
 

 

 

令和 3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 

 

 

 

 

3 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物改修事業 第二みのり園 LED照明器具取替 1,000 千円 0 千円 R4 年度へ 

建物改修事業 第二みのり園施設内補修工事 17,000 千円 0 千円 R4 年度へ 

建物改修事業 第二みのり園屋上防水工事 - 6,000 千円 新規追加 

建物改修事業 平山友愛園建物改修工事 248,910 千円 250,800 千円 増額 

施設設備事業 みのりっ子 LEDへの交換 495 千円 495 千円  

施設設備事業 あいぎ荘大型洗濯機・乾燥機取替 3,000 千円 0 千円 R5 年度へ 

施設設備事業 キッズ指導訓練器具・遊具 1,000 千円 0 千円 取り止め 

施設設備事業 三和みのり園エアコン設置    - 1,408 千円 新規追加 

施設設備事業 GH 明心エアコン取替 1,300 千円 120 千円 減額 

施設設備事業 あいこう園エアコン取替・移設   - 1,727 千円 新規追加 

施設設備事業 GH 明心カーテン取替 200 千円 380 千円 増額 

建物改修事業 GH 明心落雷被害設備修理  - 2,840 千円 新規追加 

建物改修事業 GH 明心下水管修理  - 230 千円 新規追加 

施設設備事業 GH まどかエアコン取替 700 千円 180 千円 減額 

施設設備事業 のぞみ保育園空調機買い替え 1,200 千円 0 千円 取り止め 

施設設備事業 みのり園 LED照明器具取替 528 千円 1,100 千円 増額 

施設設備事業 みのり園大型洗濯機取替 2,000 千円 1,947 千円 減額 

施設設備事業 みのり園火災報知器取替  - 3,630 千円 新規追加 

施設設備事業 みのり園食器乾燥機(消毒保管庫)   - 399 千円 新規追加 

施設設備事業 三和みのり園大型冷蔵庫・乾燥機他 3,400 千円 0 千円 R4 年度へ 

施設設備事業 三和みのり園厨房機器   - 850 千円 新規追加 

施設設備事業 あいこう園テレビ等設備整備   - 541 千円 新規追加 

建物改修事業 GH まどか各所修繕整備工事 1,350 千円 0 千円 R4 年度へ 

施設設備事業 デイ三和荘電気設備・リハビリ機器 40 千円 0 千円 R4 年度へ 

建物改修事業 デイ三和荘施設整備改修工事 50,000 千円 0 千円 R4 年度へ 

施設設備事業 三和荘電気設備整備・機械設備工事 120,000 千円 3,000 千円 減額 

施設設備事業 三和荘介護ロボット・通信機器整備 600 千円 0 千円 取り止め 

建物改修事業 GH 友愛改修工事設計料 10,450 千円 10,450 千円  

建物改修事業 GH 友愛改修工事判定料金   - 186 千円 新規追加 

建物改修事業 GH 友愛改修工事前払金   - 120,450 千円 R4 年度より 

建物改修事業 キッズ施設整備・案内板設置 2,500 千円 0 千円 取り止め 



 

 

 

建物改修事業 GH 明心屋根修繕工事 3,000 千円 0 千円 R4 年度へ 

建物改修事業 GH 明心サッシ取替工事 150 千円 0 千円 R4 年度へ 

建物改修事業 長与保育園フロア改修他補修工事 4,302 千円 0 千円 取り止め 

建物改修事業 長与保育園屋上防水手摺等補修工事  - 1,559 千円 新規追加 

建物改修事業 道の尾保育園テラス張替工事 500 千円 521 千円 増額 

建物改修事業 道の尾保育園 1 歳児室暖房工事 2,597 千円 2,597 千円  

建物改修事業 道の尾保育園外構・雨漏り・棚工事    - 3,174 千円 新規追加 

車輌整備事業 3 事業所において車輌 3 台の購入 12,500 千円 10,276千円 減額 

施設環境整備 床ワックス・外壁洗浄 245 千円 228 千円 減額 

施設環境整備 道の尾保育園 園庭遊具塗替え 135 千円 141 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 1,400 千円 232 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 

425,461千円 

 


