
内訳

内訳

内訳

内訳 一般財源

【報　酬】　　252千円（文化センター運営審議会委員、社会教育委員謝礼）
【報償費】　　391千円（青少年育成指導員）
【旅　費】　 　74千円（費用弁償、普通旅費)・・・社会教育主事講習
【需用費】　　138千円（消耗品費、公用車燃料費、修繕料）
【役務費】　　110千円（通信運搬費、保険料）
【委託料】　　387千円（子ども交流事業：大台町）
【使用料及び賃借料】
　　　　　　　657千円（公用車リース料、子ども交流事業バス借上料）
【負担金補助及び交付金】
　　　　　　1,810千円（社会教育委員連絡協議会負担金等、2事業補助金）
　　　　　　　　　　　※ガールスカウト活動補助金見直し：限度額100千円
※補助金について
　・子ども会活動育成事業、文庫活動事業は、Ｒ４年度から廃止。
　・青少年育成町民会議事業について、中止分は実績清算を行う。

国補助 県補助 その他

R5 事業費(千円) 3,728

事業費(千円)

【報　酬】　　252千円（文化センター運営審議会委員、社会教育委員謝礼）
【報償費】　　391千円（青少年育成指導員）
【旅　費】　 　13千円（費用弁償）
【需用費】　　138千円（消耗品費、公用車燃料費、修繕料）
【役務費】　　110千円（通信運搬費、保険料）
【委託料】　　387千円（子ども交流事業：大台町）
【使用料及び賃借料】
　　　　　　　657千円（公用車リース料、子ども交流事業バス借上料）
【負担金補助及び交付金】
　　　　　　1,780千円（社会教育委員連絡協議会負担金等、2事業補助金）
※補助金について
　・青少年育成町民会議事業について、中止分は実績清算を行う。

一般財源 3,728
【報　酬】　　252千円（文化センター運営審議会委員、社会教育委員謝礼）
【報償費】　　391千円（青少年育成指導員）
【旅　費】　 　13千円（費用弁償）
【需用費】　　138千円（消耗品費、公用車燃料費、修繕料）
【役務費】　　110千円（通信運搬費、保険料）
【委託料】　　387千円（子ども交流事業：大台町）
【使用料及び賃借料】
　　　　　　　657千円（公用車リース料、子ども交流事業バス借上料）
【負担金補助及び交付金】
　　　　　　1,780千円（社会教育委員連絡協議会負担金等、2事業補助金）
　
※補助金について
　・青少年育成町民会議事業について、中止分は実績清算を行う。

地方債 3,728R6 その他

一般財源

その他県補助

一般財源地方債

地方債

県補助

国補助R3 事業費(千円)

国補助3,728

国補助

5,028

R4 事業費(千円) 3,811

県補助 地方債

【報　酬】　　252千円（文化センター運営審議会委員、社会教育委員謝礼）
【報償費】　　460千円（青少年育成指導員）
【旅　費】　 　66千円（費用弁償、普通旅費）
【需用費】　　138千円（消耗品費、公用車燃料費、修繕料）
【役務費】　　110千円（通信運搬費、保険料）
【委託料】　　387千円（子ども交流事業：大台町）
【使用料及び賃借料】
　　　　　　　657千円（公用車リース料、子ども交流事業バス借上料）
【備品購入費】493千円（大型プリンター）
【負担金補助及び交付金】
　　　　　　2,465千円（社会教育委員連絡協議会負担金等、4事業補助金）
※補助金について
　・子ども会活動育成事業(345千円)､文庫活動事業(360千円)はＲ４年度から廃止。
　・青少年育成町民会議事業について、中止分は実績清算を行う。
※役員改選
　青少年育成町民会議について、会員の任期満了に伴う改選。（自治会推薦⇒公募に変更）

3,811

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
その他5,028

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 17-1

事業名 社会教育諸経費



内訳

内訳

内訳

内訳

その他

◎成人式・・・1月初旬開催予定
　※新成人で組織する実行委員会が主体となり開催（第1部:式典、第2部:アトラクション）
【報償費】　　 30千円（実行委員会委員謝礼）
【需用費】　　454千円（消耗品費、印刷製本費）
【役務費】　　 39千円（通信運搬費）
【委託料】　　 42千円（司会者派遣）

※成人式について
　・令和4年4月施行の「民法の一部を改正する法律」により成人年齢引き下げに伴う式典名変更。
　　※近隣市町等の動向を注視しながら、名称を検討する。
　・従来どおり二十歳に達する人を対象。

◎「（仮称）二十歳のつどい」・・・1月初旬開催予定
　※新成人で組織する実行委員会が主体となり開催（第1部:式典、第2部:アトラクション）
【報償費】　　 30千円（実行委員会委員謝礼）
【需用費】　　454千円（消耗品費、印刷製本費）
【役務費】　　 39千円（通信運搬費）
【委託料】　　 42千円（司会者派遣）

◎「（仮称）二十歳のつどい」・・・1月初旬開催予定
　※新成人で組織する実行委員会が主体となり開催（第1部:式典、第2部:アトラクション）
【報償費】　　 30千円（実行委員会委員謝礼）
【需用費】　　454千円（消耗品費、印刷製本費）
【役務費】　　 39千円（通信運搬費）
【委託料】　　 42千円（司会者派遣）

◎「（仮称）二十歳のつどい」・・・1月初旬開催予定
　※新成人で組織する実行委員会が主体となり開催（第1部:式典、第2部:アトラクション）
【報償費】　　 30千円（実行委員会委員謝礼）
【需用費】　　454千円（消耗品費、印刷製本費）
【役務費】　　 39千円（通信運搬費）
【委託料】　　 42千円（司会者派遣）

