
旧寄中学校の維持管理費について 

 

１ 維持管理等の概要について 

 項目 概要 

① 燃料費 教室等で使用するストーブなどの灯油代金 

② 光熱水費 電気及び水道料金 

平成30年度内訳：①電気料金 1,498,609円 

②水道料金   22,489円 

③ガス料金    11,055円 

  計   1,532,153円 

③ 修繕料 （例）平成30年度に実施した修繕 

割れたガラスの修繕や合併処理ブロアー交換、合併処理

浄化槽臭気ファン交換等に要する経費 

④ 通信運搬費 インターネット回線料や電話料金、各種通知の郵送経費 

⑤ 手数料 ピアノの調律や、保健室の布団等のクリーニング代等に

要する経費 

⑥ 受水槽高架水槽清掃

委託料 

（神奈川県条例）小規模水道及び小規模受水道における

安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例（平成７年条例

第７号）第16条第１項による管理に要する経費 

対象受水槽：8.0㎥、高架水槽：3.4㎥ 

清掃頻度：年１回 

委託内容①受水槽及び高架水槽の清掃 ②水質検査 

⑦ 警備委託料 機械警備に要する経費 

警備時間：24時間 

⑧ 校舎清掃委託料 実施回数：年１回(夏休み期間中に実施) 

 実施内容：窓ガラス清掃、Ｐタイル床ほかワックス清

掃、衛生陶器及び小便器清掃等（年１回：夏

休み期間中に実施） 

⑨ 消防設備保守点検委

託料 

 消防法に基づく消防設備機器の保守点検業務 

 実施回数：①機器点検 年２回 

      ②総合点検 年１回 

 対象機器：別表のとおり 

⑩ 浄化槽維持管理清掃

委託料 

浄化槽法に基づく管理清掃委託に要する経費 

実施回数：①維持管理業務 ６月(年１回) 

②清掃業務 年２回 

対  象：６５人槽 



処理方法：合併処理(接触ばっ気方式) 

排水規制値：ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）９０ｍｇ

／㍑以下 

⑪ 水質検査委託料 学校環境衛生の基準に基づく浄化水槽の水質の検査に要す

る経費 

実施回数：年２回 

⑫ 電気保安業務保守点

検委託料 

電気事業法に基づく電気保安業務保守点検に要する経費 

実施回数： 

(1) 月次点検  隔月１回 

(2) 年次点検  年１回 

 （年次点検の際は、月次点検を含む） 

(3) 臨時点検  必要の都度 

(4) 清掃業務  年１回 

(5) 設備容量の変更届の提出及び必要書類の作成 

設備容量 

(KVA) 

受電電圧 

（V） 

絶縁監視装置 

１５０ ６，６００ 有 
 

⑬ 受水槽維持管理状況

定期検査委託料 

水道小規模水道及び小規模受水道における安全で衛生的

な飲料水の確保に関する条例第２条第３号、同条例第１項

及び第２項に規定する検査に要する経費 

実施回数：年１回(県知事が指定する者の検査) 

対  象：受水槽(有効容量 8.0㎥) 

⑭ 浄化槽機能検査委託

料 

浄化槽法に基づく浄化槽の法定点検要する費用 

 実施回数：年１回 

対  象：浄化槽（65人槽）  

⑮ 校庭校舎整備委託料 校地の草刈り委託料 

実施回数：年１回 

⑯ 学校環境衛生検査委

託料 

学校保健法に基づく検査に要する費用 

 実施回数：年１回 

実施内容： 

ホルムアルデヒド、及びトルエン・キシレン・パラジク

ロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレンの濃度測定、

分析 

⑰ 冷媒漏えい簡易点検

業務委託料 

フロン排出抑制法に基づく、エアコン等の機器の法定点

検に要する経費 

実施回数：年４回 



※定期点検箇所数は、３年に一度検査が必要 

（対象） 

簡易点検箇所数 定期点検箇所数 

業務用空調機 7.5ｋｗ/ｈ以上の機器数 

8 1（※） 
 

⑱ 浄化槽内ばっき槽ほ

か清掃委託料 

実施回数：使用頻度によるが定期的に（１～３年に１回程

度）清掃が必要清掃箇所 

実施箇所： 

(1) 第一接触ばっき槽 

(2) 第二接触ばっき槽 

(3) 沈殿槽 

(4) 消包槽 

(5) 消毒槽 

(6) 放流ポンプ槽 

(7) 希釈水 

 

