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建 築 営 繕 課            
 

建築営繕係 

 施設設計事務に関する事項（2.1.1） 

１ 設計積算・監督業務（250万円超） 75件 

件 名            概    要 
金額 

（千円） 
事業執行課 

保谷南分庁舎空調設備設置工事 空調設備設置 3,885 管財課 

保谷南分庁舎雨水浸透貯留槽等整備工事 雨水浸透貯留槽設置 9,660 管財課 

保谷庁舎外構整備工事 外構整備 6,458 管財課 

保谷庁舎市民広場整備工事 

（平成21年度繰越明許） 
外構整備 ※19,079 管財課 

消防団第８分団詰所建替工事 

（平成22年度及び平成23年度事業） 

消防分団詰所建設 

建築･機械･電気 
※36,855 危機管理室 

東伏見六丁目特殊地下壕埋戻工事（Ⅱ期） 

（平成21年度繰越明許） 
地下壕埋戻 ※24,167 危機管理室 

中町分庁舎駐車場補修工事 駐車場補修 3,155 健康課 

谷戸高齢者在宅サービスセンターボイラー交換工事 機器設備交換 3,654 高齢者支援課 

（仮称）障害者福祉総合センター建設工事（建築工

事） 

（平成21年度及び平成22年度事業） 

障害者センター建設 

建築 
※770,700 障害福祉課 

（仮称）障害者福祉総合センター建設工事（電気設

備工事） 

（平成21年度及び平成22年度事業） 

障害者センター建設 

電気設備 
※167,790 障害福祉課 

（仮称）障害者福祉総合センター建設工事（機械設

備工事） 

（平成21年度及び平成22年度事業） 

障害者センター建設 

機械設備 
※268,800 障害福祉課 

（仮称）障害者福祉総合センター建設工事（太陽光

発電設備工事） 

（平成21年度及び平成22年度事業） 

障害者センター建設 

太陽光発電設備 
※13,230 障害福祉課 

（仮称）障害者福祉総合センター建設工事監理委託

（平成21年度及び平成22年度事業） 
工事監理業務 ※30,450 障害福祉課 

はこべら保育園屋上防水改修工事 屋上防水 2,835 保育課 

すみよし保育園解体工事 

（平成21年度及び平成22年度事業） 
建物解体 ※11,319 保育課 

すみよし保育園園舎建替工事（建築工事） 
保育園建設 

建築 
215,985 保育課 

すみよし保育園園舎建替工事（電気設備工事） 
保育園建設 

電気設備 
28,812 保育課 
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すみよし保育園園舎建替工事（機械設備工事） 
保育園建設 

機械設備 
81,795 保育課 

すみよし保育園園舎建替工事監理委託 工事監理業務 7,571 保育課 

なかまち・やぎさわ保育園電気錠取付工事 建具改修 2,940 保育課 

ほうやちょう保育園改修工事 建築･設備改修 35,018 保育課 

保育園・福祉会館耐震補強実施設計委託 耐震補強設計 19,110 
高齢者支援課･

保育課 

保谷柳沢児童館東伏見分室等解体工事 建物解体 4,998 

管財課・児童青

少年課・学校運

営課 

下保谷児童館・福祉会館建替工事（建築工事） 

（平成21年度及び平成22年度事業） 

児童館･福祉会館建設

建築 
※764,400 

高齢者支援課･

児童青少年課 

下保谷児童館・福祉会館建替工事（電気設備工事）

（平成21年度及び平成22年度事業） 

児童館･福祉会館建設

電気設備 
※154,560 

高齢者支援課･

児童青少年課 

下保谷児童館・福祉会館建替工事（機械設備工事）

（平成21年度及び平成22年度事業） 

児童館･福祉会館建設

機械設備 
※269,640 

高齢者支援課･

児童青少年課 

下保谷児童館・福祉会館建替工事監理委託 

（平成21年度及び平成22年度事業） 
工事監理業務 ※15,120 

高齢者支援課･

児童青少年課 

下保谷児童館音響等付帯設備工事 舞台音響等設置 50,925 児童青少年課 

下保谷児童センター空調室外機消音装置設置工事 機器設備設置 11,550 児童青少年課 

下保谷児童センター・福祉会館環境整備工事 外構等整備 2,615 
高齢者支援課･

児童青少年課 

（仮称）ひばりが丘団地内公益施設建設工事（建築

工事） 

（平成21年度及び平成22年度事業） 

保育園･児童館建設 

建築 
※575,400 

保育課･児童青

少年課 

（仮称）ひばりが丘団地内公益施設建設工事（電気

設備工事） 

（平成21年度及び平成22年度事業） 

保育園･児童館建設 

電気設備 
※106,680 

保育課･児童青

少年課 

（仮称）ひばりが丘団地内公益施設建設工事（機械

設備工事） 

（平成21年度及び平成22年度事業） 

保育園･児童館建設 

機械設備 
※236,040 

保育課・児童青

少年課 

（仮称）ひばりが丘団地内公益施設建設工事監理委

託 

（平成21年度及び平成22年度事業） 

工事監理業務 ※14,700 
保育課･児童青

少年課 

（仮称）ひばりが丘団地内公益施設外構工事 外構整備 66,675 児童青少年課 

東伏見学童クラブ整備工事 

（平成21年度及び平成22年度事業） 

学童クラブ建設 

建築･設備 
※56,805 児童青少年課 
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コール田無多目的ホール音響調整卓等交換工事 機器設備交換 5,145 文化振興課 

