３月まで
実施期間 平成27年５月１日から同年６月15日まで
(4) 監査の結果
(事務監査)
監査の結果，特に指摘する事項はなかった。
(工事監査)
監査の結果，特に指摘する事項はなかった。
別表１
公益財団法人福岡市施設整備公社
No.
1
2
3

工
事
名
東・博多区内学校施設他樹木管理業
務委託
早良・西区内学校施設他樹木管理業
務委託
舞鶴中ブロック小中連携校(仮称)新
築工事

監査を実施した工事等一覧表
契

約

金

額

14,189,700円
9,990,000円
6,505,497,600円

4

住吉中ブロック小中連携校(仮称)新
築工事

5

照葉小中学校校舎増築工事

106,919,400円

6

舞鶴中ブロック小中連携校(仮称)新
築工事他監督業務委託

109,904,550円
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5,750,939,880円

工
期
平成25年４月１日から
平成25年12月10日まで
平成26年４月１日から
平成26年12月10日まで
平成23年11月15日から
平成26年２月19日まで
平成25年４月10日から
平成27年２月16日まで
平成25年６月28日から
平成26年３月10日まで
平成23年11月15日から
平成26年３月５日まで

平成25年４月10日から
平成27年２月28日まで
平成25年４月10日から
平成27年２月28日まで
平成25年８月30日から
平成26年１月10日まで

住吉中ブロック小中連携校(仮称)新
築電気工事
住吉中ブロック小中連携校(仮称)新
築空調設備工事
総合図書館中央監視リモート系統改
修工事

358,786,780円

10

市民福祉プラザ反転迫り用センサー
取替工事

11,235,000 円

平成25年11月１日から
平成26年３月15日まで

11

消防設備(Ｂ)保守点検業務委託

18,792,000円

平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで

12

緊急修繕等土木工事（10 件）

13

緊急修繕等建築工事（９件）

14

緊急修繕等設備工事（８件）

7
8
9

414,603,450円

28,350,000円

別表２
福岡北九州高速道路公社
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

監査を実施した工事等一覧表

工
事
名
平成 26 年度福岡北九州高速道路将来
交通量検討業務
都市高速の構造規格に係る検討委員
会業務
平成 24 年度施工管理業務委託(その
１)
箱崎ふ頭～箱崎橋脚補修工事(24－
１)
貝塚～福岡ＩＣ舗装改良工事(25－
４)
平成 24 年度福岡高速土木維持補修業
務(単価契約)
第 504 工区(福重～石丸)高架橋上下
部工(鋼橋)新設工事(その 12)
第 504 工区(橋本～石丸)高架橋標識
及び区画線新設工事(その２)
福岡高速道路上下部工設計業務(そ
の１)

契

約

金

額

23,490,000円
20,160,000円
128,205,000円
568,980,300円
434,587,800円
407,077,928円
1,973,517,000円
219,051,000円
93,222,600円

10

平成 26 年度施設(福岡)保守点検業務

126,414,000円

11

料金機械設備改良工事(Ｆ25－１)

913,500,000円

12

平成 26 年度料金機械（福岡・北九州）
保守点検業務

412,624,800円

13

緊急修繕等建築工事（１件）
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工
期
平成26年４月23日から
平成27年３月13日まで
平成24年５月22日から
平成25年３月15日まで
平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで
平成25年３月20日から
平成26年９月30日まで
平成25年８月２日から
平成26年５月31日まで
平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで
平成21年２月４日から
平成24年４月30日まで
平成23年９月22日から
平成24年９月15日まで
平成25年４月２日から
平成27年１月30日まで
平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで
平成25年８月30日から
平成26年９月30日まで
平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで

14

緊急修繕等設備工事（２件）
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