地方債 その他 565R6 事業費(千円) 565 国補助 県補助 一般財源

565

R5 事業費(千円) 565 国補助 県補助 地方債

565

R4 事業費(千円) 565 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R3 事業費(千円) 565 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 17-2

事業名 成人式経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）

一般財源 565

その他 一般財源



内訳

内訳

内訳

内訳

◎主な事業・・・東員町文化祭（(一社)東員町文化協会へ委託）
【需用費】　　123千円（消耗品費）
【委託料】　4,825千円（文化祭業務委託:(一社)東員町文化協会）
　　　　　　　　　　　 ※内訳 ・作品展示、ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ等　　3,598千円
　　　　　　　　　　　　　　　・人件費　　　　　　　　　　　 1,227千円
【使用料及び賃借料】
　　　　　　1,174千円（電子複写機使用料、テレビ受信料:NHK、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ）
【負担金補助及び交付金】
　　　　　　　435千円（県公立文化施設協議会負担金、文化振興事業補助金:松の会）

◎主な事業・・・東員町文化祭（(一社)東員町文化協会へ委託）
【需用費】　　123千円（消耗品費）
【委託料】　4,825千円（文化祭業務委託:(一社)東員町文化協会）
　　　　　　　　　　　 ※内訳 ・作品展示、ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ等　　3,598千円
　　　　　　　　　　　　　　　・人件費　　　　　　　　　　　 1,227千円
【使用料及び賃借料】
　　　　　　1,174千円（電子複写機使用料、テレビ受信料:NHK、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ）
【負担金補助及び交付金】
　　　　　　　435千円（県公立文化施設協議会負担金、文化振興事業補助金:松の会）

52 一般財源 6,505県補助 地方債 その他

R5 事業費(千円) 6,557 国補助 県補助 地方債

6,269

R4 事業費(千円) 6,557 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 52 一般財源R3 事業費(千円) 6,321 国補助 県補助

その他 52 一般財源 6,505

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 17-3

事業名 文化振興諸経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）

R6 事業費(千円) 6,557 国補助

◎主な事業・・・東員町文化祭（(一社)東員町文化協会へ委託）
【需用費】　　123千円（消耗品費）
【役務費】　　 10千円（手数料:ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代）
【委託料】　4,527千円（文化祭業務委託:(一社)東員町文化協会）
　　　　　　　　　　　 内訳 ・作品展示、ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ等　　3,471千円
　　　　　　　　　　　　　　・人件費　　　　　　　　　　　 1,056千円
【使用料及び賃借料】
　　　　　　1,174千円（電子複写機使用料、テレビ受信料:NHK、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ）
【負担金補助及び交付金】
　　　　　　　435千円（県公立文化施設協議会負担金、文化振興事業補助金:松の会）

◎主な事業・・・東員町文化祭（(一社)東員町文化協会へ委託）
【需用費】　　123千円（消耗品費）
【委託料】　4,825千円（文化祭業務委託:(一社)東員町文化協会）
　　　　　　　　　　　 ※内訳 ・作品展示、ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ等　　3,598千円
　　　　　　　　　　　　　　　・人件費　　　　　　　　　　　 1,227千円
【使用料及び賃借料】
　　　　　　1,174千円（電子複写機使用料、テレビ受信料:NHK、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ）
【負担金補助及び交付金】
　　　　　　　435千円（県公立文化施設協議会負担金、文化振興事業補助金:松の会）

その他 52 一般財源 6,505



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 3,206 一般財源 34,170

【需用費】 15,777千円 ⇒ 消耗品費　　437千円（維持消耗品）
　　　　　　　　　　　　 燃料費　　3,960千円（空調用灯油代）
　　　　　　　　　　　　 印刷製本費　 55千円（施設使用許可申請書）
　　　　　　　　　　　　 光熱水費　9,108千円　電気代　 7,954千円（文化センター・付属棟）
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 上下水道料 784千円（水道代・下水道代）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガス代　　 370千円（文化センター・陶芸窯）
　　　　　　　　　　　　 修繕料　　2,075千円（空調・防火・消防等是正箇所等）
【役務費】　　522千円（通信運搬費、ピアノ調律手数料、保険料）
【委託料】 18,879千円（施設管理、各設備保守点検、外構緑地管理、施設清掃業務、施設警備等）
【使用料及び賃借料】
　　　　　　2,198千円（用地・清掃用具借上げ、ガス漏れ警報器使用料）

【需用費】 15,777千円 ⇒ 消耗品費　　437千円（維持消耗品）
　　　　　　　　　　　　 燃料費　　3,960千円（空調用灯油代）
　　　　　　　　　　　　 印刷製本費　 55千円（施設使用許可申請書）
　　　　　　　　　　　　 光熱水費　9,108千円　電気代　 7,954千円（文化センター・付属棟）
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 上下水道料 784千円（水道代・下水道代）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガス代　　 370千円（文化センター・陶芸窯）
　　　　　　　　　　　　 修繕料　　2,075千円（空調・防火・消防等是正箇所等）
【役務費】　　522千円（通信運搬費、ピアノ調律手数料、保険料）
【委託料】 18,879千円（施設管理、各設備保守点検、外構緑地管理、施設清掃業務、施設警備等）
【使用料及び賃借料】
　　　　　　2,198千円（用地・清掃用具借上げ、ガス漏れ警報器使用料）

