
【共通事項】

１　前年度決算審査における指摘事項に対する措置結果

〇　市内全体の合併処理浄化槽普及のため、事業所への補助制度拡充について検討されたい。

〇　海岸漂着物対策については、多くの市民が参加できる実施方法を検討されたい。

２　令和３年度　各種団体への補助金及び負担金（団体の運営費に充当される負担金）（１件１００万円以上）について  （単位：円）

事業内容
環境保全及び公衆衛生の普及啓発、各地区衛生組織
連合会及び長崎県保健環境連合会との連絡調整、市
民の生活環境の美化運動を推進する。

事業名　

金額 1,428,596 金額　　

無

対象事業及び事業費（円） 負担金のうち国県支出金（円）
前年度

負担金額（円）
法人化
の有無

課名   　生活環境課

報告課名（生活環境課）

団体名 負担金額（円）

　令和２年度から引き続き合併処理浄化槽の設置補助の対象に事業所を含めて事業の推進を図りました。
  令和３年度は、２７２基の浄化槽設置に対して補助を行い、うち１６基が事業所への設置となりました。

五島市保健環境連合会 1,428,596 1,637,422

　海洋ごみへの理解を深め、発生抑制の啓発を図るため、市内の高校生を中心にビーチクリーン、グループ討議等を内容とした海洋ご
み発生抑制啓発事業を計画していましたが、新型コロナ感染症のまん延防止のため、やむなく中止しました。
　また、ボランティア団体が自主的に計画して実施する海岸清掃に対して、分別方法を指導したり、回収用のごみ袋を無償提供したりす
るなど幅広く参加できるように支援を実施しました。



