
№ 工　　事　　名 工　事　場　所 工事期間 種　別 工　事　概　要 契約方法 補助金
発注時期
(四半期)

事業課 予算課

1 自動ドア修繕工事 あたご公民館 1ヶ月 建具 自動ドア外側・内側の交換修繕工事 随契 市単事業 第2 あたご公民館 あたご公民館

2
元荒川第18処理分区
面整備工事(H27-1)

上谷地内 7ヶ月 土木
推進φ200・L=107m.開削φ200㎜・
L=690m

一般 国庫補助 第1 下水道課 下水道課

3
吹上第5処理分区
面整備工事(H27-1)

原馬室地内 7ヶ月 土木 開削φ200㎜・L=544m 一般 国庫補助 第2 下水道課 下水道課

4
吹上第5処理分区
面整備工事(H27-2)

本町1丁目地内 7ヶ月 土木 開削φ200㎜・L=207m 一般 国庫補助 第2 下水道課 下水道課

5
元荒川第13処理分区
汚水管渠築造工事(H27-1)

北新宿地内 3ヶ月 土木 φ200㎜・L=104m 一般 国庫補助 第2 下水道課 下水道課

6
元荒川第13処理分区及び元荒川上
流第2排水区
汚水・雨水管渠築造工事

北新宿地内 7ヶ月 土木

推進φ200・L=107169m.開削φ200㎜
L=357m
□500*500L=79m　□600*600L=63m
□800*800L=19m

一般 国庫補助 第2 下水道課 下水道課

7
元荒川第13処理分区
汚水管渠築造工事(H27-2)

北新宿地内 7ヶ月 土木
推進φ200・L=29m.開削φ200㎜
L=543m

一般 国庫補助 第2 下水道課 下水道課

8
川里第1処理分区　汚水管渠築造
工事

広田地内 3ヶ月 土木 開削φ200㎜・L=160m 指名 市単事業 第3 下水道課 下水道課

9 汚水管渠布設替工事 大間地内 6ヶ月 土木 推進φ200・L=70m 一般 市単事業 第3 下水道課 下水道課

10
三谷橋大間線　街路築造工事に伴
う汚水管渠整備工事

本宮・雷電2丁目地内 2ヶ月 土木 開削φ200㎜・L=60m 指名 市単事業 第3 下水道課 下水道課

11 災害用マンホールトイレ設置工事 南１丁目地内 3ヶ月 土木 吹上小学校・マンホールトイレ10基 指名 国庫補助 第1 下水道課 危機管理課

12 大間近隣公園築造に伴う盛土工事 大間地内 6ヶ月 土木 盛土工25,000㎥・法面工 一般 市単事業 第2 下水道課 都市計画課

13 汚水管渠築造工事 鎌塚地内 3ヶ月 土木 開削φ200㎜・L=210m 一般 市単事業 第3 下水道課 保育課

14 常光ポンプ場機械設備撤去工事 常光地内 3ヶ月 とび
傾斜コンベヤー撤去
ホッパー設備撤去

指名 市単事業 第3 下水道課 下水道課

15 吹上小ディーゼル機関車解体工事 南1丁目地内 3ヶ月 機械
DE10形ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関車解体撤去工事
全長14.15ｍ 重量60ｔ

随契 市単事業 第1 教育総務課 教育総務課

16 ボックスカルバート布設工事
広田中央特定土地区画整理
事業地内

3か月 土木 カルバート工L=6.0m 指名 市単事業 第3 市街地整備課 市街地整備課

17 既設道路修繕工事
広田中央特定土地区画整理
事業地内

2か月 土木 側溝工L=60.0m　間詰舗装工60.0㎡ 指名 市単事業 第3 市街地整備課 市街地整備課

18
太陽光パネル付照明灯設
置工事

鴻巣市南1丁目地内 3 電気 太陽光パネル付照明灯2基設置 指名 国庫補助 第1 危機管理課 危機管理課
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(四半期)