【需用費】 15,777千円 ⇒ 消耗品費　　437千円（維持消耗品）
　　　　　　　　　　　　 燃料費　　3,960千円（空調用灯油代）
　　　　　　　　　　　　 印刷製本費　 55千円（施設使用許可申請書）
　　　　　　　　　　　　 光熱水費　9,108千円　電気代　 7,954千円（文化センター・付属棟）
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 上下水道料 784千円（水道代・下水道代）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガス代　　 370千円（文化センター・陶芸窯）
　　　　　　　　　　　　 修繕料　　2,075千円（空調・防火・消防等是正箇所等）
【役務費】　　522千円（通信運搬費、ピアノ調律手数料、保険料）
【委託料】 19,569千円（施設管理、各設備保守点検、外構緑地管理、施設清掃業務、施設警備等）
　　　　　　　　　　　※特殊建物等定期点検(調査)委託料690千円･･･隔年度実施
【使用料及び賃借料】
　　　　　　2,198千円（用地・清掃用具借上げ、ガス漏れ警報器使用料）

R6 事業費(千円) 37,376 国補助 県補助 地方債

一般財源 34,860その他 3,206県補助 地方債

その他 3,206 一般財源 34,170

R5 事業費(千円) 38,066 国補助

R4 事業費(千円) 37,376 国補助 県補助

地方債 その他 3,206 一般財源 36,741

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 17-4

事業名 文化センター維持管理経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 39,947

地方債

【需用費】 15,777千円 ⇒ 消耗品費　　437千円（維持消耗品）
　　　　　　　　　　　　 燃料費　　3,960千円（空調用灯油代）
　　　　　　　　　　　　 印刷製本費　 55千円（施設使用許可申請書）
　　　　　　　　　　　　 光熱水費　9,108千円　電気代　 7,954千円（文化センター・付属棟）
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 上下水道料 784千円（水道代・下水道代）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガス代　　 370千円（文化センター・陶芸窯）
　　　　　　　　　　　　 修繕料　　2,075千円（空調・防火・消防等是正箇所等）
【役務費】　　522千円（通信運搬費、ピアノ調律手数料、保険料）
【委託料】 21,450千円（施設管理、各設備保守点検、外構緑地管理、施設清掃業務、施設警備等）
                     　※特殊建物等定期点検(調査)委託料690千円･･･隔年度実施
【使用料及び賃借料】
　　　　　　2,198千円（用地・清掃用具借上げ、ガス漏れ警報器使用料）

国補助 県補助



内訳

内訳

内訳

内訳 一般財源 16,922

◎主な事業・・・自主文化事業：こども歌舞伎公演、東員ミュージカル、日本の第九演奏会
【需用費】　　350千円（印刷製本費）⇒ポスター、チラシ、チケット、プログラム
【役務費】　　199千円（通信運搬費、広告料、手数料）
【委託料】 23,293千円（自主文化事業イベント、施設警備(駐車場)、ひばりﾎｰﾙ技術員）
　　　　　　　　　　　※自主文化事業 ⇒ 東員町こども歌舞伎公演　          5,400千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  町民参加型東員ミュージカル公演　  6,000千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  東員「日本の第九」演奏会　　　　　3,905千円
※自主文化事業について
　・事業中止分について、実績清算を行う。
　

一般財源 16,922

◎主な事業・・・自主文化事業：こども歌舞伎公演、東員ミュージカル、日本の第九演奏会
【需用費】　　350千円（印刷製本費）⇒ポスター、チラシ、チケット、プログラム
【役務費】　　199千円（通信運搬費、広告料、手数料）
【委託料】 23,293千円（自主文化事業イベント、施設警備(駐車場)、ひばりﾎｰﾙ技術員）
　　　　　　　　　　　※自主文化事業 ⇒ 東員町こども歌舞伎公演　          5,400千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  町民参加型東員ミュージカル公演　  6,000千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  東員「日本の第九」演奏会　　　　　3,905千円
※自主文化事業について
　・事業中止分について、実績清算を行う。
　

R6 事業費(千円) 23,842 国補助

6,920

その他 6,920 一般財源

県補助

県補助 地方債

18,422

◎主な事業・・・自主文化事業：こども歌舞伎公演、東員ミュージカル、日本の第九演奏会
【需用費】　　350千円（印刷製本費）⇒ポスター、チラシ、チケット、プログラム
【役務費】　　199千円（通信運搬費、広告料、手数料）
【委託料】 24,793千円（自主文化事業イベント、施設警備(駐車場)、ひばりﾎｰﾙ技術員）
　　　　　　　　　　　※自主文化事業 ⇒ 第25回記念東員町こども歌舞伎公演      6,900千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  町民参加型東員ミュージカル公演  　　　6,000千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  東員「日本の第九」演奏会　　　　　　　3,905千円
※自主文化事業について
　・事業中止分について、実績清算を行う。
  ・東員こどもﾐｭｰｼﾞｶﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ&発表会は、新型コロナウイルス感染症の動向を注視しながら、
　　ミュージカル主催者と協議・検討する。

R5 事業費(千円) 23,842 国補助 その他

一般財源

◎主な事業・・・自主文化事業：こども歌舞伎公演、東員ミュージカル、日本の第九演奏会
【需用費】　　350千円（印刷製本費）⇒ポスター、チラシ、チケット、プログラム
【役務費】　　199千円（通信運搬費、広告料、手数料）
【委託料】 25,793千円（自主文化事業イベント、施設警備(駐車場)、ひばりﾎｰﾙ技術員）
　　　　　　　　　　　※自主文化事業 ⇒ 第25回記念東員町こども歌舞伎公演  　  6,900千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  町民参加型東員ミュージカル公演  　　  6,000千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  東員こどもﾐｭｰｼﾞｶﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ&発表会　　　1,000千円
                                        東員「日本の第九」演奏会　　　　　　　3,905千円
※自主文化事業について
　・事業中止分について、実績清算を行う。
　・中止事業：こども歌舞伎公演、東員こどもﾐｭｰｼﾞｶﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ&発表会、日本の第九演奏会

