
鈴鹿市文化会館文化会館工事一覧表 令和3年11月1日現在

年度 種　別 工事名 金額

昭和６３年から平成１０年　資料なし

平成１１年 空調設備 ３階和室空調設備改修 不明

平成１１年 建築 ２・３階廊下天井他改修 不明

平成１１年 建築 ２階会議室改修 不明

平成１１年 機械設備 水景施設改修 不明

平成１１年 舞台機構 舞台迫り改修 不明

平成１１年 建築 舞台地下ピット防水 不明

平成１１年 空調設備 空調冷温水管保温改修 不明

平成１１年 舞台機構 舞台昇降装置ワイヤー交換 不明

平成１２年 空調設備 空調設備改修工事 不明

平成１２年 機械設備 非常用発電機整備工事 不明

平成１２年 建築 東口通路壁面補修工事 不明

平成１２年 機械設備 非常用自家発電装置の修繕工事 不明

平成１３年 空調設備 ディリベントファン改修工事 不明

平成１３年 建築 屋根防水改修工事 不明

平成１３年 給排水設備 公共下水道接続工事 不明

平成１４年 電気設備 CRT改修工事 不明

平成１５年 空調設備 吸収式冷温水機ｷｬﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ外分解点検整備工事 不明

平成１５年 舞台照明 調光設備関数発生器取替改修工事 不明

平成１５年 電気設備 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ屋根連結部分補修工事 不明

平成１５年 電気設備 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ塗装工事及び屋根補修工事 不明

平成１５年 建築 和室外床改修工事 不明

平成１５年 舞台音響 舞台音響設備ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶ取替工事 不明

平成１５年 空調設備 空調制御用電気部品交換工事 不明

平成１６年 舞台音響 けやきﾎｰﾙ音響設備改修工事設計業務委託 不明

平成１６年 電気設備 ＳＯＧ交換工事 不明

平成１６年 建築 外壁パネル改修工事 不明

平成１６年 給排水設備 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事 不明

平成１６年 建築 楽屋室屋根防水工事 不明

平成１６年 建築 分煙室間仕切設置工事 不明

平成１６年 給排水設備 加圧給水ポンプ改修工事 不明

平成１６年 空調設備 天井扇外設置工事 不明

平成１６年 舞台照明 舞台照明操作卓改修工事 不明

平成１７年 空調設備 音響室外空調機改修工事 不明

平成１７年 建築 外壁パネル改修工事 不明

平成１７年 建築 飛散防止フィルム設置工事 不明

平成１７年 舞台音響 けやきホール音響設備改修工事 不明

平成１８年 舞台音響 けやきホール音響設備改修工事 4,375,000

平成１８年 電気設備 蓄電池更新工事 1,828,050

平成１８年 舞台照明 天反ライト取替工事 1,155,000

平成１８年 電気設備 発電機用蓄電池外整備工事 1,062,600

平成１９年 消防設備 煙感知器取替業務 1,890,000

平成１９年 建築 外壁調査業務委託 2,604,000
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鈴鹿市文化会館文化会館工事一覧表 令和3年11月1日現在

