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自動計事 自動計耳 自動計耳 自動計算 ｜自動計草 自動計算

分 野 品 目 ①目標値 ②総間違量 ③特定問達物品等 ④特定間違物品等 ⑤目標達成事 判断の基準より高い水準を満足する物品等を調達した滑合 判断の基準を満足しない物品等を調達した場合 ⑫備考

の間違量 の調達率 ＝④／① ⑥調達量 ⑦具体的仕線 ⑧調達量 ⑨具体的仕様の主な伊l ⑪主な理由

＝③／② ｛一部＝③／①｝ ③の肉数 環境への毘慮の肉容 ⑩環境への配慮の肉容

紙 類 (7）コピー用紙 100也 12471 kg 1.2471 kg too百 100、 0 kg 0回

フォーム用紙 100唱 0 kg 0 kg 首 首 0 kg 0 kg 

インヲジェットカラープリン哲一周塗工紙 100耳 0 kg 0 kg 
．‘ 

首 0 kg 0 kg 

塗エされていない印刷用紙 100也 。匂 。匂 目 屯 日l<t 0 kg 

塗エされている印刷用紙 100首 0 kg 0 kg 
ー‘

、 o kc 0 kg 

トイレットペーパー 100.唱 1168 kg !168 kg 100冒 100首 0 kg 0 kg 

ティッシュペーパー 1日0% 2.5 kg 25 kg 100 % 100首 0 kg 0 kg 

文 具 頬 (83) シャープペンシル 100唱 10本 10本 100 % 100首 。本 。本

シャープペンシル普芯 100叫 日個 13個 100 % 100百 。個 。国

ボールペン 100唱 130本 85本 65 % 65首 10本 再生PC100崎 45本 消えるボールペン 極催・性能上の必要性

マーキンゲベン 100 % 1676本 時57本 99 % 99，首 1197本 再生PP96崎以上 19本 マーカーベン 樹脂・性能上の必要性

鉛筆 100唱 。本 。本 百 、 。本 。本

ス1tンプ台 100耳 。個 。個 首 、 日個 。値

朱肉 100首 12個 12個 1閃冒 100首 。個 。個

印章セット 100 % 21個 17個 81也 81 % 。個 4個 ス1tンブ、浸透印 樋能・性能よの必要性

印箱 100首 1個 1個 1関首 100首 。個 。個

公印 100唱 。個 。個

ー‘
屯 。個 。値

ゴム印 100也 8個 。個 。也 。首 日個 8個 議選印 画館・性能上の必要性

回転ゴム印 100唱 1個 1個 100冒 too首 日値 。個

定規 100弛 47個 12個 26 % 26 % 日個 35値 直定規NA-4530 適合品が見当たらなかった

トレー 100首 。個 日個 首 首 日個 。個

消しゴム 100胃 45個 45個 100 % 100百 。個 。個

ステープラー｛汎用型） 100首 Z個 Z個 100冒 100首 。個 。個

ステープラー（汎用型以外） 100首 1個 1個 100唱 100首 。包 。個

ステープラー針リムーパー 100首 。個 。個 冒 唱 on 。個

連射式ヲリップ｛本体｝ 100也 。！個 。個 首 国 。個 。個

事務用修正具｛テープ｝ too唱 7個 7個 u畑、 i仰 首 。個 。個

事務用修E具〔液状｝ 100岨 。個 。個 唱 首 。個 。個

。ラフトテープ 100 % 15個 。個 。首 。首 。個 15個 養生テープ 樋脇・性能上の必要性

粘着手ープ（布粘着） 100晦 147個 74個 50冒 50首 。個 73個 布粘着手ープ 低価格であるため

両面粘着紙テープ 100首 10留 10個 10日置 100岨 日個 。個

製本テープ too首 10個 10恒 100唱 100司 。個 。個

ブッウス聖ンド 100首 。個 。個 胃 % 。個 。個

ペンスヲンド 100首 3包 3個 100唱 1卵 白 。個 。個

ヴリップケース 100首 。個 。個 首 時 。個 。個

はさみ 100事 10信 10個 100唱 100冒 。個 。個

マグネットC::li) 100 % 20個 20個 100唱 100唱 日個 。個

マグネット｛パー） 100唱 472個 472個 100唱 100首 。個 。個

テープカッ世ー 100冒 8個 自個 100胃 100首 。個 。個

パンチ（手動｝ 100唱 20個 20個 100胃 100首 6個 10日明再生ABS樹脂 。個

モルトケース（紙め〈り用スポンジケース） 100首 。個 。個 首 百 。個 。個

紙め〈りヴリーム 100百 。個 。個 官 司色 。個 。個

鉛筆削｛手動） 100唱 。個 日個 % 

“ 
。個 。個

OA'J リーナー（ウエット書イプ｝ too唱 5個 5個 100首 ？” 首 。個 。個

