
１　市長部局主管改修工事、委託及び修繕

請負金額（円） 内　　　　　　　　　　　　容

171,260,000
(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

         0
(46,980,000)

もくせい会館建設工事に伴う電気設備工事　一式

         0
(43,200,000)

もくせい会館建設工事に伴う空調設備工事　一式

         0
(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

9,737,000
(15,012,000)

工事監理業務　一式

        0
(1,193,400)

工事監理業務　一式

3,210,000
(8,046,000)

鉄骨造通路新設　７㎡

 4,490,000
(11,232,000)

歩道橋補修工事　一式　歩道橋塗装工事　一式

 10,688,120
（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

 9,640,000
(24,105,600)

建物解体（鉄骨造）1,365㎡
杭引抜　31本　外構撤去　一式　整地工事　一式

1,198,800 扉設置　１箇所　タラップ設置　１箇所

3,452,587

小  計 213,676,507

1,296,000 電動バトン撤去新設　一式

2,681,640
壁紙撤去新設　110.18㎡　照明器具撤去新設　29台
アルミ製建具新設　１箇所

2,268,000 設備劣化診断　一式

1,031,400

小  計 7,277,040

16,200

小  計 16,200

95,300,712
Ａ棟ＥＶ棟増築　46.96㎡　エレベーター　１基
外壁改良　Ａ棟　2,632㎡　Ｂ棟　2,614㎡

8,640,000 Ａ棟エレベーター設置に伴う電気設備工事　一式

8,310,600
Ａ棟エレベーター設置に伴う給排水衛生設備工事　一式
直結給水化　一式

その他修繕１件

［土木費］

第二市営住宅Ａ棟エレベーター設置及び
ＡＢ棟外壁改良工事（建築）

第二市営住宅Ａ棟エレベーター設置及び
ＡＢ棟外壁改良工事（電気設備）

第二市営住宅Ａ棟エレベーター設置及び
ＡＢ棟外壁改良工事（給排水衛生設備）

［民生費］

武蔵野台児童館バトン修繕

子ども応援館改修工事

福祉センター設備劣化診断調査委託

その他修繕２件

［衛生費］

市役所前歩道橋改良工事（新設通路）

市役所前歩道橋改良工事（塗装）

東福生駅自転車駐車場設置工事

市営駐車場解体工事

第１棟１階通路壁面修繕

その他工事４件、委託１件、修繕２件

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（建築）

もくせい会館建設工事（電気設備）

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

市役所前歩道橋改良工事監理委託

施設課



3,694,680 工事監理業務　一式

5,016,600
柱脚改良　69箇所　耐火塗装撤去新設　73.9㎡
塗装工　416.9㎡

2,592,000
外壁補修工　一式　階段設置　一箇所
サイクルポート側壁設置　一式

1,155,600 実施設計　一式

1,460,160
舗装改修　128㎡　歩道切り下げ　3.2ｍ
縁石撤去新設　4.2ｍ

126,170,352

684,680,000
(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㎡

203,580,000
(407,160,000)

防災食育センター整備に伴う電気設備工事　一式

230,580,000
(461,160,000)

防災食育センター整備に伴う空調設備工事　一式

263,730,000
(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

217,230,000
(345,600,000)

防災食育センター整備に伴う厨房設備工事　一式

13,800,000
(24,503,364)

工事監理業務　一式

        0
(1,728,000)

境界標設置　31箇所

1,134,000 現状土ＣＢＲ試験　５箇所

小  計 1,614,734,000

合  計 1,961,874,099

防災食育センター整備に伴う境界標設置委託

防災食育センター整備に伴う地盤調査
（ＣＢＲ試験）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）

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

第二市営住宅外階段等塗装工事（３・４号棟）

第三市営住宅外壁補修工事

福生駅ペデストリアンデッキ改良工事設計委託

市道武蔵野台３号線歩道改良工事

小  計

［消防費］　　　　　　請負金額欄の下段（　）内は、全体契約額である。

第二市営住宅Ａ棟エレベーター設置及び
ＡＢ棟外壁改良工事監理委託

施設課



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

131,258,880

天井改修　　　　　 　四小　801㎡、二中　1,402㎡
飛散防止フィルム貼 　四小　77.9㎡、二中　193㎡
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

