
施設名 修繕項目 金額 備考

大花壇 中央通路の土留め補修 321,720

管理棟他 電話回線保守点検料 62,640

管理棟他 高圧電気配線ケーブルモジュール回復工 47,520

公園進入路 誘導案内看板修理 167,400

管理棟他 光回線敷設工事 127,440

管理棟他 老朽部分のペンキ塗装 112,860

管理棟他 照明器具のLED化 387,000

管理棟他 光回線への切り替え工事 7,776

公園進入園路 誘導路面標示用ペンキ塗装 12,062

車両等 管理用軽トラック車検代 127,739

駐車場及びエントランス広場 誘導・案内看板の修理 376,488

中央トイレ 中央浄化槽原水ポンプ取替え工事 192,240

中央トイレ 網戸の改修 37,870

カスケード・噴水広場 噴水バルブの修繕 64,476

駐車場及びエントランス広場 案内表示金具の修理 185,760

機械器具 ブロワー及び刈払機の修繕 12,096

鹿柵ネット修理 ネット修理 8,996

ピクニック・ログキャビン 階段補強修理 1,512

管理棟書庫 車庫本棚改修工事 36,890

大型駐車場テニスコート 用具入れ庫整備 102,500

車両等 タイヤ交換 21,348

管理棟 空調機修理 51,000

トリム広場 水道メーター取替え修繕 360,266

車両等 管理用軽トラックドライブシャフト修理 15,282

機械器具 チェンソー修理 2,980

管理棟 窓ブラインド修理 34,600

2,878,461
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施設名 修繕項目 金額 備考

エントランス棟 内線電話保守点検整備工事 194,400

エントランス棟 期間警備システム変更点検整備工事 135,000

第1駐車場 園内案内板、掲示板修繕 133,480

エントランス棟 自動ドア修繕工事 19,440

管理棟外 刈り払い機修繕 1,890

見晴らし広場 監視カメラの修理 27,000

車両 公園管理用車両タイヤ交換 4,320

車両 公園管理用車両オイル交換 4,019

遊具広場 遊具地盤修理工事 3,840

管理棟 窓ブラインド修理 18,831

遊具広場 遊具地盤修理工事 599,400

遊具広場 遊具地盤修理工事 419,580

車両 パトロール車両タイヤ交換 16,788

遊具広場 地盤芝張り改修工事 384,480

大花壇 花のトイレ外壁修理 2,346

車両 パトロール車両オイル交換 5,520

大噴水 中央噴水池ポンプ室配水管敷設工事 73,440

街灯 街灯タイマー部品修理 9,690

管理棟他 工具修繕 1,248

管理棟 空調機修理 37,152

車両等 車両車検修理 63,558

サバイバルの森遊歩道注意看板修理 80,000

管理棟 園内放送機器の修繕 29,160

見晴らし広場外監視カメラの修理修理 93,960

中央トイレ 人感知センサー取り付け工事 166,000

中央トイレ トイレ入口電光表示板取り付け修繕 46,440

車両等 パトロール車両車検修理 76,518

エントランス棟 コンシェルジュルーム壁面改修工事 220,860

大花壇 大花壇下雑木竹の伐採整備 788,130

車両等 パトロール車両のタイヤ交換 10,494

管理棟 消防設備作動式スポット型感知器整備 3,888

アプリコットファ雑木竹藪の伐採と整備 132,840

管理棟 空調設備修繕 16,308

3,820,020
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施設名 修繕項目 金額 備考

管理棟 エアコンユニット交換 34,560

公園駐車場 駐車車両区画線引き 432,000

車両 エンジンオイル交換 3,059

噴水カスケード縁石補修 216,000

トリム広場 用具利用有り場補強 116,080

車両 車検　軽トラ69 107,425

車両 パンク修理 5,000

古民家 デッキ塗装補修修繕 136,000

車両 ヘッドランプ修理 1,200

車両 パンク修理 2,500

大花壇 大花壇下土手階段周辺藪整理 249,480

管理棟 パソコン修理 21,600

備品 車いす補修 1,000

車両 エンジン調整修理　軽トラ 64,044

管理棟 会議室壁面修繕 45,500

車両 エンジンオイル交換 3,540

古民家 大花壇への階段周辺補修工事 487,080

大花壇 散水栓止水バルブ修繕 73,440

中央トイレ トイレ周辺給水管破損による漏水修繕工 293,760

園内全域 案内誘導看板補強修繕 351,000

車両 サイドミラー修繕 2,736

ピクニック広場 テーブル並びにログハウスデッキ破損修 18,203

日本庭園 太鼓橋自然石平板補修工事 120,420

中央トイレ 浄化槽撹拌用モーター取替え工事 76,572

2,862,199
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駐車場、園路 園内フラッグ改修 302,400

車両 バイクタイヤ交換 13,500

駐車場 園内案内看板の修理 122,472

車両 軽トラックエンジン修理 42,876

花のトイレ 放流槽マンホール鉄蓋交換 83,160

中央トイレ 浄化槽放流ポンプ交換費 232,200

サバイバルの森トイレ浄化槽ブロワー交換費 174,420

車両 ホイールキャップ修理費 6,480

日本庭園 富士の庭園　四つ目垣交換費 199,800

カヌー場 屋外テント修理費 97,200

車両 軽トラックエンジン修理 190,630

車両 エアコン修理費 15,120

トリム広場 健康器具手摺修理 32,400

中央トイレ 浄化槽マンホール取替え 392,040

管理棟 玄関ドア部品交換 76,000

アプリコットファーム 土手竹やぶ伐採 108,000

園内監視カメラ 監視カメラ用コントローラー部品交換 4,680

車両 バックミラー交換 20,520

車両 車検整備代 50,922

管理棟 男子トイレ壁面修理 54,000

管理棟 パソコン修理 10,800

園路、駐車場ほか 園内掲示フラッグ（秋バージョン）改修 302,400

イベント広場 電気配線設備改修調査 270,000

中央トイレ 浄化槽配水管改修 594,000

カスケード、噴水広場送水管漏水修繕 540,000

車両 車検整備代（電球取替え含む） 32,754

車両 軽トラタイヤ購入、交換、処分料 14,537

サバイバルの森 監視用カメラ、点検、整備 291,600

エントランス棟 屋外電気コンセント整備 55,600

4,330,511
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