OA？リーナー｛藩1tイプ） 100首 。個 日個 % 首 。個 。個

ダストブロワー 100.首 。個 口個
ー‘

% 。個 。個

レ1tーケース 100唱 。個 。個

’‘ 

首 。個 日個

メディアケース 100首 咽個 40個 100首 100唱 。個 。個

マウスパッド 100 % 15個 13個 87 % 81 ¥ 。伺 2個 マウスパッド 樋院・性能上の必要性
、ー

OAフィJl,1'ー（枠あり） 100 % 。個 日個

’‘ 

首 。個 on 
丸刃式紙韓断機 100首 2台 E台 l!)ll首 I（附句 。台 。台

カッ1tーナイフ 100 % 30個 30個 IC如‘ 1叩 % 。個 。個

カツテインタマット 100也 ロ個 。個
1‘ “ 

ロ個 。個

デスヲマット 100首 17個 2個 L2、 12, 。個 15個 1?川製（II慣｝マット 適合品が見当たらなかった

OHPフィルム 100 % 日個 日個 司島

“ 
。個 。個

絵筆 100国 。値 。個
．‘ “ 

。個 自個

絵の具 100 % 日個 。個

ー‘ ’h 
。個 。個

墨汁 100恒 。個 。個 首 首 。個 。個
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分 野 晶 目 ① 目標値 ②総鯛違量 ③ 特定観遺物品等 ④特定間違物品等 ⑤目標達庇率 判断の基準より高い水準を満足する物品等を間違した場合 判断の基準を満足しない物品等を調達した場合 ⑫ 備考

の調達量 の翻達率 ＝④／① ⑥翻達量 ⑦具体的仕棟 ⑧聞達量 ⑨具体的仕様の主な例 ⑪ 主な理由

＝③／② （一部＝③／①） ③の内数 環境への配慮の内容 ⑩ 環境への配慮の内容

のりf酒伎）（補完用を含む。｝ 100首 。個 。個 % 百 。個 08  

のり｛灘粉のり）｛補充用を含む．） 100目 。個 。個
’‘ 

也 。個
0・

のり（固形）｛補充用を含む．） 100描 16個 16個 100冒 100岨 。値 。圃

のり｛テープ｝ 100司 40個 崎 i置 100唱 100首 25個 再生樹脂100軸 。個

コァイ，レ 100唱 。冊 。冊
’‘ 

首 。冊 。冊

パインダー 100耳 。冊 。冊
’‘ 

屯 。冊 日冊

ファイリング用品 100冒 961個 ,836個 81冒 a，冒 。個 ！宜5個 補充用中．拘k値書本JJ,fー 低価格のため 適合晶が見当たらなかった

アルバム｛台紙を含む。） 100 % 日個 司 自 百 % ロ個 目個

つづりひも 100也 420個 ョω個 下1唱 71唱 。個 l,~O 信 カラーのつづりひも 適合晶が見当たらなかった

カ－i:ケース 100 % 。個 。個 % 、 日個 。個

事務用封筒（紙製｝ 100冒 相0枚 400枚 100‘ E師、 。枚 。枚

窓付き封筒〔紙製｝ 100首 4初O枚 。枚 。冒 。唱 。枚 ”。b枚 窓付き封筒｛テープ付き 古紙パルプ配合思の高い4適合晶が昆当たらなかった

けい紙・起案用紙 100岨 10個 10個 100ー 100首 。個 。個

ノート 100胃 7冊 5冊 71『 71冒 。冊 2冊 85ノート 古紙パルプ配合事の高い 低価格なため

パンチラベル 100事 。個 。個
’‘ 

首 。個 。個

:IIッヲラベ｝レ 100冒 1042個 800個 77 % 77耳 。個 242個 ラベルシ『ル 吉崎パルプ風合率の高い 楓鱒・性能よの必要性

インデッウス 100首 4906個 4880個 99唱 99唱 。個 26個 見出しラベル 古島パルプ肥含寧の冨い同 担能・性健上の必要性

付筆紙 100冒 3827個 3812伺 100幅 100協 3812個 古紙パルプ100崎 15個 強粘着の付襲紙 古緑パルプ混合皐の高い4 週合晶が見当たらなかった

付襲フィルム 100首 241個 241個 100首 100冒 。個 。個

黒板拭き 100唱 。恒 日個
’‘ 

、 。個 。個

ホワイトボード用イレーザー 100冒 自信 日個 首 宅 。個 。個

額縁 100首 。個 日個

“ ‘ 
。個 日個

ごみ箱 100 % 4個 4伺 100 % 100‘ 。個 。個

リサイウルポッウス 100 % 。個 。個 % 『h 自信 。個

缶・ポトJI,つぶし機｛手動） 100首 。個 。個 唱 、 。個 。個

名札｛机上用） 100唱 。個 町個 ．‘ ’h 。個 。個

名札｛衣服取付型・首下げ型） 100首 12391個 12,141個 Bil冒 世自 喝 8660個 再生PET樹脂100% a5o個 名札（首下げ型｝ 再生pp、再生PET使用