17,064,000
ＬＥＤ高天井用器具2000形（直付型）新設
　四小　24台、二中　39台

4,212,000 工事監理業務　一式

143,023,320

天井改修　　　　　　五小　815㎡、三中　840.3㎡
飛散防止フィルム貼　五小　55.4㎡、三中　121㎡
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

16,524,000
LED高天井用器具2000形（直付型）新設　五小　24台
　　　〃　　　 2500形（直付型）新設　三中　25台

4,536,000 工事監理業務　一式

20,833,200 吹付アスベスト除去　826㎡

1,836,000 実施設計　一式

2,203,200 溶液熱交換器出口配管交換　一式

28,326,000
(47,196,000)

小荷物昇降機撤去・新設、配膳室内装改良　一式
（１小、２小、５小）

1,755,000
(1,755,000)

工事監理業務　一式

12,390,000
（30,996,000）

小荷物昇降機撤去・新設、配膳室内装改良　一式
（３小、７小）

　　　　0
（1,641,600）

工事監理業務　一式

12,760,000
（31,901,040）

小荷物昇降機撤去・新設、配膳室内装改良　一式
（４小、６小）

　　　　0
（1,684,800）

工事監理業務　一式

3,240,000 実施設計　一式

1,836,000 凝縮器・吸収器詰まり除去及び洗浄　一式

1,296,000 実施設計　一式

15,584,400
プール本体塗装　479㎡　プールサイド塗装　170㎡
循環装置還流ダクト改修　一式

52,704,000
(77,544,000)

昇降機設置　２基、内装工事　一式　（１中、３中）

4,783,320
(6,673,320)

設備改良　一式　（１中、３中）

2,354,400
(2,354,400)

工事監理業務　一式

21,600,000
１中配膳室（31.9㎡）整備　一式
３中配膳室（25.0㎡）整備　一式

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

福生第一中学校外１箇所配膳室整備工事

福生第四小学校外１箇所給食用設備改良工事監理委託

学校給食センター解体除却工事設計委託

福生第二中学校校舎冷温水発生機冷却水詰まり除去工事

福生第一中学校校庭改良工事設計委託

福生第一中学校プール改良工事

福生第一中学校外１箇所給食用設備整備工事（建築）

福生第一小学校講堂冷温水発生機補修工事

福生第一小学校外２箇所給食用設備改良工事

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１箇所給食用設備改良工事

福生第三小学校外１箇所給食用設備改良工事監理委託

福生第四小学校外１箇所給食用設備改良工事

福生第四小学校外１箇所体育館非構造部材
落下防止対策工事監理委託

福生第五小学校外１箇所体育館非構造部材
落下防止対策工事(建築)

福生第五小学校外１箇所体育館非構造部材
落下防止対策工事(電気設備)

福生第五小学校外１箇所体育館非構造部材
落下防止対策工事監理委託

福生第三中学校体育館天井アスベスト除去工事

福生第二小学校体育館非構造部材
落下防止対策工事設計委託

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。

福生第四小学校外１箇所体育館非構造部材
落下防止対策工事(建築)

福生第四小学校外１箇所体育館非構造部材
落下防止対策工事(電気設備)

施設課



1,252,800 工事監理業務　一式

11,890,800
外構工事　69㎡　設備架台撤去新設　一式
建具取替　２箇所

8,258,328

小  計 521,521,648

9,072,000 実施設計　一式

1,566,000 冷温水発生機部品交換　一式

1,620,000 和式便器撤去、洋式便器新設　３箇所

7,678,800 アスベスト除去　193㎡

1,490,400 自動ドア修繕　２箇所

2,646,000 非常業務用放送架撤去新設　一式

4,199,040

小  計 28,272,240

合　計 549,793,888

３　耐震診断の件数

年　度 件　数

平 成 26 年 度 １

平 成 27 年 度 ３

平 成 28 年 度 ２

その他工事３件、委託１件、修繕３件

福生第二中学校配膳室整備工事

その他工事９件、委託７件

［教育費社会教育費］

新扶桑会館整備工事設計委託

松林会館冷暖房空調設備修繕

中央体育館便所改良工事

中央体育館機械室等アスベスト除去工事

福生地域体育館自動ドア修繕

福生地域体育館非常放送設備改良工事

福生第一中学校外１箇所配膳室整備工事監理委託

施設課
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