
１　市長部局主管改修工事、委託及び修繕

請負金額（円） 内　　　　　　　　　　　　容

4,653,000 ポンプ取替　18台

4,455,000
コンクリート塀上部撤去　46.9ｍ
目隠しフェンス新設　46.9ｍ

小  計 9,108,000

82,512,400
（138,542,400）

福祉センター設備改良工事に伴う建築工事　一式

58,052,000
（97,362,000）

福祉センター設備改良工事に伴う電気設備工事　一式

329,600,000
（399,600,000）

空調設備改良　一式　給湯設備改良　一式
マイクロコージェネレーション発電機新設　４基

14,968,800
（21,627,000）

工事監理業務　一式

2,486,000 外気ダクト防音処理　291ｍ

2,354,000 全熱交換機防音処理　232ｍ

6,231,600
ふれあい広場床張替　140㎡
飛散防止フィルム設置　90㎡

2,700,000 ２階系統の室外機部品交換

その他工事４件 744,534

小  計 499,649,334

3,850,000 ＥＨＰ新設　４基

11,550,000

パーティション設置　３箇所
　福生駅東口・牛浜駅東口・東福生駅西口
区画線設置　２箇所
　福生駅西口・牛浜駅西口

3,697,076

小  計 19,097,076

25,086,000
(41,796,000)

透水性アスファルト舗装　574㎡
ゲート式駐車機器設備設置工事　一式
フェンス設置　87.2ｍ　植栽工事　一式

1,695,600
(1,695,600)

工事監理業務　一式

8,640,000 照明器具ＬＥＤ化　221灯

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。

庁舎排水ポンプ改良工事

旧すみれ保育園跡地コンクリート塀改良工事

［民生費］

福祉センター設備改良工事（建築）

福祉センター設備改良工事（電気設備）

福祉センター設備改良工事（機械設備）

福祉センター設備改良工事監理委託

福祉センター外気ダクト防音工事

福祉センター全熱交換機防音工事

子ども応援館内装改良工事

子ども応援館空調室外機交換工事

［衛生費］

保健センター空調機設置工事
（保健指導係事務室外）

福生駅東口外２箇所駅前喫煙所環境整備工事

その他工事５件

［土木費］

市営駐車場整備工事

市営駐車場整備工事監理委託

自転車駐車場照明改良工事

施設公園課 ―294―



38,772,000
福生駅西口　自動精算機新設　２基　電磁ロック　239台
東福生駅西口　電磁ロック設置　40台
牛浜駅東口　メッシュフェンス設置　104ｍ

2,008,800 工事監理業務　一式

1,075,700

77,278,100

24,710,000
（62,920,000）

基地局新設　１式　遠隔制御装置新設　２台
半固定局新設　５台

　  　　0
（2,748,900）

工事監理業務　一式

　  　　0
（23,705,000）

車載型　８台　携帯型　42台

1,404,000 空調機撤去新設　１基

26,114,000

合  計 631,246,510

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

3,133,080
ガス給湯器撤去新設　２台
ガスマルチ給湯器撤去新設　１台

50,753,340 管理棟改良工事に伴う建築工事　一式

13,200,000 管理棟改良工事に伴う電気設備工事　一式

31,693,860 管理棟改良工事に伴う機械設備工事　一式

3,850,000 工事監理業務　一式

191,510,000
人工芝敷設工　10,916㎡　全天候型走路整備工　855㎡
駐車場整備工　838㎡　多目的スペース整備工　478㎡

3,190,000 工事監理業務　一式

5,500,000 外構部砂入り人工芝敷設工　987㎡

8,140,000 ウレタン舗装補修工　803㎡　トップコート　1,755㎡

31,900,000 パッケージエアコン更新　室外機　13台　室内機　47台

104,500,000
変圧器交換　４基　蓄電池交換　１式
大ホール舞台照明用ボーダーケーブル交換　１式
主幹盤調光器盤改修　１式

11,880,000 工事監理業務　一式

12,204,000
エアハンドリング更新　５基　冷却水ポンプ更新　７台
冷却塔更新　２基　揚水ポンプ更新　１台

自転車駐車場施設改良工事

自転車駐車場改良工事監理委託

その他工事２件、委託２件

小  計

［消防費］

防災行政無線（移動系）施設改良工事

防災行政無線（移動系）施設改良工事監理委託

防災行政無線（移動系）施設改良工事に伴う備品購入

消防団詰所（第四分団）空調設備改良工事

小  計

件　　　　　　名

［教育費　社会教育費］　　　　　　請負金額欄の下段（　）内は、全体契約額である。

市営プールシャワー給湯器改良工事

市営競技場管理棟改良工事（建築）

市営競技場管理棟改良工事（電気設備）

市営競技場管理棟改良工事（機械設備）

市営競技場管理棟改良工事監理委託

市営競技場人工芝敷設工事

市営競技場人工芝敷設工事監理委託

市営競技場人工芝敷設工事（外構）

市営競技場テニスコート改修工事

市民会館舞台装置等改良工事（空調設備）

市民会館舞台装置等改良工事（電気設備）

市民会館舞台装置等改良工事監理委託

市民会館ホール系統空調設備改良工事
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20,130,000 大小ホール制御盤・操作盤改修　１式

9,570,000
制御盤・油圧ユニット改修　地震時管制運転装置設置
その他部品交換　１式

26,719,000

大ホール
　音響調整卓・プロセッサー・ワイヤレスマイク装置改修
小ホール
　プロセッサー・ワイヤレスマイク装置改修
　第五集会室　ワイヤレスマイク装置改修

12,650,000 整流器盤交換　１式

7,560,000
室外機撤去新設　１台　室内機撤去新設　６台
天井張替　102㎡

6,039,670

小  計 554,122,950

市長部局、教育委員会　合計 1,185,369,460

３　耐震診断の件数

年　度 件　数

平 成 29 年 度 ０

平 成 30 年 度 １

令 和 元 年 度 ０

市民会館大小ホール舞台機構改良工事

市民会館人荷用昇降機改良工事

市民会館大小ホール音響設備改良工事

市民会館整流器交換工事

さくら会館空調設備改良工事

その他工事７件、修繕４件、委託１件
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