鍵かIす（フッイ？を含む．） 100唱 。個 。個 ー‘
首 。個 。個

チョ－'.l 100首 。本 日本
ー‘

百 。本 。本

グラウンド用白線 100唱 0 kg 日同 % 、 0 kg 0 kg 

椙包周バンド 100首 。個 。個 ' 
、 。個 。個

オフィ ス家 具等 （10)いす 100首 194脚 同3脚 自由首 99首 。脚 1脚 丸いす 低価格なため

机 100冒 83台 83台 100首 100首 。台 。台

欄 100 % 35連 36重 100唱 100 % 。連 。連

収納用什器（棚以外｝ 100冒 21台 1書台 90唱 90首 。台 2台 ワゴン 慢脆・性能上の必要性

ローパーティション 100唱 5台 事台 IC悶‘ 100軸 。台 。台

コートハンガー 100冒 1台 1台 1閃 冒 100首 。台 。台

傘立て 100唱 。台 。台 首

“ 
。台 。台

掲示板 100首 。個 。個 首 首 。個 。個

黒板 100也 日個 口個 首

“ 
。個 。個

ホワイトボード 100首 3個 3個 100幅 100胃 。個 品個

画像機器等（10) 購入
100唱一 6日－台台 。目台台 100冒 100岨

。台 。台

コピー機等合酔 リース・レン:IIル（新規｝ 日台 。台

一リース・レン:Illレ（継続｝

------
日台 。台 ------------ 。台

購入 －－－－－戸’F 日台 。台 -------------
。台 。台

一コ コピー機 日f ---- 。台 。台

円三L ---- 。台 。台

ピ ンヲル｛継続｝ --- 。台 。台 ------- 。台

機等
購入 ---- 。台

。e台台 」ごここ --- 日台 。台

複合機 リース・レン書ル｛新規｝ 』戸－－－－－ 百台 ---- 。台 。台

リース・レン世ル（継続｝ ---- 。台 。台

------ ------ ------
。台

購入 ----- 。台 口合 』戸－－－－ ---- 。台 。台

拡ピー張機性デジ:IIルコ リース・レン:IIル（新規） --- 。台 。台 ------- 。台 日台

リース・レンf旬以継続）

------
。台 日台

------ ------
~戸戸r 。台

購入
100略 。8台台

。。8台台台
100 l陥 100協

。台 日台

プリン聖等合計 リース・レニ，:1111,（新規） 。台 。台

リース・レン:Iiiレ（継続） 二＝＝戸 一一 。台 ー三三：：：＝－－ー 一戸戸戸r

------
。台

プ
購入 』－－－ 。台 。台 -------- 自台 日台リ

:., プリン:II リース・レン:IIル〔新規）

----------
8。台台 トー・ーーー－－

S台 』－－ --- 。台 。台

:II 
リ鴎ー入ス・レン:¥1/1,（継続） ー戸戸－－ 。台 ---』－－－－ --- 。台

等

------
。台 。台 ~戸－ －－戸F ロ台 。台

プリン:II纏合機 リース・レン:IIル（新規） 』－－－－ 。台 。台 －－－－－戸F --- 骨台
日。 台台

リース・レン:IIJI,（継続｝ 」戸－－－－ 。台 。台 ---- －－－戸F ---
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分 野 晶 目 ①目栂値 ②総踊逮量 ③特定鋼連物品等 ⑨特定間違物品等 ⑤目欄達成率 判断の基準より高い水準を満足する物晶等を調達した場合 判断の基準を満足しない物品等を調達した場合 ⑫備考