年度 種　別 工事名 金額

平成１９年 建築 内外壁補修工事実施設計業務委託 1,680,000

平成１９年 空調設備 冷温水器配管洗浄等業務委託 2,499,000

平成１９年 空調設備 冷却塔改修工事 1,657,950

平成１９年 舞台照明 照明設備改修工事 7,350,000

平成１９年 舞台機構 電動吊物装置改修工事 6,825,000

平成１９年 電気設備 直流電源装置改修工事 3,803,100

平成２０年 空調設備 冷却塔改修工事 1,657,950

平成２０年 舞台照明 舞台照明設備改修工事 7,350,000

平成２０年 舞台機構 電動吊物装置改修工事 6,825,000

平成２０年 電気設備 直流電源装置改修工事 3,803,100

平成２０年 空調設備 冷温水発生器分解整備業務委託 3,990,000

平成２１年 建築 舞台屋根防水改修工事 2,541,000

平成２１年 空調設備 冷温水機高温再生装置外分解整備業務委託 16,170,000

平成２２年 空調設備 事務室空調機改修工事 815,850

平成２３年 電気設備 高圧コンデンサ取替工事 751,275

平成２３年 電気設備 受電用ＶＣＢ取替工事 997,500

平成２３年 空調設備 中央監視装置改修工事 5,775,000

平成２３年 空調設備 空調ポンプ改修工事 3,898,650

平成２４年 電気設備 鈴鹿市文化会館高圧真空遮断器取替工事 2,454,900

平成２５年 建築 ロビー天井ブラインド改修工事 1,029,000

平成２５年 電気設備 高圧引込ケーブル取替工事 1,029,000

平成２６年 舞台照明 舞台照明調光装置改修工事 48,600,000

平成２６年 電気設備 高圧ケーブル取替外工事 2,238,840

平成２７年 電気設備 鈴鹿市文化会館受変電設備改修工事  1,112,400

平成２８年 舞台機構 文化会館チチ紐取替及び緞帳修繕 2,916,000

平成２９年 建築 鈴鹿市文化会館外壁修繕工事 838,080

平成３０年 空調設備 吸収式冷温水機不具合修繕業務 5,940,000

平成３０年 消防設備 熱・煙感知器取替業務委託 1,166,400

平成３０年 建築 文化会館機械棟扉改修工事 1,285,200

平成３０年 空調設備 鈴鹿市文化会館吸収式冷温水発生機分解整備業務委託 30,394,440

平成３１年 舞台照明 鈴鹿市文化会館舞台照明改修工事  7,560,000

平成３１年 電気設備 鈴鹿市文化会館直流電源用蓄電池取替業務委託 308,000

令和３年 電気設備 鈴鹿市文化会館電話設備更新工事 1,496,000
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年度 種　別 工事名 金額

昭和６３年から平成１８年　資料なし

平成18年 建築 グレモンハンドル取付及び非常用カバー取付（音楽室） 24,150

平成18年 給排水設備 フラッシュバルブ修繕工事 7,560

平成18年 建築 手摺壁クロス張替修繕 84,000

平成18年 舞台照明 ローアホリゾンライト引取修理 240,000

平成18年 昇降設備 点字ブロック取替修繕 36,750

平成18年 空調設備 希溶液チャッキ弁交換 299,250

平成18年 土木 車止め修繕 63,000

平成18年 プラネタリウム スカイライン修理（スカイライン用モーター・カップリング取替） 186,480

平成18年 給排水設備 ゴムホース取替修繕（ガスコンロ10台分） 4,200

平成18年 機械設備 貯蔵所不具合修繕 39,900

平成18年 給排水設備 女子トイレフラッシュバルブ取替工事 6,300

平成18年 給排水設備 1Ｆロビースプリンクラー水漏れ修理 85,000

平成18年 建築 裏口引戸レール直し工事 31,500

平成18年 消防設備 防排煙設備修理 294,735

平成18年 消防設備 自動火災報知器修理 201,075

平成18年 建築 ブラインド昇降コード取替（美術工芸室） 14,700

平成18年 機械設備 自家発電機改修 294,000

平成18年 空調設備 自動制御機器修繕 99,750

平成18年 空調設備 吸収式冷温水器制御内配線修理 126,000

平成18年 電気設備 電気炉ハイプロスイッチ修理 30,000

平成18年 土木 駐車場区画整備工事 127,050

平成18年 建築 通路修繕（和室） 16,800

平成18年 空調設備 ホール用ダンパー開閉器交換 249,900

平成18年 建築 排煙窓修理 96,075

平成18年 建築 ドア修理（トイレ） 10,500

平成18年 土木 歩道修繕 94,500

平成19年 電気設備 吹抜け照明器具ランプ他取替修理 257,250

平成19年 電気設備 水銀灯ランプ取替工事 44,100

平成19年 建築 トップライト雨漏修繕 299,880

平成19年 機械設備 ゴンドラ設備部品（ワイヤーロープ）取替工事 199,500

平成19年 電気設備 球及びプルボックス取替修理 42,000

平成19年 建築 音楽室・舞台搬入口雨漏修理 42,000

平成19年 電気設備 照明灯灯具修理 52,500

平成19年 消防設備 ABC粉末消火器蓄圧式　外1 24,360

平成19年 給排水設備 トイレ手摺取付工事（洋式便器のみ） 231,000

平成19年 空調設備 事務所用エアコンエアーウィング取付 14,700

平成19年 建築 パネル修理 288,750

平成19年 機械設備 発電機冷却水用ボールタップ交換及び煙道塗装作業 52,500

平成19年 給排水設備 トイレ手摺取付工事（１－３階和式便器） 299,000

平成19年 空調設備 ホール・ロビー空調器モーターベアリング交換 262,500

平成19年 消防設備 高架水槽補修工事 249,900

平成19年 空調設備 大研修室空調機ファンベアリング交換 294,000

平成19年 建築 電動天窓用ブラインド「スカイルーフ780」修理 155,400

平成19年 昇降設備 標準修理 283,500

平成19年 給排水設備 トイレ手摺取付工事（ホール和式便器） 299,000

平成19年 空調設備 ギャラリー空調整備 252,000

平成19年 機械設備 自家発電設備エンジン修繕整備 288,750

平成19年 消防設備 予備灯予備電池 18,270

平成19年 消防設備 消防用ホース取替 277,200
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鈴鹿市文化会館小規模修繕一覧表 令和3年11月1日現在