事業課 予算課

19 防火水槽蓋掛工事 鴻巣市屈巣地内他計9基 6 土木
川里地域の防火水槽に、コンクリー
ト製の蓋を掛ける。

指名 市単事業 第2 危機管理課 危機管理課

20
吹上支所別棟解体・駐車場整備工
事

南１丁目地内 ４ヶ月 土木
平成4年３月建築の軽量鉄骨２階建て
延床面積572.79㎡の解体工事・駐車
場整備工事その他移設工事

一般 市単事業 第1 吹上支所 吹上支所

21 配水管新設工事(第１工区) 広田地内 3ヶ月 土木 DIPφ100　　L＝360ｍ 一般 市単事業 第1 水道課 水道課

22 配水管新設工事(第２工区) 吹上本町３丁目地内 1ヶ月 土木 HIVPφ75　　L＝62ｍ 指名 市単事業 第4 水道課 水道課

23 配水管新設工事(第３工区) 筑波２丁目地内 2ヶ月 土木 HIVPφ75　　L＝125ｍ 指名 市単事業 第1 水道課 水道課

24 配水管新設工事(第４工区) すみれ野・箕田地内 4ヶ月 土木
DIPφ150　　L＝255ｍ
DIPφ100　　L＝95ｍ
HIVPφ75　　L＝5ｍ

一般 市単事業 第3 水道課 水道課

25 配水管新設工事(第５工区) 滝馬室・原馬室地内 3ヶ月 土木
DIPφ150　　L＝465ｍ
HIVPφ75　　L＝470ｍ

一般 市単事業 第2 水道課 水道課

26 配水管新設工事(第７工区) 糠田地内 6ヶ月 土木
DIPφ150　　L＝30ｍ
SUSφ150　　L＝20ｍ

一般 市単事業 第3 水道課 水道課

27 配水管新設工事(第８工区) 鎌塚地内 2ヶ月 土木 HIVPφ75　　L＝310ｍ 指名 市単事業 第3 水道課 水道課

28 配水管新設工事(第９－１工区)
北新宿第二土地区画整理事
業地内

4ヶ月 土木 HIVPφ75　　L＝200ｍ 指名 市単事業 第2 水道課 水道課

29 配水管新設工事(第９－３工区)
北新宿第二土地区画整理事
業地内

4ヶ月 土木 HIVPφ75　　L＝115ｍ 指名 市単事業 第3 水道課 水道課

30 配水管新設工事(第９－４工区)
北新宿第二土地区画整理事
業地内

3ヶ月 土木 HIVPφ75　　L＝205ｍ 指名 市単事業 第3 水道課 水道課

31 配水管新設工事(第９－５工区)
北新宿第二土地区画整理事
業地内

2ヶ月 土木 HIVPφ75　　L＝108ｍ 指名 市単事業 第2 水道課 水道課

32 配水管新設工事(第９－１０工区)
北新宿第二土地区画整理事
業地内

3ヶ月 土木 DIPφ200　　L＝455ｍ 一般 市単事業 第3 水道課 水道課

33 配水管新設工事(第９－１１工区)
北新宿第二土地区画整理事
業地内

3ヶ月 土木 DIPφ200　　L＝50ｍ 指名 市単事業 第3 水道課 水道課

34 配水管新設工事(第１０工区) 広田地内 2ヶ月 土木 HIVPφ75　　L＝165ｍ 指名 市単事業 第3 水道課 水道課

35 配水管布設替工事(第１１工区) 南１丁目地内 4ヶ月 土木 HIVPφ75　　L＝175ｍ 一般 市単事業 第1 水道課 水道課

36 配水管布設替工事(第１２工区) 人形１丁目地内 2ヶ月 土木
HIVPφ75　　L＝86ｍ(新設)
HIVPφ50　　L＝103ｍ(布設替)

指名 市単事業 第2 水道課 水道課

37 配水管布設替工事(第１３工区) 常光地内 2ヶ月 土木
HIVPφ75　　L＝215ｍ(新設)
HIVPφ75　　L＝185ｍ(布設替)

一般 市単事業 第1 水道課 水道課

38 配水管布設替工事(第１４工区) 天神地内 3ヶ月 土木
HIVPφ75　　L＝40ｍ(新設)
HIVPφ75　　L＝430ｍ(布設替)

一般 市単事業 第1 水道課 水道課

39 配水管布設替工事(第１５工区) 人形３丁目地内 6ヶ月 土木 DIPφ200　　L＝350ｍ 一般 市単事業 第1 水道課 水道課
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40 配水管布設替工事(第１６工区) 宮地３丁目地内 3ヶ月 土木
DIPφ150　　L＝180ｍ
HIVPφ75　　L＝45ｍ