の細逮量 の鯛達率 ＝④／① ⑥鋼連量 ⑦具体的仕様 ⑧調達量 ⑨具体的仕織の主な例 ⑪主な理由

＝③／② 〈一部＝③／①｝ ③の肉敏 環境への砲虚の肉容 ⑩環境への配慮の肉容

購入
100首

。台

日。。 台台台
冒 首

。台 日台

ファウシミリ 日三1ア規｝
。台

同E・E・－ーーーー 。台
。台

｛継続｝

------
。台 」－－

------ ------
。台

購入
100 % ドーー ーーーーーーーーー。ー9・ー台台ー・F 。。 台台 首 可h

日台 。台

スキャナ リース・レン聖J』（新規）
ー．

日台 。台

リース・レン＇ル｛継続） 二：：：：：＝＝－ー 。台 。台 ------』－－ 。台

購リー入ス・レンf旬以新規｝
100首

。台 。台
唱 首

。台 。台

プロジェヲ9 。台 。台 白台 。台
ー

リース・レン＇ル｛継続） --- 。台 。台

------ ------ --- 。台

トナーカートリッジ 100.首 164個 144個 88官 88首 。個 20個 トナーカートリッジ 特定樋種トナーのため

インヲカートリッジ 100冒 95個 95個 100胃 100 % 。個 。個

電子計算機等（4) E耳入
100も

1台
:-台台 100 'II 

100ー
。台

ー
。台

電子計算彼合計 リース・レン，，レ【新規｝ 。台 。台 。台

リース・レン＇ル（継続｝ －－－－戸F 。台 。台 ---』－－

------
。台

鴎入 4戸戸戸F 。台 。台 ------- 。台 。台

サーバ型 リース・レン＇ル（新規） －－戸－－－ 。台 。台 一’－－－ --- 。台 。台

一リース・レン9｝』〔継続） 』戸戸－ 。台 ロ台 一，－－－ 』－－
電 -- 。台

子機計算
ヴン〔デラ｝スイヲアトンットプ型パソコ

購入 ----- 。1台台
1台 ーーー－ ----- 。台 。台

リース・レン9Jし（新規） 』戸－－－ 。台 ------ 。台 。台

リース・レン＇ル（継続） --- 。台 。台 -------- ------
日台

賜入

------
。台 。台 ---」－－ 。台

一一ー
日台

ウ｛ノラーイトアパンソトコ型ン｝ リース・レンヲル｛新規） ~戸戸戸

。。。 台台台

。台 －戸戸F －戸－ 。台
-

。台

リース・レン9/L..（継続） -----
一ー

。台 ----- ----- ----- 日台

ヲ機【そラ）のイア他ンのト電型子計算
賜入

------
。台

------
~戸戸「 日台

一
。台

リース・レン91レ（新規｝ --- 。台 。台 ----- －－戸－ 0.色 日台

リース・レンヲル（継続｝ 2 戸戸－ 。台 。台

------ ------ ------
。台t

購入
100 % 

2台

ー 。：ト台台台ー－

100冒 E回 覧
。台

一
日台

磁気ディスヲ装置 リース・レン世ル（新規）
。。台台

。台 。台

リース・レン世ル（継続｝

------ ------
－戸戸r -- 。台

燭入
100 % 10日台台

10台
i即官 すω唱

口台 日台

ディスプレイ リース・レン世ル｛新規｝ 。台 。台 。台

リース・レン＇ル（継続） －戸，r 。台 日台

------ ------ 。台

配録用メディア 100首 140偏 140個 IC崎、 100首 。個 。個

オフィス機器等（5) 矯入
100弘

。台
。。 台台

‘ 
% 

。台 。台

シュレッダー リース・レン世ル（新規） 。台 。台 。台

リース・レン＇ル（継続）

------
。台 。台 -----

』－戸「 --- 。台

感入
100ー ー 。。 台台 。。 台台

ー ー

。台 。台

デジ＇ル印刷横 リース・レン，，レ〔新規｝ 。台 。台

リース・レン＇ル（継続｝

------
。台 。台 一戸－－－ 三一＿；：：；－ー 』－－ 。台

働時計
100ー 7個

0・ 0" 。% 。個 7個 電盟主壁働時計 後能・性能ょの必要性

電子式車よ齢算機 100首 3儒 3個 100.% 100 'II 3個 。個

一次戸電扇池又五は百小形ち充災電害式備電蓄池用E百萄'i'i:たもの 100首
194個 186個 目e' 98首 。個 B個 単4電池 傷能・性能上の必要性

。値 。個 明 可島 。個 。個

移動電話等（3) 蟻入
100首

。台
0。p台－台－－－ 目 喧

。台
一

。台

携帯電話 リース・L,.ン＇ル｛新規｝ 。台 。台 。台

リース・レン9ル｛継続｝ －－戸戸F 。台 。台

------
二戸戸戸F 一戸－－－ 。台

鴎入
100也

18台
1。・台台

100ー 10011 
。台 』 。台

PHS リース・レシ＇ル｛新規） 。台 。台 。台

リース・レン，，レ（継続｝ 」－－ 。台 。台 _:::==-- ー戸J 戸，p 』－－ 。台

鶴入
100首

。台
。。 台台 唱 首 f-

。台 。台

スマートフォン リース・レン＇ル（新規｝ 。台 日台 。台

リース・レン書ル｛継続｝ －－－－戸F 日台 。台 二二ラ7 －－－－－戸F

------
。台

ー

家電製品（6)
電庫気冷蔵庫・冷;t庫・冷漉冷蔵

購入
100国

1台 。台
。官 。、

