
 

 

 

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 

 

31 年度 

（元年度） 

建物改修事業 みのり園耐震補強工事 18,500 千円 0 千円 R2 年度へ 

建物改修事業 みのり園食堂壁改装工事 1,500 千円 1,458 千円  

建物改修事業 みのり園厨房配管改修工事  1,500 千円     0 千円 R3 年度へ 

建物改修事業 風呂場の改修、ボイラー取替工事 10,000 千円 0 千円 変更中止 

建物改修事業 GH まどか非常階段改修   ― 3,000 千円 新規追加 

建物改修事業 友愛ホーム改修工事 7,680 千円 8,325 千円  

建物改修事業 みさき寮改修工事 20,400 千円 22,099 千円  

建物改修事業 エレベーター設置工事 120,000 千円 0 千円 R3 年度へ 

建物改修事業 みさき寮外壁改修工事 44,000 千円 0 千円 R3 年度へ 

建物改修事業 友愛ホーム外壁改修工事 12,000 千円 0 千円 R3 年度へ 

建物改修事業 友愛ホームセンサーライト取付   ― 528 千円 R2 年度より 

建物改修事業 長与保育園屋上改修工事 4,000 千円 3,839 千円  

建物改修事業 のぞみ保育園外壁塗装 1,200 千円 1,296 千円  

建物改修事業 太陽寮改築工事 次世代育成の推進 500,000 千円 678,459 千円  

施設設備事業 スチームコンベクション買い替え  ― 715 千円 新規追加 

施設設備事業 スプリンクラー制御盤取替  ― 352 千円 新規追加 

施設設備事業 みのりっ子照明器具取替 500 千円 0 千円 R4 年度へ 

施設設備事業 三和みのり大型洗濯機 2 台 3,200 千円 0 千円 R2 年度へ 

施設設備事業 三和みのり園大型乾燥機 1 台 1,600 千円 0 千円 R2 年度へ 

施設設備事業 三和みのり園大型冷蔵庫 1 台 1,500 千円 419 千円 減額 

施設設備事業 三和みのり園渡り廊下カーテン  ― 1475 千円 新規追加 

施設設備事業 第二みのり園大型換気扇の交換 1,000 千円 0 千円 取り止め 

施設設備事業 第二みのり園ボイラーの交換  ― 2,090 千円 新規追加 

施設設備事業 キッズコム指導訓練用器具・遊具 1,000 千円 0 千円 R2 年度へ 

施設設備事業 キッズコム案内板の設置 500 千円 0 千円 R2 年度へ 

施設設備事業 ディ三和荘 介護保険ソフト更新料 500 千円 0 千円 取り止め 

施設設備事業 三和荘大型乾燥機交換 900 千円 972 千円  

施設設備事業 三和荘リクライニングベッド交換 9,000 千円 8,478 千円  

施設設備事業 エレベーターインターホンの増設 1,000 千円 14 千円  

施設設備事業 長与保育園ノートパソコンの入替 500 千円 0 千円 取り止め 

施設設備事業 長与保育園園庭砂入替 3,000 千円 0 千円 取り止め 

施設設備事業 スチームコンベクション買い替え 1,500 千円 0 千円 リース契約 

施設設備事業 長与保育園日よけネット・滑り台  ― 1,759 千円 新規追加 

施設設備事業 道の尾ブランコ枠撤去・園庭整備 240 千円 233 千円  

施設設備事業 道の尾園庭遊具入れ倉庫 600 千円 0 千円 取り止め 

施設設備事業 道の尾インターホンの交換 300 千円 300 千円  



 

 

 

施設設備事業 道の尾保育園1階LED照明器具取替 500 千円 0 千円 R3 年度へ 

施設設備事業 道の尾非常灯の交換 400 千円 0 千円 R5 年度へ 

施設設備事業 道の尾 1 歳児保育室棚設置 300 千円 550 千円 増額 

施設設備事業 みのり園厨房空調設備取替 2,000 千円 0 千円 R2 年度へ 

施設設備事業 すばる棟食堂空調設備取替 4,000 千円 4,620 千円 増額 

施設設備事業 みのりっ子厨房空調設備取替  ― 3,960 千円 R5 年度より 

施設設備事業 GH まどかエアコン・ボイラ取替 3,000 千円 1,070 千円 減額 

施設設備事業 GH 明心エアコン取替 1,000 千円 800 千円 減額 

施設設備事業 三和荘居室エアコン取替 9,850 千円 9,850 千円  

車輌整備事業 5 事業所において車輌 5 台の購入 15,000 千円 10,205 千円 1 台減車 

施設環境整備 空調設備、機器設備のメンテナンス 1,500 千円 1,482 千円  

施設環境整備 床ワックス・外壁洗浄 400 千円 164 千円 減額 

職員研修事業 職員資質向上研修の委託、研修補助  1,760 千円  1,599 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 

807,430千円 実施額 770,111千円 

 


