
行政監査契約内容一覧表

番号 所管課 件名

1 財政課 屋上換気扇取替、会計課照明器具取替及びプルボックス交換
2 財政課 庁舎消防設備点検
3 財政課 ビル管理法に基づく水質検査
4 財政課 庁舎簡易専用水道検査
5 財政課 粉じん計較正
6 総務防災課 ポスター掲示板
7 総務防災課 第８分団消防格納庫敷地内陥没緊急補修工事�
8 税務課 窓あき封筒（3色刷り）購入
9 税務課 駐車違反取締器C型購入（自動車差押用）

10 市民課 印刷費
11 人権・同和対策課 弓削田隣保館浴室屋根修繕料
12 人権・同和対策課 中央隣保館浄化槽管理手数料
13 人権・同和対策課 中央隣保館消防用設備保守点検手数料
14 人権・同和対策課 上伊田隣保館消防用設備保守点検手数料
15 人権・同和対策課 中央隣保館植木暫定手数料
16 人権・同和対策課 弓削田隣保館浄化槽管理手数料
17 環境対策課 降下ばいじん分析等手数料
18 環境対策課 10号車　車検及び車検に伴う修理一式

19 環境対策課
点検手数料　消防用設備保守点検業務委託料　��平成22年4月1日～平成
23年3月31日迄

20 健康福祉課 修繕料
21 健康福祉課 洗濯代
22 健康福祉課 洗濯代
23 子育て支援課 給食材料代　６月分
24 子育て支援課 渡り廊下屋根樋取付
25 子育て支援課 苺のかるいケーキ
26 子育て支援課 苺のかるいケーキ
27 子育て支援課 苺のかるいケーキ
28 子育て支援課 苺のかるいケーキ
29 子育て支援課 消防用設備保守点検手数料
30 商工労政課 印刷費
31 農政課 ロケット花火（新月旅行144本入）
32 労働対策課 修繕料
33 土木課 舗装道路修繕業務（６月分）
34 土木課 舗装道路修繕業務（６月分）
35 土木課 舗装道路修繕業務（６月分）
36 土木課 舗装道路修繕業務（６月分）
37 土木課 川宮平地ダム進入防護柵外1件修繕
38 土木課 消耗品費　反尃付通行止め看板　147,000円（税込）
39 土木課 消耗品費　農業土木積算システム（ソフトウェア）　94,500円（税込）
40 都市計画課 石炭記念公園及び星美台南側公園遊具修繕
41 会計課 市長車ショックアブソーバー修理
42 教育総務課 弓削田中学校　屋内運動場雨漏り補修
43 教育総務課 弓削田中学校　プール立ち上がり防水補修
44 教育総務課 教育委員会メーター廻り配管補修
45 教育総務課 弓削田中学校　受水槽流量調整管取替修理
46 教育総務課 後藤寺幼稚園　エアコン移設補修
47 教育総務課 金川小学校、後藤寺小学校、弓削田小学校　簡易専用水道検査
48 教育総務課 鎮西中学校、弓削田中学校　簡易専用水道検査
49 教育総務課 平成22年度　中央公民館分館　消防用設備点検手数料
50 教育総務課 平成22年度　田川市立中学校　消防用設備点検料（総合）
51 教育総務課 平成22年度　田川市立幼稚園　消防用設備保守点検手数料
52 教育総務課 伊田小学校、鎮西小学校　グリストラップ清掃
53 教育総務課 金川小、田川小、猪位金小学校グリーストラップ及び導入管清掃
54 教育総務課 弓削田、後藤寺、大藪小学校　グリストラップ清掃
55 学校教育課 小学校給食室用消耗品費�
56 学校教育課 外部指導者スポーツ安全保険料（８人分）
57 学校教育課 ピアノ調律手数料
58 学校教育課 ピアノ調律手数料



