
 

 

令和３年１２月１日 

令和４年度 久美浜一区地域まちづくり計画 
      

毎年度 11 月に見直しを行い、市民局に提出する 

ａ．久美浜一区 
a．施設整備関係 

・土居倉庫の外壁補修 

・土居倉庫ドア取り替え 

・土居倉庫床補修 

・土居倉庫窓サッシ取り替え 

・防災倉庫ガレージシャッター取り替え 

b．防犯、防災対策関係 

・携帯用発電機購入 

 

b．向町 
a．施設整備関係 

・公民館施設内 調理器具(ガスコンロ)購入  ・公民館施設内 会議用長机購入 

・公民館の敷地の石垣修理           ・公民館施設内 パソコン、プリンター購入 

・公民館施設内 全室 LED 照明購入     ・公民館施設内網戸の購入 

 

c．十楽 
a．施設整備関係 

・公民館設置調理器具(電気フライヤー)購入  ・公民館設置 コピー機購入 

・公民館施設 外壁補修・塗装       ・公民館 雨どい修理 

・公民館施設内 エアコン購入                     ・公民館施設内 全室 LED 照明購入 

            ・公民館施設内 畳入れ替え                    ・公民館施設内 パソコン、プリンター購入 

            ・公民館施設内 テレビ購入                        ・公民館施設内 ＩＨ調理器具購入 

            ・公民館 屋根瓦補修                                 ・公民館施設 掲示板 

 

d．仲町区 
 a．施設整備関係 

・公民館施設内 エアコン購入         ・公民館施設内 パソコン＆プリンター購入 

・公民館施設内 冷蔵庫購入          ・公民館施設内 台所の流し台入れ替え 

・公民館施設内 襖の取り替え         ・公民館施設内 壁の塗り替え 

・公民館施設 天井の張り替え           ・公民館施設内 畳入れ替え  

・公民館施設内 床の修理           ・公民館 屋根修理 

・公民館 外壁修理            ・公民館施設内 テレビ購入 

・公民館施設内 全室 LED 照明交換     ・公民館施設内 会議用長机、椅子購入 

・公民館施設内 座布団、座布団カバー購入 ・公民館施設内 トイレ改修 

・公民館 窓及びサッシの改修       ・公民館 ゴミ収集箱の整備 

e．土居区 
a．施設整備関係 

・公民館 窓ガラス･網戸交換       ・公民館施設内 会議用長机･椅子購入 

・公民館施設室内 カーテン購入         ・公民館施設内 座布団、座布団カバー購入 

・公民館施設内 蛍光灯、電球(LED)交換   ・公民館施設内 エアコン購入 

・公民館施設内 畳入れ替え               ・公民館施設内 テレビ購入  

・公民館 屋根修理                         ・公民館 外壁修理 

・公民館施設内 パソコン、プリンター購入  ・公民館施設内 台所器具交換･購入 

・公民館施設内 冷蔵庫購入         ・公民館敷地内土間コンクリート打ち 



 

 

 

f．東本町区 
a．施設整備関係 

・公民館施設内 全室 LED 照明購入            ・公民館施設内 エアコン購入 

・公民館施設内 冷蔵庫購入           ・公民館施設内 掲示板購入 

・公民館施設室内 カーテン購入       ・公民館施設内 テレビ購入 

・公民館施設 電気ポット購入            ・公民館 屋根瓦補修  

・公民館施設内 会議テーブル補修(脚部)      ・公民館施設内 座布団、座布団カバー購入 

・公民館施設内 パソコン、プリンター購入  ・公民館 手すり設置 

・公民館施設内 トイレ改修         ・公民館施設内 調理器具･給湯器購入 

・公民館施設内 掃除機購入         ・公民館施設内 畳入れ替え 

・公民館 シャッター･窓ガラス(アルミサッシ)交換 

・公民館 外壁･雨どい修理           ・公民館配置 ハシゴ･脚立購入 

・公民館内 プロジェクター購入        ・公民館内の PC用スピーカー購入 

・公民館内 書庫整備 

b．防犯、防災対策関係 

・防災避難時用車いす購入         ・防災対策用 テント購入 

 

g．西本町 
 a．施設整備関係 

・公民館施設内 エアコン購入                    ・公民館施設内 掃除機購入 

・公民館施設内 換気扇購入           ・公民館施設内 給湯器購入 

・公民館施設室内 会議用長机購入      ・公民館施設内 椅子購入 

・公民館施設 外壁補修・塗装            ・公民館 屋根瓦補修  

・公民館施設内畳入替え         ・公民館施設の補修 

・ゴミ収納箱購入              ・公民館内壁、内装、トイレ修理 

・公民館施設内照明器具購入       ・公民館施設内コピー機、プリンタ、PC 購入 

 

h．新町区 
a．施設整備関係 

・公民館施設内 全室、階段 LED 照明購入   ・公民館施設内 換気扇購入 

・公民館施設内 会議用椅子           ・公民館施設内 掲示板購入 

・公民館施設内 ダクトボックス改修       ・公民館施設内 階段用滑り止め 

・公民館施設 ブラインド交換            ・公民館施設内 エアコン購入  

・公民館施設内 トイレ改修           ・公民館 太陽光パネル設置 

・公民館 壁修理                ・公民館施設内 調理器具交換 

・公民館施設内 パソコン、プリンター購入  ・公民館施設内 テレビ購入 

・公民館施設内 座布団、座布団カバー購入  ・公民館施設内 湯沸かし器購入 

b．防犯、防災対策関係 

・公民館施設 防犯カメラの設置 

i．新橋区 
 a．施設整備関係 

・公民館設置用 テレビ購入         ・公民館 外壁補修 

・公民館施設内 パソコン、プリンター購入  ・会議用長机、椅子購入 

b．防犯、防災対策関係 

・公民館配置 携帯用発電機購入(災害用)   ・防災用ヘルメット購入 

 

 



 

 

 

j．栄町区 
 a．施設整備関係 

・公民館施設内 エアコン購入          ・公民館施設内 ＩＨ調理器具購入 

・公民館施設内 台所の床の修理         ・公民館施設内 畳入れ替え 

・公民館施設内 全室 LED 照明購入      ・公民館施設内 会議用長机 

・公民館施設 座椅子購入             ・公民館 窓及びサッシの修理 

・公民館 玄関周りの舗装           ・公民館 屋根修理 

・公民館施設内 障子紙をプラスチック製に交換 ・公民館施設内 冷蔵庫購入 

・公民館施設内 電子レンジ購入       ・公民館施設内 襖の修理及び新調 

・公民館施設内 壁、天井、廊下、トイレ等の修理、改修 

・公民館 外壁、雨どいの修理、改修     ・公民館施設内 テレビ購入 

・公民館施設内 パソコン、プリンター購入  ・公民館施設内 掃除機購入 

・公民館施設内 湯沸し器購入        ・公民館施設内 書類等収納ロッカー購入 

・公民館施設内 座布団、座布団カバー購入  ・公民館施設内 カーテン購入 

・公民館施設内 掲示板ホワイトボード購入  ・公民館施設内 倉庫購入 

b．防犯、防災対策関係 

・公民館配置 防災対策テント購入      ・防災ヘルメット購入 

・公民館設置 防犯用カメラ購入、設置 

 


