
〔 令和元年度 教育に係る重点項目の取組状況について 〕

１ 熊野町立小・中学校空調設備設置工事（平成 30 年度 繰越事業）

・事業概要

児童生徒の健康を考慮した学習環境の整備のため、小・中学校普通教室及び

理科室、音楽室に空調機器を設置

・工 期

平成 31 年２月 27 日 ～ 令和元年９月 30 日

(完了：小学校９/26・中学校９/25)

・工事費

223,020,000 円 (小学校：146,340,000 円 中学校：76,680,000 円)

・補助金等

学校施設環境改善交付金 補助率１/３

地方債 充当率 100％（単独事業分 充当率 75％）

２ 熊野町立小・中学校ＩＣＴ整備事業

・事業概要

小・中学校におけるＩＣＴ機器を活用した教育を推進するため、ＩＣＴ端末

機器等を整備

・整備機器

タブレット：第二小・熊野中

電 子 黒 板：第一小・第三小・第四小・熊野東中

・整備期間

令和元年 11 月 ～（５年間リースにより整備）

・使用料（リース料）

504,900 円/年 (５年間：6,058,800 円)

３ 熊野町学校施設長寿命化計画策定業務

・事業概要

老朽化した施設の必要コストの平準化と適正な維持管理を計画的に実施して

いくため個別施設計画を策定

・業務委託期間

令和元年７月３日 ～ 令和２年３月 27 日

・委託料

6,050,000 円



４ 学校教育施設整備事業

(１) 小・中学校ブロック塀改修工事

・事業概要

地震等により倒壊の危険性があるブロック塀の改修工事

・対象校

熊野第一小学校・熊野第三小学校・熊野中学校

・工 期

令和元年７月３日(熊野第三小学校７/４) ～ 令和元年 10 月 31 日

(完了：熊野第一小学校、熊野第三小学校 10/31、熊野中学校 10/25)

・工事費

第一小学校 19,378,700 円

第三小学校 10,182,700 円

熊野中学校 2,310,000 円

・補助金等

地方債 充当率 100％（緊急防災・減災事業債）

(２) 熊野東中学校 特別教室棟屋外階段改修工事

・事業概要

老朽化した屋外(非常)階段改修工事

・工 期

令和元年７月３日 ～ 令和元年９月 30 日 (完了：９/25)

・工事費

2,538,000 円

(３) 熊野町立学校体育館照明改修工事

・事業概要

水銀灯照明の新規設置が規制されることに伴い学校体育館の照明を LED 化

・工 期

令和元年 12 月３日 ～ 令和２年２月 28 日 (完了：１/30)

・工事費

熊野東中学校 4,947,800 円

・補助金等

地方債 充当率 100％（緊急防災・減災事業債）



５ 熊野町立小・中学校トイレ改修(洋式化)に伴う実施設計

・事業概要

快適な環境整備を目的に老朽化した学校トイレの洋式化に向けた実施設計業務

・業務委託期間

令和元年８月 30 日 ～ 令和２年２月 28 日

・委託料

13,107,600 円 (小学校：9,147,600 円 中学校：3,960,000 円)

６ 社会体育施設改修事業

(１) 町民グランド改修工事

・事業概要

平成 30 年７月豪雨により発生した災害土砂及び災害廃棄物等の仮置き場

として使用されていた熊野町民グランドの復旧工事

・工 期

令和元年 11 月１日 ～ 令和２年３月 31 日

・工事費

45,540,000 円

(２) 多目的グランド改修工事

・事業概要

平成 30 年７月豪雨により被災した町民グランド南側の「多目的グランド」の

復旧工事

・工 期

令和元年 12 月３日 ～ 令和２年３月 27 日

・工事費

8,250,000 円

・補助金等

公立社会教育施設災害復旧費補助金 補助率２/３

７ 社会教育施設整備事業

(１) 町民会館エレベーター改修工事

・事業概要

老朽化した町民会館内エレベーターの改修工事

・工 期

令和元年４月１日 ～ 令和元年９月 25 日 (完了：令和元年９月 24 日)

・工事費

14,580,000 円





〔 令和２年度 教育に係る重点項目の概要について 〕

１ 熊野町立小・中学校トイレ改修工事 (令和元年度 繰越事業)

・事業概要

安心・快適な学校生活環境整備を図るため、今後５年以内に長寿命化改修工事

の予定がある建築物を除いた学校各棟内のトイレ(便器)を洋式化するともに配

管設備等の改修工事

・補助金等

学校施設環境改善交付金 補助率１/３

地方債 充当率 100％（単独事業分 充当率 75％）

２ 学校教育施設整備事業

(１) 熊野町立小・中学校 体育館照明改修事業

・事業概要

水銀灯照明の新規設置が規制されることから、老朽化した学校体育館照明の

LED 化改修事業

・対象校

熊野第一小学校、熊野第二小学校、熊野第三小学校、熊野第四小学校

熊野中学校

・補助金等

地方債 100％(緊急防災・減災事業債)

(２) 熊野第四小学校 屋外階段改修工事

・事業概要

熊野第四小学校南校舎の老朽化した屋外階段の改修工事

(３) 熊野第三小学校 擁壁改修工事

・事業概要

老朽化と樹木の影響で倒壊の危険性がある法面擁壁の改修工事

・補助金等

地方債 100％(緊急防災・減災事業債)

(４) 熊野町立小・中学校 校内通信ネットワーク整備事業 (令和元年度 繰越事業)

・事業概要

国が示すＧＩＧＡスクール構想に基づき学校の通信ネットワークの高速化

及び無線アクセスポイント設置等の整備

・補助金等

公立学校情報通信ネットワーク環境整備費補助金 補助率１/２

地方債 充当率 100％（補正予算債）



３ 社会体育施設改修事業

(１) 町民体育館照明改修工事

・事業概要

水銀灯照明の新規設置が規制されることに伴う町民体育館の照明 LED 化工事

・補助金等

地方債 充当率 100％（緊急防災・減災事業債）