行政監査契約内容一覧表

番号 所管課 件名

59 学校教育課 学校給食食材検査料（平成22年度　弓削田小学校実施）�
60 学校教育課 保健室寝具洗濯代（中学校・前期分）�
61 学校教育課 保健室寝具洗濯代（幼稚園・前期分）�
62 生涯学習課 啓発用うちわ　丸柄　裏面３色カラー印刷����　1,000本×54円×1.05＝
63 文化課 点灯管（グロー球） 100個
64 文化課 図書館2階電算室エアコン修理
65 文化課 液晶プロジェクター交換用ランプ2個
66 文化課 石炭・歴史博物館屋外展示場展示物資料補修
67 文化課 空調用エアーハンドリングユニット修繕
68 文化課 浄化槽換気扇取替修繕工事

69 議会事務局
田川市議会基本条例検討特別委員会主催研修会講師、正・副委員長昼食
代��　うな重　2,300円×3＝6,900円

70 議会事務局 冷蔵庫新規購入に伴う既設品リサイクル料及び運搬料
71 議会事務局 議場名札書替��　4,000円×2本×1.05＝8,400円
72 総務防災課 会報「選挙」　1２か月分��
73 総務防災課 選挙時報　１２か月分��
74 総務防災課 耐震補強工事によるパソコンレイアウト変更に伴う設備工事
75 総務防災課 人事異動によるパソコンレイアウト変更に伴う設備工事
76 総務防災課 パソコン等修繕料
77 総務防災課 法規追録代�　自治体法務サポート　行政訴訟の実務　ほか
78 総務防災課 選挙関係実例判例集 �
79 総務防災課 法規追録代�　現行日本法規　ほか
80 総務防災課 耐震補強に伴う設備工事戻し作業他
81 総務防災課 法規追録代�　現行日本法規　ほか
82 総務防災課 機器点検及び修繕料（投票用紙計数機EL5 6台ほか）
83 総務防災課 法規追録代�　現行日本法規　ほか
84 総務防災課 法規追録代�　市町村事務提要　行政・人事編
85 総務防災課 選挙関係実例判例集  ��
86 総務防災課 法規追録代�　現行日本法規　ほか
87 総務防災課 電算室空調機器一式賃借料
88 総務防災課 新基幹系システム使用料
89 総務防災課 行政情報サービス使用料
90 総務防災課 例規検索システム使用料
91 総務防災課 OCRリース料
92 総務防災課 Proxyサーバライセンス（i-FILTER)購入費
93 総務防災課 ウイルスバスター等ライセンス購入費
94 総務防災課 LGWAN共同利用ウイルススキャンソフトライセンス
95 税務課 庁用器具借上料
96 税務課 庁用器具借上料
97 人権・同和対策課 弓削田隣保館テレビ受信料
98 人権・同和対策課 上伊田隣保館テレビ受信料
99 人権・同和対策課 中央隣保館テレビ受信料

100 人権・同和対策課 ゆめっせフェスタ2010ボランティア従事者弁当代
101 教育総務課 金川中学校安全対策・環境整備事業に伴う不動産鑑定　42,000円（税込）

102 土木課
平成22年度地籍調査事務支援及び管理システム賃貸借契約��契約期間
平成22年４月1日～平成23年3月31日��契約金額　月額68,355円×12月＝

103 教育総務課 校地借上料
104 教育総務課 田川市中央公民館分館　機械警備配線移設
105 文化課 庁用器具借上料（電算システム装置リース）
106 文化課 NHKテレビ受信料１年分
107 人事課 研修用器具費
108 財政課 庁舎当直用寝具交換
109 財政課 庁舎トイレ便器殺菌洗浄賃借料
110 財政課 電波時計
111 財政課 エアコン
112 建築住宅課 平成21年度　第8分団消防格納庫改築工事（電気設備）
113 総務防災課 福岡県防災・行政情報通信ネットワーク防災端末装置等移設工事請負費
114 税務課 デジタルビデオカメラ購入
115 税務課 タイヤロック購入
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番号 所管課 件名