一般 市単事業 第2 水道課 水道課

41 配水管布設替工事(第１７工区) 本町１丁目地内 2ヶ月 土木 HIVPφ75　　L＝110ｍ 指名 市単事業 第3 水道課 水道課

42 配水管布設替工事(第１８工区) 上谷地内 6ヶ月 土木
DIPφ200　　L＝1050ｍ
HIVPφ75　　L＝75ｍ

一般 市単事業 第1 水道課 水道課

43 配水管布設替工事(第１９工区) 笠原地内 4ヶ月 土木
DIPφ150　　L＝66ｍ
SUSφ150　　L＝34ｍ
HIVPφ75　　L＝45ｍ

一般 市単事業 第2 水道課 水道課

44 配水管布設替工事(第２０工区) 中井地内 3ヶ月 土木 HIVPφ75　　L＝85ｍ 指名 市単事業 第2 水道課 水道課

45 配水管布設替工事(第２１工区) 笠原地内 5ヶ月 土木 HIVPφ75　　L＝80ｍ 指名 市単事業 第1 水道課 水道課

46 配水管布設替工事(第２２工区) 大間地内 4ヶ月 土木 DIPφ100　　L＝128ｍ 指名 市単事業 第1 水道課 水道課

47 配水管布設替工事(第２３工区)
本町７丁目・人形２丁目地
内

3ヶ月 土木 DIPφ200　　L＝120ｍ 一般 市単事業 第1 水道課 水道課

48 配水管布設替工事(第２４工区) 人形４丁目地内 6ヶ月 土木
DIPφ200　　L＝103ｍ
HIVPφ75　　L＝230ｍ

一般 市単事業 第1 水道課 水道課

49 配水管布設替工事(第２５工区) 雷電２丁目地内 3ヶ月 土木 HIVPφ75　　L＝83ｍ 指名 市単事業 第1 水道課 水道課

50 配水管布設替工事(第２６工区) 大間地内 2ヶ月 土木
DIPφ150　　L＝30ｍ
DIPφ100　　L＝40ｍ
HIVPφ75　　L＝15ｍ

指名 市単事業 第3 水道課 水道課

51
高齢者福祉センター白雲荘
ろ過器改修工事

原馬室字赤台地内 3ヶ月 管 ろ過器入替工事 指名 市単事業 第2 長寿いきがい課
長寿いきがい

課

52
高齢者福祉センター白雲荘
ソーラーシステム改修工事

原馬室字赤台地内 6ヶ月 管 ソーラーシステム入替工事 一般 市単事業 第2 長寿いきがい課
長寿いきがい

課

53 遊具改修工事（その１） 市内 3ヶ月 土木 公園遊具等改修工１式 指名 市単事業 第2 都市計画課 都市計画課

54 遊具改修工事（その２） 市内 3ヶ月 土木 公園遊具等改修工１式 指名 市単事業 第2 都市計画課 都市計画課

55 遊具改修工事（その３） 市内 3ヶ月 土木 公園遊具等改修工１式 指名 市単事業 第3 都市計画課 都市計画課

56 健康体操器具設置工事 市内 5ヶ月 とび 健康体操器具設置（6種類）1式 指名 国庫補助 第2 都市計画課
スポーツ健康

課

57 箕田学童保育室増築工事 宮前地内 3ヶ月 建築 プレハブ設置工事 随契 県補助 第2 保育課 保育課

58 馬室学童保育室増築工事 滝馬室地内 3ヶ月 建築 プレハブ設置工事 随契 県補助 第2 保育課 保育課

59 市道A-1003号線　道路改修工事 市ノ縄地内 3ヶ月 舗装 舗装打換え＋路盤改良 指名 市単事業 第1 工事課 道路課

60 市道L-4号線　道路改修工事 常光地内 3ヶ月 舗装 舗装打換え 指名 市単事業 第2 工事課 道路課
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61 市道A-2033号線　道路改修工事 八幡田字道下地内 2ヶ月 舗装 舗装打換え 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

62 市道C-73号線　道路改修工事 堤町地内 3ヶ月 舗装 側溝改修＋舗装打換え 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

63
市道K-183・195号線外　道路改修
工事

上谷字下川面地内 3ヶ月 土木 ガードレール設置 指名 市単事業 第1 工事課 道路課

64 市道A-2040号線　道路改修工事 氷川町地内 2ヶ月 土木 歩道改修（植栽撤去） 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

65 市道H-178号線　道路改修工事 安養寺地内 3ヶ月 舗装 舗装打換え＋狭さく 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

66 市道F-11号線　道路改修工事 赤見台2丁目地内 2ヶ月 舗装 舗装打換え 指名 市単事業 第1 工事課 道路課

67 市道A-126号線　道路改修工事 本町7丁目地内 3ヶ月 土木 側溝布設替え 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

