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１　「公共施設保全計画【実施内容】」の目的

「公共施設保全計画【実施内容】」は、建物系公共施設の計画的な維持保全の実施計画である「公共施設保全計画（Ｈ 31.３

策定）」の適切な進行管理を図るため、年度ごとの各種保全事業（予防保全型事業及び事後保全型事業）の実績について示すも

のです。

２　令和２年度実施内容について

「公共施設保全計画【令和２年度実施内容】」は、「公共施設保全計画」に基づき、緊急性や安全性等の技術的視点からの優

先度や財政状況等を踏まえ、令和元年度に実施された建物系公共施設の保全事業の実績をまとめたもので、計画の進捗状況を市

民の皆様にお示しするとともに、今後の計画の進行管理に活用します。

【検討の流れ（イメージ）】
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 ３　令和２年度の実施内容（進捗状況）

　　　令和２年度は、「公共施設保全計画」に位置付けた４４施設の実施計画や公営住宅長寿命化計画等の用途ごとの個別施設計

　　画、中期財政見通しなどの財政状況、さらには各施設の緊急性、安全性などの技術的視点からの優先度、市民ニーズなどに基

　　づき、行仁小学校新築工事やあいづ球場スタンド改修工事、会津風雅堂及び各小・中学校のトイレ洋式化工事など、１１４

　　施設における各種保全事業を実施しました。

　　　令和２年度の保全計画の実施内容は次の通りです。なお、詳細は一覧表をご覧ください。

　　【実施事業数】

保全種類

令和元年度 令和２年度

実施

施設数

事業費

（千円）

実施

施設数

事業費

（千円）

計画保全〔Ａ〕 ３８ 1,855,933 ３６ 2,066,758

事後保全〔Ｂ〕 ７８ 1,042,833 ７８ 672,586

合計〔Ａ＋Ｂ〕 １１６ 2,898,766 １１４ 2,739,344
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　　【公共施設保全計画の進捗状況（令和２年度実績）】

年　　度 計画施設数〔a〕 実施施設数〔b〕 進捗率（％）〔b/a〕

令和元年度 ３８ ３８ １００．０

令和２年度 ３７ ３６ ９７．３

　　　　【令和２年度未実施の理由】

　　　　　・令和２年度実施予定であった若松城耐震改修について、新型コロナウイルス感染症の影響により

　　　　　　令和３年度に延期したため。

3



  参考： 「公共施設保全計画【実施内容】」の見方

　・「公共施設保全計画【実施内容】」は、

　　　① 公共施設保全計画の実施計画に基づき行われる事業（計画保全※「公共施設保全計画」に定める44施設の整備事業）

　　　② 緊急性や安全性等の必要性から行われる事業（事後保全※上記以外の修繕や解体等の事業）

　　 の実績をとりまとめたものです。

　　 　　※順番は、組織順・施設ナンバー順

　　

　【実施内容のイメージ】
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施設名 所属名称 保全種類 事業内容 決算額（千円）

231会津若松市斎場 市民部市民課 計画保全 ○ ・火葬炉改修工事 12,150

242中央保育所 健康福祉部こども保育課 計画保全 ○ R1 5,754

272若松城 観光商工部観光課 計画保全 ・史跡若松城内工事など 3,000

348公設地方卸売市場 農政部農政課 計画保全 R1 28,550

564鶴ケ城公園 建設部まちづくり整備課 計画保全 ・帯廓四阿屋根改修工事 1,100

565会津総合運動公園 建設部まちづくり整備課 計画保全 ○ ・トイレ目隠し設置工事 800

565.2あいづ球場（会津総合運動公園）建設部まちづくり整備課 計画保全 ○ 131,060

565.4あいづ総合体育館（会津総合運動建設部まちづくり整備課 計画保全 ○ ・あいづ総合体育館受変電設備改修工事 5,040

施設
№

基金の
活用

実施計画上の
整備予定

R2～R4

・保育室床改修工事
・１階トイレ改修工事
・オイルタンク撤去工事
・1階木柵交換及び2階安全柵修繕
・防犯灯の設置替工事

R2～R4

・青果棟低温売場整備工事
・冷蔵庫・加工施設扉外改修工事 など

公園施設長寿命化
計画に基づく

公園施設長寿命化
計画に基づく

公園施設長寿命化
計画に基づく

・あいづ球場スタンド改修工事
・あいづ球場受変電設備改修工事

公園施設長寿命化
計画に基づく

主な工事内容

公共施設保全計画に示す

実施予定時期
公共施設維持整備等基金

活用の有無
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No. 施設名称 所属名称 保全種類 主な工事内容