R4 事業費(千円) 25,342 国補助 県補助 地方債

19,422国補助 その他 6,920

その他

R3 事業費(千円)

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 17-5

事業名 文化事業イベント経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
26,342

6,920

県補助 地方債

地方債



内訳

内訳

内訳

内訳

◎主な事業・・・公民館講座、子ども体験学習事業（こどもカレッジ、ネイチャーくらぶ）
【報償費】　　180千円（こどもカレッジ、ネイチャーくらぶ講師謝礼）
【需用費】　　  4千円（消耗品費、修繕料）
【役務費】　　132千円（通信運搬費）⇒第3講習室(旧IT講習室)ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ使用料
【委託料】　3,676千円（公民館講座運営、天体観測設備保守点検）
　　　　　　　　　　　 ※公民館講座 ⇒ (一社)東員町文化協会へ委託事業：3,395千円
                                        内訳・講師謝礼　35講座分　　　　　　1,530千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ・事務費 ⇒ 人件費　　　　　　　2,064千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　振込手数料・郵送代　　 69千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　募集要項印刷代　　　　450千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　消耗品代　　　　　　　 47千円
                                         　 ・受講者人数ベース分控除　　　　△765千円

◎主な事業・・・公民館講座、子ども体験学習事業（こどもカレッジ、ネイチャーくらぶ）
【報償費】　　180千円（こどもカレッジ、ネイチャーくらぶ講師謝礼）
【需用費】　　  4千円（消耗品費、修繕料）
【役務費】　　132千円（通信運搬費）⇒第3講習室(旧IT講習室)ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ使用料
【委託料】　3,676千円（公民館講座運営、天体観測設備保守点検）
　　　　　　　　　　　 ※公民館講座 ⇒ (一社)東員町文化協会へ委託事業：3,395千円
                                        内訳・講師謝礼　35講座分　　　　　　1,530千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ・事務費 ⇒ 人件費　　　　　　　2,064千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　振込手数料・郵送代　　 69千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　募集要項印刷代　　　　450千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　消耗品代　　　　　　　 47千円
                                         　 ・受講者人数ベース分控除　　　　△765千円

◎主な事業・・・公民館講座、子ども体験学習事業（こどもカレッジ、ネイチャーくらぶ）
【報償費】　　180千円（こどもカレッジ、ネイチャーくらぶ講師謝礼）
【需用費】　　  4千円（消耗品費、修繕料）
【役務費】　　132千円（通信運搬費）⇒第3講習室(旧IT講習室)ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ使用料
【委託料】　3,676千円（公民館講座運営、天体観測設備保守点検）
　　　　　　　　　　　 ※公民館講座 ⇒ (一社)東員町文化協会へ委託事業：3,395千円
                                        内訳・講師謝礼　35講座分　　　　　　1,530千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ・事務費 ⇒ 人件費　　　　　　　2,064千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　振込手数料・郵送代　　 69千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　募集要項印刷代　　　　450千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　消耗品代　　　　　　　 47千円
                                         　 ・受講者人数ベース分控除　　　　△765千円

一般財源 3,992

一般財源 3,992

R6 事業費(千円) 3,992 国補助 県補助

R5 事業費(千円) 3,992 国補助 県補助

3,719

R4 事業費(千円) 3,992 国補助 県補助 地方債

その他

◎主な事業・・・公民館講座、子ども体験学習事業（こどもカレッジ、ネイチャーくらぶ）
【報償費】　　180千円（こどもカレッジ、ネイチャーくらぶ講師謝礼）
【需用費】　　 54千円（消耗品費、修繕料）
【役務費】　　132千円（通信運搬費）⇒第3講習室(旧IT講習室)ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ使用料
【委託料】　3,353千円（公民館講座運営、天体観測設備保守点検）
　　　　　　　　　　　 ※公民館講座 ⇒ (一社)東員町文化協会へ委託事業：3,072千円
                                        内訳・講師謝礼　35講座分　　　　　　1,530千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ・事務費 ⇒ 人件費　　　　　　　1,711千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　振込手数料・郵送代　　 69千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集要項印刷代　　　　499千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消耗品代　　　　　　　 28千円
                                     　   　・受講者人数ベース分控除　　　　△765千円
 

その他 一般財源

一般財源R3 事業費(千円) 3,719 国補助 県補助 地方債

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 17-6

事業名 公民館諸事業経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）

3,992

地方債 その他

地方債 その他



内訳

内訳

○北側外壁面補修（シーリング工：東西Ｌ＝102.8ｍ）　889千円

○受変電設備（屋上キュービクル）改修工事　2,401千円

　・経過年数29年超。高圧コンデンサー、変圧器、高圧カットアウトスイッチほか取替え

　　＊高圧コンデンサー、変圧器については処分に伴う絶縁油の検査・分析を実施（PCB）

★低濃度ＰＣＢ処理期限：Ｒ9（2027年）3月31日

　・高圧コンデンサー処分費（検査費、処分場運搬費、処分費）　525千円

製造年からＰＣＢ含有を想定（変圧器は含有無しとのメーカー見解に従い、工事費の中で

通常の処分を見込む）

計　3,290千円

内訳

○木製床面改修（貼り直し） 4,667千円

【2階会議室(1)(2)】 107㎡＋107㎡ 2,338千円

【１階多目的ホール】 137㎡（ステージ除く） 1,979千円

　　　　　　　　　　　ステージ（雨漏りにより木材が腐食）　350千円

○鋼製建具改修工事　5,800千円

　（外部に通じる鉄製ドア8カ所、アルミブラインド、カーテンボックス（会議室(１)(２)）13カ所）

○木製建具改修工事（各部屋の出入口ドア7カ所）　858千円

　　　　工事　計11,325千円　設計業務委託6,795千円　　監理業務委託530千円　合計18,650千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※地方債一般（75％：13,900千円）