68 市道A-2016号線　道路改修工事 松原2丁目地内 3ヶ月 舗装 舗装打換え＋路盤改良 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

69 市道A-2034号線　道路改修工事 天神4丁目地内 3ヶ月 舗装 舗装打換え 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

70 市道A-2037号線　道路改修工事 笠原字中斉地内 3ヶ月 舗装 舗装打換え 指名 市単事業 第3 工事課 道路課

71 市道A-1011号線　道路改修工事 常光字野新田地内 3ヶ月 舗装 舗装打換え 指名 市単事業 第1 工事課 道路課

72 市道F-224号線　道路改修工事 箕田字団右ｴ門地内 3ヶ月 舗装 舗装打換え 指名 市単事業 第1 工事課 道路課

73 市道I-159号線　道路改修工事 郷地字本戸地内 2ヶ月 舗装 舗装打換え 指名 市単事業 第1 工事課 道路課

74 市道G-298号線　道路改修工事 寺谷字芝原中耕地地内 3ヶ月 舗装 舗装打換え 指名 市単事業 第1 工事課 道路課

75 市道E-330号線外　道路改修工事 糠田字本田一ノ割地内 3ヶ月 舗装 舗装打換え、一部側溝布設換え 指名 市単事業 第3 工事課 道路課

76 市道A-2010号線　道路改修工事 上谷字木鎌地内 3ヶ月 舗装 舗装打換え 指名 市単事業 第1 工事課 道路課

77 市道吹7・8号線　道路改修工事 新宿1丁目地内 3ヶ月 土木 側溝蓋架け 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

78 市道吹734号線　道路改修工事 大芦字土橋地内 3ヶ月 舗装 舗装打換え 指名 市単事業 第1 工事課 道路課

79
市道吹213・215号線　道路改修工
事

北新宿字六反沼通地内 3ヶ月 舗装 側溝蓋架替え、舗装打換え 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

80 市道吹832号線　道路改修工事 前砂字柳瀬地内 2ヶ月 舗装 舗装打換え・構造物設置 指名 市単事業 第1 工事課 道路課

81 市道吹156号線　道路改修工事 吹上本町5丁目地内 2ヶ月 舗装 舗装打換え 指名 市単事業 第1 工事課 道路課

82 市道川2017号線　道路改修工事 広田字島屋敷地内 2ヶ月 土木 側溝嵩上げ、蓋架け 指名 市単事業 第1 工事課 道路課

83 市道川104号線　道路改修工事 屈巣字市場地内 2ヶ月 土木 側溝嵩上げ、蓋架け 指名 市単事業 第3 工事課 道路課
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84
市道川102・113号線　道路改修工
事

屈巣字天神下地内 3ヶ月 舗装 舗装打換え 指名 市単事業 第3 工事課 道路課

85 市道川1号線　道路改修工事 広田字番場地内 3ヶ月 舗装 舗装打換え・グリーンベルト 指名 市単事業 第1 工事課 道路課

86 市道川1081号線　道路改修工事 屈巣字観音地内 2ヶ月 舗装 舗装打換え・蓋架け 指名 市単事業 第3 工事課 道路課

87 市道A-1001号線　道路改良工事 川面字道下地内 4ヶ月 土木 片側歩道、側溝、舗装打換え 一般 国庫補助 第3 工事課 道路課

88 市道A-2017号線　道路改良工事 原馬室字後地内 4ヶ月 土木 道路拡幅改良、片側歩道 一般 国庫補助 第1 工事課 道路課

89 市道A-2035号線　道路改良工事 天神3丁目地内 3ヶ月 土木 道路拡幅、片側歩道 指名 国庫補助 第2 工事課 道路課

90 市道A-2039号線　道路改良工事 原馬室字後地内 3ヶ月 土木 道路拡幅、片側歩道 指名 市単事業 第3 工事課 道路課

91 市道E-167号線　道路改良工事 宮前字本田地内 3ヶ月 土木 両側側溝、舗装打換え 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

