
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） 62件 

件 名            概    要 金額（千円） 事業執行課 

議員控室間仕切り変更工事 間仕切り改修 3,465 管財課 

保谷庁舎外壁等改修工事 外壁改修 4,830  〃 

消防団第10分団詰所新築工事 

消防団詰所新築 

（延床面積80㎡） 

建築、設備 

30,030 危機管理室 

住吉福祉会館建替工事（建築工事） 

（平成18、19年度債務負担事業） 

福祉会館新築 

（延床面積3,925㎡） 

建築、昇降機 

669,900 

高齢者支援

課、子ども家

庭支援セン

ター、生活文

化課 

住吉福祉会館建替工事（電気設備工事） 

（平成18、19年度債務負担事業） 

福祉会館新築 

（延床面積3,925㎡） 

電気設備 

111,888  〃 

住吉福祉会館建替工事（機械設備工事） 

（平成18、19年度債務負担事業） 

福祉会館新築 

（延床面積3,925㎡） 

機械設備 

267,750  〃 

住吉福祉会館建替工事監理 

（平成18、19年度債務負担事業） 
工事監理業務 18,900  〃 

下保谷福祉会館・児童館建替に伴う基本設計 基本設計業務 5,355 

高齢者支援

課、児童青少

年課 

下保谷福祉会館・児童館建替に伴う測量地盤調査 測量地盤調査業務 3,007  〃 

ひばりが丘福祉会館屋上防水工事 屋上防水 9,398 
高齢者支援

課 

ひがし保育園基幹型整備工事 内部建築・設備改修 9,555 保育課 

けやき保育園屋根等改修工事 屋根防水、外壁改修 9,797  〃 

向台保育園改修工事 内部建築・設備改修 37,944  〃 

西原保育園園舎建替工事に伴う基本・実施設計業

務委託 
基本・実施設計業務 7,119  〃 

ひばりが丘児童館・保育園建替に伴う基本設計 基本設計業務 5,744 
保育課、児童

青少年課 

ひばりが丘児童館・保育園建替に伴う地盤調査 地盤調査業務 2,835  〃 
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田無柳沢児童センター改修工事 
内部・外部建築・設備