保谷こもれびホール小ホール可動席制御基板交換工

事 
機器設備交換 6,615 文化振興課 

保谷こもれびホールメインホール舞台機構レベル設

定器交換工事 
機器設備交換 4,896 文化振興課 

コール田無冷温水機点検整備工事 点検整備 5,600 文化振興課 

市民会館エレベーター耐震改修工事 機器設備改修 6,405 文化振興課 

ひばりが丘運動場グラウンド改修工事 グラウンド整備 3,360 スポーツ振興課

総合体育館改修工事実施設計委託 実施設計業務 3,648 スポーツ振興課

スポーツセンター冷却塔部品交換工事 機器設備交換 2,835 スポーツ振興課

（仮称）中町市民農園設置工事 

（平成21年度繰越明許） 
市民農園設置 ※3,948 産業振興課 

西武柳沢駅南口既設自転車駐車場改修工事及び柳沢

公民館駐車場等整備工事 
外構整備 6,405 

道路管理課･公

民館 

西武柳沢駅南口自転車等保管所整備工事 

（平成22年度事故繰越し） 
自転車等保管所整備 ※16,275 道路管理課 

東伏見小学校物置・飼育小屋等整備工事 物置等整備 9,450 

危機管理室・学

校運営課・社会

教育課 

中学校完全給食整備に伴う保谷第一小学校他２校給

食室改修等実施設計委託 
実施設計業務 3,938 学校運営課 

中学校完全給食整備に伴う保谷第二小学校他２校給

食室改修等実施設計委託 
実施設計業務 6,720 学校運営課 

中学校完全給食整備に伴う保谷中学校他２校昇降機

設置等実施設計委託 
実施設計業務 8,190 学校運営課 

中学校完全給食整備に伴う田無第一中学校他１校昇

降機設置等実施設計委託 
実施設計業務 5,198 学校運営課 

中学校完全給食整備に伴う田無小学校給食室改修等

工事 
建築･設備改修 55,650 学校運営課 

中学校完全給食整備に伴う柳沢小学校給食室改修等

工事 
建築･設備改修 64,780 学校運営課 

中学校完全給食整備に伴う碧山小学校給食室改修等

工事 
建築･設備改修 52,173 学校運営課 

中学校完全給食整備に伴う田無小学校他２校給食室

改修等工事監理委託 
工事監理業務 4,326 学校運営課 

東伏見小学校既存遡及改修工事 建築改修 11,400 学校運営課 

田無第三中学校大規模改造等工事 

（平成21年度繰越明許） 
建築･設備改修 ※98,847 学校運営課 
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田無第三中学校既存遡及工事 

（平成21年度繰越明許） 
建築改修 ※10,675 学校運営課 

田無第三中学校大規模改造等工事監理委託 

（平成21年度繰越明許） 
工事監理業務 ※3,654 学校運営課 

碧山小学校校庭芝生化工事 校庭整備 46,818 学校運営課 

芝久保小学校音楽室床張替工事 建築改修 3,992 学校運営課 

東伏見小学校ほか３校消防設備改修工事 設備改修 9,083 学校運営課 

小中学校焼却炉等撤去工事 焼却炉撤去 6,457 学校運営課 

中学校完全給食整備に伴う田無第一中学校ほか４校

既存建物遡及設計業務委託 
設計業務 9,450 学校運営課 

中学校完全給食整備に伴う田無第三中学校昇降機設

置等工事 
昇降機設置 64,044 学校運営課 

中学校完全給食整備に伴う田無第四中学校昇降機設

置等工事 
昇降機設置 70,022 学校運営課 

田無第四中学校既存遡及工事 建築改修 4,830 学校運営課 

中学校完全給食整備に伴う明保中学校昇降機設置等

工事 

（平成22年度事故繰越し） 

昇降機設置 ※54,348 学校運営課 

明保中学校既存遡及工事 建築改修 4,883 学校運営課 

中学校完全給食整備に伴う田無第三中学校ほか２校

昇降機設置等工事監理委託 

（平成22年度事故繰越し） 

工事監理業務 ※3,549 学校運営課 

東伏見小学校緑地整備工事 緑地整備 6,983 学校運営課 

小学校校庭芝生化工事設計委託 実施設計業務 3,360 学校運営課 

田無第三中学校開放用トイレ整備工事 便所整備 3,045 社会教育課 

芝久保公民館・図書館屋上防水に伴う空調室外機移

設工事 
設備改修 2,593 公民館 

※繰越明許、事故繰越し及び２年度にまたがる事業については、決算の金額と異なる場合がある。  

２ 設計積算・監督業務（250万円以下）   50件 

３ 設計積算業務（監督：事業執行課）      3件   

４ 設計積算業務（予算要求資料等作成）  68件 

 

 


