
修繕工事実績一覧（令和元年度）

修繕工事名 公園名 金額（税込）

公衆便所維持工事 芝浦公園 19,440

ｶﾞｽ灯修理(No.1,5,8） 芝浦公園 35,424

女子ﾄｲﾚ手洗い器自動水栓取替 芝浦公園 100,440

ｶﾞｽ灯修理(No.2,3,7） 芝浦公園 39,960

男子・女子ﾄｲﾚ明り取り反射対応 芝浦公園 116,640

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞ-ﾙﾘﾝｸﾞ交換材料費購入 芝浦公園 16,500

便所扉修繕 プラタナス公園 99,360

ﾄｲﾚﾌﾞ-ｽ扉補修工事 プラタナス公園 37,800

園路灯電球交換 プラタナス公園 46,440

複合遊具（ｷﾞｬﾗｸｼ-）補修 埠頭公園 275,000

中型複合遊具（船）側壁の劣化補修及び全面塗装 埠頭公園 782,100

ロッキング遊具ｼ-ｿ-・小型複合・ﾌﾞﾗﾝｺ2連補修 埠頭公園、港南和楽公園、港南緑水公園 185,350

根上りﾌﾞﾛｯｸ隆起修繕 埠頭公園 548,460

園路洗い出し舗装面修繕 芝浦中央公園 37,800

ﾄﾞｯｸﾞﾗﾝﾀﾞｸﾄ舗装 芝浦中央公園 1,294,800

園内整備工事（ﾀﾞｽﾄ補充、整地） 芝浦中央公園、港南和楽公園 587,520

再生水用給水電磁弁交換 芝浦中央公園 178,308

ﾀｰｻﾞﾝﾛ-ﾌﾟ交換等 芝浦中央公園 205,700

Ｄ面ｽﾂ-ﾙ周辺ネット張 芝浦中央公園 821,700

芝生地内漏水修理 芝浦中央公園 133,870

ｽﾂｰﾙﾍﾟﾝｷ塗装 芝浦中央公園 8,800

トイレ洗浄管補修 お台場レインボー公園 20,520

ﾏｯﾄ部分補修 お台場レインボー公園 181,440

砂場補修 お台場レインボー公園 327,780

照明器具設置工事（誰でもトイレ） お台場レインボー公園 49,680

遊具（ｼ-ｿ-のﾀｲﾔ破損）修理 お台場レインボー公園 143,640

公園維持工事（ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ）敷設 お台場レインボー公園 1,265,000

根上りﾌﾞﾛｯｸ隆起修繕 お台場レインボー公園 235,977

休憩デッキ修繕 港南緑水公園 21,600

ﾄﾞｯｸﾞﾗﾝ目隠し用塩ビｼｰﾄ（園路面） 港南緑水公園 284,040

ドッグラン水呑場更新及びﾐｽﾄ工事 港南緑水公園 205,200

ドッグラン水呑場更新に伴う止水栓工事 港南緑水公園 144,720

公園案内板修理 港南緑水公園 540,000

野外卓修理 港南緑水公園 734,400

噴水ノズル購入 港南緑水公園 135,648

園路照明器具取替工事 港南緑水公園 286,000

野外卓修繕 港南緑水公園 366,300



修繕工事実績一覧（令和元年度）

修繕工事名 公園名 金額（税込）

ｿ-ﾗ-式ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ修繕 港南緑水公園 176,880

運河沿いﾃﾞｯｷ修繕 港南緑水公園 438,900

ﾄｲﾚ警報修繕 港南緑水公園 26,400

小型複合（飛行機） 港南和楽公園 145,420

誰でもトイレ便座修繕 港南和楽公園 25,080

ﾍﾞﾝﾁ塗装 東八ツ山公園 176,040

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具、複合遊具補修 東八ツ山公園、港南公園B 115,500

