
施　設　名 修　理　箇　所 内　　　容 金額（円）
1Ｆ男子トイレ 光電センサー取替修繕 78,015
アリーナ バスケット板取替修繕 514,500
インターホン バッテリー交換修繕 3,643
エレベーター バッテリー交換修繕 45,675
屋外トイレ 光電センサー取替修繕 79,065
屋外トイレ 絶縁不良調査及び修繕 46,200
館外 揚水ポンプ水漏れ修繕 7,350
事務所内 電話設備修繕 45,150
事務所内他 バッテリー交換取替修繕 252,000
消化水槽 消化水槽ボールタップ取替修繕 26,250
女子更衣室 エアコン修繕 189,000
女子更衣室内トイレ 漏水修繕 11,025
卓球台 卓球台補修修繕 50,000
男子更衣室 エアコン修繕 52,080
駐車場ゲート 駐車場カーゲート修繕 70,350
駐輪場 漏電修繕 10,500
トレーニング室 トレーニング器具修繕 46,620
トレーニング室 エアコンフィルター交換修繕 58,800
トレーニング室 器具シート貼り替え修繕 77,910
トレーニング室 クロストレーナー修繕 69,720
トレーニング室 アダクション、レッグプレス修繕 47,187
トレーニング室 器具各種修繕 138,525
放送室 ワイヤレス受信機更新修繕 264,285
ロビー 掲示板ディスプレー照明修繕 25,805
機械室 電動機取替修繕 153,825
市プール 放送用スピーカー修繕 151,864
シャワー室 シャワー水栓交換修繕 140,438
シャワー室 給湯器修繕 10,153

野球場 グランドレーキ 刃交換修繕 77,269
庭球場 照明灯 ランプ、安定器取替修繕 311,325
地域文化広場庭球場 照明盤 キースイッチ取替修繕 15,120

アリーナ 天窓ガラス修繕 35,490
アリーナ 時計修繕 84,332
弓道場 水栓修繕 16,013
弓道場 水銀ランプ、安定器取替修繕 102,157
男子トイレ 小便器詰まり修繕 18,375
男子トイレ 小便器フラッシュバルブ交換修繕 47,082
トレーニング室 室内ドアロック取替修繕 26,250
視聴覚室 空調修繕 157,310
障害者用トイレ センサー修繕 14,805
トイレ 部品交換修繕 26,040
料理実習室 エアコン修繕 31,500
暗幕 カーテン取替え修繕 504,000
正面玄関 自動ドア修繕 40,492
駐車場ゲート 部品交換修繕 14,700
フェンス扉 フェンス扉修繕 10,500
草刈り機 ベルト交換修繕 15,062
草刈り機 ベルト交換修繕 8,158
水道栓 水栓交換修繕 36,372
トイレ ポンプ交換修繕 85,050
発電機 整備修繕 4,200
ベンチ ベンチ改修修繕 256,725

合　　計 4,604,262

平成２０年度　指定管理者修繕実績

総合体育館

プール

武道館

農業者トレーニングセンター

一宮体育センター

上長山庭球場

いこいの広場



施　設　名 修　理　箇　所 内　　　容 金額（円）
2Ｆ男子トイレ 光電センサー交換修繕 79,065
エレベーター エレベーター修繕 66,360
女子トイレ 部品交換修繕 55,986
男子トイレ 光電センサー交換修繕 153,405
トレーニング室 ラボード修繕 485,667
トレーニング室 クロストレーナー修繕 95,865
トレーニング室 ラボードスイッチ修繕 6,615
ポンプ室 揚水ポンプ配管修繕 175,350
メインアリーナ 床補修修繕 157,500
2Ｆ女子トイレ バルブ交換修繕 55,986
音響設備 リモコンマイク配線調整修繕 25,200
配管 漏水調査修繕 290,000
幅広滑り台 滑り台補修修繕 300,000

野球場 外部照明設備 機器取替修繕 21,630
観覧席 座面交換工事修繕 157,500
観覧席 コンセントブレーカー修繕 6,825
殺虫器 殺虫器鉄柱修繕 22,050
照明灯 水銀ランプ交換修繕 98,700
照明灯 水銀ランプ交換修繕 38,850
照明灯 水銀ランプ交換修繕 96,600
出入り口扉 扉かんぬき錠修繕 23,100
アリーナ 卓球台補修修繕 40,000
アリーナ控室 ドア修繕 15,750
弓道場 蛍光灯安定器交換修繕 14,805
事務所 館内放送機器交換修繕 107,100
事務所 事務所ドア取替修繕 25,200
卓球台 卓球台補修修繕 100,000
男子トイレ 小便器バルブ交換修繕 43,754
男子トイレ 大便器バルブ交換修繕 15,750
男子トイレ 小便器詰まり修繕 19,425
駐車場 駐車場舗装整備 26,250
電柱 電気メーター板交換修繕 20,160
トレーニング室 配線工事 46,200
1,2Ｆ女子トイレ マルチボールタップ交換修繕 39,092
1Ｆ男子トイレ 大便器バルブ交換修繕 38,850
女子トイレ レバーハンドル交換修繕 15,330
女子トイレ ボールタップ調整修繕 9,765
第2会議室 錠調整修繕 6,300
出入り口 ドア修繕 5,250

