
契   約 係

１ 物品契約 

区  分 構成率(％) 件 数 構成率(％)   金額 (円) 

消 耗 品 （１件 10万円以上） 34.1 75 38.0 101,141,734 

印 刷 （１件 10万円以上） 30.0 66 10.1 26,955,909 

備 品 （１件 10万円以上） 33.2 73 44.2 117,680,684 

修 繕 （１件 30万円以上） 0.9 2 0.6 1,564,704 

そ の 他 （１件 10万円以上） 1.8 4 7.1 18,761,840 

合   計 100.0 220 100.0 266,104,871 

前  年  度  合  計 233 264,607,543 

２ 工事契約     （１件 30万円以上） 

入 札 見 積 合 計 

件 数   金額 (円) 件 数   金額 (円) 件 数   金額 (円) 

道路舗装 7 177,897,600 3 8,732,320 10 186,629,920 

橋りょう 

下水道施設 7 144,266,184 6 22,030,000 13 166,296,184 

一般土木 7 99,943,200 3 4,097,520 10 104,040,720 

建築 3 159,516,000 8 16,939,800 11 176,455,800 

電気 10 128,989,800 7 5,518,800 17 134,508,600 

給排水衛生 4 52,390,800 8 5,003,640 12 57,394,440 

空調 1 30,780,000 1 2,160,000 2 32,940,000 

運動場施設 6 36,504,000 4 2,829,600 10 39,333,600 

電話・通信 1 1,453,248 1 1,453,248 

その他 12 68,807,880 20 54,329,400 32 123,137,280 

合  計 57 899,095,464 61 123,094,328 118 1,022,189,792 

前年度合計 44 863,163,493 64 103,496,055 108 966,659,548 

３ 委託契約 （１件 30 万円以上） 

業   種 構成率(％) 件 数 構成率(％)   金 額 (円) 

建築設計（設備設計等を含む。） 6.5 21 6.5 102,537,360 

土木設計（測量等を含む。） 8.3 27 6.5 101,225,160 

建物清掃等 2.1 7 4.0 63,416,250 

設備保守 12.9 42 3.9 61,844,407 

警備・受付等 5.5 18 1.2 19,098,047 

道路・公園管理（除草・草刈等を含む。） 10.4 34 5.2 80,733,400 

廃棄物処理等 4.9 16 28.8 451,699,498 

検査業務（集団検診等を含む。） 5.2 17 1.4 21,996,067 

計画・資料の作成等 4.0 13 15.2 238,838,328 

その他 40.2 131 27.3 429,180,959 

合 計 100.0 326 100.0 1,570,569,476 

前年度合計 316 1,346,259,454 

契約方法 
業種 
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４ 競争入札参加資格者数 

区 分 市内（件） 市外（件） 合計（件） 

工 事 51 4,286 4,337 

物 品 104 6,854 6,958 

合 計 155 11,140 11,295 

５ 物品購入実績   （100万円以上） 

品 名 規 格 数 量  金額 (円) 

公用車（軽自動車） 軽自動車（乗車定員４名）排気量 0.65ℓ ４台 4,660,760 

公用車（ワゴン） ワゴン車（乗車定員６名）排気量 1.99ℓ １台 2,061,930 

市民会館立体駐車場消

火器等 

粉末消火器 10型 18本、消火器格納箱 18個、移動式粉末

消火設備 18 台 
１式 2,592,000 

コンパクタ接続用脱着

式コンテナ 

蓋板脱着式密閉構造、長さ 3,600mm×幅 1,900mm×高さ

1,250mm、内容量８㎥ 
１台 4,374,000 

給食配膳用備品 

フライヤー（大）36台、フライヤー（小）36台、二重食

缶 24 個、ライスバット 13個、ライスバット保温箱 37箱、

食器かご４個、トレーかご 14 個 

１式 1,208,520 

会議用イス、ロビーチ

ェアー等 

会議用イス 50脚、チェアーポーター２台、ロビーチェア

ー16台 
１式 1,296,000 

ワイヤレスアンプ等 ワイヤレスアンプ 34台、ワイヤレスマイクロホン 34 本 １式 2,463,177 

消防ポンプ自動車 
消防ポンプ自動車（CD-I型 乗車定員６名） 

排気量 2.99ℓ  
２台 39,960,000 

消防団救助用工具 
チェーンソー４台、油圧式ジャッキ９台、折りたたみ式

担架４枚、背負式・救助資機材セット 18組 
１式 1,425,600 

ショベルローダー ミニホイールローダー（排気量 2.18ℓ ） １台 4,644,000 

サイクルシェア用キー

ボックス 
キーボックス（９台分収納） １台 2,937,600 

消防救急デジタル無線

受令機 
デジタル受令機 ９台 1,890,000 

携帯用コンクリート破

壊器具 
ストライカー 10 台 2,224,800 
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