
教育総務課

１　主な整備事業

 （１） 小学校

件　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　容

21,512,022

内訳 　

工事請負費 20,466,000

監理委託料 670,680

備品購入費 334,800 ・クレイ舗装　5,395㎡、芝生化　566㎡、　

事務費等 40,542 　　　排水工事一式、遊具撤去新設等

・自走式芝刈機２台　手動式芝刈機４台、ホールカッター２

156,261,558

　

第一小学校

内訳 ・工事請負費　　　　　　　　46,857,960円

工事請負費 148,615,720 ・監理委託料　　　　　　　　 1,477,440円

監理委託料 4,582,440

設計委託料 2,990,520 第六小学校

事務費等 72,878 ・工事請負費　　　　　　　　46,516,680円

・監理委託料　　　　　　　　 1,438,560円

第七小学校

・工事請負費　　　　　　　　55,241,080円

・監理委託料　　　　　　　　 1,666,440円

・実施設計　　第四小学校　　 1,518,480円

　　　　　　　第五小学校　 　1,472,040円

　　　　　　　

13,411,440

　

内訳

工事請負費 13,411,440 第一小学校（屋上防水890.6㎡、ドレン改修16か所　）

・工事請負費　　　　　　6,283,440円

第六小学校（屋上防水810.4㎡、ドレン改修11か所）

・工事請負費　　　　　　7,128,000円

・工事施工　第五小学校

小学校体育館
屋上防水改良事業

　非構造部材である天井等落下防止対策工事施工中に雨漏りが発見さ
れたことから、災害時の避難所としての機能確保のため改良を行う工
事を実施した。また、併せて、ヘリサインを設置した。

 学　　　校　　　施　　　設　　　係

 請　負　金　額（円） 

小学校体育館
非構造部材落下防止対策事業

　災害発生時、児童の安全確保と、避難所としての機能確保のため、
学校体育館の非構造部材である天井等落下防止対策を行う設計及び工
事を実施した。

小学校校庭改良事業

  校庭の排水性の悪化により、雨天後授業に支障を来しているため、
表土の補充及び排水の整備等を行った。また、緑化・ヒートアイラン
ド対策として校庭の一部芝生化を行う工事を行った。
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 （２） 中学校 　

件　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　容

中学校プール改良事業 1,026,000
　腐食等を原因とする漏水防止及びプールサイド動線の安全を確保す
るため、循環系統及びプールサイド、トイレ等の改良工事の設計を実
施した。

　

内訳

設計委託料 1,026,000 ・実施設計　　第一中学校

福生第三中学校
給水施設改良事業

19,988,818
  学校での飲料水の直結給水化を図り、生徒の健康及び安全を確保す
るとともに、老朽化した校内給水管の更新を行う工事を実施した。

内訳

工事請負費 19,514,520 ・工事実施校　　第三中学校

監理委託 463,320

事務費等 10,978

90,150,018

　

内訳

工事請負費 88,053,480

監理委託 2,085,480 ・工事実施校　　第三中学校

事務費等 11,058

64,284,604

内訳

工事請負費 57,918,080
第一中学校

監理委託料 1,735,560 ・工事請負費                  57,918,080円

設計委託料 4,569,480 ・監理委託料　　　　　　　　　 1,735,560円

事務費等 61,484

・実施設計　　第二中学校　　　 1,911,600円

　　　　　　　第三中学校　　　 2,657,880円

中学校体育館
屋上防水改良事業

6,738,120

　

内訳

工事請負費 6,738,120 第一中学校（屋上防水　1,117㎡）

・工事請負費　　　　　　6,738,120円

 請　負　金　額（円） 

　災害発生時、生徒の安全確保と、避難所としての機能確保のため、
学校体育館の非構造部材である天井等落下防止対策を行う設計及び工
事を実施した。

　非構造部材である天井等落下防止対策工事施工中に雨漏りが発見さ
れたことから、災害時の避難所としての機能確保のため改良を行う工
事を実施した。

中学校体育館
非構造部材落下防止対策事業

福生第三中学校
便所改良事業

  老朽化した湿式便所を乾式に改良し、衛生環境の向上を図るととも
に、段差の解消、車椅子対応トイレの設置、手すりの設置等でバリア
フリー化を図り、自動水栓、省エネ機器、感知式照明を採用すること
により省エネ化を図るための工事を実施した。

教育総務課
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教育総務課

２　その他施設整備事業（工事）

 （１） 小学校

件　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　容

福生第二小学校新校舎２階便所壁
タイル改修工事

タイル改修　85㎡

福生第三小学校プール循環装置改
良工事

珪藻土ろ過装置（全自動・ろ過能力48ｍ3/h）１台
既設撤去　一式

福生第二小学校プール給湯器取替
工事

32号タイプ　　４台

小学校消防設備改修等工事 消防設備不具合箇所改修及び更新等

各小学校非常通報装置更新工事
学校110番（非常事態発生の際ボタンを押すことで、警視庁通信指令セ
ンターに直接通報）の更新

小 計

 その他小学校工事 42 件

合 計

 （２）　中学校

件　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　容

各中学校非常通報装置更新工事
学校110番（非常事態発生の際ボタンを押すことで、警視庁通信指令セ
ンターに直接通報）の更新

小 計

 その他中学校工事　25　件

合 計

３　その他施設整備事業（委託）

小中学校校舎外壁等調査委託 外壁調査　一式（五小、六小、七小、三中）

学校施設空調機更新計画作成委託 防衛補助事業申請の基礎資料として作成

４　その他

第四小学校太陽光パネル設置

東京都の公立小学校への太陽光発電設備の設置推進に伴う推薦により、各都道府県の文化財保全、環境保護などの活動に寄与する
「アサヒビール環境保全のプロジェクト」を実施するアサヒビール株式会社から、福生第四小学校西側校舎屋上に、システム容量
10.2ｋＷの太陽光パネルを寄贈いただいた。

5,508,000

299,160

5,790,699

7,983,374

2,192,675

福生第一中学校プール給湯器取替
工事

1,282,991 32号タイプ　　４台

415,044 消防設備不具合箇所改修及び更新等中学校消防設備改修等工事

494,640

9,951,827

10,108,678

20,060,505

 請　負　金　額（円） 

1,153,440

986,796

 請　負　金　額（円） 

1,614,600

4,914,000

1,282,991
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