
１  財産管理

 （１）  財産の増減

 ア  行政財産

 （ア）  建物 498.18 ㎡増

（単位：㎡）

増 減 増 減

旧扶桑会館 560.94 普通財産への用途変更

第一市営住宅 34.71 撤去

福生第三小学校 1,112.55 増築工事

自主防災倉庫 18.72 調査判明による

合  　　　　　 計 0.00 34.71 1,112.55 579.66

 （イ）  土地 70.40 ㎡減

（単位：㎡）

増 減

旧扶桑会館 853.99

熊川分水 23.02

第四市営住宅 760.57 調査判明による

合  　　　　　 計 783.59 853.99

　　イ　普通財産

 （ア）建  物 560.94 ㎡増

（単位：㎡）

増 減 増 減

旧扶桑会館 560.94 行政財産からの用途変更

合  　　　　　 計 0.00 0.00 560.94 0.00

 （イ）  土地 862.05 ㎡増

（単位：㎡）

増 減
旧扶桑会館 853.99
廃道敷 20.10 2.33
水路 13.31
熊川分水 23.02

合  　　　　　 計 887.40 25.35

区　　　　　分

面  積

備  考木  造 非 木 造

寄附、土地交換

区  分
地  積

備  考

※第四市営住宅の増減は、固定資産台帳棚卸調査の結果、実態との数値の調整を行ったもの

※自主防災倉庫の増減は、固定資産台帳棚卸調査の結果、実態との数値の調整を行ったもの

区  分
地  積

備  考

普通財産への用途変更

普通財産からの用途変更

行政財産への用途変更

行政財産からの用途変更

市道廃止、土地交換

管  財  係

面  積

備  考区　　　　　分 木  造 非 木 造
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 （２）　年度別財産の状況

区分

普通

木　造  (㎡） 非木造  (㎡） 非木造 (㎡）  （箇所） (㎡）

消火栓  ６２１

貯水槽  １７２

プール  　１７

横断歩道橋　  １

消火栓  ６２３

貯水槽  １６９

プール  　１７

横断歩道橋　  １

消火栓  ６２３

貯水槽  １６８

プール  　１６

横断歩道橋　  １

消火栓  ６２３

貯水槽  １６８

プール  　１６

横断歩道橋　  １

消火栓  ６２３

貯水槽  １６７

プール  　１６

横断歩道橋　  １

（３）　建物総合損害共済加入状況

保険加入台数　67台

合　計

694,793

392,370

101,490

無制限

無制限

区分

（４）　自動車総合損害共済加入状況

共済責任額（千円）

車 両 共 済

対 物 損 害 賠 償 共 済

対 人 損 害 賠 償 共 済

共済分担金（円）

共済対象金額（円）

291,600

1,353,737 6,975,358

266,574

1,193,900

5,781,458

0

共済対象金額（円）

委託件数 共済責任額（千円）

4,523,628

共済分担金（円）

2,449,759206

29 494,867.52 29,507.86 1,181.36 143,695.97 1,074.82

28 496,814.85 29,500.13 1,249.12 139,558.42 1,074.82

平成27 508,800.28 30,607.96 1,486.75 140,000.88 1,074.82

490.96

工作物 
土　　地

490.96

490.96

490.96

普　通  (㎡）

建　　物

行政

1,635.76

30 495,208.00 29,236.43 1,181.36 141,594.82 1,074.82

※　令和元年度より、下水道事業は公営企業会計に移行したため、下水道事業分は除く。

 年度 行　政  (㎡）

地上権

31.50令和元 495,137.60 30,098.48 1,146.65 142,127.71
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（５） 市民総合賠償補償保険加入状況（全国市長会）