年度 種　別 工事名 金額

平成19年 電気設備 高圧キュービクル屋根部分修理及び塗装 299,250

平成19年 空調設備 冷温水発生器温度コントローラ交換 283,500

平成19年 消防設備 光電式スポット型感知器取替 31,500

平成19年 空調設備 空調器用エアーフィルター交換 294,000

平成19年 建築 裏口引戸取っ手取付工事 58,800

平成19年 建築 茶室水屋修繕 294,787

平成19年 消防設備 非常灯電池交換 113,862

平成19年 給排水設備 加圧給水ポンプ圧力タンク交換　外 262,500

平成19年 建築 更衣室カギ修理（音楽室） 10,000

平成19年 建築 演台メラミン化粧板張替 63,000

平成19年 建築 演台（リアテック材・木目調）化粧板張替 42,000

平成19年 建築 架台修繕（既設上部受台及びアジャスター加工費　外） 135,450

平成19年 給排水設備 導入管詰まり除去作業 8,400

平成19年 建築 白蟻穿孔駆除処理 31,500

平成19年 建築 スチール大扉修理 8,400

平成19年 電気設備 外玄関電飾設備撤去 63,000

平成19年 土木 インターロッキング取剥がし根切り及び据付け　外 152,250

平成20年 空調設備 冷却塔内ボールタップ交換修理 26,250

平成20年 電気設備 けやきホール倉庫コンセント増設 84,000

平成20年 給排水設備 加圧給水ポンプ　インバーター交換 26,040

平成20年 空調設備 冷温水発生機冷却水断水スイッチ交換，他 189,000

平成20年 空調設備 けやきホールピアノ倉庫空調設備修繕 284,550

平成20年 消防設備 消防設備修理（電鈴　外3） 149,100

平成20年 機械設備 非常用発電機冷却水漏れ修繕 179,550

平成20年 土木 車止め修繕 46,200

平成20年 建築 手摺修繕 31,500

平成20年 電気設備 電源車中継盤取替修繕 220,500

平成20年 消防設備 誘導灯修繕 24,675

平成20年 空調設備 OAダンパー他修繕 294,000

平成20年 空調設備 冷却塔ボルト取付補修修繕 139,650

平成20年 建築 和室前倉庫引戸戸車修繕 5,250

平成20年 空調設備 屋上膨張タンク保温修繕 203,700

平成20年 昇降設備 エレベーター標準修繕 170,000

平成20年 電気設備 直流電源装置液面センサー修繕 31,500

平成20年 建築 屋根排水調整修繕 200,000

平成20年 消防設備 消防設備修理（発信機　外） 98,700

平成20年 建築 自動ドア修繕 75,600

平成20年 給排水設備 茶室用屋外止水弁取替修繕 52,500

平成20年 空調設備 機械棟不具合箇所修繕 231,000

平成20年 建築 屋根天窓雨漏り修繕 299,670

平成20年 消防設備 非常灯電池交換 29,400

平成20年 建築 さつきプラザ パネル修繕 36,750

平成20年 舞台照明 HQE－２５０H－１０００W引取修理 57,750

平成20年 電気設備 回転台リモコンスイッチ交換修理 56,700

平成20年 土木 インターロッキング取り剥がし据え付け修繕 72,450

平成20年 空調設備 各空調機冷温水器ストレーナー清掃 279,300

平成20年 建築 アスベスト分析調査 90,300

平成21年 建築 屋根他雨漏り修繕 294,000

平成21年 電気設備 ホール・トイレ熱線センサー自動スイッチ取付修繕 208,950

平成21年 電気設備 さつきプラザ音響設備修繕 9,975
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平成21年 消防設備 誘導灯修繕 36,225

