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土木課関係 

１ 道路新設・改良・舗装工事（主なもの） 

工   事   名 場 所 延長・幅員等 金 額(円) 

市道 0020 号線道路築造工事 

（前年度より繰越） 
上殿町 L=156.0m、W=23.5m 39,113,600 

市道 7007 号線道路改良工事その２ 

（前年度より繰越） 
茂呂  L=78.7m、W=5.3m 4,093,200 

市道 0020 号線道路築造工事 上殿町 L=48.7m、W=23.5m 20,922,000 

市道 5069 号線道路改良工事 鳥居跡町 L=33.0m、W=0～3.3m 3,971,000 

市道 7007 号線道路改良工事 茂呂 L=229.0m、W=2.68m 2,178,000 

市道 7007 号線歩道舗装工事 茂呂 L=229.0m、W=2.68m 2,431,000 

市道 7025 号線道路改良工事 茂呂 L=140.0m、W=7.0m 8,041,000 

日蔭橋下部建設工事 上南摩町 逆Ｔ式橋台２基 23,000,000 

市道 0029 号線（上石川工区） 

道路改良工事 

（翌年度へ一部繰越） 

上石川 
L=95.8m、W=11.0 

～14.0m 
17,500,000 

市道 0029 号線（深津工区） 

道路改良工事 

（翌年度へ一部繰越） 

深津 L=132.8m、W=12.0m 13,100,000 

市道 0363 号線道路改良工事 

（翌年度へ一部繰越） 
下奈良部町 

L=243.0m、W=8.0 

～11.0m 
35,400,000 

市道 0365 号線道路改良工事 

（翌年度へ一部繰越） 
北赤塚町 L=40.7m、W=12.75m 3,000,000 

市道 5047 号線道路改良工事 

（翌年度へ一部繰越） 
府中町 L=117.3m、W=3.25m 5,800,000 

計（１３件）   178,549,800 
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２ 公園事業 

(1) 工 事 

 

(2) 公園管理 

ア 緑町児童公園、千渡児童公園、坂田山児童公園(のびのび、いこい、わいわい)、

たんぽぽ公園、ほのぼの公園、みどり台児童公園(１、２、５)、松原児童公園（１、

３、４、６）、横まち公園、星の宮公園、児子沼公園、東山公園、富士山公園、上殿

緑地、ポケットパーク（万町、久保町、市庁舎前、府中町、朝日町）、清洲みちの休

憩所、久野みちの休憩所の日常管理は、シルバー人材センターに委託した。 

イ 押原児童公園、ほほえみ公園、みどり台４号児童公園、なかよし公園、日吉台児

童公園、くぼやま公園、上野町児童公園、生子の郷児童公園（１、２）、たいよう公

園、ゆうやけ公園、にこにこ公園、たまち公園、しあわせ公園、段の浦公園、西茂

呂近隣公園、石橋のさと、鳥居跡町ポケットパーク、小金沢みちの休憩所、上五月

みちの休憩所、遠木みちの休憩所、馬置みちの休憩所、発光路河川公園、栃原公衆

トイレ、与洲みちの休憩所、水沢みちの休憩所、東町街区公園、ひまわり公園、あ

じさい公園、永野コミュニティ公園の日常管理は、地元自治会等に委託した。 

  ウ 晃望台公園、ふれあい公園、松原近隣公園、仲町屋台公園の日常管理は、シルバ

ー人材センター及び地元自治会に委託した。 

  エ 黒川緑地の日常管理は、睦町、東末広町、貝島町、府中町の各自治会等に委託し

た。 

  オ 各公園緑地の樹木の剪定、薬剤防除及び除草は、それぞれ地元自治会等、シルバ

ー人材センター及び業者に委託した。 

  カ 板荷リバーサイドランド、西大芦フォレストビレッジ、南押原コミュニティフィ

ールドの日常管理は、それぞれの管理委員会に委託した。 

 

 

 

工  事  名 場 所 工事概要 金 額(円) 

富士山公園トイレ解体工事 花岡町 既設屋外トイレ解体一式 1,490,400 

富士山公園トイレ更新工事 花岡町 屋外ユニットトイレ新設一式  15,400,000 

御殿山公園駐車場整備工事 今宮町 駐車場整備工一式 5,346,000 

御殿山公園雨水排水対策工事 今宮町 雨水排水対策工一式 30,448,000 

令和元年度公園遊具更新工事 旭が丘 遊戯施設整備工一式 10,010,000 

令和元年災鹿沼運動公園応急工事 旭が丘 応急工事一式 6,600,000 

令和元年災鹿沼運動公園災害復旧

工事（翌年度へ一部繰越） 
旭が丘 復旧延長 L=22.8m ― 

計（７件）   69,294,400 
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３ 新鹿沼駅西土地区画整理事業 