　　　内訳  平成31年３月１日現在人口×分担金額＝保険金額

（６）自動販売機設置状況

　ア　自動販売機設置状況

土地貸付箇所数　29か所

土地等使用料　211,826円

　イ　自動販売機付加使用料

　ウ　市庁舎南側　急速充電器横自動販売機

土地使用料　6,757円

自動販売機付加使用料　113,258円

ほか匿名９件　冷蔵庫、高枝切鋏、刈払機、暗幕、和紙写真、書作品、ＣＤラジカセ、除菌剤、次亜塩素酸水 外

教育行政

一般行政

教育行政

テント

マスク

安全笛

青梅信用金庫
理事長　平岡　治房

一般行政

トヨタ西東京カローラ株式会社
代表取締役　舟橋　竹彦

一般行政

一般社団法人福生市医師会
会長　宮城　真理

吸入器、パルスオキシメーター、心電計、血圧
計、救急蘇生セット、酸素ボンベ、コピー機、冷
蔵庫

お散歩カー

　ア　保険金額 

 58,081名 × 17.30円 ＝1,004,801円

調定額（円） 収入額（円）

8,826,218 8,826,218現年度分

区分

一般行政

東京福生ロータリークラブ
会長　田村　勝彦

教育行政

特定非営利活動法人地域振興
支援センター

災害医療救護マット、不織布ガウン、不織布衛生
キャップ、不織布マスク、衛生グローブ、保温
シート

フライングディスク

２　寄  附 

日本マクドナルド株式会社
コミュニケーション＆ＣＲ本部ＣＳ
Ｒ部　高崎　明美

株式会社夢グループ
代表取締役　石田　重廣

寄  附  者

　匿名８件（10名）道路用地等　計94.09㎡

 （２）　物品

物品名

 （１）　土地

備  考
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一般行政

寄  附  者

株式会社　ジニアス 一般行政

永井　枡美 一般行政

青梅信用金庫理事長　平岡　治房 教育行政

現　金

東京福生ライオンズクラブ・東京福生
ライオネスクラブ

ほか匿名19件（18名）

※　敬称略

一般行政

福生社交飲食業組合
代表　板橋　榮子

一般行政

株式会社　アマナ

 （３）　現金

備　　考

有限会社　ブイフィールド 一般行政

小林　和人 一般行政
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令和元年
度

109 436 468 445 366 418 435 192 71 366 3,306

 （２）公共施設職員等駐車料収納状況 （使用許可期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日）

収納率（％）

 （４） 庁舎駐車場使用料

0

　　　  防火管理者　  奥富　清

　樹木診断委託 54,000

　丘の広場管理等委託 1,359,600

2,092,800

517,660

4,523,692

　自家発電機保守委託

　給水ポンプ等保守委託

195,600

　建築設備定期検査報告書作成委託

　エレベーター保守委託

426,492

898,700

275,000

561,132

　駐車場管制装置保守委託

平成29～令和元年度長期継続契約

令和元年度～令和３年度長期継続契約

418,000

5,824,800

8,389,108

３　庁舎管理

委　託　料（円）

511,500

　汚水槽清掃委託

　電気保安業務委託

　消防設備保守委託

　冷暖房空調設備保守委託

　電話交換機保守委託

委　　託　　件　　名

　清掃等委託

　機械警備委託

　電話交換業務委託

790,050

合計（台）

備　考

 （１） 庁舎管理委託

4,014,000 4,014,000

無料（台）

　警備委託

580,800

4,663,765

区分

現年度分

有料（台）

２０４
会議室

３０１
会議室

 ※駐車許可者 136人 

現年度分 1,860 101,171 103,031

 （１） もくせい会館会議室使用状況

 （３） 庁舎防火管理

調定額（円） 収入額（円）

100

 ※使用料 月額 1,000円～4,000円

区分 未収額（円）

地　下
会議室

委　託　料（円）

控室

４　もくせい会館管理

駐車料（円）

　清掃等委託 1,360,843

合  計

（平成31年４月１日～令和２年３月31日）

　建築設備定期検査報告書作成委託 128,700

　エレベーター保守委託 771,720

（単位：回）

３０２
会議室

配膳室

　消防設備保守委託

市　民
ｷﾞｬﾗﾘｰ

　機械警備委託 170,040

２０１
会議室

２０２
会議室

会議室名

　冷暖房空調設備保守委託

平成29～令和元年度長期継続契約

２０３
会議室

 （２） もくせい会館管理委託

委　　託　　件　　名 備　考

148,500

1,082,935
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