内訳

○トイレバリアフリー化工事（男2室、女2室。段差解消、洋式化残り１基）

　　　設計業務委託319千円　工事5,313千円　監理業務委託213千円　　計5,845千円　　

※地方債地域活性化（90％：5,200千円）

○換気設備改修工事（経過年数29年超。各部屋の既存天井扇、空調換気扇等の更新）

      設計業務委託205千円　工事3,416千円　　監理業務委託137千円　　計3,758千円　　

※地方債一般（75％：2,800千円）

※※合計9,603千円（地方債8,000千円）

8,000 その他 2,106 一般財源 3,195

一般財源 6,3422,106

R6 事業費(千円) 13,301 国補助 県補助 地方債

地方債 13,900 その他R5 事業費(千円) 22,348 国補助 県補助

その他 2,106 一般財源 4,932

6,200
○空調改修・ＬＥＤ化工事　28,777千円
　　設計業務委託　　 1,725千円
　　工事　　  　　　 26,190千円
　　監理業務委託　　　　862千円
　　　　　　　　　　　　　　計　28,777千円
※地方債　　空調　一般（75％）、ＬＥＤ化　地域活性化（90％）

R4 事業費(千円) 7,038 国補助 県補助 地方債

地方債 24,000 その他 2,106 一般財源R3 事業費(千円) 32,306 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 17-7

事業名 笹尾コミュニティーセンター経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

・電子図書館の導入（コロナ禍での図書館運営）　　＊見積別途

（計15,067千円）
（オンプレの場合　計19,233千円）

内訳

・電子図書館運用 ＊見積別途 （計2,820千円）
（オンプレの場合　計2,456千円）

内訳

・電子図書館運用 ＊見積別途
　　　　　　　　　　　　　　　　 （計2,820千円）
　　　　　　　　　　　　　　　　 （オンプレの場合　計2,456千円）

その他 56 一般財源 12,366

・図書館情報システムの運用【2,376千円】

12,422 国補助 県補助

その他 56

・国立国会図書館デジタル化資料送信サービス用端末の運用（保守）【12千円】

・図書館情報システムの運用【2,376千円】

　　保守（924）、使用料（1,452）（R4.12.1～R9.11.30,5年）

R5 一般財源 12,366事業費(千円) 12,422 国補助 県補助 地方債

・三重県図書館総合ネットワーク（総合目録）接続端末の運用【102千円】

　　（R4.12.1～R9.11.30,5年）　保守（24）、使用料（78）

・国立国会図書館デジタル化資料送信サービス用端末の運用（保守）【12千円】

　　（R4.12.1～R9.11.30,5年）

　　25,000円×1.1×12月＝330,000円

　　保守（924）、使用料（1,452）（R4.12.1～R9.11.30,5年）

・図書館ホームページの運用   【330千円】

　　25,000円×1.1×12月＝330,000円

R6 事業費(千円)

・三重県図書館総合ネットワーク（総合目録）接続端末の運用【102千円】

　　（R4.12.1～R9.11.30,5年）　保守（24）、使用料（78）

　　（R4.12.1～R9.11.30,5年）

・図書館ホームページの運用   【330千円】

地方債

　　　　　・三重県図書館総合ネットワーク（総合目録）接続端末の運用【38千円】

・国立国会図書館端末更新初期費用（機器購入費、導入作業）【587千円】

・同　端末の運用（保守のみ）【12千円】　保守（12）

・図書館ホームページの創設（R4.12.1～）　　初期費用（2,475）、運用（110）【2,585千円】

　　　　　・図書館情報システムの運用【792千円】　　保守（308）、使用料（484）

・図書館情報システム、三重県図書館ネットワーク（総合目録）端末の更新初期費用【9,647千円】 

　　機器購入費（4,037）、導入作業（5,610）

※サーバーは図書館クラウドとする。（自治体クラウドでは対象業務でないため）

＊R4.11月にリプレース実施予定。

　　R4.4.1～R4.11.30は現システムで運用（8ヵ月）、R4.12.1～R9.11.30,5年契約

　　　　　・図書館情報システムの運用【1,311千円】　保守（857）、使用料（454）

　　　　　・三重県図書館総合ネットワーク（総合目録）接続端末の運用【64千円】

　　　　　　保守（20）、使用料（44）

・国立国会図書館デジタル化資料送信サービス用端末の運用（保守のみ）【31千円】

地方債 その他 56 一般財源 24,697

　（計1,613千円）

R4 事業費(千円) 24,753 国補助 県補助

11,243

・図書館情報システムの運用【1,522千円】

　保守（1,091）、使用料（431）

・三重県図書館総合ネットワーク（総合目録）接続端末の運用【41千円】

・国立国会図書館デジタル化資料送信サービス用端末の運用（保守のみ）【50千円】

地方債 その他 56 一般財源R3 事業費(千円) 11,299 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 17-8