３　令和３年度　各種団体への委託事業（契約１件当たり１００万円以上：林業費については、工事として報告とのこと）について 　　　 （単位：円）

事業内容 廃棄物収集運搬業務　（椛島地区海上） 事業名

金額 4,554,000 金額

事業内容 福江衛生センター警備業務 事業名

金額 7,260,000 金額

事業内容
五島市指定ごみ収集袋取扱事務及び保管・配送
業務

事業名

金額 3,246,480 金額

事業内容 五島西部衛生センター管理業務 事業名

金額 2,158,444 金額

事業内容 廃棄物収集運搬業務　（嵯峨島地区陸上・海上） 事業名

金額 1,980,000 金額

事業内容 五島市指定ごみ収集袋製袋作業業務 事業名

金額 7,871,400 金額

事業内容
し尿等海上運搬及び船舶管理業務（久賀島、椛島、黄
島、赤島、嵯峨島、奈留島、前島地区）

事業名

金額 11,274,000 金額

事業内容 奈留葬斎場施設管理及び火葬業務 事業名

金額 1,540,000 金額

事業内容 奈留地区し尿等運搬業務 事業名

金額 4,082,910 金額

事業内容 廃棄物収集運搬業務　（椛島地区陸上） 事業名

金額 1,276,000 金額

事業内容 やすらぎ苑施設管理及び火葬業務 事業名

金額 19,030,000 金額

特定非営利活動法人
五島あすなろ会

委託金額 対象事業及び事業費（円） 事業費のうち国県支出金（円）

1,540,000
環境衛生費／奈留葬斎
場管理運営事業

塵芥処理費／塵芥処理
共通

塵芥処理費／ごみ分別
及び減量化事業

塵芥処理費／塵芥処理
共通

し尿処理費／福江衛生
センター管理運営事業

報告課名（生活環境課）

関連する
事業名

団体名

(有)クリメイション
環境衛生費／やすらぎ
苑管理事業費

（株）司コーポレーション

塵芥処理費／ごみ分別
及び減量化事業

望月　孝祐

山下　政義

奈留衛生社

1,980,000

3,246,480

1,276,000

19,030,000

公益社団法人
五島市シルバー人材センター

2,158,444

7,871,400

し尿処理費／し尿処理
費共通

11,274,000

浦　繁幸 4,554,000
塵芥処理費／塵芥処理
共通

奈留衛生社
し尿処理費／し尿処理
費共通

4,082,910

公益社団法人
五島市シルバー人材センター

し尿処理費／五島西部
衛生センター管理運営
事業

7,260,000

奈留衛生社



事業内容 福江リサイクルセンター等運営業務 事業名

金額 83,380,000 金額

事業内容
廃棄物収集運搬業務委託
　（嵯峨島地区を除く三井楽支所管内）

事業名

金額 19,140,000 金額

事業内容 し尿等陸上運搬（福江地区）業務 事業名

金額 7,370,000 金額

事業内容 福江衛生センター受入貯留槽清掃業務 事業名

金額 2,835,800 金額

事業内容 廃棄物収集運搬等業務委託　（富江地区） 事業名

金額 23,522,400 金額

事業内容 浄富苑施設管理及び火葬業務委託 事業名

金額 4,144,800 金額

事業内容
廃棄物収集運搬業務委託（福江地区陸域・岐宿地区・
玉之浦地区・久賀地区）

事業名

金額 105,433,900 金額

塵芥処理費／福江リサイ
クル（最終処分場）管理運
営事業

（有）富江清掃社

塵芥処理費／塵芥処理
共通

環境衛生費／浄富苑管
理運営事業

塵芥処理費／塵芥処理
共通

塵芥処理費／塵芥処理
共通

105,433,900

（有）双葉

19,140,000

（有）福江衛生公社

（有）富江清掃社 23,522,400

2,835,800

（有）三井楽清掃社

（有）下崎山環境公社 83,380,000

し尿処理費／し尿処理
費共通

4,144,800

し尿処理費／し尿処理
費共通

団体名 委託金額 対象事業及び事業費（円） 事業費のうち国県支出金（円）
関連する
事業名

（有）双葉 7,370,000



４　令和３年度　コンサルタントその他業者への業務委託（契約１件当たり１００万円以上）について 　　　  （単位：円）

事業内容 自家用電気工作物保安管理業務 事業名

金額 1,374,120 金額

事業内容
五島市クリーンセンター運営業務モニタリングに係るア
ドバイザリー業務委託

事業名

金額 3,715,800 金額

事業内容 久賀島地区漂着ごみ回収業務 事業名
海岸漂着物等地域対
策推進事業

金額 4,400,000 金額 3,960,000

事業内容 椛島、黄島及び赤島地区漂着ごみ回収業務 事業名
海岸漂着物等地域対
策推進事業

金額 3,410,000 金額 3,069,000

事業内容 海岸漂着物処理業務B（産業廃棄物：廃プラスチック類） 事業名
海岸漂着物等地域対
策推進事業

金額 11,573,100 金額 10,415,790

事業内容 海岸漂着物処理業務D（産業廃棄物：混合廃棄物） 事業名
海岸漂着物等地域対
策推進事業

金額 9,917,600 金額 8,925,840

事業内容 福江北地区漂着ごみ回収業務 事業名
海岸漂着物等地域対
策推進事業

金額 3,850,000 金額 3,465,000

事業内容 岐宿地区漂着ごみ回収業務 事業名
海岸漂着物等地域対
策推進事業

金額 3,553,000 金額 3,197,700

事業内容 玉之浦地区漂着ごみ回収業務 事業名
海岸漂着物等地域対
策推進事業

金額 2,717,000 金額 2,445,300

事業内容 海岸漂着物処理業務A（産業廃棄物：廃プラスチック類） 事業名
海岸漂着物等地域対
策推進事業

金額 18,595,500 金額 16,735,950

事業内容 海岸漂着物処理業務C（産業廃棄物：漁網・ロープ類） 事業名
海岸漂着物等地域対
策推進事業

金額 9,695,400 金額 8,725,860

環境衛生費／漂流・漂
着ごみ撤去事業

一般社団法人
日本環境衛生センター西日本支局

事業費のうち国県支出金（円）委託金額団体名

18,595,500

株式会社　花村潜建 3,850,000

3,553,000
環境衛生費／漂流・漂
着ごみ撤去事業

株式会社　福富工業

環境衛生費／漂流・漂
着ごみ撤去事業

環境プランニングサービス（株）

環境衛生費／漂流・漂
着ごみ撤去事業

2,717,000
環境衛生費／漂流・漂
着ごみ撤去事業