男子トイレ水栓及びﾄﾗｯﾌﾟ取替 港南公園D 42,120

ﾌﾞﾗﾝｺﾁｪｰﾝ交換 港南公園B 50,600

ﾃﾞｯｷ修繕 港南公園BC、港南緑水公園 926,640

園灯ｶﾊﾞ-取付 港南公園、お台場レインボー公園 180,400

12,817,337

修繕工事名 公園名 金額（税込）

ダスト舗装（遊具周辺） 船路橋児童遊園 61,560

遊具塗装 船路橋児童遊園 71,500

公園利用注意看板 末広橋児童遊園 127,600

260,660

公園合計金額（税込）

児童遊園合計金額（税込）



修繕工事実績一覧（令和２年度）

修繕工事名 公園名 金額（税込）

クローバー広場ネット補修 芝浦公園 127,600

ダスト舗装水溜まり補修工事 芝浦公園 502,739

クッションマット部分補修 芝浦公園 154,000

ガス灯点検修理 芝浦公園 20,020

ﾄｲﾚ幅木設置 芝浦公園 110,000

男子トイレブース鍵交換工事 プラタナス公園 31,900

ﾍﾞﾋﾞ-ｼ-ﾄ更新他工事(誰でもﾄｲﾚ） プラタナス公園 389,400

施設一時閉鎖措置 埠頭公園 113,300

ろ過ポンプ更新1.5kw 埠頭公園 294,800

ストレーナー配管補修 埠頭公園 55,000

コンクリート砂場枠補修 埠頭公園 374,000

ルッキンロッキン用ボルト交換 埠頭公園 52,800

円形ﾍﾞﾝﾁ板材交換 埠頭公園 1,210,000

ﾊﾞ-ｺﾞﾗ下縁台天板交換 埠頭公園 328,900

ﾄｲﾚｯﾄﾎﾙﾀﾞ-交換（男子ﾄｲﾚ） 芝浦中央公園 37,290

噴水ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ更新 芝浦中央公園 649,825

ｺﾞﾐ箱補修 芝浦中央公園 44,000

トイレットペーパーホルダー交換（B面） 芝浦中央公園 153,560

D面ｽﾂｰﾙ周辺保護ﾏｯﾄ設置 芝浦中央公園 716,100

手洗い自動水栓取替工事 芝浦中央公園 133,100

ハチの巣駆除 芝浦中央公園 27,500

ハチの巣駆除 芝浦中央公園 44,000

噴水設備次亜塩素酸サイフォン阻止弁交換 芝浦中央公園 38,500

ﾓﾆｭﾒﾝﾄ広場レンガ段差部張替 芝浦中央公園 88,000

ロ-プウエイ補修 芝浦中央公園 319,000

ハチの巣駆除 芝浦中央公園 5,500

遊具エリア安全マット補修 芝浦中央公園 100,100

オートストップ横水栓の購入 芝浦中央公園 19,800

ＬＥＤ低ﾎﾞﾗ-ﾄﾞﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞ- 芝浦中央公園 35,420

公園維持工事 お台場レインボー公園 34,100

カモメシーソー修繕 お台場レインボー公園 159,500

男子トイレ洗面台修理 お台場レインボー公園 14,300

公園維持工事（遊具補修） お台場レインボー公園 50,600

ﾍﾞﾋ-ﾞｼ-ﾄ交換 お台場レインボー公園 281,600

散水栓系統給水管更新 お台場レインボー公園 172,700

複合遊具手摺他交換作業　　　　 お台場レインボー公園 143,000

園灯交換 お台場レインボー公園 15,000



修繕工事実績一覧（令和２年度）

修繕工事名 公園名 金額（税込）

公園ﾍﾞﾝﾁ座板交換 お台場レインボー公園 1,100,000

公園灯不点灯緊急対応 お台場レインボー公園 22,000

複合遊具ウッドトンネル補修 お台場レインボー公園 66,000

ソーラー式フットライト修繕 港南緑水公園 57,200

噴水ろ過設備配管ｻﾎﾟ-ﾄ防食塗装 港南緑水公園 27,500

砂場扉ｵ-ﾄﾋﾝｼﾞ交換 港南緑水公園 71,500

公園維持工事（フェンス嵩上げ） 港南緑水公園 180,400

トイレ系統ブレーカートリップ緊急対応 港南緑水公園 22,000

公園内電気系統不具合復旧工事 港南緑水公園 77,000

コンセント電源仮設作業 港南緑水公園 77,000

男子トイレビット残水処理作業 港南緑水公園 181,500

公園灯補修工事 港南緑水公園 44,000

中型複合手摺被覆材 港南緑水公園 132,000

遊具廻り盛土 港南緑水公園 286,000

電球交換 港南和楽公園、港南公園D 198,000

公衆便所補修工事（男子・女子・誰でも） 港南和楽公園 1,247,400

園内整備土工事 港南和楽公園 154,000

公園維持工事（フェンス補修） 東八ツ山公園 204,600

公園維持工事（遊具等補修） 東八ツ山公園 473,000

埋設給水管漏水修理 東八ツ山公園 68,200

誰でもトイレ便座交換 港南公園A 29,480

防球フェンス支柱筋交いワイヤー締付工事 港南公園D 107,800

ブランコマット改修 港南公園B 402,600

内部塗装他工事（男子・女子・誰でも） 港南公園A 319,000

複合遊具安全ﾏｯﾄ補修 港南公園B 85,800

スツール更新 港南公園C 1,106,600

投球場内支柱防護ｶﾊﾞ- 港南公園D 244,200

園灯故障修理 港南公園D 165,000

14,196,734

修繕工事名 公園名 金額（税込）

植樹桝縁石据え直し 船路橋児童遊園 99,000

99,000

公園合計金額（税込）

児童遊園合計金額（税込）