1 231会津若松市斎場 市民部市民課 計画保全 ・斎場火葬炉改修工事 9,790

2 242中央保育所 健康福祉部こども保育課 計画保全 ○ R1 6,111

3 5459湊しらとり保育園 健康福祉部こども保育課 計画保全 R1 ・電話機等改修工事 175

4 5990夜間急病センター 健康福祉部健康増進課 計画保全 R1 1,065

5 348公設地方卸売市場（特会） 農政部農政課 計画保全 R1 ・冷蔵庫・加工施設扉外改修工事 3,916

6 565.2 建設部まちづくり整備課 計画保全 ・スタンド改修工事 46,310

7 565.3 建設部まちづくり整備課 計画保全 ・配管工事 1,991

8 565.4 建設部まちづくり整備課 計画保全 ・外手洗い場自動水栓化工事 3,639

9 796 建設部まちづくり整備課 計画保全 ○ 6,652

10 2069本町団地 建設部建築住宅課 計画保全 3,202

11 2070黒川団地 建設部建築住宅課 計画保全 4,844

12 2071緑町団地 建設部建築住宅課 計画保全 3,933

13 2072新横町団地 建設部建築住宅課 計画保全 ・住宅修理工事 1,342

14 2073片柳町団地 建設部建築住宅課 計画保全 ・住宅修理工事 2,935

15 2074柳原団地 建設部建築住宅課 計画保全 950

16 2075材木町団地 建設部建築住宅課 計画保全 ・住宅修理工事 3,561

17 2076城前団地 建設部建築住宅課 計画保全 157,495

 施設
番号

基金の
活用

実施計画上の
整備予定

決算額
（千円）

R2～4

・保育室床改修工事
・給食室ガス給湯器交換工事
・１階トイレ改修工事　他

・設備改修工事
・郵便ポスト等移設工事（謹教コミセン含む）
・冷暖房設備コンプレッサー取替工事

あいづ球場
（会津総合運動公園）

公園施設長寿命化
計画に基づく

テニスコート
（会津総合運動公園）

公園施設長寿命化
計画に基づく

あいづ総合体育館
（会津総合運動公園）

公園施設長寿命化
計画に基づく

鶴ケ城体育館
（鶴ケ城公園）

公園施設長寿命化
計画に基づく

・手洗い場自動水栓化工事
・鋼製建具改修工事

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

・住宅用火災警報器交換工事
・ほか住宅修理工事

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

・建具改修工事
・住宅用火災警報器交換工事
・ほか住宅修理工事

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

・１～４号電源改修工事
・住宅用火災警報器交換工事
・ほか住宅修理工事

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

・住宅用火災警報器交換工事
・ほか住宅修理工事

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

・更新住宅第3棟新築工事
・更新住宅第3棟電気設備工事
・更新住宅第3棟給排水衛生設備工事
・ほか住宅修理工事
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No. 施設名称 所属名称 保全種類 主な工事内容
 施設
番号