改修 
12,527 

児童青少年

課 

中町児童館改修工事 
内部・外部建築・設備

改修 
28,560  〃 

中町児童館遊戯室エアコン等設置工事 空調設備設置 3,990  〃 

市民会館舞台照明卓等部品類交換工事 照明卓修繕 2,888 生活文化課 

保谷こもれびホール蓄電池設備交換工事 蓄電池交換 2,943  〃 

（仮称）リサイクルプラザ建設工事（建築工事）

（平成18、19年度債務負担事業） 

リサイクルプラザ新築

（延床面積1,395㎡） 

建築 

272,790 
ごみ減量推

進課 

（仮称）リサイクルプラザ建設工事（電気設備工

事） 

（平成18、19年度債務負担事業） 

リサイクルプラザ新築

（延床面積1,395㎡） 

電気設備 

29,568  〃 

（仮称）リサイクルプラザ建設工事（機械設備工

事） 

（平成18、19年度債務負担事業） 

リサイクルプラザ新築

（延床面積1,395㎡） 

機械設備 

65,882  〃 

（仮称）リサイクルプラザ建設工事監理委託 

（平成18、19年度債務負担事業） 
工事監理業務 6,720  〃 

向台公園教養施設撤去工事 施設解体 3,570 
みどり公園

課 

田無駅前修景池噴水設備補修工事 噴水設備補修 4,725 道路管理課 

保谷第一小学校通級学級教室改修工事 内部建築・設備改修 4,095 教育企画課 

保谷第一小学校通級学級教室空調設備工事 空調設備設置 5,460  〃 

保谷中学校体育館建替工事（建築工事） 

（平成18、19年度債務負担事業） 

体育館建替工事 

（延床面積2,693㎡） 

建築、昇降機 

617,925 学校運営課 

保谷中学校体育館建替工事（機械設備工事） 

（平成18、19年度債務負担事業） 

体育館建替工事 

（延床面積2,693㎡） 

機械設備 

59,325  〃 

保谷中学校体育館建替工事（電気設備工事） 

（平成18、19年度債務負担事業） 

体育館建替工事 

（延床面積2,693㎡） 

電気設備 

58,380  〃 

保谷中学校体育館建替工事に伴う工事監理業務

委託 

（平成18、19年度債務負担事業） 

工事監理業務 11,025  〃 

保谷中学校校舎防火扉等改修工事 防火扉等改修 3,255  〃 

青嵐中学校校庭等整備工事 校舎解体、校庭整備 141,729 学校運営課 
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青嵐中学校校庭整備に伴う工事監理業務 工事監理業務 2,573 学校運営課 

市立谷戸小学校体育館大規模改造工事 
内部・外部建築・設備

改修 
18,669  〃 

市立向台小学校体育館大規模改造工事 
内部・外部建築・設備

改修 
72,032  〃 

市立谷戸・向台小学校体育館大規模改造工事に伴

う工事監理業務委託 
工事監理業務 2,730  〃 

谷戸小学校普通教室転用改修工事 内部建築、設備改修 2,835  〃 

市立上向台小学校受水槽取替工事 受水槽取替え 3,728  〃 

上向台小学校築山等整備工事 土留め等整備 15,492  〃 

市立谷戸第二小学校雨水浸透・貯留施設設置工事 雨水浸透貯留設置 15,698  〃 

市立谷戸第二小学校非常階段改修工事 非常階段改修 4,988  〃 

市立中原小学校水飲栓直結給水化工事 設備改修 7,319  〃 

市立住吉小学校体育館屋根改修工事 屋根改修 7,249  〃 

東伏見小学校渡り廊下設置工事 渡り廊下設置 3,360  〃 

市立青嵐中学校仮設グラウンド復旧工事 土木工事 7,035  〃 

田無第三中学校体育館耐震補強工事 耐震補強 17,535  〃 

市立田無第二・田無第三中学校トイレ改修工事 トイレ改修 3,759  〃 

市立明保中学校外柵・植栽等改修工事 外柵改修 19,551  〃 

ひばりが丘中学校テニスコート改修工事 コート整備 2,835  〃 

市立東小学校・柳沢中学校校地内雨水対策整備設

計業務委託 
実施設計業務 5,250  〃 

市立柳沢小学校校舎大規模改造実施設計業務委

託 
実施設計業務 5,093  〃 

上向台小学校校舎増築基本・実施設計業務委託 基本・実施設計業務 7,770  〃 

東町テニスコート改修工事 コート整備 9,660 
スポーツ振

興課 

スポーツセンター出入口ドア等交換工事 建具改修 3,318  〃 

（仮称）保谷駅前公民館・図書館整備工事（先行

工事） 

（平成19、20年度債務負担事業） 

建物本体取り合い整備 20,769 
公民館、図書

館 

（仮称）保谷駅前公民館・図書館整備工事（建築

工事） 

（平成19、20年度債務負担事業） 

内装建築整備 129,885  〃 
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（仮称）保谷駅前公民館・図書館整備工事（電気

設備工事） 

（平成19、20年度債務負担事業） 

内装電気設備整備 34,020 
公民館、図書

館 

（仮称）保谷駅前公民館・図書館整備工事（機械

設備工事） 

（平成19、20年度債務負担事業） 

内装機械設備整備 84,000  〃 

（仮称）保谷駅前公民館・図書館整備工事に伴う

工事監理業務 

（平成19、20年度債務負担事業） 

工事監理業務 4,935  〃 

２ 設計積算・監督業務（250万円以下）       43件 

３ 設計積算業務（監督：事業執行課）       16件 

４ 設計積算業務（予算要求資料等作成）    65件 
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