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平成３０年度　建設事業一覧

文 教 施 設 822,297

区 分 事 業 費

道 路 ・ 公 園 ・ 災 害 復 旧 675,805

農 業 施 設 280,233          

医 療 ・ 保 健 ・ 福 祉 施 設 20,938

上 ・ 下 水 道 泉 源 施 設 20,769

国 直 轄 事 業 394,658

住 宅 ・ そ の 他 施 設 345,257

北 海 道 事 業 1,789,194

測 量 ・ 調 査 ・ 設 計 64,044

小 計 2,229,343

合 計 4,413,195

小 計 2,183,852

各 種 団 体 等 事 業 0



　1.道路・公園・災害 （単位：千円）

改良（SP2500～2620）　L=120ｍ

道路土工、法面工、構造物撤去工、仮設工、

舗装工、道路付属施設工、区画線工　各一式

改良（SP1140～1210）　L=70ｍ

舗装（SP1140～1210）　L=70ｍ

道路土工、法面工、道路付属施設工、カルバート工、

排水工、路盤工、舗装工、構造物撤去工　各一式

改良（SP2610.85～2628.48）　L=17.63ｍ

舗装（SP2610.85～2628.48）　L=17.63ｍ

道路土工、法面工、石・ブロック積工、カルバート工、

排水構造物工、構造物撤去工、仮設工、舗装工、

防護柵工、区画線工　各一式

(舗装）

舗装（SP620～720）　L=100ｍ

舗装工、道路付属施設工、区画線工　各一式

（道路付帯）

標識工、道路付属施設工　各一式

改良（SP3400～3510）　L=110ｍ

舗装（SP3400～3510）　L=110ｍ

道路土工、法面工、カルバート工、排水構造物工、

構造物撤去工、仮設工、舗装工、区画線工、

道路付属物工　各一式

改良（SP525.0～585.7）　L=60.7ｍ

舗装（SP525.0～585.7）　L=60.7ｍ

道路土工、法面工、用水路工、構造物撤去工、

舗装工、防護柵工、標識工、区画線工、

道路付属施設工、仮設工、用水路工　各一式

（第１工区）

改良（SP0～360）　L=360ｍ

道路土工、路盤工、排水構造物工、構造物撤去工、

道路付属物施設工、標識工　各一式

（第２工区）

改良（SP720～1090.9）　L=370.9ｍ

道路土工、路盤工、排水構造物工、構造物撤去工、

道路付属物施設工、標識工　各一式

（第３工区）

改良（SP360～720）　L=360ｍ

舗装（SP0～1090.9）　L=1,090.9ｍ

道路土工、路盤工、舗装工、排水構造物工、

道路付属物施設工、区画線工、仮設工　各一式

舗装（SP2500～2810）　L=310ｍ

舗装準備工、アスファルト舗装工、区画線工、

交通管理工　各一式

44,885

(交付金）
北瑛旭第６線
道路改良舗装工事

19,66719,6673

5
(交付金）
旭美瑛線
道路改良舗装工事

9,072

3,564

12,636

光ケーブル移設工事一式

197,910
（交付金）
町道美望ヶ原ビルケ線
道路改良舗装工事

14,677

6,599

44,496

101,930

14,677

9,450

番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要 事業費
左のうち工
事請負費

（交付金）
美園村山線
道路改良舗装工事

1
（交付金）
朗根内上俵真布線
道路改良舗装工事

19,364

9,796 9,796

2
（交付金）
美沢１７線
道路改良舗装工事

12,960 12,960

4

8
藤野協成線
道路舗装工事

9,450

6
(交付金）
旭千代ヶ岡線
道路改良舗装工事

19,364

7

1.道路・公園・災害3Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



　1.道路・公園・災害 （単位：千円）

番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要 事業費
左のうち工
事請負費

（上部工）

単純鋼合成鈑桁橋 L=37.5ｍ　W=4.0ｍ

工場制作工一式

（下部工）