基金の
活用

実施計画上の
整備予定

決算額
（千円）

18 2077米代団地 建設部建築住宅課 計画保全 ・住宅修理工事 1,327

19 2078南花畑団地 建設部建築住宅課 計画保全 6,351

20 2079厩町団地 建設部建築住宅課 計画保全 16,342

21 2080住吉向団地 建設部建築住宅課 計画保全 935

22 2081年貢町団地 建設部建築住宅課 計画保全 ・住宅修理工事 5,261

23 2082居合団地 建設部建築住宅課 計画保全 ・住宅修理工事 4,984

24 2083城西団地 建設部建築住宅課 計画保全 52,145

25 2084錦町団地 建設部建築住宅課 計画保全 4,467

26 2085藤室団地 建設部建築住宅課 計画保全 ・住宅修理工事 2,065

27 2086小田垣団地 建設部建築住宅課 計画保全 ・住宅修理工事 2,283

28 2087北川原丁団地 建設部建築住宅課 計画保全 ・住宅修理工事 1,645

29 2088松長団地 建設部建築住宅課 計画保全 ・住宅修理工事 1,896

30 4124葉山団地 建設部建築住宅課 計画保全 ・住宅修理工事 1,036

31 4125トドメキ団地 建設部建築住宅課 計画保全 ・住宅修理工事 1,343

32 2093行仁小学校 計画保全 ○ 1,648,389

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

・外灯改修工事
・ほか住宅修理工事

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

・1棟昇降機改修工事
・ほか住宅修理工事

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

・住宅用火災警報器交換工事
・ほか住宅修理工事

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

・第1棟大規模改善建築工事
・第1棟大規模改善給排水衛生設備工事
・第1棟大規模改善電気設備工事
・第2棟外量水器取替工事
・ほか住宅修理工事

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

・外灯改修工事
・ほか住宅修理工事

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

公営住宅等長寿命
化計画に基づく

教育委員会教育総務課
教育委員会学校教育課

R1～R2

・校舎・屋内運動場新築工事
・地域イントラネット光ケーブル敷設工事
・校舎各種設備工事
・屋内運動場給排水衛生設備・電気設備工事
・中央棟・北棟外・南棟・屋内運動場外解体工事
・給食室空調機設置工事
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No. 施設名称 所属名称 保全種類 主な工事内容
 施設
番号

基金の
活用

実施計画上の
整備予定

決算額
（千円）

33 137會津風雅堂 教育委員会文化課 計画保全 ○ R1 32,605

34 4138河東総合体育館 教育委員会スポーツ推進課 計画保全 ○ R1 10,161

35 5324会津若松市コミュニティプール 教育委員会スポーツ推進課 計画保全 ○ R1 3,627

36 5466生涯学習総合センター 教育委員会生涯学習総合センター 計画保全 ○ － 11,985

計画保全全体事業費合計（千円） 2,066,758

保全事業の進捗率 計画 37 実施 36 進捗率（％） 97.3

・監視カメラ設備改修工事
・高圧受電設備外改修工事
・トイレ改修工事

・玄関前階段タイル改修工事
・機械設備改修工事
・照明制御改修工事

・可動床設備改修工事
・更衣室床等改修工事
・1号ろ過ポンプ改修工事

・多目的ホール床段差解消改修工事
・耐火クロススクリーン改修工事
・非常用発電機修理工事
・防火シャッター点検用天井改修工事　他
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No. 施設名称 所属名称 保全種類 主な工事内容
 施設
番号

