
検   査   係

検査実施件数

（１） 工  事（130万円以上） 65件

（２） 修  繕（130万円以上） ８件

（３） 委  託（50 万円以上）   431件 

 （４） 物  品（10 万円以上）   218件 

 （５） 印  刷（10 万円以上）   103件

所管別内訳  （単位：件）

区 分

所 管
工 事 修 繕 委 託 物 品 印 刷 合 計

議 会 事 務 局 ６ ４ 10 

企 画 財 政 部 17 11 25 53 

総 務 部 26 34 ５ 65 

市 民 部 21 ６ 23 50 

生 活 環 境 部 ４ 28 11 14 57 

福 祉 保 健 部 124 ５ 11 140 

子 ど も 家 庭 部 24 ５ １ 30 

都 市 建 設 部 64 ４ 106 ３ 177 

会 計 課 １ １ ２ 

選挙管理委員会事務局 ５ １ ６ 12 

監 査 委 員 事 務 局 ０ 

教 育 委 員 会 事 務 局 １ 74 141 13 229 

合    計 65 ８ 431 218 103 825 

前 年 度 合 計 50 ４ 421 214 103 792 

総務課
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