平成21年 建築 屋外物置修繕 21,000

平成21年 電気設備 ,ホール倉庫及び楽屋トイレ熱線センサー自動スイッチ取付修繕 299,250

平成21年 給排水設備 受水槽バルブ他修繕 189,000

平成21年 建築 第５研修室ドア修繕 44,940

平成21年 機械設備 非常用自家発電装置修繕 299,250

平成21年 空調設備 詰所空調機取替修繕 110,250

平成21年 舞台音響 音響調整卓他修繕 78,120

平成21年 昇降設備 エレベーター標準修繕 294,000

平成21年 電気設備 全館身障者トイレ外熱線センサー自動スイッチ取付修繕 264,600

平成21年 建築 けやきホール舞台雨漏り修繕 127,680

平成21年 電気設備 構内電話交換機蓄電池取替修繕 67,200

平成21年 消防設備 送水口区域図プレート取替他修繕 72,282

平成21年 建築 天窓雨漏り外修繕 88,200

平成21年 機械設備 ガスメーター器調整器取替 150,150

平成21年 空調設備 空調器用中性能フィルタ－他交換修繕 273,000

平成21年 電気設備 計器用切替器取替修繕 46,200

平成21年 電気設備 ガス警報及びスプリンクラー施設の移報取り修繕 31,500

平成21年 電気設備 楽屋口熱線センサー自動スイッチ取付修繕 243,600

平成21年 空調設備 けやきホール他空調設備修繕 291,900

平成21年 消防設備 誘導灯他取替修繕 138,600

平成21年 建築 楽屋口笠木取替外修繕 139,650

平成21年 給排水設備 加圧給水ポンプ修繕 219,450

平成21年 機械設備 ガス給湯器・排気筒取替 134,400

平成21年 給排水設備 1階トイレセンサーフラッシュバルブ修繕 299,250

平成21年 電気設備 構内デジタル修繕 99,645

平成21年 建築 2階トイレ天井外修繕 199,500

平成21年 機械設備 非常用発電装置冷却水タンク外修繕 156,450

平成21年 給排水設備 西面給水バルブ修繕 139,650

平成21年 電気設備 16ミリ映写機LX2200用部品交換 13,650

平成21年 電気設備 緊急地震速報音量調整 18,900

平成22年 電気設備 階段ホール電球取替修繕 299,250

平成22年 建築 内部壁面調査業務委託 39,900

平成23年 建築 文化会館楽屋外壁雨漏り修繕 126,420

平成23年 土木 レンガ及び車止め修繕 208,950

平成23年 消防設備 文化会館消防設備修繕 115,500

平成23年 舞台機構 けやきホール迫りまわり框修繕 199,500

平成23年 建築 文化会館西外壁雨漏り修繕 53,340

平成23年 電気設備 さつきプラザステージコンセント盤修繕 155,400

平成23年 空調設備 膨張タンク用ボールタップ交換修繕 25,200

平成23年 電気設備 玄関照明器具取替修繕 87,150

平成23年 給排水設備 加圧給水ポンプ１号インバータ修繕 269,850

平成23年 その他 スクリーン補修修繕 110,250

平成23年 昇降設備 昇降機標準修繕 268,800

平成23年 建築 さつきプラザスライディングウォール点検修繕 94,500

平成23年 舞台照明 けやきホール舞台操作盤照明修繕 44,940

平成23年 土木 第１駐車場区画線外整備 246,750

平成23年 消防設備 文化会館消防設備修繕 18,900

平成23年 電気設備 文化会館蓄電池用触媒栓取替 283,500

平成23年 建築 ブラインド他修繕 42,000

3/9



鈴鹿市文化会館小規模修繕一覧表 令和3年11月1日現在

年度 種　別 工事名 金額

平成23年 建築 楽屋洋室ドア外修繕 69,300

平成23年 給排水設備 文化会館２Ｆ男子便所手洗修繕 6,300

平成23年 空調設備 文化会館舞台系統空調器ベアリング交換外修繕 299,250

平成23年 電気設備 文化会館楽屋洋室ミラーライト修繕 27,300

平成23年 建築 さつきプラザカーテンレール外修繕 189,000

平成23年 建築 文化会館Ｒベンチ大理石修繕 63,000

平成23年 電気設備 ビデオモニターテレビ修繕 30,450

平成23年 電気設備 けやきホールカセットデッキ修繕 17,850

平成23年 その他 調理室白蟻防除処理 15,750

平成23年 消防設備 ホール誘導灯撤去作業 10,500

平成23年 建築 市民ロビー天井ブラインド点検・不良部分取外し 31,500

平成23年 機械設備 非常用自家発電設備燃料タンク清掃 94,500

平成23年 空調設備 空調機ベアリング交換（プラネタリウム・ギャラリー）修繕 299,250

平成23年 プラネタリウム 恒星運行儀用シャフト修繕 2,940

平成23年 プラネタリウム プラネタリウム補助投影機外修繕 183,000

平成23年 プラネタリウム プラネタリウムプロジェクターシャッター外修繕 78,750

平成24年 建築 文化会館研修室他木製建具修繕 25,200

平成24年 建築 鈴鹿市文化会館調理室白蟻防除処理 56,700

平成24年 建築 スライディングドアハンドル修繕 10,500

平成24年 機械設備 鈴鹿市文化会館内喫茶室ガス湯沸器修繕 53,550

平成24年 空調設備 鈴鹿市文化会館文化振興事業団事務室エアコン修繕 169,050

平成24年 電気設備 ブレーカー取替修繕 18,900

平成24年 空調設備 文化会館排気ダクト　チャッキダンパー取付作業 48,300

平成24年 建築 さつきプラザ排煙窓修理 63,000

平成24年 土木 鈴鹿市文化会館玄関前縁石修繕 42,000

平成24年 消防設備 消防用設備不備個所修繕 294,000

平成24年 消防設備 消防用設備不備個所修繕 89,250

平成24年 土木 鈴鹿市文化会館インターロッキング修繕 21,000