(1)  広報紙「えきにし」 第８６号～第９２号発行 

(2) 会議等開催 

  土地区画整理審議会             １回 

  土地区画整理事業評価員会議         ０回 

(3) 土地区画整理法第７６条許可申請受付状況  ３２件 

(4) 工 事 

工  事  名 工 事 概 要 金 額(円) 

鹿沼駅西地区水路整備工事 L=51.2m 14,135,000 

新鹿沼駅西地区 24 街区外整地工事 

(前年度より繰越) 

整地面積 A=1,714 ㎡ 

自立式擁壁 L=86.1m 
13,132,800 

新鹿沼駅西地区 25 街区外整地工事 

(前年度より繰越) 

整地面積 A=1,609 ㎡ 

自立式擁壁 L=35.8m 
3,377,000 

新鹿沼駅西地区 30 街区外整地工事 

(翌年度へ一部繰越) 

整地面積 A=3,120 ㎡ 

自立式擁壁 L=90.6m 
8,217,000 

新鹿沼駅西地区区画道路 6-42 築造工事 

(翌年度へ一部繰越) 

L=93.5m W=6.0m 

側溝 L=66.6m 
14,025,000 

新鹿沼駅西地区区画道路 6-47 外舗装工事 
L=160.3m W=6.0m 

舗装 A=917m2  
4,301,000 

新鹿沼駅西地区区画道路 6-44 外舗装工事 
L=189.3m W=4.0～6.0m 

舗装 A=810 ㎡  
4,180,000 

新鹿沼駅西地区区画道路 6-40 外築造工事 
L=37.7m W=6.0m 

側溝 L=63.9m 
3,036,000 

新鹿沼駅西地区 28 街区外盛土工事 

(前年度より繰越) 

整地面積 A=358 ㎡ 

盛土   V=446 ㎥ 
3,157,000 

新鹿沼駅西地区区画道路 6-46 外舗装工事 
L=318.8m W=4.0～6.0m 

舗装 A=1,470 ㎡  
6,578,000 

新鹿沼駅西地区 19 街区整地工事 

(翌年度へ一部繰越) 

整地面積 A=5,367 ㎡ 

自立式擁壁 L=21.0m 
34,320,000 

計（１１件）  108,458,800 
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(5) 委 託 

委  託  名 委 託 期 間 金 額(円) 

新鹿沼駅西地区植樹帯管理業務委託 Ｒ1.5.20～Ｒ1.11.30 588,704 

新鹿沼駅西地区除草業務委託 Ｒ1.5.22～Ｒ1.11.17 2,145,000 

新鹿沼駅西地区補償算定調書作成業務委託

その 1 
Ｒ1.7.12～Ｒ1.9.9 475,200  

新鹿沼駅西地区換地設計準備に伴う名簿作

成業務委託 
Ｒ1.8.1～Ｒ2.3.25 2,530,000 

新鹿沼駅西地区補償算定調書作成業務委託

その 2 
Ｒ1.8.14～Ｒ1.9.12 1,112,400 

新鹿沼駅西地区画地点測量業務委託 Ｒ1.11.19～Ｒ2.3.25 1,760,000 

新鹿沼駅西地区換地設計修正等業務委託 Ｒ1.11.15～Ｒ2.3.25 1,518,000 

新鹿沼駅西地区地質調査業務委託 Ｒ2.2.24～Ｒ2.3.25 440,000 

新鹿沼駅西地区補償算定調書作成業務委託

その 3 
Ｒ2.1.31～Ｒ2.3.30 187,000 

新鹿沼駅西地区補償算定調書作成業務委託

その 4 
Ｒ2.2.25～Ｒ2.3.25 693,000 

新鹿沼駅西土地区画整理事務所機械警備業

務委託 （長期契約） 
Ｈ29.4.1～Ｒ4.2.28 163,500 

新鹿沼駅西地区街区・画地出来形確認測量業

務委託(前年度より繰越) 
Ｈ30.12.18～Ｒ1.9.30 23,803,200 

新鹿沼駅西地区街区・画地出来形確認測量業

務委託(翌年度へ一部繰越) 
Ｒ2.3.6～Ｒ2.10.30 20,460,000 

計（１３件）  55,876,004 

 

(6) 補 償 

   物件移転外   １３件              ２５，３２０，６５２円 

 