92 市道I-93・94号線　道路改良工事 笠原字前新田地内 3ヶ月 土木 道路拡幅改良 指名 市単事業 第3 工事課 道路課

93 市道A-53号線　道路改良工事 東3丁目地内 3ヶ月 土木 両側側溝、舗装打換え 指名 市単事業 第3 工事課 道路課

94 市道E-342号線　道路改良工事 糠田字本田三ノ割地内 3ヶ月 土木 側溝布設、舗装打換え 指名 市単事業 第3 工事課 道路課

95 市道A-2038号線　道路改良工事 常光字前谷地内 3ヶ月 土木 道路拡幅改良 指名 市単事業 第3 工事課 道路課

96 市道K-155号線　道路改良工事 上谷字龍登地内 3ヶ月 土木 片側側溝、間詰舗装 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

97 市道C-248号線　道路改良工事 滝馬室字上閭地内 3ヶ月 土木 両側側溝、舗装打換え 指名 市単事業 第3 工事課 道路課

98 市道A-2044号線　道路改良工事 宮前字原地内 3ヶ月 土木 側溝布設換え、間詰め舗装 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

99 市道B-363号線　道路改良工事 松原1丁目地内 3ヶ月 土木 側溝布設換え、間詰め舗装 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

100 市道C-36号線　道路改良工事 登戸字熊野地内 3ヶ月 土木 両側側溝、舗装打換え 指名 市単事業 第3 工事課 道路課

101 市道B-65号線　道路改良工事 松原3丁目地内 3ヶ月 土木 両側側溝、舗装打換え 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

102 市道A-37号線　道路改良工事 宮地5丁目地内 3ヶ月 土木 両側側溝、舗装打換え 指名 市単事業 第1 工事課 道路課

103 市道A-1008号線　道路改良工事 東4丁目地内外 2ヶ月 土木 植栽撤去、舗装打換え 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

104 市道A-1030号線　道路改良工事 大間4丁目地内 2ヶ月 土木 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

105 市道C-99号線　道路改良工事 宮前字原地内 3ヶ月 土木 両側側溝、舗装打換え 指名 市単事業 第3 工事課 道路課

106 市道A-408号線　道路改良工事 本町1丁目地内 3ヶ月 土木 側溝布設換え 指名 市単事業 第1 工事課 道路課
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107 市道吹502号線　道路改良工事 下忍地内 2ヶ月 土木 側溝布設換え 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

108 市道吹871号線　道路改良工事 小谷字三耕地地内 3ヶ月 土木 側溝布設、舗装打換え 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

109 市道吹410号線　道路改良工事 袋地内 3ヶ月 土木 舗装打換え、待避所設置 指名 市単事業 第3 工事課 道路課

110 市道川2076号線　道路改良工事 広田字北原地内 2ヶ月 土木 片側側溝、間詰め舗装 指名 市単事業 第3 工事課 道路課

111 市道川2号線　道路改良工事 広田字広島地内 4ヶ月 土木 道路拡幅、片側歩道設置 一般 国庫補助 第1 工事課 道路課

112 橋梁改修工事 鎌塚地内外 4ヶ月 土木 橋梁改修工事（3橋） 一般 国庫補助 第3 工事課 道路課

113 水路改修工事 上谷字西ヶ崎地内 3ヶ月 土木 ﾌﾘｭｰﾑ新設 指名 市単事業 第3 工事課 道路課

114 水路改修工事 下忍字中地内 3ヶ月 土木 水路布設換え 指名 市単事業 第3 工事課 道路課

115 雨水排水対策工事 原馬室地内 3ヶ月 土木 雨水排水対策工事 指名 市単事業 第2 工事課 道路課

116 ゾーン３０整備工事 生出塚地内 3ヶ月 土木
路面表示、ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ、外側線、ゾー
ン３０文字、外