事業名 図書館経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

○郷土資料館照明ＬＥＤ化改修　【普通教室２教室分＋廊下部分】

　　　　　　　　　　　　　490,000円×1.1＝539,000円

（計539千円）

内訳

○東員第一中移転先用地埋蔵文化財調査（文化財保護法第９４条）

　　用地のうち、埋蔵文化財包蔵地（山田廃寺、西畑遺跡）内の部分について

　　校舎等の構造物建設予定部分（10,000㎡程度を想定）を中心に試掘調査を行う。

※その後、本調査に移行する見込み。

　・補助金　　　国・県とも無し。

　・発掘調査員の任用（１～２人）

作業は民間機関に委託するが、専門知識を有する町職員が指示・監督する必要がある（文化庁通知）

有期任用とする（会計年度任用または任期付き任用） ＊教育総務費にて予算化依頼。

【試掘作業】

　・実施時期　　地権者の同意を得て調査を行う。R4秋の見込み。

　・試掘内容　　調査坑４m×２mを２０m間隔で設定。７０箇所を想定

　・費用　　　　　作業用重機借上げ代

　　　　　　　　　　　・〔０．４５㎥バックホー1台、オペレーター1人、手元作業員1人〕＝1班

　　　　　　　　　　　　　55,000円×２班×１０日＝1,100,000円

　　　　　　　　　重機回送料　　110,000円

　　　　　　　　　　（その他、場合により耕作補償費、借地料）　　　 小計1,210千円

（参考見積：21,327,900円×560㎡/1,250㎡×10日/50日＝1,911千円）

【本調査】

試掘結果により、費用を算定する（R5を予定）。

○文化財保存団体補助金

プロジェクトチーム提言を踏まえて補助金交付要綱を整備しリニューアルする。

東員町流鏑馬保存会　800,000円　　六把野獅子舞保存会　50,000円

（計2,060千円）

内訳

○東員第一中移転先用地埋蔵文化財調査

【本調査】工期見込み　R5後半～R6前半

　 11,000円/㎡×建物部分10,000㎡(100%)＝110,000千円

（参考見積：22,000円/㎡×10,000㎡＝220,000千円）

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 17-9

事業名 文化財保護事業

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
その他 一般財源R3 事業費(千円) 2,352 国補助 県補助

県補助 地方債

地方債

R5 事業費(千円) 111,570 国補助

2,352

R4 事業費(千円) 2,780 国補助 その他 一般財源 2,780

県補助 地方債 その他

R6 事業費(千円) 1,570 国補助 県補助

（経常的経費（平年経費）です。）

地方債 その他 一般財源 1,570

一般財源 111,570



内訳

内訳

内訳

内訳

※学校部活動から地域部活動へ移行にあたり、予算額は検討中。

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 17-10

事業名 体育振興経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 21,499 国補助 県補助 500 地方債 その他 1,400 一般財源 19,599

報償費 全国大会出場選手激励金 300,000

需用費 一般消耗品・施設等修繕料・備品等修繕料 3,627,000

委託料 体育行事運営委託料（国体デモスポ運営881,540円、スポーツイベント
運営委託含む） 10,859,000

使用料及び賃借料 公共施設照会システム回線使用料・コピー機器使用料 1,320,000

原材料費 原材料 99,000

負担金 県体育協会負担金 86,000

補助金 スポーツ協会補助金　＊R3年度から減額 5,198,000

補助金 自治会体育振興事業補助金 ＊R3年度から廃止 0

償還金利子 施設使用料還付金 10,000

R4 事業費(千円) 20,618 国補助 県補助 地方債 その他 1,400 一般財源 19,218

報償費 全国大会出場選手激励金 300,000

需用費 一般消耗品・施設等修繕料・備品等修繕料 3,627,000

委託料 体育行事運営委託料（スポーツイベント運営委託含む） 9,978,000

使用料及び賃借料 公共施設照会システム回線使用料・コピー機器使用料 1,320,000

原材料費 原材料 99,000

負担金 県体育協会負担金 86,000

補助金 スポーツ協会補助金　＊R3年度から減額 5,198,000

償還金利子 施設使用料還付金 10,000

R5 事業費(千円) 20,618 国補助 県補助 地方債 その他 1,400 一般財源 19,218

報償費 全国大会出場選手激励金 300,000

需用費 一般消耗品・施設等修繕料・備品等修繕料 3,627,000

委託料
体育行事運営委託料（スポーツイベント運営委託、中学校部活動指導
含む） 9,978,000

使用料及び賃借料 公共施設照会システム回線使用料・コピー機器使用料 1,320,000

原材料費 原材料 99,000

負担金 県体育協会負担金 86,000

補助金 スポーツ協会補助金　＊R3年度から減額 5,198,000

償還金利子 施設使用料還付金 10,000

R6 事業費(千円) 20,618 国補助 県補助 地方債 その他 1,400 一般財源 19,218

報償費 全国大会出場選手激励金 300,000

需用費 一般消耗品・施設等修繕料・備品等修繕料 3,627,000

委託料
体育行事運営委託料（スポーツイベント運営委託、中学校部活動指導
含む） 9,978,000

使用料及び賃借料 公共施設照会システム回線使用料・コピー機器使用料 1,320,000

原材料費 原材料 99,000

償還金利子 施設使用料還付金 10,000

負担金 県体育協会負担金 86,000

補助金 スポーツ協会補助金　＊R3年度から減額 5,198,000



内訳

内訳

内訳

内訳

使用料及び賃借料 清掃用具借上等 258,000

委託料 消防設備・自動扉・音響設備・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器保守等（トレーナー派遣なし） 908,000

委託料 施設管理 2,183,000

委託料 清掃 2,493,000

役務費 郵送代・保険料 181,000

需用費 電気・上下水道・ガス 1,680,000

3,059地方債 その他 4,644 一般財源R6 事業費(千円) 7,703 国補助 県補助

委託料 消防設備・自動扉・音響設備・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器保守等（トレーナー派遣なし） 908,000

使用料及び賃借料 清掃用具借上等 258,000

委託料 清掃 2,493,000

委託料 施設管理 2,183,000

3,059

需用費 電気・上下水道・ガス 1,680,000

役務費 郵送代・保険料 181,000

地方債 その他 4,644 一般財源R5 事業費(千円) 7,703 国補助 県補助

委託料 消防設備・自動扉・音響設備・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器保守等（トレーナー派遣なし） 908,000