逆Ｔ式橋台　N=2基

コンクリート擁壁工、旧橋解体工、取付道路工

各一式

（第１工区）

歩道拡幅（SP991.16～1075）　L=83.84ｍ

道路土工、排水構造物工、舗装工、構造物撤去工、

縁石工、舗装版撤去工、開削土工、電線共同溝工、

仮設工、道路付属施設工　各一式

（舗装）

舗装（SP610～1075）　L=465ｍ

舗装工、構造物撤去工、区画線工、

仮設工　　各一式

（道路附帯施設整備）

付帯施設工、標識工、道路土工、法面工、

舗装工、構造部撤去工、道路照明維持補修工、

仮設工　　各一式

修景施設工（景石N=29個）

修景施設整備工、構造物撤去工、仮設工　各一式

園路改修 L=126.72ｍ　W=4.0ｍ

敷地造成工、構造物撤去工、雨水排水設備工、

園路広場整備工、仮設工　各一式

連節ブロック工 L=116ｍ　A=307㎡

排水路土工、法覆護岸工　　各一式

防雪柵工 L=84ｍ

落石雪害防止工、構造物撤去工　各一式

675,805 654,119

道路・橋梁・河川等維持補修

区画線表示補修　他

公園施設等維持補修　他

13,924

5,141

2,754

4,156

4,752

2,322

12,226 12,226

6,199

2,754

3,857

0

0

24,721

133,747

9
（交付金）
町道白金美瑛支線
両泉橋架換工事

158,468

交通安全施設補修事業

公園維持補修事業

15

12

13
（繰越明許）
町道白金美瑛線水楽橋
道路災害復旧工事その２

115,679

(交付金）
丸山公園改修工事

2,500 2,500

12,884

11
（交付金）
美瑛駅前広場
修景施設整備工事

167,292

12,884

38,340

合　　　計

（交付金）
丸山通り線
道路改良舗装工事

10

光ケーブル入線工事

事業損失影響調査業務

16

17

14
（繰越明許）
町道ルベシベ第６第３線
災害復旧工事

町道等維持補修事業

1.道路・公園・災害4Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



　2.農業 （単位：千円）

（建築工事）

宿泊棟内部 A=1,224㎡、研修棟内部 A=760㎡

建築主体工事、電気設備工事、

機械設備工事　各一式

（圃場整備工事）

作業スペース舗装 A463㎡、連絡通路舗装 A=137㎡

敷砂利（W=4ｍ）L=154ｍ、暗渠排水 L=314ｍ

ハウス電気配線一式

（ビニールハウス整備工事）

半促成ハウス N=4棟、抑制ハウス N=4棟、

育苗ハウス N=2棟

（二股他４地区下刈事業）

下刈事業 A=56.98ha、下刈回数 N=1回（筋刈）

（美望ヶ原地区下刈事業）

下刈事業 A=54.66ha、下刈回数 N=1回（筋刈）

（美望ヶ原地区造林事業）

造林事業（準備地拵え）　A=14.86ha

機械地拵え（平坦地・全刈）

パドック補修 A=560㎡

掘削工、舗装工、基礎工、構造物撤去工　各一式

鉄骨造、平屋建倉庫建築工事

延床面積 A=450㎡

電気設備工事、機械設備工事、外構工事　各一式

（農地災害復旧工事　旭地区）

農地災害復旧工事　A=0.39ha

整地工、客土工、仮設工、

産業廃棄物処理工　各一式

（農業用施設災害復旧工事　瑠辺蘂地区）

排水路復旧工事 L=17.05m

積ブロック工 L=17.05ｍ、小口止め工 N=1箇所　　　　　

仮設工一式、産業廃棄物処理工一式

（農業用施設災害復旧工事　美田地区）

排水路復旧工事 L=74.43m

積ブロック工 L=74.43ｍ、小口止め工 N=2箇所　　　　　

仮設工一式、産業廃棄物処理工一式

280,233 271,971合　　　計

実施設計業務一式

44,712

2,538

調査測量業務一式

12,377

2,916

平成30年度　農地及び農業
用施設災害復旧工事

8,036

3,780

2
平成30年度　森林環境保全
整備事業

4

3,780

47,250

2,765

2,581

4,028

2,808

5

192,733

146,718

17,072

平成30年度　白金牧場パドッ
ク補修工事

木質チップ保管庫整備工事

3

3,767
27,096

左のうち工
事請負費

