
 

 

 

前年度事業計画 実施状況 

 

実施時期 事業名 事業概要 事業費 実施額 備 考 

 

2 年度 

 

施設設備事業 みのり園空調機改修 6,490 千円 6,490 千円  

施設設備事業 GH まどかエアコン取替 900 千円 400 千円 減額 

施設設備事業 GH 明心エアコン取替 400 千円     0 千円 R3 年度へ 

施設設備事業 みのり園非常用照明取替 198 千円 363 千円 増額 

施設設備事業 みのり園食器洗浄機取替 572 千円 572 千円  

施設設備事業 みのり園給湯器取替 ― 286 千円 新規追加 

施設設備事業 みのり園換気扇・照明器具交換   ― 561 千円 新規追加 

施設設備事業 三和大型洗濯機 2 台 3,200 千円 0 千円 取り止め 

施設設備事業 三和大型乾燥機 1 台 1,600 千円 0 千円 R3 年度へ 

施設設備事業 三和大型冷蔵庫 1 台 1,000 千円 559 千円 減額 

施設設備事業 食器洗浄機 1 台 1,300 千円 1,240 千円 減額 

施設設備事業 居室ベッド 2 台 800 千円 0 千円 R3 年度へ 

施設設備事業 三和 LED改修工事 800 千円 0 千円 取り止め 

施設設備事業 GH まどか非常灯 LED取替 500 千円 80 千円 減額 

施設設備事業 明心防炎カーテン取替 400 千円 0 千円 R3 年度へ 

施設設備事業 あいこう園畳入れ替え 400 千円 417 千円 増額 

施設設備事業 あいこう園エアコン取替   ― 2,914 千円 新規追加 

施設設備事業 あいこう園ネット環境・機器整備   ― 507 千円 新規追加 

施設設備事業 あいぎ荘 LED改修工事 3,000 千円 0 千円 取り止め 

施設設備事業 指導訓練用器具・遊具 1,000 千円 0 千円 R3 年度へ 

施設設備事業 案内板の設置 500 千円 0 千円 R3 年度へ 

施設設備事業 道の尾園庭大型遊具 2,200 千円 2,200 千円  

施設設備事業 道の尾園庭衝撃吸収人工芝 1,430 千円 1,430 千円  

建物改修事業 みのり園耐震補強工事 17,073 千円 17,073 千円  

建物改修事業 みのりっ子居室床・トイレ改修工事 23,100 千円 23,100 千円  

建物改修事業 三和みのり園トイレブース取替 9,900 千円 9,900 千円  

建物改修事業 三和みのり園男子棟 2 階扉取替 2,000 千円 1,760 千円 減額 

建物改修事業 三和みのり園センター屋根改修工事  ― 7,970 千円 新規追加 

建物改修事業 GH まどか防火扉改修 390 千円 390 千円  

建物改修事業 GH まどか廊下手すり整備・補修 300 千円 0 千円 R3 年度へ 

建物改修事業 GH 明心耐壁工事 16,600 千円 16,390 千円 減額 

建物改修事業 第二みのり園床張り替え 8,000 千円 0 千円 取り止め 

建物改修事業 第二みのり園風呂改修 9,000 千円 0 千円 取り止め 

建物改修事業 第二みのり園 LED照明取替工事 1,000 千円 990 千円 減額 



 

 

 

建物改修事業 平山友愛園建物改修工事 187,160 千円 0 千円 R3 年度へ 

建物改修事業 GH 友愛外壁改修工事設計料 1,756 千円 0 千円 取り止め 

建物改修事業 デイ三和荘施設整備改修工事 16,000 千円 0 千円 取り止め 

建物改修事業 三和荘施設整備改修工事 50,000 千円 0 千円 R3 年度へ 

建物改修事業 三和荘非常用発電機入替工事 ― 4,400 千円 新規追加 

建物改修事業 三和荘通信機器・環境整備工事 ― 224 千円 新規追加 

建物改修事業 長与保育園旧館改修工事 30,000 千円 34,509 千円 増額 

建物改修事業 長与保育園電気設備等改修工事 8,500 千円 9,377 千円 増額 

建物改修事業 長与保育園電話、電源他工事 800 千円 656 千円 減額 

建物改修事業 長与保育園建具・フロア改修工事 700 千円 0 千円 R3 年度へ 

建物改修事業 道の尾保育園屋上防水改修工事 2,200 千円 1,686 千円 減額 

建物改修事業 道の尾保育園 2 階トイレ改修工事 13,860 千円 18,782 千円 増額 

建物改修事業 道の尾 LED照明取替工事 ― 4,400 千円 新規追加 

車輌整備事業 2 事業所において車輌 2 台の購入 8,500 千円 0 千円 取り止め 

施設環境整備 あいこう園カーテンクリーニング 300 千円 60 千円 減額 

施設環境整備 あいこう園生垣剪定等環境整備 ― 274 千円 新規追加 

施設環境整備 空調設備、床ワックスメンテナンス 1,500 千円 0 千円 取り止め 

施設環境整備 めぐみ床ワックスメンテナンス 200 千円  205 千円 増額 

職員研修事業 職員資質向上研修の委託、研修補助 1,600 千円 1,330 千円 減額 

生活困窮者事業 生活困窮者の訓練、支援 100 千円 0 千円 取り止め 

     

437,229千円 実施額 171,495千円 

 