。台 1台 冷厳庫 鎗能・性能上の必要性

リース・レン＇ル（新規｝
。。 台台

。台 。台 』． 。台

リース・レン世ル（継続） ---- 。台 ---- 二二二~一一 ー，p，戸－ 。台

膚入
100冒

Z台
Z。台台 100首 100‘ B台 日台

子レビジョン受信織 リース・レン9JL..（新規）
ト一一ーーーーー・ー『ー 。台

。台 日台

リース・レン聖ル｛継続｝ －戸，，F 。台 。台 ---- --- --- 。台

間一1リー入ス・レン聖ル（新－規）
100埠

11台
1 。1台台 阿国自首 100 ¥ 

。台 。台

電気便座 日台 。台 。台

リース・レン膏ル（継続） ー－－ 。台 。台 －戸－ --- ー””F 。台

賦入
100‘ 23台 23台

100、
100‘ 。台 。台

電子レンジ リース・レン脅ル｛新規｝
。。台台

。台 。台 日台
リース・レンヲル｛継続｝ ---- 。台 一－－

二：：：：：：：＝－ー --- 。台

ー－ 3-



分 野 品 目 ①目標値 ②総調達量 ③特定調達物品等④特定関連物晶等⑤目標達成率 判断の基準より高い水準を満足する物晶等を調達した場合 判断の基準を満足しない物品等を調達した場合 ⑫備考

の聞達畳 の調達率 ＝④／① ＠簡違量 ⑦具体的仕様 ⑧間違量 ⑨具体的仕様の主な例 ⑪主な理由

＝③／② （一部＝③／①｝ ③の肉数 環境への配慮の肉容 ⑩環境への毘慮の肉容

購入 0台 0台 白台 日台

エアコンディショナ一等（3）エアコンディショナー リース・レン'JIレ（新規） 100＂首 0台 日台 明 暗 。台 。台

リース・ I.,ン'JI~ （継続） ----- E台 日台 ，－－－ --- ----- O台

暗入 O台 O台 白台 。台
100百 首 唱

ガスヒートポンプ式冷暖房機 リース・レン告ル（新規） O台 日台 。台 。台

リース・レン4旬以継続） ---- 。台 O台 ----- －－－” --- O台

購入 100首 0台 O台 首 唱 目台 ーー 。上台

ストーブ 目二三・レン初レ（新規） 日台 日台 日台 。台

同二瓦－~訂扇） ---- 日台 0台 ---- --- --- O台

温 水器等（4) 購入 100也 。台 日台 耳 目 白台 。台

ヒートポンプ式電気給岩器 リース・レンヲル（新規｝ O台 0台 。台 。台

リース・レン'JI~ （継続｝ --- 日台 。台 ---- --- --- 0台

購入 1伺百 日台 。台 首 唱 。台 。台

ガス温水機器 リース・レン'Jル｛新規｝ 0台 。台 。台 U台

リース・レンヲル（継続「 － ＿；：：：：：：：＝ー 一 一 日台 0台 ---- - - - --- O歯

購入〆 100恒 一 日台 。台 首 唱 。台 。台

石油温水機器 リース・レンf旬以新規｝ O台 O台 目台 。台

リース・レン仙t継続｝ ---- O台 0台 ----- で：：：：：：＝－一一 0台

購入 0台 O台 。台 。台
100百 官 官

ガス銅型機器 リース・レン'Jル（新規｝ O台 0台 自台 。台

リース・レン'JI~ （継続｝ ---- O台 0台 ---- --- ----- O台
照 明 (5) 施段用 D台 O台 。台 。台’

蛍光灯照明器具 家庭用 100唱 ー 。』台ーー一 ー 。』台－ 胃 唱 。台 。台

卓よズ'Jンド用 O台 O台 O台 O台

LED照明器具 100冒 288台 279台 別 協 仰司 日台 9台 LED照明器具 慢艇・性簡上の必要性 設置場所の静状

LEDを光菰とした肉照式表示灯 100 % O台 0台 唱 明 日台 。台一

蛍光ランプ 高周放点灯専用形（Hf) 100 % O本 O本 % % O本 － 0本

ラ白ド且，ート形又Iま且，－’形 0本 0本 0本 0本

電球形LEロランプ 。。 O個 O個 O個 08  
電球形吠のランプ 上毘以外の電略形状ランプ 1 唱 0個 0個 崎 明 0個 O個

自動車等（5) 購入 O首 』ーーー 口台 O』台一 首 唱 --- O台． 間違予定がない

一般公用車合計 リース・レン告刷新規｝ 一 寸 itr-0王 --- O台

リース・レンヲル［酬｝ ---- O台 O台 ---- ----- ----- O台

購入 --- O台 O台 首 －－－ --- ----
一 電気自動車 リース・レン/JIレ（新規｝ : ==== o台 。台 --- 』－ ----

リース・レン'Jiレ（継続｝ 日台 。台 ----- - - - --- 4 戸戸－

購入 －－” 0台 。台 首 －－－ --- ----天然ガス自動車 リース・レン書ル｛新規） r 戸－－ O台 O台 --- --- ----

般 リース・レン'Jiレ（継続） ---- O台 O台 －－－－ --- - - - ----

鴫入 ---- o台 。台 首 －－－ - - - ----
ハイヲリッド自動車リース・レン/JI~〔新規） ---- O台 日台 ---- --- ----

リース・レンヲル（継続） ---- O台 O台 ---- --- －－イ ----

賭入 ---- O台 O台 首 －－－’ --- ----
プリツラドゲ自4動ン車ハイブ リース・レンヲル（新規） ---- O台 0台 』 ---- - - - i--::::ここ