番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要 事業費

9,374

1
農業担い手研修センター整
備工事

工事監理業務一式

26,135

2.農業5Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



　3.文教施設 （単位：千円）

設備改修工事一式

校内放送設備更新、音声・映像放送、

チャイム・非常用放送等

遊具改修工事一式

美馬牛小学校滑り台、

美沢小学校太鼓橋・はんとう棒

プール棟　鉄骨造平屋建 N=1棟、A=1,123.33㎡

ボイラー棟　RC造平屋建 N=1棟、A=161.89㎡

建築主体工事、電気設備工事、

機械設備工事　各一式

機械設備工事一式

（暖房、床暖房、換気、自動制御、給排水等）

電気設備工事一式

（電灯、動力、拡声、自動火災報知等）

822,297 822,297

3,132 3,132

1

719,081

2 小学校遊具改修工事

番号

97,200

2,884 2,884

97,200

美瑛東小学校放送設備改修
工事

3 町民プール建設工事

左のうち工
事請負費

事　　業　　名

719,081

合　　　計

事業費事　業　の　概　要

町民プールボイラー設備工事4

3.文教施設6Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



　４．医療・保健・福祉施設 （単位：千円）

設備改修工事一式

床暖、ロードヒーティング、給湯、浴槽、

空調等の自動制御設備更新

設備改修工事一式

主警報機１台、副警報機３台、

非常用通報設備の取替

20,938 20,938

1
老人保健施設自動制御設備
改修工事

13,932 13,932

合　　　計

左のうち工
事請負費

番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要 事業費

2
町立病院火災警報機取替修
繕工事

7,006 7,006

４．医療・保健・福祉施設7Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



　５．上・下水道　泉源施設 （単位：千円）

配水管布設替工事一式

φ100 ΣL=331.0ｍ（329.6ｍ）

VPφ100　L=184.7ｍ、DCIP(K)φ100 L=3.5ｍ、

DCIP(GX)φ100 L=142.8ｍ（141.4ｍ）

沈殿水濁度計更新一式

取水施設復旧工、取水施設躯体復旧工、

取水施設復旧仮設工　各一式

20,769 20,769合　　　計

5,422 5,4223

1
道道美馬牛神楽線道路改良
工事に伴う配水管布設替工
事

11,027 11,027

2

本町地区取水施設災害復旧
工事

左のうち工
事請負費

事業費番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要

本町地区浄水場設備更新工
事

4,320 4,320

５．上・下水道　泉源施設8Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



　６．住宅・その他施設 （単位：千円）

庁舎電気工作物主要機器更新改修工事一式

高圧真空遮断器、高圧母線、DSアレスター、

高圧コンデンサ、スコットトランス改修

町営墓地環境整備（通路改修、植樹、植栽）一式

構造物撤去工、道路土工、舗装工(L=200m)、

縁石工(L=200m)、植栽工　各一式

住宅改修　木造２階建　延床 A=157.14㎡

建築工事、機械設備工事、電気設備工事　各一式

町営住宅解体工事一式

S44年築　１棟４戸　延床 A=165㎡

S45年築　１棟４戸　延床 A=165㎡

共同住宅 RC造 ３階建　延床 A=1573.26㎡

建築工事（ｳﾚﾀﾝ塗膜防水）

庇防水改修　A=312㎡　　屋上防水改修　A=632㎡

給排水設備工事一式

屋外給水工、浄化槽設置工（５人槽）、

屋内給水給湯工、ＬＰガス工、給油設備工、

換気設備工　各一式

東町住宅　平屋建　延床 A=68.04㎡ 2棟、

南町住宅　平屋建　延床 A=72.09㎡ 1棟

内部改修工事、外部改修工事、機械設備工事

電気設備工事　各一式