平成24年 土木 文化会館玄関前車止め修繕 4,725

平成24年 建築 けやきホール舞台雨漏り修繕 78,750

平成24年 電気設備 さつきプラザ放送設備ミキサーアンプ修繕 48,300

平成24年 電気設備 ３階茶室照明取替修繕 43,050

平成24年 建築 文化会館けやきホール入口ドアカギ建具修繕 52,500

平成24年 建築 文化会館楽屋西スチールドア調整 34,650

平成24年 建築 文化会館研修室出窓コーキング修理 84,000

平成24年 建築 文化会館ロビー雨漏り修繕 47,250

平成24年 建築 文化会館排煙高窓開閉装置修繕 143,640

平成24年 機械設備 文化会館ゴンドラ設備ワイヤロープ修繕 262,500

平成24年 建築 文化会館プラネタリウム通用口ドアチェック修繕 33,600

平成24年 建築 文化会館3F和室木製建具修理 23,100

平成24年 給排水設備 文化会館調理室水栓修繕 35,700

平成24年 電気設備 プラネタリウム用蓄電池交換 110,250

平成24年 建築 鈴鹿市文化会館事務所ブラインド取替修繕 23,100

平成24年 消防設備 点検による消防用設備修繕 29,400

平成24年 建築 文化会館楽屋畳表替 61,425

平成24年 電気設備 文化会館水銀灯他修繕 44,100

平成24年 空調設備 2号インバータ修繕 246,750

平成24年 その他 第2駐車場看板修繕 81,900

平成24年 空調設備 ホールロビー用ファンコイルユニット水側熱交換機薬品洗浄(４台) 299,250

平成24年 電気設備 文化会館水銀灯安定器取替修繕 36,750
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鈴鹿市文化会館小規模修繕一覧表 令和3年11月1日現在
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平成24年 建築 文化会館ドア外修繕 50,400

平成24年 空調設備 舞台系統　空気調和器　モータープーリー他交換作業 185,850

平成24年 その他 第2駐車場案内板修繕 91,350

平成24年 その他 第3駐車場案内板修繕 27,300

平成24年 その他 文化会館けやきホールグランドピアノ修繕業務委託 26,977

平成25年 電気設備 東口外壁電灯修繕 99,750

平成25年 電気設備 駐車場水銀灯修繕 94,500

平成25年 給排水設備 身障者用トイレフラッシュ弁修繕 16,800

平成25年 電気設備 プラネタリウム事務室内ブレーカ取替修繕 66,150

平成25年 消防設備 点検による消防用設備補修 12,075

平成25年 給排水設備 文化会館屋外噴水給水口修理 7,350

平成25年 電気設備 さつきプラザＣＤプレイヤー、電源管理修繕 98,700

平成25年 電気設備 駐輪場水銀灯不点修繕 37,800

平成25年 電気設備 トイレ呼出取替修繕 98,700

平成25年 建築 文化会館正面玄関鍵修繕 16,800

平成25年 給排水設備 汚水枡つまり修繕 7,350

平成25年 電気設備 文化会館ステージ監視モニター修繕 94,500

平成25年 建築 文化会館楽屋室屋根雨漏り修繕 299,250

平成25年 建築 文化会館ロビー天井ブラインド修繕 157,500

平成25年 建築 文化会館3Ｆ和室入口通路ブラインド取付修繕 97,650

平成25年 建築 １階　控室　畳修繕 31,500

平成25年 建築 文化会館東側自動ドア修繕 42,000

平成25年 建築 自動ドアセンサー取替修繕 141,750

平成25年 電気設備 緊急地震速報端末機器修繕 12,600

平成25年 建築 文化会館ホール階段室雨漏り修繕 36,750

平成25年 消防設備 点検による消防用設備補修 36,750

平成25年 その他 破損パネル修繕 6,300

平成25年 建築 楽屋洋室　天井ジプトン取替修繕 157,500

平成25年 建築 ホール母子室　ケイカル板取替修繕 126,000

平成25年 機械設備 ガス漏れ火災警報設備修繕 94,500

平成25年 電気設備 テレビモニター他撤去修繕 147,000

平成25年 建築 文化会館リハーサル室屋上防水修繕 299,880

平成25年 給排水設備 調理室水栓修繕 9,450

平成25年 給排水設備 北側排水つまり修繕 10,500

平成25年 消防設備 点検による消防用設備補修 18,900

平成25年 電気設備 文化会館監視モニター修繕 297,150

平成25年 電気設備 スピーカーユニット修理 42,000

平成25年 建築 スライディングドア修繕 101,850

平成25年 土木 搬入口舗装修繕 99,750

平成25年 消防設備 火災通報装置修繕 163,800

平成25年 建築 雨樋修繕 71,400

平成25年 機械設備 非常用自家発電設備修繕 236,250

平成25年 建築 文化会館ホールトイレ屋上防水修繕 157,080

平成25年 建築 壁タイル修繕 97,650

平成25年 建築 文化会館楽屋和室屋上防水修繕 273,000

平成25年 電気設備 鈴鹿市文化会館正面扉開閉センサー取付修繕 36,750

平成25年 電気設備 高圧引込ケーブル取替調査 84,000

平成25年 空調設備 1階調理室排気フード及びファン清掃作業 252,000

平成26年 給排水設備 喫茶店排水つまり修繕 11,880

平成26年 建築 文化会館ＲＦ手摺修繕 98,280
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鈴鹿市文化会館小規模修繕一覧表 令和3年11月1日現在
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平成26年 空調設備 ピアノ倉庫用エアコン　室外ターボファン他交換作業 54,000