リース・レン'JIレ（値観） ----- O台 O台 ---- －－－戸 －－－・’ ----

鴎入 ---- O台 O台 首 －－－ --- ----

燃料電池自動車 リース・レン世ル（新規） ---- O台 0台 ----- ----- ----

リース・レンヲル｛継続｝ ---- D台 。台 ----- ---- ---- ----

用 購入 ---- O台 0台 事 ---- ----- －－・－

水素自動車 リース・レン世ル（新規） ---- 口台 。台 - - - - - - ----

リース・レン膏ル｛継続｝ ---- O台 O台 ---- - - - ---- ----
ウ
1車自0リ動人｝ー車以ン下（デ乗のィ車ー乗定ゼ用員ル 購入 --- O台 O台 首 －－－戸 ---- r 戸－－

車 リース Eレン'JIレ（新規） ---- O台 O台 』－－－－ --- 」－－

リース・レン9ル｛継続｝ ----- O台 。台 ----- ---- - - - 」－－－

購入 ----- O台 日台 」－－－ 』 － O台
ガ乗ソ用リ車ン｛、上L記Pガをス除自〈 リース・レン'Jiレ（新規1 0台 O台 ・% - - - －－戸F ’ O台

動車） リース・レン'JIレ（継続） 、J 戸J O台 O台 --- --- --- O台

-4ー



分 野 晶 目 ①目標値 ②総調達量 ③特定間違物晶等 ④特定銅達物品等 ⑤目標達成率 判断の基準より高い水準を満足する物晶等を聞達した場合 判断の基準を満足しない物晶等在調達した場合 ⑫備考

の間違量 の調達率 ＝④／① ⑥調達量 ⑦具体的仕様 ⑧間違量 ⑨具体的仕様の主な例 ⑪主な理由

＝③／② （一部＝③／①｝ ③の肉数 環境への毘慮の内容 ⑩環境への毘慮の肉容

購入
0% 

。台 日台
首 百 ----- 。台 飼遥予定がない

一般公用車以外合計 リース・レン'.Illレ（新規｝ 。台 。台 ----- 日台

リース・レン膏ル｛継続｝

-----
D台 。台 ------------ 。台

購入 ---- 。台
。。 台台 首 ----- ----- ------電気自動車 町リ一ースス・レン者ル｛新規｝ 」－－ 。台 」－－－－ ----- ----・レン'.IIル（継続｝ 。台 。台 -------- ----- 」－－

購入 -----
。台

。。台台
% ----- ----- － － ’  

天然ガス自動車 リース・レン告ル（新規） 』戸－－－ 日台 ---」－－－ ----リース・レン'.$1）レ【継続） 」－ － 。台 。台 --------- ---- ----般 購入 ----- 。台 。台 幅~ ----- -----ハイブリッド自動車
リース・レンンヲ'.$1）ルレ；継新規続） －－－－’ 。台 。台 」♂－’ -」－－

リース・レ ） ----- 。台 。台 －－’  －－’  -----
プリッラドグ自イ動ン車ハイブ 一購リー入ス・レンヲル（新一規｝ 片手ム 1--・E・－－ E・E・－。。・E・台台－－－ －－－ 。。 台台

’f ------

」－－ 」－－

」－－ ----- ------公 リース・レンヲル（継続｝ --- 。台 。台 ------------ 」戸－－－

購入 ---- 。台 。台

唱 ---- ---- ---燃料電池自動車 リース・レン'.IIル（新規｝

------
。台 日台

------ ----- ---リース・レン'.IIル［継続）

-----
日台 日台 ------』－－－－ －－戸戸F

輯入 －－－－－’ 。台 。台
% =---- ----- ---用 水素自動車 リース・レン'.IIル［新規） －－－’ 。台 。台 -------- ------リース・レン＇.$！／レ（継続｝ --- 。台 。台 －－－－－』r --- 」－戸F