9,917,600

3,410,000

関連する
事業名

報告課名（生活環境課）

4,400,000
環境衛生費／漂流・漂
着ごみ撤去事業

株式会社　セイホウ開発

株式会社　セイホウ開発 11,573,100
環境衛生費／漂流・漂
着ごみ撤去事業

環境衛生費／漂流・漂
着ごみ撤去事業

株式会社　アカヒゲ創建五島支店

環境プランニングサービス（株） 9,695,400
環境衛生費／漂流・漂
着ごみ撤去事業

3,715,800
塵芥処理費／クリーンセン
ター管理運営事業費

株式会社　セイホウ開発

株式会社　福富工業

1,374,120
環境衛生費／やすらぎ
苑管理事業費　ほか

一般財団法人　九州電気保安協会
長崎支部

対象事業及び事業費（円）



事業内容 使用済小型電子機器等収集運搬業務 事業名

金額 3,041,280 金額

事業内容 廃棄物処理施設各種測定分析業務 事業名

金額 1,705,000 金額

事業内容 五島市ごみ処理施設整備及び運営事業運営業務 事業名

金額 177,029,468 金額

事業内容 奈留地区　資源ごみ運搬等業務 事業名

金額 4,920,960 金額

事業内容 金属製ごみボックス製作委託業務 事業名

金額 6,270,000 金額

事業内容 福江衛生センター運転管理業務 事業名

金額 16,368,000 金額

事業内容 福江一般廃棄物最終処分場保守点検業務 事業名

金額 2,046,000 金額

事業内容 環境大気測定業務 事業名

金額 2,750,000 金額

事業内容 廃乾電池・蛍光管（破砕）処理委託業務 事業名

金額 2,343,055 金額

事業内容 海岸漂着物処理業務（一般産業廃棄物） 事業名
海岸漂着物等地域対
策推進事業

金額 2,695,000 金額 2,425,500

野村興産（株）

五島運輸（株） 4,920,960

塵芥処理費／クリーンセン
ター管理運営事業費

塵芥処理費／ごみ分別
及び減量化事業

水ing（株）九州支店
塵芥処理費／福江リサイ
クル（最終処分場）管理運
営事業

3,041,280

2,343,055

2,046,000

重環オペレーション株式会社 16,368,000

五島グリーンテック（株）

西部環境調査株式会社 2,750,000

し尿処理費／福江衛生
センター管理運営事業

177,029,468
塵芥処理費／クリーンセン
ター管理運営事業費

団体名 委託金額

環境衛生費／漂流・漂
着ごみ撤去事業

(有)山寿興業 2,695,000

若菜産業 6,270,000
塵芥処理費／塵芥処理
共通

環境プランニングサービス（株）

㈱太平環境科学センター長崎試験
所

1,705,000
塵芥処理費／塵芥処理
費共通

塵芥処理費／ごみ分別
及び減量化事業

塵芥処理費／塵芥処理
共通

対象事業及び事業費（円） 事業費のうち国県支出金（円）
関連する
事業名



５　工事及び物件購入について（契約１件当たり１千万円以上） （単位：円）

事業・物件名 予定価格 落札額 落札率 落札業者名 入札参加業者数 事業・物件内容
最低制限

価格

最終処分場水処理施設撹拌
機更新他1件修繕業務

10,542,400 10,340,000 98.00%
水ｉｎｇエンジニアリ
ング株式会社　九

州支店

1社
（随意契約）

・攪拌機更新他1件修繕業務・・・一式
①交換部品
１）攪拌機
  〇第２混和槽攪拌機　型式：FMGP-004-6　１台
  〇第２中和槽攪拌機　型式：FMGP-004-6　１台
２）動力制御盤
　〇交換部品：別紙材料リスト記載
②調査調整

無

福江衛生センター　機器点検
修繕業務

27,372,400 26,180,000 95.60%
三菱重工環境・化
学エンジニアリング

(株)九州支店

1社
（随意契約）

機器点検修繕
1)し尿・浄化細目スクリーン点検整備・・・1式
2)し尿・浄化スクリュープレス点検整備・・・1式
3）酸・アルカリ洗浄塔点検整備・・・1式
4）凝集沈殿槽用汚泥掻寄機点検整備・・・1式
5）曝気ブロワ点検整備・・・1式
6）汚泥濃縮機点検整備・・・1式
7）し渣コンベヤ点検・・・1式

無

報告課名（生活環境課）



６　令和３年度  各費目における不用額の内訳と原因について（節ごと２００万円以上の場合）　　　　（単位：円）

所属 予算現額 支出済額 不用額

生活環境課 01 一般会計 04 衛生費 01 保健衛生費 03 環境衛生費 18 負担金、補助及び交付金 170,799,000 168,734,761 2,064,239

所属 予算現額 支出済額 不用額

生活環境課 01 一般会計 04 衛生費 02 清掃費 02 塵芥処理費 10 需用費 89,170,693 85,276,883 3,893,810

所属 予算現額 支出済額 不用額

生活環境課 01 一般会計 04 衛生費 02 清掃費 02 塵芥処理費 11 役務費 10,428,000 8,134,239 2,293,761

所属 予算現額 支出済額 不用額

生活環境課 01 一般会計 04 衛生費 02 清掃費 02 塵芥処理費 12 委託料 476,005,000 466,706,102 9,298,898

（理由）　不用額の主な理由は、ごみボックス製作業務、ダイオキシン類測定分析業務及びごみ収集運搬業務の執行残によるものです。

（理由）　不用額の主な理由は、使用済小型電子機器等処理業務及び奈留最終処分場の水質検査業務の執行残によるものです。

会計 款 項 目 節

（理由）　不用額の主な理由は、消耗品費で単価契約していた五島市指定ごみ収集袋印刷付原反及び外袋の納品が年度内に完了しないことが明らか
になり、明許繰越を行ったこと及び一般廃棄物処理施設の光熱水費の執行残によるものです。【明許繰越額：2,287,660円】

会計 款 項 目 節

（理由）　不用額の主な理由は、五島市保健環境連合会負担金、使用済自動車等海上輸送費補助金及び廃棄物海上輸送費補助金の執行残によるも
のです。

会計 款 項 目 節

報告課名（生活環境課）

会計 款 項 目 節



所属 予算現額 支出済額 不用額

生活環境課 01 一般会計 04 衛生費 02 清掃費 03 し尿処理費 12 委託料 54,032,750 52,547,214 1,485,536

（理由）　不用額の主な理由は、し尿運搬業務の執行残によるものです。

会計 款 項 目 節