大村村山映画ロケ地外構工事

遊歩道整備、既存石積積替工、遊歩道除草工

各一式

臨時駐車場 A=2,895㎡

アスファルト舗装工、園名板工、路床盛土工、

掘削工、残土処理工、伐採工　各一式

駐車場 A=8,444㎡

土工、路盤工、舗装工、法面工、雨水排水設備工、

電気設備工、園路広場整備工　各一式

2
下宇莫別町営墓地環境整備
工事

4,914 4,914

15,606

4

3,888庁舎受変電設備更新工事

定住促進住宅改修工事

1

3 7,992

美瑛町移住定住促進住宅大
村体験住宅給排水設備工事

6

5
町営住宅南町団地1号棟屋
上防水工事

憩町団地解体工事 7,128

15,606

青い池駐車場等整備工事

9

3,035

4,579

左のうち工
事請負費

事業費番号 事　　業　　名

7,128

事　業　の　概　要

3,402

3,888

道の駅第２駐車場整備工事

7
美瑛町二地域居住体験住宅
室内改修工事

3,035

4,579

6,880

10 145,918

7,992

6,880

145,918

8 ロケ地周辺整備工事 3,402

６．住宅・その他施設9Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



　６．住宅・その他施設 （単位：千円）

左のうち工
事請負費

事業費番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要

浄化槽整備一式

小規模合併処理浄化槽　131人槽

電気設備工、機械設備工　各一式

公衆トイレ整備　木造１階建　延床 A=34.42㎡

建築主体工事一式、電気設備工事一式、

機械設備工事一式

公衆売店等整備 木造１階建 延床 A=32.40㎡

建築主体工事一式、電気設備工事一式、

機械設備工事一式

標識等整備工事一式

道の駅びえい「白金ビルケ」屋内表示、

白金ビルケ周辺敷地内誘導看板設置

キャンピングカーサイト整備一式

整備面積　A=672㎡

舗装工、水道工、電気工　各一式

道の駅びえい「白金ビルケ」 エントランス工事一式

アスファルト舗装　A=218㎡、

ドックラン整備　A=102㎡

（人工芝96㎡、アルミフェンス）

給水工、階段工　各一式

サイクリングロード L=158ｍ（W=3.5ｍ）

道路土工、舗装工、道路付属施設工、

仮設工、共通仮設費　各一式

カスケード倉庫建設1階建N=1棟、A=60.54㎡

共通工事、基礎工事、カスケード工事、

設備工事、電気工事　各一式

345,257 341,531

39,096

実施設計業務一式

14 看板・標識等整備工事 4,925

30,024

12 青い池トイレ整備工事 42,822

13

18 防災資機材倉庫建設工事 6,893 6,893

3,726

17,399

4,925

17
美瑛川サイクリングロード整備
工事

3,024 3,024

6,394

青い池売店等整備工事 30,434 30,434

16 エントランス改修整備工事 6,394

15
キャンピングカーサイト整備工
事

17,399

合　　　計

11 青い池浄化槽整備工事 30,024

６．住宅・その他施設10Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



７．測量等委託 （単位：千円）

※ 重複分 14,310

差引 64,044

7

2,916
美瑛町農地災害復旧等に係る調査測量業
務

5

2,808

青い池周辺整備工事実施設計業務委託3

4 木質チップ保管庫実施設計業務
実施設計業務一式
（鉄骨造、平屋建450㎡）

橋梁定期点検業務 橋梁定期点検（近接目視）一式 40,284

美瑛町公共下水道ストックマネジメント　全
体計画策定業務

番号 事　　業　　名

8

14,796計画策定業務一式9

事業費

農業施設測量・圃場測量業務　一式

合　　　計 78,354

事　業　の　概　要

6

1 美沢へき地保育所新築実施設計業務
実施設計業務一式
（木造平屋建　床面積236.52㎡）

4,536

2
体験型宿泊交流施設改修工事実施設計業
務委託

実施設計業務一式
（RC造２階建　342.78㎡）

4,428

工事監理業務　一式