使用料及び賃借料 清掃用具借上等 258,000

委託料 清掃 2,493,000

委託料 施設管理 2,183,000

3,059

需用費 電気・上下水道・ガス 1,680,000

役務費 郵送代・保険料 181,000

地方債 その他 4,644 一般財源R4 事業費(千円) 7,703 国補助 県補助

委託料 消防設備・自動扉・音響設備・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器保守等 1,458,000

使用料及び賃借料 清掃用具借上等 258,000

委託料 清掃 2,493,000

委託料 施設管理 2,183,000

3,609

需用費 電気・上下水道・ガス 1,680,000

役務費 郵送代・保険料 181,000

地方債 その他 4,644 一般財源R3 事業費(千円) 8,253 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 17-11

事業名 総合体育館・武道館経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳

使用料及び賃借料 用地借上料（2筆2,117㎡） 424,000

委託料 指定管理料 5,000,000

役務費 保険料 233,000

【指定管理】

5,657地方債 その他 0 一般財源R6 事業費(千円) 5,657 国補助 県補助

使用料及び賃借料 用地借上料（2筆2,117㎡） 424,000

役務費 保険料 233,000

委託料 指定管理料 5,000,000

5,657

【指定管理】

地方債 その他 0 一般財源R5 事業費(千円) 5,657 国補助 県補助

使用料及び賃借料 用地借上料（2筆2,117㎡） 424,000

役務費 保険料 233,000

委託料 指定管理料 5,000,000

5,657

【指定管理】

地方債 その他 0 一般財源R4 事業費(千円) 5,657 国補助 県補助

使用料及び賃借料 用地借上料（2筆2,117㎡） 424,000

役務費 保険料 233,000

委託料 指定管理料 5,000,000

5,657

【指定管理】

地方債 その他 0 一般財源R3 事業費(千円) 5,657 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 17-12

事業名 陸上競技場経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳

委託料 受電設備保守 221,000

委託料 面管理 4,117,000

委託料 緑地管理 1,762,000

委託料 施設管理 730,000

委託料 清掃 117,000

役務費 保険料 19,000

需用費 電気・上下水道 2,147,000

地方債 その他 720 一般財源 8,393

委託料 受電設備保守 221,000

R6 事業費(千円) 9,113 国補助 県補助

委託料 緑地管理 1,762,000

委託料 面管理 4,117,000

委託料 清掃 117,000

委託料 施設管理 730,000

8,393

需用費 電気・上下水道 2,147,000

役務費 保険料 19,000

地方債 その他 720 一般財源R5 事業費(千円) 9,113 国補助 県補助

委託料 受電設備保守 221,000

委託料 緑地管理 1,762,000

委託料 面管理 4,117,000

委託料 清掃 117,000

委託料 施設管理 730,000

8,393

需用費 電気・上下水道 2,147,000

役務費 保険料 19,000

地方債 その他 720 一般財源R4 事業費(千円) 9,113 国補助 県補助

委託料 受電設備保守 221,000

委託料 緑地管理 1,762,000

委託料 面管理 4,117,000

委託料 清掃 117,000

委託料 施設管理 730,000

8,393

需用費 電気・上下水道 2,147,000

役務費 保険料 19,000

地方債 その他 720 一般財源R3 事業費(千円) 9,113 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 17-13

事業名 中央球場・テニスコート経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳

委託料 受電設備保守・浄化槽維持管理 567,000

委託料 面管理 1,614,000

委託料 緑地管理 847,000

委託料 施設管理 2,365,000

役務費 浄化槽点検・保険料 15,000

需用費 電気・上下水道 1,261,000

4,469地方債 その他 2,200 一般財源R6 事業費(千円) 6,669 国補助 県補助

委託料 面管理 1,614,000

委託料 受電設備保守・浄化槽維持管理 567,000

委託料 施設管理 2,365,000

委託料 緑地管理 847,000

4,469

需用費 電気・上下水道 1,261,000

役務費 浄化槽点検・保険料 15,000

地方債 その他 2,200 一般財源R5 事業費(千円) 6,669 国補助 県補助

委託料 面管理 1,614,000

委託料 受電設備保守・浄化槽維持管理 567,000

委託料 施設管理 2,365,000

委託料 緑地管理 847,000

4,469

需用費 電気・上下水道 1,261,000

役務費 浄化槽点検・保険料 15,000

地方債 その他 2,200 一般財源R4 事業費(千円) 6,669 国補助 県補助

委託料 面管理 1,614,000

委託料 受電設備保守・浄化槽維持管理 567,000

委託料 施設管理 2,365,000

委託料 緑地管理 847,000

4,469

需用費 電気・上下水道 1,261,000

役務費 浄化槽点検・保険料 15,000

地方債 その他 2,200 一般財源R3 事業費(千円) 6,669 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 17-14

事業名 城山球場・テニスコート経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳

委託料 面管理 2,121,000

委託料 緑地管理 135,000

需用費 上下水道 25,000

地方債 その他 20 一般財源 2,261

委託料 面管理 2,121,000

R6 事業費(千円) 2,281 国補助 県補助

需用費 水道 24,000

委託料 緑地管理 135,000

地方債 その他 20 一般財源 2,261

委託料 面管理 2,121,000

R5 事業費(千円) 2,281 国補助 県補助

2,261

需用費 水道 24,000

委託料 緑地管理 135,000

地方債 その他 20 一般財源

委託料 面管理 2,121,000

有料施設でありますが、特定の減免団体が利用しており収入が見込めない。

R4 事業費(千円) 2,281 国補助 県補助

2,261

需用費 水道 24,000

委託料 緑地管理 135,000

地方債 その他 20 一般財源R3 事業費(千円) 2,281 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 17-15