基金の
活用

実施計画上の
整備予定

決算額
（千円）

1 5316北会津支所 企画政策部北会津支所まちづくり推進課 事後保全 ○ 未策定 3,776

2 5317河東支所 企画政策部河東支所まちづくり推進課 事後保全 未策定 ・１階フロア照明スイッチ改修工事 112

3 6056強清水バス待合所 企画政策部河東支所住民福祉課 事後保全 未策定 ・バス待合所撤去工事 192

4 123町北集会所 総務部総務課 事後保全 未策定 ・冷暖房設備工事 880

5 129栄町第一庁舎 総務部総務課 事後保全 ○ 未策定 1,562

6 130栄町第二庁舎 総務部総務課 事後保全 ○ 未策定 ・非常用照明設備改修工事 732

7 5455追手町第二庁舎 総務部総務課 事後保全 未策定 2,220

8 224行仁コミュニティセンター 市民部環境生活課 事後保全 未策定 ・駐車場舗装工事 4,027

9 226城北コミュニティセンター 市民部環境生活課 事後保全 未策定 618

10 228松長コミュニティセンター 市民部環境生活課 事後保全 ○ 未策定 610

11 3106真宮コミュニティセンター 市民部環境生活課 事後保全 未策定 ・集会室冷暖房設備工事 3,544

12 138第１分団基幹消防屯所 市民部危機管理課 事後保全 未策定 ・外部改修工事 3,493

13 3027 市民部危機管理課 事後保全 ○ 未策定 ・修繕工事 477

14 3071 市民部危機管理課 事後保全 未策定 ・ホース乾燥塔新設外工事 1,569

15 6110 市民部危機管理課 事後保全 ○ 未策定 ・修繕工事 485

16 999999その他 市民部危機管理課 事後保全 未策定 1,379

17 237ノーマライズ交流館パオパオ 健康福祉部障がい者支援課 事後保全 ○ 未策定 2,305

18 240片柳デイサービスセンター 健康福祉部高齢福祉課 事後保全 未策定 ・ボイラー改修工事 3,740

19 244行仁町児童センター 健康福祉部こども保育課 事後保全 未策定 ・遊具撤去工事 202

20 246西七日町児童館 健康福祉部こども保育課 事後保全 未策定 ・物置解体・設置工事 397

・駐車場外灯改修工事
・自動ドア改修工事
・自動火災報知設備改修工事
・１階執務室西側給湯設備修繕工事

・高圧気中開閉器取替工事
・１・３階男子トイレ小便器感知フラッシュ改修工事
・都市ガス配管仮設・復旧工事

・屋内消火栓埋設配管修繕工事
・高圧ケーブル等改修工事
・自動火災報知設備修繕工事

・外灯修繕工事
・漏水修理工事
・１階女子トイレ便座改修工事

・自動ドア改修工事
・外壁修繕工事

第16分団宮袋消防屯所

第15分団下米塚消防屯所

第18分団基幹消防屯所

・火の見櫓サイレン用配線撤去工事（１地区分）
・火の見櫓解体工事（２地区分）

・受変電設備改修工事
・たんぽぽ園温水循環ポンプ更新工事
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No. 施設名称 所属名称 保全種類 主な工事内容
 施設
番号