平成26年 消防設備 スプリンクラー設備修繕 32,400

平成26年 機械設備 ガス漏れ警報設備修繕 71,820

平成26年 給排水設備 文化会館屋外排水ポンプ漏水修繕 84,240

平成26年 空調設備 プラネタリウム事務室用エアコン修繕 410,400

平成26年 電気設備 さつきプラザ照明修繕 248,400

平成26年 電気設備 詰所照明修繕 28,080

平成26年 建築 文化会館プラネタリウム床貼替修理 232,200

平成26年 建築 事務所入口修理 51,840

平成26年 舞台機構 直流電源装置交換 17,280

平成26年 建築 さつきプラザスライドパネル修繕 292,680

平成26年 電気設備 屋上弱電配管固定修繕 10,800

平成26年 建築 文化会館ロビーホール床修繕 299,160

平成26年 給排水設備 ２Ｆ女子トイレ修理 7,560

平成26年 給排水設備 石鹸入れ取替修繕 58,320

平成26年 給排水設備 １Ｆパイプシャフト内ゲート弁取替修繕 56,160

平成26年 建築 さつきプラザピクチャーレール修繕 285,120

平成26年 建築 事務所ブラインド修繕 17,280

平成26年 空調設備 オイルポンプ修繕 219,240

平成26年 建築 屋根トップライト雨漏り修繕 298,512

平成26年 給排水設備 身障者用足ふみ式フラッシュ弁修理 16,200

平成26年 建築 北側外壁雨漏り修繕 295,596

平成26年 電気設備 文化会館階段室非常灯取替修繕 482,760

平成26年 消防設備 ホール客席用誘導灯バッテリー取替 7,020

平成26年 建築 自動ドア修理 375,840

平成26年 給排水設備 屋外排水桝つまり修繕 15,120

平成26年 建築 木製建具鍵取付 71,280

平成26年 機械設備 ガス瞬間湯沸器修繕 29,160

平成26年 建築 正面壁修理（第1.2.3会議室） 252,720

平成26年 機械設備 テーブルコンロ修繕 20,844

平成26年 給排水設備 喫茶店　手洗い修繕 28,080

平成26年 機械設備 テーブルコンロ修繕 22,356

平成26年 給排水設備 喫茶コーナー排水つまり修繕 10,800

平成26年 給排水設備 けやきホール女子トイレ修繕 4,320

平成27年 空調設備 吸収式冷温水発生機ダイヤフラム弁修繕 297,000

平成27年 空調設備 吸収式冷温水発生機　冷水減断水スイッチ修繕 100,440

平成27年 空調設備 吸収式冷温水発生機水室ガスケット他交換修繕 297,000

平成27年 建築 和室天井部分修繕 99,360

平成27年 建築 さつきプラザ等扉建具修繕 216,000

平成27年 建築 けやきホール1階等鍵取替等修繕  259,200

平成27年 建築 けやきホール2階鍵取替等修繕 226,800

平成27年 建築 音楽室等建具修繕 194,400

平成27年 建築 研修室建具修繕  183,600

平成27年 電気設備 アラーム弁室非常用照明器具取替修繕 99,360

平成27年 給排水設備 水栓器具修繕 47,520

平成27年 電気設備 文化会館外灯カンバン修繕 30,240

平成27年 建築 スライドパネル修繕 299,160

平成27年 建築 ピクチャーレール修繕  278,640

平成27年 建築 第１研修室天井修繕 43,200

平成27年 建築 アルミサッシ連動装置修繕 71,280
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平成27年 建築 文化会館事務所アルミサッシ鍵修繕  35,640