116 人権・同和対策課 カラオケ器具費
117 健康福祉課 自動車借上料
118 健康福祉課 器具費
119 子育て支援課 庁用器具費（キャビネットA4-2N）
120 子育て支援課 ソフト購入費（保育所用給食管理ソフト）
121 子育て支援課 乳児カラーテーブル　イエロー
122 商工労政課 器具借上料
123 商工労政課 住宅地図複製利用料
124 商工労政課 庁用器具費
125 財政課 庁用器具費
126 土木課 単価データ使用料
127 土木課 平成２２年度単価データ（刉行物掲載単価）利用料
128 建築住宅課 平成21年度　松原第1地区住宅解体工事（機械設備工事）
129 土木課 鉄砲町・後藤寺線道路改良工事
130 土木課 岩屋川改良工事
131 土木課 蛍ヶ丘地区道路排水改良工事
132 土木課 岩下・若咲２号線道路改良工事（工期5/28～6/30）
133 土木課 上弓削田地区農道舗装工事　（工期　平成22年6月11日から平成22年7月16
134 土木課 大浦地区外３箇所安全施設工設置工事（工期6/15～6/24）
135 土木課 新町２号線道路改良工事（工期6/23～7/30）
136 土木課 新生町転落防止柵設置工事（工期6/23～7/30）
137 土木課 平原・赤子線道路改良工事（工期6/30～7/30）
138 土木課 桜町・新町線外２路線区画線整備工事（工期6/29～7/7）
139 土木課 春日橋・見立線外１路線道路改良工事（工期7/1～7/26）
140 土木課 石炭記念公園線道路補修工事（工期6/17～7/7）
141 土木課 文化センター線防護柵補修工事（工期7/1～7/7）
142 土木課 栄町１号線道路側溝改良工事（工期7/13～8/6）
143 土木課 中央環状線道路改良工事（工期7/20～7/27）
144 土木課 会社町・平松線道路改良工事（工期7/28～8/30）
145 土木課 蛍ヶ丘２号線外２箇所道路改良工事（工期8/3～8/20）
146 土木課 平原４号線排水路改良工事（工期8/3～9/6）
147 土木課 案内板設置及び道路反尃鏡設置替工事（工期8/3～8/12）

148 土木課
八子ケ浦池立入り防止柵改良工事　（工期　平成22年8月20日～平成22年9
月10日）

149 土木課 日之出町７号線道路改良工事（工期8/24～9/17）
150 土木課 平原団地３号線道路改良工事（工期8/25～9/30）
151 土木課 諸資材費　ＫＣフォーム　4,737円（税込）
152 土木課 諸資材費　敷きゴム(ゴム平板 両面テープ付)　52,395円（税込）
153 土木課 諸資材費　嵩上げグレーチング　　144,500円（税込）
154 土木課 諸資材費　側溝蓋　15,120円（税込）
155 土木課 自動車購入費　公用車２号車　622,100円（税込）
156 土木課 器具費　転圧機　98,000円（税込）
157 土木課 マップケース　3台��マップケースベース　1台
158 都市計画課 土地借上料（平成２２年度上伊田公園土地借上料）
159 都市計画課 成道寺公園整備工事請負費（宮園町地区排水路改良工事）
160 都市計画課 成道寺公園整備工事請負費（宮園町地区法面防護工事）
161 都市計画課 グレーチング蓋購入
162 都市計画課 桧木材１枚
163 教育総務課 教育庁舎屋外排水工事
164 教育総務課 大浦小学校　体育館用リンレイワックススクールジム
165 学校教育課 小学校特別支援学級校外宿泊訓練�　自動車借上料
166 学校教育課 中学校特別支援学級校外活動に伴う自動車借上料
167 学校教育課 日立ビデオ一体型ＤＶＤプレイヤー（鎮西・伊田児童クラブ）
168 学校教育課 園用器具費
169 学校教育課 器具費　液晶テレビ
170 学校教育課 フィルタリングソフト更新�
171 生涯学習課 自動車借上料　田川市～英彦山青年の家送迎バス借り上げ料