事業名 長深グラウンド経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

町民プール解体工事

内訳

内訳

陸上競技場劣化度調査

内訳

計

※陸上競技場照明設備設置工事・・・指定管理者が施工

計 6,494,200 467,800 28,387,600 35,349,600

総合体育館ガラス飛散防止改修工事 実施予定 実施予定 15,961,000 15,961,000

総合体育館屋根改修工事（アリーナ以外設計のみ） 実施予定 0

総合体育館内装等改修工事 実施予定 実施予定 4,015,000 4,015,000

中央球場外壁等改修工事 244,200 217,800 3,911,600 4,373,600

中央球場放送設備改修工事 250,000 250,000 4,500,000 5,000,000

陸上競技場スタンド防水工事（設計のみ） 3,000,000 3,000,000

陸上競技場屋根改修工事（設計のみ） 3,000,000 3,000,000

工事名 設計費(調査含む) 監理費 工事費 計

一般財源 3,535地方債 31,815 その他R6 事業費(千円) 35,350 国補助 県補助

31,359,000

5,000,000 5,000,000

計 5,000,000 2,000,000 29,359,000 36,359,000

地方債

総合体育館給排水換気設備改修工事 2,000,000 29,359,000

2,061,840 31,709,700

一般財源 3,636

工事名 設計費(調査含む) 監理費 工事費 計

県補助

39,351,540

R5 事業費(千円) 36,359 国補助 32,723 その他

5,580,000

陸上競技場電気設備改修工事 616,000 521,840 6,563,700 7,701,540

総合体育館給排水換気設備改修工事（設計のみ） 2,500,000 2,500,000

陸上競技場エレベーター改修工事 2,464,000 1,540,000 25,146,000 29,150,000

3,935

工事名 設計費(調査含む) 監理費 工事費 計

地方債 35,417 その他 一般財源R4 事業費(千円) 39,352 国補助 0 県補助

計 5,434,000 4,294,400 218,580,400 228,308,800

総合体育館自家発電設備工事 3,014,000 1,887,600 42,132,200 47,033,800

武道館照明（LED）改修工事 440,000 377,300 7,008,100 7,825,400

総合体育館屋根改修工事 - 1,039,500 74,146,000 75,185,500

1,980,000 990,000 95,294,100 98,264,100

19,610

工事名 設計費(調査含む) 監理費 工事費 計

地方債 198,700 その他 10,000 一般財源R3 事業費(千円) 228,310 国補助 0 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 17-16

事業名 体育施設整備費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳

◎総合文化センター施設改修
■総合文化センター舞台機構改修工事【第３期】
【委託料】　　　 4,923千円（設計監理委託）⇒ ・総合文化センター舞台機構改修工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設計業務委託料　3,031千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 監理業務委託料　1,892千円
【工事請負費】　53,136千円（施設改修工事）⇒ ・総合文化センター舞台機構改修工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53,136千円
　※改修工事内容
　　・反射板・捲上機・滑車・ワイヤー交換
　　　第1・第2天井反射板(昇降)、第1・第2天井反射板(傾斜)、正面反射板、
　　　第1・第2側面反射板(上手)昇降、第1・第2側面反射板(下手)昇降等

地方債 43,500 その他 一般財源 14,559

◎総合文化センター施設改修
【委託料】　　　 3,428千円（設計監理委託）⇒ ・総合文化センター非常用発電機更新工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設計業務委託料　1,100千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 監理業務委託料　　691千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・総合文化センター空調設備盤改修工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設計業務委託料　　944千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 監理業務委託料　　693千円
【工事請負費】　40,722千円（施設改修工事）⇒ ・総合文化センター非常用発電機更新工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,531千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・総合文化センター空調設備盤改修工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,191千円

◎総合文化センター施設改修
■総合文化センター舞台機構改修工事【第１期】
【委託料】　　　 4,502千円（設計監理委託）⇒ ・総合文化センター舞台機構改修工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設計業務委託料　1,760千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 監理業務委託料　1,100千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・総合文化センター付属棟空調機更新工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設計業務委託料　1,010千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　監理業務委託料　　632千円
【工事請負費】　39,937千円（施設改修工事）⇒ ・総合文化センター舞台機構改修工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,937千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・総合文化センター付属棟空調機更新工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,000千円
　※改修工事内容
　　■舞台機構改修工事
　　　・緞帳チチ紐取替・クリーニング・防炎加工
　　　・舞台電動吊物装置(緞帳、変形絞り緞帳、スクリーン･･･巻上機、枝滑車、ワイヤー交換等)
　　・付属棟空調機更新工事（H8.12.8竣工）
　　　既設機器・・・東芝製品（令和4年1月以降、部品の供給がｽﾄｯﾌﾟ）

◎総合文化センター施設改修
■総合文化センター舞台機構改修工事【第２期】
【委託料】　　　 2,860千円（設計監理委託）⇒ ・総合文化センター舞台機構改修工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設計業務委託料　1,760千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 監理業務委託料　1,100千円
【工事請負費】　27,428千円（施設改修工事）⇒ ・総合文化センター舞台機構改修工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,428千円
　※改修工事内容
　　・手動吊物装置滑車・ワイヤー交換
　　　暗転幕、第1・第2袖幕・第1・第2ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ・第1・第2ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾗｲﾄ、
　　　第1吊物～第7吊物、中割幕・中割バック幕、ﾎﾘｿﾞﾝﾄ幕等

R6 事業費(千円) 58,059 国補助 県補助

7,528地方債 22,700 その他 一般財源事業費(千円) 30,228 国補助 県補助

11,139地方債 33,300 その他 一般財源R4 事業費(千円) 44,439 国補助 県補助

11,150地方債 33,000 その他 一般財源R3 事業費(千円) 44,150 国補助 県補助

実施計画書
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事業名 文化施設整備費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）


