
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） 34.6 84 42.1 96,446,275 

印 刷 （１件 10万円以上） 27.6 67 12.6 28,937,987 

備 品 （１件 10万円以上） 35.4 86 36.3 83,274,177 

修 繕 （１件 30万円以上） 0.8 2 0.6 1,482,840 

そ の 他 （１件 10万円以上） 1.6 4 8.4 19,227,867 

合   計 100.0 243 100.0 229,369,146 

前  年  度  合  計 220 266,104,871 

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 8 194,788,800 4 16,248,800 12 211,037,600 

橋りょう 

下水道施設 8 185,526,720 3 14,718,400 11 200,245,120 

一般土木 8 69,317,532 6 4,519,800 14 73,837,332 

建築 9 2,184,012,720 6 3,746,196 15 2,187,758,916 

電気 10 527,418,000 7 5,188,320 17 532,606,320 

給排水衛生 4 509,420,782 8 7,866,720 12 517,287,502 

空調 4 530,798,400 5 3,186,000 9 533,984,400 

運動場施設 3 23,689,800 3 2,797,200 6 26,487,000 

電話・通信 3 3,700,080 3 3,700,080 

その他 16 452,988,288 26 46,324,872 42 499,313,160 

合  計 70 4,677,961,042 71 108,296,388 141 4,786,257,430 

前年度合計 57 899,095,464 61 123,094,328 118 1,022,189,792 

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。） 8.2 28 8.3 114,006,204 

土木設計（測量等を含む。） 5.3 18 4.6 63,548,280 

建物清掃等 2.0 7 1.0 14,117,976 

設備保守 13.7 47 4.7 65,098,576 

警備・受付等 4.7 16 1.3 17,589,268 

道路・公園管理（除草・草刈等を含む。） 9.0 31 6.3 87,134,920 

廃棄物処理等 5.8 20 33.4 460,670,762 

検査業務（集団検診等を含む。） 5.5 19 1.7 24,285,534 

計画・資料の作成等 4.1 14 7.9 108,590,760 

その他 41.7 143 30.8 424,812,696 

合 計 100.0 343 100.0 1,379,854,976 

前年度合計 326 1,570,569,476 

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 49 4,419 4,468 

物 品 107 7,051 7,158 

合 計 156 11,470 11,626 

５ 物品購入実績   （100万円以上） 

品 名 規 格 数 量  金額 (円) 

福東トモダチ公園備蓄

倉庫固定ラック等 

固定ラック 52台、ベースプレート 98個、トップブレー

ス 30 本 
１式 4,838,875 

乳幼児身長体重計等 身長体重計１台、専用ウォーマー１台 １式 1,134,000 

公用車（軽自動車） 軽自動車（乗車定員４名）排気量 0.65ℓ ２台 2,047,960 

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 4,428,000 

折りたたみテント 折りたたみテント 33 張 1,795,186 

自動通話録音機 自動通話録音機 500台 2,972,160 

福生第四小学校緞帳 引割緞帳２枚、かすみ幕２枚、中幕２枚、後幕２枚外 １式 1,140,480 

避難所用備品 
バルーン投光機 16 台、カセットガスボンベ式発電機 16

台 
１式 7,729,344 

消防救急デジタル無線

受令機 
デジタル受令機５台、携帯型デジタル受令機 12台 １式 2,894,400 
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