
１　市長部局主管改修工事、委託及び修繕

請負金額（円） 内　　　　　　　　　　　　容

19,440,000 実施設計　一式

70,000,000
(445,932,000)

敷地面積　587.84㎡　建築面積　419.69㎡
延べ床面積　1,407.49㎡　ＲＣ造　地上３階、地下１階

18,790,000
(46,980,000)

もくせい会館建設工事に伴う電気設備工事　一式

17,280,000
(43,200,000)

もくせい会館建設工事に伴う空調設備工事　一式

9,120,000
(22,820,400)

もくせい会館建設工事に伴う給排水衛生設備工事　一式

2,268,000
(15,012,000)

工事監理業務　一式

1,387,800 七夕用放送設備移設　一式

20,828,880

建物解体（702㎡）　一式
外構　フェンス、資材置場等撤去処分　一式
整地工事（1855㎡）　一式
トイレ、外灯、看板撤去処分　一式
樹木伐採・抜根等　一式

7,120,000
（17,808,120）

舗装工事　291.4㎡　自転車ラック設置　257台
フェンス設置　28.7ｍ　照明設置　３基

1,360,800 フェンス設置　33.8ｍ

1,342,116

小  計 168,937,596

1,180,440 流し台撤去新設　１台

2,152,872

小  計 3,333,312

302,400

小  計 302,400

3,780,000 実施設計　一式

15,142,248
外壁塗装　534㎡
外壁塗装に伴うサイン取替等その他　一式
天井張替　37㎡

1,053,000

その他修繕１件

［土木費］

第二市営住宅Ａ棟ＥＶ設置及びＡＢ棟外壁改良工事
設計委託

市道第1259号線及びプチギャラリー外壁改良工事
（市道第1259号線分）

その他委託３件

東福生駅自転車駐車場フェンス設置工事

その他工事３件、委託１件

［民生費］

さくらクラブ育成室増設工事（給排水衛生設備）

その他工事３件、委託１件

［衛生費］

もくせい会館建設工事（空調設備）

もくせい会館建設工事（給排水衛生設備）

もくせい会館建設工事監理委託

もくせい会館建設工事に伴う
七夕放送業務用機器移設工事

自由広場詰所解体工事

東福生駅自転車駐車場設置工事

建　築　グ　ル　ー　プ

件　　　　　　　　　　　名

［総務費］　　　　　　請負金額欄の下段（　）内は、全体契約額である。

もくせい会館建設工事実施設計委託

もくせい会館建設工事（建築）

もくせい会館建設工事（電気設備）
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19,975,248

7,020,000
外壁塗装　383.0㎡
屋上防水　96.4㎡

42,120,000 実施設計　一式

249,180,000
(1,334,664,000)

敷地面積　9,807.58㎡　建築面積　3,847.82㎡
延べ床面積　4,835.42㎡

40,710,000
(407,160,000)

防災食育センター整備に伴う電気設備工事　一式

46,110,000
(461,160,000)

防災食育センター整備に伴う空調設備工事　一式

　　　　　0
(439,560,000)

防災食育センター整備に伴う給排水衛生設備工事　一式

　　　　　0
(345,600,000)

防災食育センター整備に伴う厨房設備工事　一式

2,850,000
(24,503,364)

工事監理業務　一式

1,242,000 キンラン移植工　一式

2,862,000 歩道切下げ　２箇所　金網柵設置　30ｍ

1,803,600

小  計 393,897,600

合  計 586,446,156

防災食育センター整備工事（給排水衛生設備）

防災食育センター整備工事（厨房設備）

防災食育センター整備工事監理委託

防災食育センター整備に伴う自然環境保全工事

防災食育センター堀向通り歩道切下等工事

その他修繕１件、委託２件

［消防費］　　　　　　請負金額欄の下段（　）内は、全体契約額である。

消防団第四分団車庫改良工事

防災食育センター整備工事実施設計委託

防災食育センター整備工事（建築）

防災食育センター整備工事（電気設備）

防災食育センター整備工事（空調設備）

小  計
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２　教育委員会主管改修工事、委託及び修繕

請負金額（円） 内　　　　　　　　　　　　容

70,694,640

天井改修　　　　　 　一小619㎡、六小523㎡
飛散防止フィルム貼 　一小180㎡、六小7.6㎡
ガラス入れ替え 　　　一小12.8㎡、六小131.5㎡
既存ダクト保温・振止取付　一式
バスケットゴール耐震化　等

22,680,000
ＬＥＤ高天井用器具2000形（直付型）新設
　一小　30台、六小　30台

2,916,000 工事監理業務　一式

88,340,760

天井改修　　　　　　七小614㎡、一中862㎡
ガラス取替え　　　　七小128㎡
飛散防止フィルム貼　一中119㎡
既存ダクト保温、振止取付　一式
バスケットゴール耐震化　等

24,818,400
LED高天井用器具2000形（直付型）新設
　七小　30台、 一中　30台

3,402,000 工事監理業務　一式

7,560,000 実施設計　一式（四小、五小、二中、三中）

20,466,000
天然芝舗装工事　566㎡
グランド不陸整正工事　5,395㎡　　給水工事　一式

4,320,000 実施設計　一式（一小、二小、五小）

18,870,000
(47,196,000)