基金の
活用

実施計画上の
整備予定

決算額
（千円）

21 4102広田保育所 健康福祉部こども保育課 事後保全 未策定 11,310

22 600002城北こどもクラブ 健康福祉部こども保育課 事後保全 未策定 1,965

23 600006城西こどもクラブ 健康福祉部こども保育課 事後保全 未策定 2,237

24 600007東山こどもクラブ 健康福祉部こども保育課 事後保全 未策定 ・冷暖房設備改修工事 2,081

25 700001松長第一こどもクラブ 健康福祉部こども保育課 事後保全 未策定 108

26 900025荒舘こどもクラブ 健康福祉部こども保育課 事後保全 未策定 ・暖房機改修工事 267

27 3035北会津保健センター 健康福祉部健康増進課 事後保全 ○ 未策定 30,168

28 4104河東保健センター 健康福祉部健康増進課 事後保全 未策定 ・自動水栓設置工事 215

29 272若松城 観光商工部観光課 事後保全 ・走り長屋売店系統空調室外機各種部品交換工事 213

30 280崎川浜湖水浴場 観光商工部観光課 事後保全 未策定 ・脱衣所解体工事 490

31 281小石ヶ浜湖水浴場 観光商工部観光課 事後保全 未策定 ・公衆便所解体工事 499

32 286飯盛山観光案内所 観光商工部観光課 事後保全 未策定 ・カウンター工事 292

33 5529会津若松工業団地ポンプ場 観光商工部企業立地課 事後保全 未策定 ・工業団地３・４号電動仕切弁外改修工事 7,686

34 291病害虫防除機械倉庫 農政部農政課 事後保全 ○ 未策定 ・シャッター改修工事 1,483

35 2524北会津農村環境改善センター 農政部農政課 事後保全 未策定 ・レール交換工事及び暗幕設置工事 161

36 536小田垣公園 建設部まちづくり整備課 事後保全 ・外園灯改修工事 498

37 562東部公園 建設部まちづくり整備課 事後保全 ・園灯改修工事 407

38 563門田緑地 建設部まちづくり整備課 事後保全 ○ ・受変電設備改修工事 3,707

39 564鶴ケ城公園 建設部まちづくり整備課 事後保全 ○ 3,658

40 565会津総合運動公園 建設部まちづくり整備課 事後保全 ○ 3,337

41 797多目的広場（鶴ケ城公園） 建設部まちづくり整備課 事後保全 ・多目的広場南倉庫撤去工事 1,199

・空気清浄機撤去工事
・午睡室パネル改修工事　他

・冷暖房設備設置工事
・電話設備工事

・冷暖房設備設置工事
・電話設備工事

・冷暖房設備設置工事

・浴室系統壁付サーモスタット混合水栓交換工事
・浄化槽設備改修工事
・男女各トイレ手洗器自動水栓設置工事
・冷暖房設備改修工事　他

R2～4

公園施設長寿命化
計画に基づく

公園施設長寿命化
計画に基づく

公園施設長寿命化
計画に基づく

公園施設長寿命化
計画に基づく

・多目的広場給水管改修工事
・弓道場改修工事
・四阿屋根改修工事
・瓢箪濠法面復旧工事　他

公園施設長寿命化
計画に基づく

・わんぱく広場駐車場改修工事
・わんぱく広場吊り橋設置工事　他

公園施設長寿命化
計画に基づく
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No. 施設名称 所属名称 保全種類 主な工事内容
 施設
番号

基金の
活用

実施計画上の
整備予定

決算額
（千円）

42 2485道路河川管理センター 建設部道路課 事後保全 未策定 690

43 2092城北小学校 教育委員会教育総務課 事後保全 未策定 66,111

44 2094城西小学校 教育委員会教育総務課 事後保全 未策定 ・体育館正面玄関外出入口サッシその他改修工事 354

45 2095謹教小学校 事後保全 ○ 未策定 2,409

46 2097一箕小学校 事後保全 未策定 65,625

47 2098松長小学校 事後保全 未策定 768

48 2100神指小学校 教育委員会教育総務課 事後保全 未策定 40,714

49 2102城南小学校 教育委員会教育総務課 事後保全 未策定 31,909

50 2104東山小学校 事後保全 未策定 728

51 2105小金井小学校 教育委員会教育総務課 事後保全 未策定 845

52 2114第一中学校 教育委員会教育総務課 事後保全 未策定 1,477

53 2115第二中学校 教育委員会教育総務課 事後保全 未策定 ・正面駐車場区画線改修工事 205

54 2116第三中学校 事後保全 未策定 713

55 2117第四中学校 教育委員会教育総務課 事後保全 未策定 961

・暖房設備改修工事
・冷暖房設備改修工事

・北西棟１階活動室空調機移設工事
・正門門扉改修工事
・南棟解体工事

教育委員会教育総務課
教育委員会学校教育課

・ボイラー煙突改修工事
・プール循環ポンプ改修工事

教育委員会教育総務課
教育委員会学校教育課

・北棟２階西女子便所洋便器新設工事
・屋内運動場屋根改修工事
・プール改修工事
・給食室冷凍庫電源増設工事
・受水槽給水管その他改修工事

教育委員会教育総務課
教育委員会学校教育課

・温水ボイラー自動制御装置改修工事
・受水槽天端パネル改修工事

・西棟耐震補強工事
・西棟耐震補強電気設備工事
・体育館北側通路外灯増設工事

・校舎床仕上材改修工事
・下水道切替工事
・非常用放送設備改修工事
・西側門扉改修工事
・ボイラー煙突改修工事

教育委員会教育総務課
教育委員会学校教育課

・校舎放送設備改修工事
・受水槽ヒーター改修工事

・校庭防球ネット改修工事
・第二音楽室空調機移設工事

・校舎放送設備改修工事
・２年１組教室外黒板塗装工事
・北校舎西１階女子便所洋便器新設工事

教育委員会教育総務課
教育委員会学校教育課

・校舎北側井戸ポンプ改修工事
・暖房用ボイラー煙突改修工事
・プール便所系統量水器設置工事

・職員室電気時計設備改修工事
・南校舎廊下床シート改修工事
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56 2118第五中学校 事後保全 ○ 未策定 1,217