平成27年 給排水設備 手洗排水トラップ取替修繕 15,120

平成27年 給排水設備 足踏式フラッシュ弁漏水修繕  81,000

平成27年 消防設備 スプリンクラー設備修繕 51,840

平成27年 消防設備 ハッチ式避難はしご修繕 285,120

平成27年 消防設備 消防設備客席誘導灯取替修繕  297,000

平成27年 消防設備 消防設備煙感知器取替等修繕  295,920

平成27年 消防設備 消防設備Ｃ級通路誘導灯等取替修繕  284,040

平成27年 消防設備 消防設備客席誘導灯取替修繕その②  191,160

平成27年 消防設備 消防設備不備箇所修繕  172,800

平成27年 消防設備 開放型スプリンクラー設備修繕 299,160

平成27年 消防設備 非常灯等バッテリー修繕 145,800

平成27年 土木 文化会館正面玄関インターロッキング破損修繕 313,200

平成27年 土木 第２駐車場砕石補充及び整地  11,491

平成27年 電気設備 ＣＤプレーヤ修理 39,960

平成27年 舞台音響 舞台備付けＣＤプレーヤ修理  39,960

平成27年 電気設備 陶芸室アナログカメラ設備修理 178,416

平成27年 その他 文化会館南側駐車場案内板修繕及び設置 176,040

平成27年 空調設備 吸収式冷温水発生機蒸発器洗浄業務委託 297,000

平成27年 その他 けやきホール椅子背座クリーニング業務委託 266,760

平成27年 空調設備 音響室エアコン清掃業務委託  75,600

平成27年 その他 文化会館座席シミ取り清掃業務委託  176,256

平成28年 消防設備 消防用設備修繕（客席誘導灯及び蓄圧 46,440

平成28年 給排水設備 喫茶店床排水グレーチング受け枠修理 47,520

平成28年 土木 さつきプラザ入口前床タイル補修 16,200

平成28年 消防設備 消防用設備修繕（スプリンクラーポンプ呼水槽） 59,400

平成28年 建築 楽屋等雨漏修繕 84,240

平成28年 電気設備 照明用仮設コンセント盤取付 120,960

平成28年 建築 ロビートップライト雨漏修繕 97,200

平成28年 消防設備 誘導灯設備修繕 299,160

平成28年 建築 さつきプラザスライディングドア修理 54,000

平成28年 建築 ロビートップライト雨漏修繕　その２ 83,592

平成28年 給排水設備 調理室漏水修繕 298,080

平成28年 電気設備 非常用発電バッテリー蓄電池用液面センサ 72,360

平成28年 消防設備 消防用設備（誘導灯バッテリー，客席 44,928

平成28年 その他 浅野弥衛作品額修理（架け替等含む）（Ｆ５） 21,980

平成28年 その他 浅野弥衛作品額修理（収納含む）（79× 17,000

平成28年 機械設備 ガスメーター取替修繕 99,360

平成28年 消防設備 プラネタリウム誘導灯設備修繕 90,612

平成28年 電気設備 屋外正面玄関水銀灯絶縁不良修繕 166,320

平成28年 空調設備 吸収式冷温水発生器オイルスレーナ交換 77,760

平成28年 消防設備 消防用設備修繕（客席誘導灯機器取替） 34,560

平成28年 消防設備 誘導灯設備修繕 50,760

平成28年 給排水設備 水栓器具修繕（喫茶室） 15,120

平成28年 給排水設備 トイレ器具修繕（１階女子トイレ） 9,720

平成28年 空調設備 ばい煙濃度計修繕 267,840

平成28年 舞台照明 ミラーボール修繕 285,120

平成28年 給排水設備 けやきホールトイレ修繕 44,280

平成28年 建築 文化会館けやきホール１階/２階扉修繕 38,880

平成28年 機械設備 ガス瞬間湯沸器修繕（２階） 32,616
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鈴鹿市文化会館小規模修繕一覧表 令和3年11月1日現在
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平成28年 建築 ホール機材搬入口車止めゴム取替修繕 160,920