２ 平成 30年度以前の維持管理費について 

○平成 28年度 

 項目 費用（円） 

① 燃料費 170,704 

② 光熱水費（電気・水道） 1,569,878 

③ 修繕料 430,428 

④ 通信運搬費 309,829 

⑤ 手数料 87,716 

⑥ 受水槽高架水槽清掃委託料 33,480 

⑦ 警備委託料 106,536 

⑧ 校舎清掃委託料 642,330 

⑨ 消防設備保守点検委託料 69,110 

⑩ 浄化槽維持管理清掃委託料 1,294,866 

⑪ 水質検査委託料 9,820 

⑫ 電気保安業務保守点検委託料 155,520 

⑬ 受水槽維持管理状況定期検査委託料 10,000 

⑭ 浄化槽機能検査委託料 12,500 

⑮ 校庭校舎整備委託料 54,270 

⑯ 学校環境衛生検査委託料 31,320 



⑰ 冷媒漏えい簡易点検業務委託料 116,640 

⑱ 浄化槽内接触ばっき槽ほか清掃委託料 － 

合 計 5,273,427 

 

○平成 29年度 

 項目 費用（円） 

① 燃料費 165,099 

② 光熱水費（電気・水道） 1,502,415 

③ 修繕料 141,527 

④ 通信運搬費 273,338 

⑤ 手数料 66,464 

⑥ 受水槽高架水槽清掃委託料 33,480 

⑦ 警備委託料 106,536 

⑧ 校舎清掃委託料 742,400 

⑨ 消防設備保守点検委託料 69,120 

⑩ 浄化槽維持管理清掃委託料 1,305,720 

⑪ 水質検査委託料 9,820 

⑫ 電気保安業務保守点検委託料 155,520 

⑬ 受水槽維持管理状況定期検査委託料 10,000 

⑭ 浄化槽機能検査委託料 12,500 

⑮ 校庭校舎整備委託料 54,810 

⑯ 学校環境衛生検査委託料 31,320 

⑰ 冷媒漏えい簡易点検業務委託料 116,640 

⑱ 浄化槽内接触ばっき槽ほか清掃委託料 － 

合 計 4,965,189 

 

  



別表 

消防設備保守点検対象機器（屋内運動場含む）   

業務場所 松田町寄２５４９番地     

対象設備の種類名・数量     

設備名 規格 数量 備考   

①自動火災報知設備         

 Ｐ型１級受信機 １６／２０回線 １台     

 煙感知器   ７個     

 差動式分布型感知器   １０個     

 差動式スポット型感知器   ８３個     

 定温式スポット型感知器   １０個     

 Ｐ型１級発信機   １０個     

 電鈴   １０個     

 表示灯   １０個     

 表示機   １台     

②消火器         

 ＡＢＣ粉末消火器   ２９本     

③誘導灯         

 避難口誘導灯   ２２台     

④消火栓設備   .     

 加圧送水装置 エンジンなし １式     

 ポンプ操作盤   １面     

 消火栓 屋内型 １０基     

 放水テスト 総合点検のみ １式     

⑤防火扉自動閉鎖設備         

 防災連動制御盤 ３／１０回線 １台     

 防災連動制御盤 ３種 ４個     

 防火シャター自動閉鎖器   ３個     

 電子ブザー   ３個     

 防火戸   １台     

 増幅器 ラック型 １台     

 スピーカー   １式     

 音量調整器   １式     

 