指名 国庫補助 第2 工事課 道路課

117
上谷総合公園サッカー場照明設置
工事

上谷地内 5ヶ月 電気 照明設置工1式 一般 その他 第3 工事課 道路課

118
県費単独土地改良事業排水路改修
工事

郷地字谷道上地内 3ヶ月 土木 組立柵渠　H=1550 W=2000 L=59.4m 指名 市単事業 第3 工事課 産業振興課

119 校庭芝生化工事 赤見台4丁目地内 4ヶ月 土木
赤見台第一小：3500㎡　ﾃｨﾌﾄﾝ芝ﾎﾟｯﾄ
苗方式　植樹1本以上

一般 県補助 第1 工事課 教育総務課

120 道路改良事業 鎌塚地内 6ヶ月 土木
吹上地域新設保育所周辺の道路改良
工事　県道交差点改良及び市道拡幅

一般 市単事業 第2 工事課 保育課

121
鴻巣市立吹上小学校校舎改築（木
造校舎解体）工事

鴻巣市南１丁目　地内 5ヵ月 とび
解体工事　S11年建築
W-2F建　2,432㎡
他解体建物　230㎡

一般 国庫補助 第2 工事課 教育総務課

122
鴻巣市立吹上小学校校舎改築（外
構一期）工事

鴻巣市南１丁目　地内 5ヵ月 土木
外構工事
※新校舎周辺

一般 市単事業 第2 工事課 教育総務課

123
鴻巣市立吹上小学校校舎改築（外
構二期）工事

鴻巣市南１丁目　地内 5ヵ月 土木
外構工事
※解体校舎周辺

一般 市単事業 第3 工事課 教育総務課

124
鴻巣市立鴻巣南小学校校舎①棟大
規模改造工事

鴻巣市本町８丁目　地内 5ヵ月 建築
S45年建築　ＲＣ-3F建　1,784㎡
大規模改造工事

一般 市単事業 第1 工事課 教育総務課

125
鴻巣市立川里中学校屋内運動場③
棟大規模改造（建築）工事

鴻巣市関新田　地内 6ヵ月 建築
S63年建築　ＲS-2F建　1,828㎡
吊り天井撤去工事
大規模改造に係る建築工事

一般 国庫補助 第2 工事課 教育総務課

126
鴻巣市立川里中学校屋内運動場③
棟大規模改造（電気設備）工事

鴻巣市関新田　地内 6ヵ月 電気
S63年建築　ＲS-2F建　1,828㎡
吊り天井撤去工事
大規模改造に係る電気設備工事

一般 国庫補助 第2 工事課 教育総務課
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127
鴻巣市立川里中学校屋内運動場③
棟大規模改造（機械設備）工事

鴻巣市関新田　地内 6ヵ月 機械
S63年建築　ＲS-2F建　1,828㎡
吊り天井撤去工事
大規模改造に係る機械設備工事

一般 国庫補助 第2 工事課 教育総務課

128
本庁舎改修（Ⅱ期）・耐震補強
（建築）工事

鴻巣市中央　地内 1年6ヵ月 建築
S49年建築　SRC-B1F、5F建
6,198.43㎡　改修・耐震補強に係る
建築工事

一般 市単事業 第2 工事課 財政課

129
本庁舎改修（Ⅱ期）・耐震補強
（電気設備）工事

鴻巣市中央　地内 1年6ヵ月 電気
S49年建築　SRC-B1F、5F建
6,198.43㎡　改修・耐震補強に係る
電気設備工事

一般 市単事業 第2 工事課 財政課

130
本庁舎改修（Ⅱ期）・耐震補強
（機械設備）工事

鴻巣市中央　地内 1年6ヵ月 機械
S49年建築　SRC-B1F、5F建
6,198.43㎡　改修・耐震補強に係る
機械設備工事

一般 市単事業 第2 工事課 財政課

131
鴻巣市花と音楽の館かわさと「花
久の里」造園工事

鴻巣市関新田字三番　地内 9ヵ月 土木 庭園整備　3075.14㎡ 一般 市単事業 第1 工事課 観光戦略課

132
鴻巣市花と音楽の館かわさと「花
久の里」別棟新築工事

鴻巣市関新田字三番　地内 7ヵ月 建築
体験工房、直売所、倉庫等の新築工
事

一般 市単事業 第2 工事課 観光戦略課

133 北鴻巣駅西口駅前広場整備工事 鴻巣市すみれ野　地内 7ヵ月 建築

自由通路及び階段Ｌ＝５５ｍの上屋建築工事及
び駅前広場内の男女トイレ・多機能トイレ等の
整備、工事監理業務委託、設計意図伝達業務委
託

一般 国庫補助 第1 工事課 都市計画課

134 上谷総合公園整備工事 鴻巣市上谷　地内 6ヵ月 建築 トイレ新設　１式 一般 国庫補助 第1 工事課 都市計画課

135
鴻巣市消防団第４分団器具置場新
築工事

鴻巣市宮地４丁目　地内 6ヵ月 建築
消防団器具置場、車庫、詰所
鉄骨造2F建　約100㎡
新築工事一式

一般 市単事業 第3 工事課 危機管理課

136
田間宮生涯学習センター太陽光発
電設備設置工事

鴻巣市登戸字熊野　地内 5ヵ月 電気 鉄骨２階建　約１００㎡ 一般 国庫補助 第2 工事課 危機管理課
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