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1 おもてなし課 両神庁舎２階空調設備改修工事 電気 両神庁舎 4ケ月 両神庁舎２階空調設備改修 競争入札 4月

2 社会教育課 武道場エアコン設置工事 建築
小鹿野町
武道場

4ケ月 武道場へのエアコン設置 競争入札 4月

3 住民生活課 長若14区公衆便所新築工事 建築 長留地内 6ケ月 公衆便所新築　建物面積９㎡ 競争入札 5月

4 産業振興課
森林管理道不動滝線舗装修繕工
事

舗装 両神薄地内 3ケ月 L=100m　舗装工 400㎡ 競争入札 5月

5 建設課 町道28号線道路改良工事 土木 下小鹿野地内 4ケ月
延長Ｌ=120.0ｍ、幅員W=4.0ｍ、
排水工120.0m

競争入札 5月

6 建設課 町道702号線舗装工事 舗装 飯田地内 3ケ月
延長Ｌ=260.0ｍ、幅員W=4.5ｍ、
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工1600㎡

競争入札 5月

7 社会教育課 歌舞伎展示施設整備工事 建築
小鹿野

文化センター
5ケ月

歌舞伎関係資料展示・情報施設整
備

競争入札 5月

8 社会教育課 図書館ＬＥＤ改修工事 電気
両神ふるさと

総合会館
5ケ月 照明器具７７台改修 競争入札 5月

9 住民生活課 各種ポンプ修繕工事 機械 衛生センター 8ケ月
ポンプ更新　3台
ポンプオーバーホール　3台

競争入札 6月

10 住民生活課 札所31番公衆便所改修工事 建築 飯田地内 6ケ月 既設公衆便所の水洗化 競争入札 6月

11 おもてなし課
アスレチック改修工事（若者セ
ンター外周工事含む）

建築 みどりの村 4ケ月
アスレチック改修、撤去、若者セ
ンター外周（タイル等破損部修
繕）

競争入札 6月

12 建設課 町道43号線道路改良工事 土木 下小鹿野地内 4ケ月
延長Ｌ=71.6ｍ、幅員W=4.0ｍ、舗
装工378.2㎡　排水工76.0m

競争入札 6月
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13 建設課 町道132号線舗装工事 舗装 小鹿野地内 3ケ月
延長Ｌ=122.0ｍ、幅員W=2.5ｍ、
舗装工305㎡

競争入札 6月

14 建設課
町営住宅宮田･小沢口･南町裏団
地一部解体工事

解体 小鹿野全域 4ケ月
解体工事１式
(宮田団地1棟､小沢口団地2棟､南町
裏団地2棟)