農業担い手研修センター整備工事監理業
務委託

2,322道路環境調査　一式丸山通り線　事業損失影響調査業務

3,726

2,538

実施設計業務一式
（トイレ、売店設置等）

７．測量等委託11Ｐ



８．国直轄事業 （単位：千円）

旭川開発建設部

砂防事業(河川） （小計） 199,630

河川事業（河川） （小計） 115,288

一般国道４５２号（道路） 12,210

（小計） 67,530

67,530

15,896

7
一般国道４５２号　美瑛町
五稜改良工事

工事延長 L=1,600ｍ、法面整形 A=80㎡、植生 A=710㎡、構造物撤去
工一式 12,210

直轄災害復旧事業（農業）

6
天塩川応急対策工事の内
下北部川樋門機械設備更新
外工事

美沢左岸13線排水樋門
門柱ﾚｽ自動開閉ｹﾞｰﾄ製作据付 N=1門、油圧ﾕﾆｯﾄ製作据付 N=1台、
油圧配管製作据付一式、付属設備製作据付一式

4

40,3055
石狩川環境整事業の内
美瑛川上流環境整備外工事

取付道路工 N=10箇所、車両待避場 N=4箇所、盛土工 V=1,800㎥、舗
装工 A=2,125㎡、伐木除根工 V=3,100㎡、光ｹｰﾌﾞﾙ盛土 V=250㎥、光
ｹｰﾌﾞﾙ配管工 L=123ｍ、法面工 A=1,580㎡　他

合　　　　　　計 394,658

8
ふらの地区他１地区
東郷ダム周辺整備外一連工事

しろがねダム N=1箇所、法面保護工 A=6,300㎡

122,580

2
石狩川砂防事業の内
美瑛川外砂防施設関連工事

堤防養生工　伐木・伐竹 A=22,400㎡、
雑工、管理用道路工 L=9ｍ、ヤード整備工 N=1箇所、
光管路設置工 L=379ｍ、フェンス設置 L=4m

31,126

3
旭川開発建設部管内
電気通信設備設置工事

CCTV新設 N=1台、十勝岳砂防情報センター展示設備更新、泥流監
視設備改修一式、CCTVカメラ用無停電電源装置 N=2台、L2-SW更新
N=6台

45,924

事　業　の　概　要 事業費番号 事　　業　　名

石狩川応急対策事業の内
美沢左岸13線排水樋門改良
外工事

59,087
工事延長 L=51.54ｍ、掘削 V=10,280㎥、盛土 V=720㎥、築堤天端工
A=170㎡、ｺﾝｸﾘｰﾄ V=79㎥、大型連節ﾌﾞﾛｯｸ A=251㎡、ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し V=113㎥、仮設工 N=1式

1
石狩川砂防事業の内
美瑛川河道整正工事

河川土工　掘削 V=26,700㎥、
道路土工　掘削 V=700㎥、盛土 V=4,300㎥
舗装工　　 表層 A=1,670㎡　他

８．国直轄事業12Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



９．北海道事業 （単位：千円）

上川総合振興局

旭川建設管理部 （小計） 1,789,194

事業費番号 事　　業　　名

402,224

71,528

15

16

辺別川災害復旧関連工事2工区
復旧延長 L=395m、護岸工 L=504m  A=9,998㎡、
落差工 N=1基、帯工 N=2基、排水樋門吐口工 N=1基

辺別川火山砂防工事（明許）

事　業　の　概　要

辺別川5号砂防堰堤
本堤工　V=1,015㎥、管理用道路工 L=188m

復旧延長 L=690m(217m+57m+244m+172m)、
凍上抑制層 A=538m2、下層路盤工 A=581m2、
瀬替盛土 V=17,300㎥、大型土嚢 N=519袋

9
富良野上川線外
局改（一般改良）工事（排水工）（冬）

1
美馬牛神楽線
防災A（地方道）工事（舗装工）
（債務）

舗装工 L=995.5ｍ、W=6.0ｍ
表層 A=7,220㎡

(170)美馬牛神楽線
防災B（地方道）工事（舗装工）
　（明許）外

舗装工 L=1,334.4ｍ、W=6.0ｍ
表層 A=9,460㎡

6
天人峡美瑛線
応急工事（緊急）その１

18,652

辺別川特対改修工事（道債）

辺別川5号砂防堰堤
本堤工　V=1,224㎥

17

18

143,921辺別川火山砂防工事

二股川災害復旧工事（単独）外
（3本合冊　置杵牛川、美瑛紅葉川、美瑛美馬牛川）
掘削工 L=500m V=73㎥、護岸工 L=46m A=294㎡、
伐木工 L=900m A=7,620㎡