平成28年 空調設備 鈴鹿市文化会館各空調器温度計交換作業 145,800

平成28年 機械設備 調整器及び高圧ホース取替修繕 63,072

平成28年 建築 文化会館けやきホール１階扉フロアヒンジ取替修繕 151,200

平成28年 機械設備 ガス瞬間湯沸器修繕（１階・３階） 65,232

平成28年 土木 文化会館駐車場入口陥没箇所修繕 162,000

平成28年 土木 文化会館バリカー修繕 18,360

平成28年 給排水設備 けやきホール洋式便器フラッシュ弁取替修繕 37,800

平成28年 建築 搬入口大型スチール扉調整（２箇所） 10,800

平成28年 給排水設備 トイレつまり除去 23,760

平成28年 消防設備 プラネタリウム内客席誘導灯調査 34,560

平成28年 給排水設備 トイレつまり除去（１階男子用洋式） 29,160

平成28年 給排水設備 ウォシュレット機器調整（３階身障者用トイレ） 6,156

平成28年 給排水設備 排水管つまり除去（喫茶室） 29,160

平成28年 給排水設備 掃除用流しつまり除去（１階） 17,820

平成28年 電気設備 プラネタリウム直流盤ブレーカー取替修繕 38,340

平成28年 プラネタリウム プラネタリウムコンソール用ＰＣ-ＦＤＤ修繕 69,660

平成28年 プラネタリウム プラネタリウム恒星レンズバルサムはがれ修繕 12,960

平成29年 給排水設備 けやきホールトイレ修繕 44,280

平成29年 給排水設備 １Ｆ男子和風便器修繕 44,280

平成29年 消防設備 危険物標識取替修繕 19,224

平成29年 消防設備 消防用設備修繕 200,880

平成29年 給排水設備 排水管つまり除去 24,840

平成29年 建築 けやきホール２階南側　扉修繕 49,680

平成29年 給排水設備 定水位弁取替修繕 89,208

平成29年 建築 文化会館排煙口修繕 291,600

平成29年 機械設備 調理室ガスホース修理 10,800

平成29年 土木 駐車場区画線ライン修繕 145,800

平成29年 建築 ロビー硝子修繕 93,960

平成29年 機械設備 ガス漏れ警報器修繕 17,280

平成29年 消防設備 誘導灯バッテリー取替修繕 37,800

平成29年 消防設備 消火ポンプ修繕 437,400
平成29年 消防設備 消火ポンプ起動信号表示修繕 72,360

平成29年 電気設備 防犯灯修繕 55,863

平成29年 機械設備 非常用発電装置修繕 397,440

平成29年 給排水設備 文化会館漏水等修繕 141,480

平成29年 空調設備 ピアノ庫用エアコン修繕 291,600

平成29年 空調設備 吸収式冷温水発生機電装部品交換修繕 166,320

平成29年 給排水設備 排水管詰り除去 84,240

平成29年 空調設備 プラネタリウム系統用環風機Ｖベルト修繕 49,680

平成30年 建築 北側外壁雨漏り修繕 295,596

平成30年 空調設備 冷却塔用ドレン配管ほか修繕 313,200

平成30年 消防設備 消防設備不備箇所修繕  21,600

平成30年 空調設備 鈴鹿市文化会館事務室控室エアコン修繕 453,600

平成30年 電気設備 屋外駐車場外灯修繕 81,000

平成30年 機械設備 非常用発電装置修繕 496,800

平成30年 舞台音響 インターカム装置修理 64,800

平成30年 機械設備 ガス警報器修繕 13,824

平成30年 建築 鈴鹿市文化会館ドレーキャップ窓修繕 297,000

平成30年 電気設備 トイレ換気扇修繕 47,347
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平成30年 消防設備 自動火災報知設備感知器及び配線取替修繕 144,720

平成30年 消防設備 誘導灯バッテリー取替修繕 45,360

平成30年 建築 文化会館けやきホール排煙口修繕 273,240

平成30年 給排水設備 鈴鹿市文化会館水道私設メーター取替修繕 73,440

平成30年 空調設備 けやきホールダクト修繕 75,600

平成30年 給排水設備 １Ｆ男子トイレ手洗い排水管修繕 14,040

平成30年 機械設備 ガス警報器交換修繕 60,480

平成30年 建築 自動ドア光線センサー交換修繕 97,200

平成30年 建築 美術工芸室内装天井修繕 64,800

平成30年 電気設備 蛍光灯用安定器交換修繕 4,320

平成30年 プラネタリウム プラネタリウム投影機修繕 71,118

平成30年 プラネタリウム プラネタリウム制御基板修繕 24,300

平成30年 電気設備 プラネタリウム電灯盤修繕 100,440

平成30年 プラネタリウム プラネタリウム電源修繕 67,446

平成31年 建築 鋼製建具錠前修繕（２ヶ所） 62,640

平成31年 給排水設備 １Ｆ女子トイレ手洗い配水管修繕 15,120

平成31年 給排水設備 １Ｆ便所修繕 9,720

令和元年 空調設備 文化会館冷温水２次ポンプ圧力計交換 11,880

令和元年 空調設備 文化会館２階調光室用エアコン室外ファンモータ他交換 61,560

令和元年 電気設備 文化会館１Ｆ女子トイレ照明センサ修繕 33,480

令和元年 機械設備 ガス警報器交換修繕 6,380

令和元年 機械設備 ガスメーター取替修繕 33,550

令和元年 給排水設備 文化会館１Ｆ女子トイレ水漏れ修繕 5,500

令和元年 建築 文化会館ブラインド取り換え 74,800

令和元年 消防設備 文化会館誘導灯バッテリー取替修繕 62,700

令和元年 消防設備 文化会館屋内消火栓ホース取替 199,100

令和元年 空調設備 文化会館冷温水１次ポンプ分解整備 297,000

令和元年 空調設備 文化会館大研修室系統他中性能フィルター交換 262,900

令和元年 空調設備 文化会館冷温水２次ポンプ分解整備 291,500

令和元年 空調設備 文化会館ホールロビー系統他中性能フィルター交換 276,100

令和元年 空調設備 文化会館冷温水2次ポンプモーター分解整備 170,500

令和元年 空調設備 文化会館ホール客席系統中性能フィルター交換 290,400

令和２年 電気設備 事務所コンセント及び電話配線修繕 39,600

令和２年 電気設備 事務所監視盤押釦修繕 8,800

令和２年 給排水設備 文化会館１階身障者トイレウオシュレット取替修繕 154,000

令和２年 給排水設備 奥の女子トイレ　バキュームブレーカー取替修繕 12,100

令和２年 給排水設備 トイレ修繕 23,100

令和２年 給排水設備 ２Ｆ湯沸室水栓修繕 5,500

令和２年 空調設備 文化会館外調器系統他中性能フィルター交換 145,200

令和２年 建築 鈴鹿市文化会館２階ドレーキップサッシ修繕 282,480

令和２年 建築 文化会館舞台搬入口鉄扉修繕 36,300

令和２年 消防設備 文化会館誘導灯取替修繕 188,100

令和２年 消防設備 文化会館誘導灯取替修繕 203,500

令和３年 給排水設備 クーリングタワー用ボールタップ取替修繕 42,900

令和３年 給排水設備 文化会館漏水修繕 99000

令和３年 空調設備 文化会館吸収式冷温水発生器　電源配線類取替え修繕 181,500

令和３年 空調設備 冷却水配管補修作業 99,000

令和３年 建築 文化会館搬入口鉄扉修繕 47300
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