ヲ車1自0リ動人｝ー車以ン下（デ乗のィ車ー乗定ゼ用員ル
購入 一戸－－－

一
。台 。台 百 一戸－ --- ---リース・レンヲル｛新規｝ －－－－－戸「 。台

日。台台 ------
－－－－－』「 ----リース・レン'.Illむ（継続） --- 。台 ---- －－－’ －－－－ナ’ ----車

ガ乗動ソ用車リ車｝ン｛、上L記Pガをス除自〈

薦入 。台 日台
首 省 ---- 。台 間違予定がない

リース・レン'.!IM新規）
。腎

。台 。台

-----
。台

リース・レン＇.$！／レ（継続） -----
。台 。台 -----------

日台

購入
。首

。台 。台
百 首 --- 。台 調達予定がない

小量3型.5パt以ス下（車）両総重 リース・レン者ル（新規｝ 。台
。。 台台 --- 日台

以 リース・レン'.Illレ（継続） －戸－－－ 。台 -------－－・F 口台

物中貨量物3車量5車貨、t以軽物｛車下量車問の貨｝総軽物重貨車‘

購入
。首

。台
。。台台 “ 百 ----

。台 鶴違予定がない

リース・レン'.Iii~ （新規） 。台 ---- 。台

リース・レンf旬以継続） 一戸－－－ 。台 。台 ------------ 日台

重量ス量3、一5車t超般｛車1パ．両路ス総線重パ

購入
0% 

。台 。台
目 官 一戸－－－ 。台 調達予定がない

外 リース・レン＇.$！／』（新規） 。台 。台 ---- 。台

---- 日台 日台 」t 戸－－－ 4 戸－” --- 一－
。台リース・レン'.IIル（継続）

量等重量3、5ト車tラ超~車＼両トラ総ッ重ヲ
購入 。台 。台

’h 
首 --- 白台 鋼連予定がない

リース・レン＇.$！／レ（新規｝
。噛

。台 也、台 ---- 。台

リース・レン事ル（継続） --- 。台 。台 －－－－戸r ------ 。台

ETC対応車載器 。個 。信 。個
“ 

1臨 －－－－戸F －－戸－ 調達予定がない

カーナピゲーシヨンシステム 。個 。個 。個
“ 

唱 －－－’ － － ’  調達予定がない

乗用車用空イヤ 100百 。本 。本 首 百 。本 o.怠
2サイヲルエンジンi由 1目0% o ir 0 ii “ 

首 o iz o 1, 

3肖 火 器 (1）消火器 100唱 19本 19本 100、 I QO • 也 。本 日本

制服・作業服等（4)制限 100首 。着 。着 首‘
1‘ 。着 。着

作業服 100首 。着 日着 車 百 。着 。着

帽子 100首 。点 日点 首 首 。点 ＼ー 。点

靴 100噛 。足 日足 首 首 。足 。足

インテリア寝袋寝具｛11)
カーテン 100冒 。枚 日枚 9陥 首 。枚 。枚

布製ブラインド 100也 。枚 。枚
’品

首 。枚 日枚

金属製ブラインド 100也 。点 。点 百 首 。点 。点

'.IIフテッドカーペット 100唱 Om 。m 百 百 。m Om 
事イルカーペット 100 % Om Om 事 目 Om Om 
織じゅうたん 100司 。『rl Om 首 官 Om Om 
ニー約レパンチカーペット 100 % Om Om 首 首 O.m Om 

購入
100首

。枚 。枚
唱 喝

。枚 。枚

毛布（災害備蓄用を含む｝ リース・レンう旬以新規） 。枚
目。 枚枚

。枚 。枚

リース・レン4旬以継続｝ ---- 。枚 J コラ7 ー

------- ---- 。枚

購入
100百 。。 枚枚

。枚
百 首 ー一一一

B枚 日枚

ふとん リース・レン'.IIル（新規） 骨故 。枚 B枚

リース・レン聖ル［継続） --- 。枚 。枚 ---- ~戸－ －－戸－ 口敏

一－5-



分 野 晶 目 ①目標値 ②総調達量 ③特定聞達物品等 ④特定館建物晶等 ⑤目標達成率 判断の基準より高い水準を満足する物品等在銅達した場合 判断の基準を満足しない物品等を銅遣した場合 ⑫備考