競争入札 6月

15 住民生活課
遠心除渣機及び破砕機オーバー
ホール工事

機械 衛生センター 8ケ月
遠心除渣機オーバーホール　1台
予備機オーバーホール　1台
破砕機オーバーホール　1台

競争入札 7月

16 総務課
小鹿野町消防団第5支団第1分団
詰所建設

建築 両神薄 8ケ月 詰所一棟 競争入札 7月

17 総務課 防火水槽設置工事（その1） 土木 三山（予定） 6ケ月 防火水槽40ｔ級・既存水槽撤去 競争入札 7月

18 総務課 防火水槽設置工事（その2） 土木 長留（予定） 6ケ月 防火水槽40ｔ級 競争入札 7月

19 住民生活課 腰の根公衆便所改修工事 建築 小鹿野地内 6ケ月
既設公衆便所の改修（和から洋へ
の交換）及び身障者用トイレの設
置

競争入札 7月

20 産業振興課 森林管理道北の入線改良工事 土木 般若地内 4ケ月 L=18m　ブロック積 32㎡ 競争入札 7月

21 産業振興課 森林管理道中平線舗装工事 舗装 両神小森地内 4ケ月 L=340m　舗装工 1,400㎡ 競争入札 7月

22 建設課 町道103号線道路改良工事 土木 小鹿野地内 4ケ月
延長Ｌ=16.5ｍ、幅員W=5.0ｍ、舗
装工325㎡　排水工25.5m

競争入札 7月

23 建設課 町道89号線舗装工事 舗装 下小鹿野地内 4ケ月
延長Ｌ=140.0ｍ、幅員W=4.5ｍ、
舗装工642㎡　石積工10㎡

競争入札 7月

24 建設課 両神薄地内道路敷路肩工事 土木 両神薄地内 4ケ月
延長Ｌ=27.0ｍ、
排水工30.0m、石積工59㎡

競争入札 7月

2



　 平成31年4月1日現在

工 事 場 所工事名担当課番号 入札予定時期入札方法概　　　　要期　間種　別

25 学校教育課 両神小学校フェンス設置工事 とび 両神薄地内 2ケ月 フェンス設置80m 競争入札 7月

26 学校教育課 小鹿野中学校体育館LED化工事 電気 小鹿野地内 2ケ月 LED交換41箇所 競争入札 7月

27 学校教育課
小鹿野中学校国旗掲揚塔設置工
事

土木 小鹿野地内 2ケ月 国旗掲揚塔設置　3本 競争入札 7月

28 社会教育課
小鹿野文化センター舞台機構
（吊物）設備改修工事

建築 小鹿野地内 9ケ月
緞帳等各マシン、ワイヤーロー
プ、滑車等交換

競争入札 7月

29 おもてなし課
旧埼玉県山西省友好記念館改修
工事

建築 両神薄 8ケ月 クライミング施設等への改修工事 競争入札 8月

30 建設課 町道704号線側溝整備工事 土木 飯田地内 4ケ月
延長Ｌ=49.0ｍ、幅員W=7.0ｍ
排水工25.0m、舗装工183㎡

競争入札 8月

31 建設課
小鹿野町橋梁修繕工事（間日影
橋工区）

土木 三山地内 5ケ月
延長Ｌ=36.3ｍ、幅員W=3.6ｍ
鋼桁塗装工360㎡　舗装工109㎡

競争入札 8月

32 建設課
小鹿野町橋梁修繕工事（中郷橋
工区）

土木 両神薄地内 5ケ月
延長Ｌ=56.5ｍ、幅員W=4.8ｍ
鋼桁塗装工210㎡　舗装工226㎡

競争入札 8月

33 建設課
小鹿野町橋梁修繕工事（大胡桃
橋工区）

土木 両神薄地内 5ケ月
延長Ｌ=60.0ｍ、幅員W=3.7ｍ
鋼桁塗装工610㎡　舗装工183㎡

競争入札 8月

34 社会教育課
小鹿野文化センター照明設備改
修工事

電気 小鹿野地内 4ケ月
照明設備ＬＥＤ化（廊下、会議室
１・２、和室）

競争入札 8月

35 社会教育課
小鹿野文化センタートイレ改修
工事

建築 小鹿野地内 6ケ月
トイレ洋式化改修（１･２階男女、
楽屋、地下男女）

競争入札 8月

36 建設課 町道188号線防護柵設置工事 土木 小鹿野地内 4ケ月
延長Ｌ=77m、幅員W=4.0m、
防護柵工42.0m

競争入札 9月
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37 建設課 町道211号線舗装工事 舗装 長留地内 3ケ月
延長Ｌ=145.0ｍ、幅員W=3.0ｍ
舗装工430㎡

競争入札 9月

38 建設課 町営住宅美屋団地外部改修工事 建築 小鹿野地内 4ケ月 外壁改修工事　６棟１２戸 競争入札 9月

39 社会教育課
小鹿野文化センター屋根改修工
事

建築 小鹿野地内 5ケ月
ホール上の屋根改修（かわら棒葺
き）

競争入札 9月

40 総務課
小鹿野町防災行政無線デジタル
化更新工事

電気通信 小鹿野地内 6ケ月 デジタル化更新工事一式 競争入札 10月

41 総務課 旧消防団詰所撤去工事 解体 両神小森 5ケ月 詰所２棟、火の見櫓、防火水槽 競争入札 10月

42 住民生活課 小鹿野保育所改修工事 建築 小鹿野地内 6ケ月 厨房の改修工事 競争入札 10月

43 建設課
小鹿野町橋梁修繕工事（遠嶽橋
工区）

土木 藤倉地内 5ケ月
延長Ｌ=11.5ｍ、幅員W=3.6ｍ
鋼桁塗装工104㎡　舗装工53㎡

競争入札 10月

44 建設課 町道舗装工事 舗装 小鹿野全域 3ケ月
延長Ｌ=120ｍ、幅員W=4.0ｍ
舗装工480㎡

競争入札 11月

45 おもてなし課
勤労者福祉会館空調設備天井等
改修工事

電気、建築 両神小森 3ケ月
空調機更新及び工事に伴う天井改
修及び照明器具ＬＥＤ化

競争入札 1月
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