一宮体育センター 女子トイレ レバーハンドル交換修繕 15,330
上長山庭球場 照明盤 内部基盤修繕 22,575

グランド グランド整備 105,000
倉庫 倉庫鍵取替修繕 19,950

足山田野球場 倉庫 倉庫鍵取替修繕 44,940
管理棟前 水栓取替修繕 39,071
草刈機 草刈機修繕 73,594
草刈機 草刈機修繕 14,847
草刈機 ベルト交換修繕 16,642
草刈機 各種点検修繕 60,412
玄関 照明スイッチ配線修繕 27,300
女子更衣室、トイレ 配管工事、部品交換修繕 126,567
第1アリーナ バレーボールライン塗装 147,000
第2アリーナ 暗幕修繕 136,500
男子トイレ 排水パッキン取替修繕 10,364
男子トイレ センサー調整修繕 8,610

御幸浜パターゴルフ場 草刈機 保守点検修繕 117,317
合　　計 3,987,254

平成２１年度　指定管理者修繕実績

総合体育館

プール

庭球場

地域文化広場庭球場

武道館

農業者トレーニングセンター

東上野球場

いこいの広場

御津体育館



施　設　名 修　理　箇　所 内　　　容 金額（円）
1Ｆ女子トイレ バルブ交換修繕 39,144
1Ｆ男子トイレ 光電センサー交換修繕 140,910
機械室 動力盤修繕 14,700
サブアリーナ 照明交換修繕 26,250
外トイレ、１Ｆ男子トイレ 光電センサー交換、大便器金具修繕 88,137
駐車場 外灯水銀灯、安定器交換修繕 117,600
トレーニング室 照明交換修繕 25,830
トレーニング室 空調設備修繕 33,600
トレ室 器具シート張り替え修繕 90,405
トレ室 コンソール、バッテリー交換修繕 15,162
トレ室 ラボード各種調整交換修繕 155,883
レクアリーナ 音響設備修繕 157,500
機械室 ポンプ水漏れ修繕 43,050
事務所 エアコン修繕 33,600
正面玄関 看板文字修繕 19,950
倉庫 プールロボット修繕 150,000
男子シャワー室 給湯器修繕 132,300
プール内 排水蓋脱着工事 71,400
窓口 ガラス交換修繕 9,450

野球場 球場内 スピーカー機器取替修繕 210,000
場内 照明交換修繕 231,000
場内 照明交換修繕 123,900
審判台 パイプ溶接修繕 26,250
場内 照明交換修繕 15,120
場内 照明交換修繕 30,240

本野原第一公園広場 操作盤 操作紐取替修繕 5,250
1Ｆトレ室側女子トイレ 天窓ガラス交換修繕 7,560
アリーナ マイク端子交換修繕 48,300
外灯制御盤 南側駐車場外灯タイマー交換修繕 15,540
弓道場 水銀灯交換修繕 12,915
男子トイレ 洗面台水栓パッキン交換修繕 8,757
ロビー 防火シャッター修繕 19,950
1Ｆ男子トイレ 大便器洗浄管交換修繕 38,850
アリーナ 卓球台溶接修繕 10,500
アリーナ器具庫 卓球台溶接修繕 4,200
女子トイレ パッキン取替修繕 11,802
調理実習室 ガスオーブンレンジ修繕 18,700
アリーナ 支柱床破損取替修繕 15,750
女子トイレ 洗面台部品交換修繕 42,735
駐車場 補修修繕 51,450
出入り口ドア ドアクローザー交換修繕 15,750
草刈り機 各種交換修繕 33,978
草刈り機 タイヤ交換、ベアリング交換他修繕 101,512
草刈り機 シャフト、ギアボックス他修繕 132,445
草刈り機 ベアリング他交換修繕 98,204
事務所 発電機修繕 9,293
事務所前蛇口 水栓交換修繕 22,082
トイレ フットポンプ交換修繕 53,550

音羽運動公園 多目的広場 グラウンド整備修繕 252,000
1Ｆ洗面台 水栓調整修繕 11,865
館内 非常灯ランプ、カバー交換修繕 7,875
事務所 親時計交換修繕 217,350
女子トイレ 排水詰まり修繕 14,774
女子トイレ 汚水管内調査 103,425
女子トイレ 汚水管内修繕 294,000
第2アリーナ 窓交換修繕 164,850
男子更衣室 洗面台排水管部品交換修繕 15,572
駐車場 フェンス交換修繕 152,250

平成２２年度　指定管理者修繕実績

総合体育館

プール

庭球場

地域文化広場庭球場

武道館

農業者トレーニングセンター

一宮体育センター

いこいの広場

御津体育館



施　設　名 修　理　箇　所 内　　　容 金額（円）
テニスコート 人工芝張り替え修繕 33,600
テニスコート 人工芝張り替え修繕 10,500
テニスコート倉庫 安定器交換修繕 8,662
敷地内 散水栓交換修繕 63,693
敷地内 散水栓交換修繕 34,209
芝刈り機 キャブレタ修繕 16,779
芝刈り機 エンジンオイル、ベルト交換 47,297
事務所 エアコン取替修繕 134,505

合　　計 4,363,660

御津庭球場

御幸浜パターゴルフ場

平成２２年度　指定管理者修繕実績