の調達量 の間違車 ＝④／① ⑥間違量 ⑦具体的仕様 ⑧調達量 ⑨具体的仕様の主な例 ⑪主な理由

＝③／② （一部＝③／①｝ ③の肉数 環境への毘慮の肉容 ⑩環境への毘慮の肉容

暗入
100略

。台 日台
首 首

。台 。台

ベッドフレーム リース・レンf旬以新規） 。台 。台 。台 。台

リース・レン世ル｛継続） ----- 。台 。台 －－－－’ ----- －－－－’ 。台

婿＂＇ 100胃 一 三｜士 吉 。耳 目首
自個 1個 マットレス 適合品がなかった

マットレス リース・レン9ル｛新規）
0・ ロ個

リース・レン世ル｛継続｝ ----- ----- ---- 」－－－’ 。個

作業手控（1)作業手袋｛災害備蓄用を含む｝ 100胃 E阻 。組 首

ー

。組 。組

その他繊維製品（7) 購入
100 % 

日台 。台
首 唱 一 一。O台台

日台

集（災会害用備テ蓄ン用ドを含む）
一一一

リース・レン~）レ（新規） 。台 。台 。台

リース・レン~ル（継続） ----- 。台 。台 －－戸－ －－戸－ －－－－’ 。台

情入
10日胃 u・ー－・E・－ 。日’－枚枚－』 。。 枚枚 唱 首

。枚 日枚

ブ（災ル害ー備シ蓄ー用トを含む） リース・レン~）レ｛新規｝ 自枚 。枚
一

リース・レン~ル（継続｝ －－－－’ 。枚 。枚 -------- －－－－’ 。枚

防聖書ネット 100唱 。枚 。蝕 也 首 e枚 。枚

旗 100首 。枚 。枚 首 首 。枚 。枚

のぽり 100晦 。枚 。枚 喝 首 。枚 日枚

幕 100唱 。枚 。枚 首 首 。枚 。枚

購入
100 % 

。点 。点
1陥 % 

。点
一

。点

モッブ リース・レン；ル｛新規｝ 日点 。点 。点
。目点点

リース・レン世ル｛継続）

-----
日点 。点

----- -----設 備 (7）太陽先発電システム 0 kw 0 kw 0 kw 首 首 O kw 日kw 間違予定がない

太陽熱利用システム ロ肘 0 rrl 0 rrl 百 胃 0 ni' 0 ni' 間違予定がない

燃科電池 0 kw 0 kw 0 kw 百 首

－－－－’F 

－”F 調達予定がない

エネルギー菅理システム 。件 。件 。件

ー

首 日件 。『Tl 翻達予定がない

食堂事業者が駿置 。台 。台 ----- ---- 間違予定がない
ーー－ー － 

機生ゴミ処理 購入 日台 。台
。。 台台

ー 唱 で ラ＝－
」－－－

自ら設置 リース・レンヲル（新規｝
」

。。 台台
』－－

リース・レンf旬以継続｝ 二三：：：：：：：＝ー 一 、
。台 ---- 』－－ ---- 』－－

節水機畢 100略
0・ 。個 百 百 。個 日個

日射聞竪フィルム 100喝 0 r刊 0 n! 首 百 0 n! 日計

災害備蓄用品（16)ベットポトル飲料水 100唱 掴‘本 S64本 100胃 100 % 日本 日本

（既存品目以外の11品目） アルファ化米 100司 790個 790個 100岨 100幅 。個 日個

保存パン 100也 。個 日個 唱
’‘ 

。個 日個

舵パン 100 % 。個 。個 唱 9臨 。個 。個

缶詰 100略 。個 。個 首 也 。個 日個

レトルト食品等 100唱 。個 。個 百 % 。信 日個

栄養餌整食品 100唱 。個 日個 首 協 。個 。個

フリーズドライ食品 100首 。個 。個 国
’‘ 

。個 。個

非常用傍帯燃料 100唱 。個 。信 目 首 。個 日個

携帯発電機 100也 。個 。個 百
’‘ 

日個 日個

非常用袋帯電源 100耳 。個 oa 百
’‘ 

。個 。個

公共工事（69)別途

役 務 (18) 省エネルギー診断 。件 。枠 。件 首 首 ---- －－－－’ 間違予定がない

印刷 100 % 137件 137件 1日D，’・ 1閃 唱 白件 。件

食堂
生ゴミ処理機霞置

。件 「一一一一日。件干 。。 件件 百 悔 ------
－－戸－ 調達予定がない

処理委託 ---- ---- 関連予定がない

自動車専用予イヤ更生 ！更リグ生ル；ーイヤプ｛リトレッド） 。件 一 。。 件件 。。件件 首
首 ----- ---- 間違予定がない

----- ----- 間違予定がない

自動車整備 。件 百 首 ---- 日件

恒互換を伴う整備〔リユースリピルド部品）
100胃 。件

日件 』－－ －－－戸「 ---- ----判断基準を要件として求めて発達したもの 。件 ---- ----- －－戸F 』－－－

｜エンジン洗浄 。件 -------- 2 ♂戸戸F

庁舎管理 100首 。件 日件

ー

首 。件 。件

植観管理 100首 。件 。件

ー

首 。件 。件． 清掃 100胃 。件 。件 冒 首 。件 。件

機密文書処理 100冒 。件 。件 百 首 。件 。件

害虫防除 100 % 。件 。件 首 % 。件 。件

輸毘送 100耳 。件 。件 首 'I', 。件 。件

旗客輸送 。時 。件 。件 軸 百 。件 。件 間違予定がない

蛍先灯機能提供業務 。件 。件 。件 百 事 。件 。件 間違予定がない

庁舎等において営業を行う小売業務 。件 。件 。件

ー

百 。件 。件 関連予定がない

ウリーニング 100唱 。件 。件 首 官 骨株 。件

缶・ポトル飲料自動販売機 日台 。台 。台 。台

飲料自動販売機段置 紙容器飲料自動販売機 10日冒
。日台台 hーーーー ーーー。。ー台台’ー

百 也 。台 。歯

カップ式飲科自動販売機 。台 。台

引越輸送 。% 。件 。件 % 唱 。件 。件 聞達予定がない

会腫運営 100 % 。件 。件 首
’‘ 

。件 。件

一－6-