47,25019
施工延長 L=105m
護岸工 L=105m  A=1,353㎡

31,061

2
(170)美馬牛神楽線
防災B（地方道）工事（路盤工）
（明許）外

路盤工 L=543ｍ、W=6.0ｍ
函渠工 N=１箇所（継ぎ足し）

146,977

3 49,061

4
(171)旭川旭岳温泉線
防災B（地方道）工事（上忠別橋仮道
撤去工）（明許）外

仮道土砂撤去 V=4,040㎥、仮橋橋脚撤去 N=5基 28,239

5
(531)天人峡美瑛線外
防災B（地方道）工事外
（羽衣トンネル外補修）

羽衣トンネル L=872.5ｍ、断面補修 N=4箇所 11,059

61,376

7
上宇莫別美瑛停車場線
舗装（構造改良）工事（道債）

オーバーレイ＋クラック抑制工
L=620m、A=4,340㎡

24,802

8
十勝岳温泉美瑛線
局改（一般改良）工事（気象情報装
置交換）

無線機器交換　N=1基 7,765

10
美馬牛神楽線
交安（視線誘導標）工事（冬）

大型視線誘導標　N=45基 12,063

11
28年災第111号
辺別川災害復旧工事

復旧延長 L=107.6m、築堤工 L=90.2m V=1,900㎥、
護岸工 L=107.3m A=1,268㎡

56,808

排水工（Uトラフ）　L=1,000m 14,038

（1本合冊　宇莫別川）
復旧延長 L=407.8m、護岸工 L=407.8m  A=2,872㎡

109,32813 置杵牛川外河川応急工事

床固工 N=1基、樋門工N=1基 458,922

14 辺別川災害関連工事 復旧延長 L=231m、護岸工 L=231m  A=2,753㎡ 94,120

12 辺別川河川応急工事

９．北海道事業13Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



９．北海道事業 （単位：千円）

上川総合振興局

事業費番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要

産業振興部 （小計）

1,789,194

該当なし

合　　　計

９．北海道事業14Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



10.各種団体等事業 （単位：千円）

上川中部森林管理署 （小計） 0

北海道農業公社上川支所 （小計） 0

大雪清掃組合 （小計） 0

大雪消防組合 （小計） 0

0

0

事業費

該当事業なし

該当事業なし

番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要

該当事業なし

該当事業なし

合　　　計

10.各種団体等事業15Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



建設事業費比較
（単位：千円）

№ Ｈ30事業費 Ｈ29事業費 増 △ 減 主な増減理由

1 675,805 1,441,864 △ 766,059
H28災害復旧工事の完了に伴う減
（前年比　△726,218千円）

2 280,233      304,356 △ 24,123

3 822,297 683,603 138,694

美瑛町民プール建設工事に伴う増
（前年比　729,584千円）
美瑛小学校改修工事の完了に伴う減
（前年比　△577,768千円）

4 20,938 0 20,938

5 20,769 344,422 △ 323,653

H28災害復旧工事の完了に伴う減
（前年比　△91,680千円）
下水道ｺﾝﾎﾟｽﾄﾔｰﾄﾞ整備の完了に伴う減
（前年比　△212,544千円）

6 345,257 285,141 60,116 　

7 64,044 59,229 4,815

2,229,343 3,118,615 △ 889,272

8 394,658 1,625,652 △ 1,230,994
砂防事業の減　△162,101千円
河川事業の減　△445,298千円
直轄災害復旧事業の減　△586,572千円

9 1,789,194 3,604,377 △ 1,815,183
災害復旧工事の減　△1,583,058千円
道路整備工事の減　△425,837千円

2,183,852 5,230,029 △ 3,046,177

10 0 309,708 △ 309,708 該当事業無し

4,413,195 8,658,352 △ 4,245,157

区 分

小 計

小 計

国 直 轄 事 業

北 海 道 事 業

上 ・ 下 水 道 施 設

住 宅 ・ そ の 他 施 設

測 量 ・ 調 査 ・ 設 計

道路・公園・災害復旧

農 業 施 設

文 教 施 設

医療・保健・福祉施設

合 計

各 種 団 体 等 事 業