57 2119第六中学校 教育委員会教育総務課 事後保全 未策定 5,156

58 2120湊中学校 教育委員会教育総務課 事後保全 未策定 767

59 2122大戸中学校 事後保全 ○ 未策定 2,515

60 2123湊小学校 教育委員会教育総務課 事後保全 未策定 2,038

61 3055荒舘小学校 教育委員会教育総務課 事後保全 未策定 666

62 3056川南小学校 教育委員会教育総務課 事後保全 未策定 ・普通教室外網戸新設工事 475

63 3057北会津中学校 教育委員会教育総務課 事後保全 未策定 ・体育館東側外灯増設工事 295

64 5415河東学園小学校 教育委員会教育総務課 事後保全 未策定 1,592

65 2096日新小学校 教育委員会学校教育課 事後保全 ○ 未策定 ・プール除毛器改修工事 495

66 2105.2小金井地区学校給食センター 教育委員会学校教育課 事後保全 ○ 未策定 ・床改修工事 3,069

67 999999その他 教育委員会学校教育課 事後保全 未策定 ・小・中学校ＬＡＮ整備工事 319,347

68 4137河東地区学校給食センター 教育委員会河東地区学校給食センター 事後保全 未策定 ・煙突改修工事 463

69 2140文化センター 教育委員会文化課 事後保全 ○ 未策定 ・防火シャッター改修工事 2,480

70 3065小松原多目的運動場 教育委員会スポーツ推進課 事後保全 ○ 未策定 3,647

71 4139河東弓道場 教育委員会スポーツ推進課 事後保全 ○ 未策定 ・折戸改修工事 649

72 2145北公民館 教育委員会北公民館 事後保全 ○ 未策定 3,998

教育委員会教育総務課
教育委員会学校教育課

・校庭防砂ネット改修工事
・西校舎１階東階段防火シャッター改修工事
・プール循環ポンプ改修工事

・受水槽南側給水管改修工事
・１階西側渡り廊下鉄扉改修工事
・職員室火災受信盤改修工事
・校舎ガラス補強工事

・体育館北側法面改修工事
・校舎地下ピット排水ポンプ改修工事

教育委員会教育総務課
教育委員会学校教育課

・浄化槽汚水計量桝改修工事
・プール設備外塗装工事

・東側駐車場舗装改修工事
・校庭防球ネット改修工事
・体育館北面西側外壁改修工事　他

・教室棟多目的ホール棚改修工事
・北校舎多目的ホールコンセント増設工事

・教室棟コモンスペース東側ドレン管改修工事
・機械室給気ファン改修工事
・センター棟多目的ホール移動観覧席改修工事
・２年２組教室前ホール換気設備改修工事

・ナイター照明改修工事
・受変電設備改修工事

・１階会議室照明器具改修工事
・１階男性用トイレ改修工事
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73 2146南公民館 教育委員会南公民館 事後保全 ○ 未策定 1,865

74 2147大戸公民館 教育委員会大戸公民館 事後保全 ○ 未策定 ・１階女子トイレ改修工事 792

75 2148一箕公民館 教育委員会一箕公民館 事後保全 ○ 未策定 1,969

76 2149東公民館 教育委員会東公民館 事後保全 ○ 未策定 ・非常用放送設備改修工事 737

77 3067北会津公民館 教育委員会北会津公民館 事後保全 未策定 ・１階男子トイレ掃除用流し新設工事 287

78 4143河東公民館 教育委員会河東公民館 事後保全 未策定 ・２階暖房系統オイルキャリー取替工事 257

事後保全全体事業費合計（千円） 672,586

事後保全事業数 78

事業総数（計画保全＋事後保全） 114 総事業費（千円） 2,739,344

・玄関自動ドア改修工事
・屋根防水外改修工事
・屋外排水設備改修工事

・非常放送・電話設備改修工事
・駐車場不陸整正及び区画線表示工事
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