
１　主な整備事業

(１) 小学校

件　　　　名 内　　　　容

小学校防音機能復旧(復機)事業 149,036,635

　

内訳 第三小学校（校舎）

工事請負費 145,442,100 ・工事請負費  　60,840,000円

監理委託料 3,349,500 　令和元年度～２年度債務負担行為

事務費等 245,035 第五小学校（講堂）

・工事請負費　  84,602,100円

・監理委託料　  3,349,500円

第三小学校増築事業 468,788,968

　

内訳

工事請負費 452,258,350

監理委託料 11,770,000

備品購入費 4,676,901

事務費等 83,717

小学校便所改良工事 17,865,360

内訳 　 第六小学校　１階西

工事請負費 16,731,360

監理委託料 1,134,000

(２)　中学校 　

件　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　容

ランチルーム厨房設備等 26,322,180

撤去工事 　

内訳 第二中学校

工事請負費 25,049,200

監理委託料 1,240,800

事務費等 32,180

学　 校　 施　 設　 係

請　負　金　額（円）

　学校教育環境の向上を図るため、小学校の
老朽化した空調機の更新工事を実施した。

　習熟度別少人数指導などきめ細やかな指導
展開を実施するため、教室の増築工事を実施
した。

  老朽化した便所の改良に併せてだれでもト
イレの整備及び便器の洋式化を実施するた
め、工事を実施した。

 請　負　金　額（円） 

　中学校で実施していたランチルームにおけ
る昼食の提供が終了したことに伴い、厨房機
器の撤去工事を実施した。
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２　その他施設整備事業（工事）

(１) 小学校

件　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　容

福生第三小学校外３校プール
給湯器取替等工事（小学校）

三小　給湯器取替（32号）　　  ４台
　　　サーモスタット取替　　  ２個
四小　給湯器取替（32号）　　  ４台
　　　サーモスタット取替　　  ２個

福生第三小学校体育館床
改良工事

床研磨    　  682㎡
床塗装　    682㎡
コートライン  　一式

福生第五小学校機械室間仕切
設置工事

軽量鉄骨下地設置　　　　  　44.5㎡
耐火間仕切壁設置　　　　  　89.0㎡

福生第二小学校体育館手動式
バトン昇降装置交換工事

手動式バトン昇降装置交換及び
手動巻揚げ機交換　　　　　　  ２台
滑車・ワイヤー交換　　　　  　一式

福生第二小学校外２校PAS等
交換工事（小学校）

二小　PAS交換　　　　 　  　　１台
　　　高圧ケーブル交換　　  　一式

小  計

 その他小学校工事  51件

合  計

(２)　中学校

件　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　容

福生第二小学校外２校PAS等交換
工事（中学校）

一中　PAS交換         　　  　１台
   高圧ケーブル交換　　  　一式

三中　高圧ケーブル交換　　  　一式

福生第三中学校体育館床金具取
替工事

バレーボール支柱用床金具取替　３か所
バドミントン支柱用床金具取替　６か所

福生第三小学校外３校プール給
湯器取替等工事（中学校）

二中　給湯器取替（32号）　　  ４台
   　サーモスタット取替　  　２個

三中　膨張タンク撤去新設　  　一式
　　　サーモスタット取替　  　２個

福生第二中学校非常放送設備更
新工事

非常業務放送装置     　　　  １台
非常業務遠隔操作機器 　　　  ２台

小  計

 その他中学校工事　 27件

合  計

8,005,441

5,912,415

13,917,856

 請　負　金　額（円） 

11,416,396

21,844,655

2,735,936

2,138,400

2,053,105

1,078,000

1,664,064

 請　負　金　額（円） 

2,878,195

2,322,000

1,848,000

1,716,000

10,428,259
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