172 生涯学習課
寝具借上料　夏期合同合宿研修8月26日～27日（一泊二日）　�シーツ94枚×
140円＝13,160円
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173 文化課 図書データ検索及び図書発注システム（TOOLi）使用料
174 文化課 庁用器具借上料（ハンディLINUS貸出料）
175 文化課 マットリース料
176 文化課 田川文化センター電波障害施設用地賃借料
177 議会事務局 冷蔵庫（パナソニック138㍑）1台
178 議会事務局 会議用パイプ椅子　24脚
179 生涯学習課 ＊消耗品費　「クリップライブラリー　人権と社会」�1,400円×12カ月＝16,800
180 生涯学習課 ＊消耗品費　月刉同和教育「であい」2010年度

181 生涯学習課
＊消耗品費22年度「解放新聞」360円×12カ月＝4,320円��　　　　　　　　「解
放雑誌」600円×12カ月＝7,200円�　　　　　　　　　　　　　　1,000円×4回＝

182 総務防災課 パソコン等修繕料

183 総務防災課
田川市役所３階電算機械室空調機漏水修理（緊急修繕のため、他業者見積
りなし）

184 総務防災課 たがわ情報センター雨水配管改修工事
185 人権・同和対策課 弓削田隣保館窓サッシ取替え修繕料
186 人権・同和対策課 弓削田隣保館2集会室窓取替え修繕料
187 人権・同和対策課 上伊田隣保館調理室湯沸し器修繕料
188 環境対策課 13号車　（右、左）ボテ荷箱スライドガイドローラー取替修理　（緊急対応）

189 環境対策課
10号車　各ブレーキドラム脱着　左Rブレーキドラム取替修理
ブレーキライニング取替修理（緊急対応）

190 環境対策課 12号車　PTOスイッチ取替修理（緊急対応）
191 環境対策課 5号車　フラップ取替修理（緊急対応）

192 環境対策課
8号車　サイドブレーキ調整修理、ワイヤー調整修理
汚水タンク蓋左右曲り直し溶接修理、汚水タンク蓋左右当り面パテ塗り塗装
修理　　　　　　　　　　　　　　　　　　エアコン効き不良　各部点検修理、他（緊

193 環境対策課 8号車　クラッチインジケーターランプ点灯　点検、他（緊急対応）
194 環境対策課 8号車　エアコン修理一式、他（緊急対応）
195 環境対策課 19号車（空き缶プレス車）　油漏れ点検修理、他（緊急対応）
196 環境対策課 3号車　クーラーガス漏れ点検修理、他（緊急対応）

197 環境対策課
筑豊800さ505号車（1号車）　ガイドローラー（左下）取替修理、他
（緊急対応）

198 子育て支援課 ビクターPAパック修理
199 子育て支援課 混合水栓サーモ取替え
200 子育て支援課 フェンス修理
201 建築住宅課 星美台分譲宅地境界標復元
202 建築住宅課 星美台給水管修繕工事
203 土木課 公用車 2号車 エンジン各点検ほか　15,750円（税込）
204 土木課 伊加利地区用水路転倒ゲート外1件修繕
205 土木課 修繕料
206 土木課 伊田地区円形分水器転倒堰修繕
207 土木課 修繕料
208 土木課 修繕料
209 土木課 日掛樋門除塵機水平コンベアー修繕
210 土木課 岩屋地区水路スライドゲート修繕
211 土木課 消耗品費　ブルーシート　113,001円（税込）
212 土木課 糒地区水路転落防護柵修繕
213 土木課 自動車損害賠償保険料

214 土木課
平成２２年度道路賠償責任保険料　490円×66km（農道59km 林道
7km)=32,340円

215 土木課 糒鳥越地区水路漏水防止工事
216 土木課 糒地区水路漏水防止工事
217 土木課 下弓削田農地災害箇所改良工事　（工期　平成22年6月7日～平成22年6月9