小荷物昇降機撤去・新設、配膳室内装改良　一式
（一小、二小、五小）

　　　　　　　0
　　 (1,755,000)

工事監理業務　一式

1,944,000 実施設計　一式（三小、四小、六小、七小）

1,614,600 タイル改修　85㎡

4,914,000
珪藻土ろ過装置（全自動・ろ過能力48ｍ3/h）１台
既設撤去　一式

小中学校校舎外壁等調査委託 5,508,000 外壁調査　一式（五小、六小、七小、三中）

1,026,000 実施設計　一式

2,959,200 実施設計　一式（一中、三中）

24,840,000
(77,544,000)

昇降機設置　２基、内装工事　一式　（一中、三中）

1,890,000
(5,508,000)

給食用設備整備に伴う電気設備工事　一式
（一中、三中）

　　　　0
(2,354,400)

工事監理業務　一式

福生第二中学校給食用設備整備工事 38,826,000
昇降機設置　１基
内装工事　一式　　設備工事　一式

福生第二中学校給食用設備整備工事監理委託 1,274,400 工事監理業務　一式

55,069,200
便所改良　189㎡（東側便所４か所　西側便所２か所）
渡り廊下段差改良工事一式
給水直結化に伴う内装工事及び仮設工事一式

福生第一中学校外１箇所給食用設備整備工事（建築）

福生第一中学校外１箇所給食用設備整備工事
（電気設備）

福生第一中学校外１箇所給食用設備整備工事監理委託

福生第三中学校便所改良及び給水施設改良工事
（建築）

福生第一小学校外２箇所給食用設備改良工事監理委託

福生第三小学校外３箇所給食用設備改良工事設計委託

福生第二小学校新校舎二階便所壁タイル改修工事

福生第三小学校プール循環装置改良工事

福生第一中学校プール改良工事設計委託

福生第一中学校外１箇所給食用設備整備工事設計委託

福生第七小学校外１箇所体育館非構造部材
落下防止対策工事(電気設備)

福生第七小学校外１箇所体育館非構造部材
落下防止対策工事監理委託

福生第四小学校外３箇所体育館非構造部材
落下防止対策工事設計委託

福生第五小学校校庭改良工事

福生第一小学校外２箇所給食用設備改良工事設計委託

福生第一小学校外２箇所給食用設備改良工事

件　　　　　　名

［教育費　小学校費中学校費］　　　　　　請負金額欄の下段（　）内は、全体契約額である。

福生第一小学校外１箇所体育館非構造部材
落下防止対策工事(建築)

福生第一小学校外１箇所体育館非構造部材
落下防止対策工事(電気設備)

福生第一小学校外１箇所体育館非構造部材
落下防止対策工事監理委託

福生第七小学校外１箇所体育館非構造部材
落下防止対策工事(建築)
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8,024,400 便所改良及び給水直結化に伴う電気設備工事一式

44,474,400 便所改良及び給水直結化に伴う給排水衛生設備工事一式

2,548,800 工事監理業務　一式

6,283,440
屋上防水　890.6㎡　　ドレン改修　16箇所
ヘリサイン　一式

7,128,000
屋上防水　810.4㎡　　ドレン改修　11箇所
ヘリサイン　一式

6,738,120 屋上防水　1,117㎡

1,801,440

小  計 480,931,800

1,080,000 実施設計　一式

14,040,000
自動火災報知設備複合盤　１面　副受信機　１面
非常放送用アンプ　１台
火災感知器、非常ベル、表示灯、発信機　一式

4,212,000
屋上防水　390.6㎡　　ドレン改修　　６箇所
脱気筒改修　　８箇所

13,836,960
外壁塗装工事　855㎡
外壁塗装に伴うサイン取替等その他　一式

21,158,280
空調機器撤去新設　室外機２台　室内機15台
上記に伴う建築工事　一式

1,296,000 工事監理業務　一式

3,456,000 実施設計　一式

28,871,640
古民家改良　349.29㎡　東蔵改良　57.58㎡
西蔵改良　58.09㎡

5,313,600 古民家改良に伴う電気設備工事　一式

9,720,000 古民家改良に伴う空調設備工事　一式

1,543,320 工事監理業務　一式

5,919,480

小  計 110,447,280

合　計 591,379,080

３　耐震診断の件数

年　度 件　数

平 成 25 年 度 ３

平 成 26 年 度 １

平 成 27 年 度 ３

古民家改良工事設計委託

古民家改良工事（建築）

古民家改良工事（電気設備）

古民家改良工事（空調設備）

古民家改良工事監理委託

その他工事３件、委託３件、修繕６件

市民会館自動火災報知設備等更新工事設計委託

市民会館自動火災報知設備等更新工事

白梅会館屋上等防水改良工事

市道第1259号線及びプチギャラリー外壁改良工事
（プチギャラリー分）

プチギャラリー空調設備改良工事

プチギャラリー空調設備改良工事監理委託

福生第三中学校便所改良及び給水施設改良工事
監理委託

福生第一小学校体育館屋上防水改良工事

福生第六小学校体育館屋上防水改良工事

福生第一中学校体育館屋上防水改良工事

その他委託４件

［教育費社会教育費］

福生第三中学校便所改良及び給水施設改良工事
（電気設備）

福生第三中学校便所改良及び給水施設改良工事
（給排水衛生設備）
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