
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） 35.1 77 22.7 40,865,068 

印 刷 （１件 10 万円以上） 29.7 65 15.1 27,241,527 

備 品 （１件 10 万円以上） 32.9 72 54.6 98,399,287 

修 繕 （１件 30 万円以上）     

そ の 他 （１件 10 万円以上） 2.3 5 7.6 13,721,360 

合     計 100.0 219 100.0 180,227,242 

      
前  年  度  合  計 217 168,698,958 

 

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 99,366,514 1 21,000,000 9 120,366,514 

  橋りょう  1 2,893,000   1 2,893,000 

  下水道施設  3 300,960,000 9 38,957,520 12 339,917,520 

  一般土木  10 133,351,900 9 12,510,800 19 145,862,700 

  建築  10 526,927,570 3 11,729,480 13 538,657,050 

  電気  8 191,467,000 10 18,329,400 18 209,796,400 

  給排水衛生  6 89,251,720 3 1,634,084 9 90,885,804 

  空調  7 346,532,750 11 12,392,640 18 358,925,390 

  運動場施設  3 195,970,400 1 8,140,000 4 204,110,400 

  電話・通信    2 64,336,250 3 28,180,940 5 92,517,190 

  その他  2 4,191,000 26 125,786,830 28 129,977,830 

  合  計  60 1,955,248,104 76 278,661,694 136 2,233,909,798 

         
 前年度合計  61 1,466,733,937 80 240,781,626 141 1,707,515,563 

 

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。） 4.0 15 2.4 53,067,400 

土木設計（測量等を含む。） 5.8 22 7.2 158,390,400 

建物清掃等 2.4 9 1.2 26,035,391 

設備保守 14.3 54 5.4 119,446,875 

警備・受付等 2.1 8 1.4 30,708,996 

道路・公園管理（除草・草刈等を含む。） 10.1 38 4.5 98,878,389 

廃棄物処理等 4.8 18 21.7 478,005,424 

検査業務（集団検診等を含む。） 5.6 21 2.2 48,394,138 

計画・資料の作成等 4.5 17 3.2 70,409,220 

運営業務（イベント等を含む。） 5.0 19 19.3 426,914,165 

その他 41.4 156 31.5 696,287,469 

合   計 100.0 377 100.0 2,206,537,867 
 

前年度合計 363 1,475,971,449 

 
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 4,742 4,791 

 物   品   94 7,444 7,538 

 合   計   143 12,186 12,329 
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業種 
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