218 土木課
田尻②水路（用水路）災害復旧工事　（工期　平成22年7月30日～平成22年8
月12日）

219 土木課 乙女水路分水壁管理台製作設置工事
220 土木課 川宮地区水路改良工事
221 土木課 位登地区水路転落防止柵設置工事（その2）
222 土木課 夏吉地区用水路漏水防止工事
223 土木課 下伊加利２号線道路改良工事
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224 土木課 糸飛３号線道路改良工事
225 土木課 蛍ヶ丘地区歩道手摺設置工事
226 土木課 温泉町線道路改良工事

227 土木課
日掛樋門管理事務所敷改良工事　（工期　平成22年5月21日～平成22年6月
4日）

228 土木課 芳ヶ谷川改良工事（工期6/8～7/16）
229 土木課 十二祖・位登２号線道路改良工事（その２）（工期6/18～6/29）
230 土木課 石場２号線道路改良工事（工期7/2～7/30）
231 土木課 清美町・川崎線外１路線道路改良工事（工期7/13～8/10）
232 土木課 伊加利砥石水路改良工事　（工期　平成22年7月8日～平成22年7月9日）
233 土木課 向陽台・国道線道路改良工事（工期7/16～7/23）
234 土木課 伊加利水路災害復旧応急工事　（工期　平成22年8月2日～平成22年8月3
235 土木課 吾屋池用水路災害復旧工事　（工期　平成22年8月5日～平成22年8月6日）
236 土木課 白鳥団地・川崎線災害応急対策工事（工期8/3～12/3）
237 土木課 新生町１号線道路改良工事（工期8/31～10/8）
238 土木課 諸資材費　側溝蓋　　17,640円（税込）
239 土木課 諸資材費
240 教育総務課 弓削田小学校　No.1汚水揚水ポンプ取替
241 教育総務課 後藤寺中学校　教室錠取替一式
242 教育総務課 金川中学校　ガラス入れ替え
243 教育総務課 各小学校　ガラス入替
244 教育総務課 軽ワゴン2号車　ドア　アウトサイドハンドル取替え修理
245 教育総務課 伊田小学校　シャッター錠取替
246 教育総務課 田川中学校　トイレガラス補修
247 教育総務課 金川中学校　原水ポンプ配管修繕
248 教育総務課 伊田幼稚園　錠前修理
249 教育総務課 軽トラック5号車　エアコンガス漏れサイクル点検修理
250 教育総務課 乗用草刈機2号車修理
251 教育総務課 鎮西中学校　消防用設備調査修繕
252 教育総務課 伊田中学校　便器詰まり直し
253 文化課 1階男子便所小便器補修
254 文化課 映像配信サーバ(ハードディスク交換)修繕
255 建築住宅課 田川市庁舎５階第１委員会室改修工事
256 建築住宅課 平成21年度　松原第1地区住宅解体工事（給水管切替工事）
257 建築住宅課 松原第１地区倉庫解体工事
258 土木課 秋里農道・水路改良工事　（工期　平成22年6月30日～平成22年7月9日）
259 土木課 御祓４号線道路改良工事
260 土木課 御祓４号線道路改良工事（その２）（工期6/16～6/30）
261 土木課 桜町地区道路側溝改良工事（工期7/1～7/30）
262 土木課 松ノ木橋道路改良工事（工期7/2～7/30）
263 土木課 岩屋川改良工事（その２）（工期7/1～7/9）
264 土木課 岩屋川改良工事（その３）（工期7/2～7/14）
265 土木課 大法山２号線道路改良工事（工期5/10～6/10）
266 土木課 芳ヶ谷川河川維持工事
267 教育総務課 平成２１年度　鎮西小学校校舎耐震補強工事
268 教育総務課 大藪小学校　食器洗浄機1台　熱風消毒保管庫2台


