
２　通学路の安全対策として実施する道路整備箇所（歩道、バイパス等）

管轄県土整備事務所 市町村 管理者 所在地 道路種別 路線名 工種 数量 単位 未就学

さいたま県土整備事務所 川口市 埼玉県 芝田中２丁目　外 県道 川口上尾線 自転車レーン 300 m

さいたま県土整備事務所 川口市 埼玉県 南鳩ヶ谷　外 県道 東京鳩ヶ谷線 自転車レーン 800 m

さいたま県土整備事務所 川口市 埼玉県 元郷　外 県道 東京川口線 自転車レーン 2,500 m

さいたま県土整備事務所 川口市 埼玉県 安行領在家　外 県道 大間木蕨線 自転車レーン 1,250 m

さいたま県土整備事務所 川口市 埼玉県 藤兵衛新田　外 県道 東大門安行西立野線 自転車レーン 1,100 m

さいたま県土整備事務所 川口市 埼玉県 川口市新井宿南 県道 さいたま鳩ヶ谷線 歩道整備（拡幅） 400 m

さいたま県土整備事務所 川口市 埼玉県 川口市本町 県道 （都）環状中央通り線 歩道整備（拡幅） 300 m

さいたま県土整備事務所 川口市 埼玉県 川口市芝3丁目地先 県道 川口上尾線 ラバーポールの設置 1 箇所 ○

さいたま県土整備事務所 川口市 埼玉県 安行中学校脇交差点 県道 金明町鳩ヶ谷線 交差点整備 1 箇所 ○

さいたま県土整備事務所 川口市 埼玉県 安行工区 県道 吉場安行東京線 歩道整備（拡幅） 50 m

さいたま県土整備事務所 川口市 埼玉県 新堀交差点 県道 吉場安行東京線 交差点整備 1 箇所

さいたま県土整備事務所 戸田市 国 埼玉県戸田市（戸田市役所入口交差点）国道 国道１７号 鋼製ポール 8 本 ○

朝霞県土整備事務所 朝霞市 埼玉県 泉水三丁目交差点 県道 保谷志木線 交差点整備 1 箇所 ○

朝霞県土整備事務所 朝霞市 埼玉県 上内間木 県道 朝霞蕨線 自歩道整備 1 箇所

朝霞県土整備事務所 朝霞市 埼玉県 新倉 県道 和光志木線 歩道整備（拡幅） 1 箇所

朝霞県土整備事務所 朝霞市 埼玉県 溝沼　外 県道 東京朝霞線 自転車レーン 1,125 m

朝霞県土整備事務所 朝霞市 市町村 東弁財地区 市町村道 市道17号,351号,352号,368号 路面表示、車止めポスト設置等 複数 箇所

朝霞県土整備事務所 朝霞市 市町村 根岸台6丁目地内 市町村道 （都）岡通線 歩道整備（拡幅） 198 m

朝霞県土整備事務所 志木市 埼玉県 中宗岡３丁目 県道 さいたま東村山線 交差点整備 1 箇所

朝霞県土整備事務所 志木市 埼玉県 宗岡公民館前 県道 さいたま東村山線 交差点整備 1 箇所 ○

朝霞県土整備事務所 志木市 埼玉県 志木市本町 県道 （都）中央通停車場線 歩道整備（拡幅） 400 m

朝霞県土整備事務所 志木市 埼玉県 志木市本町４丁目 （やつじ公園付近） 県道 和光志木線 ラバーポールの設置 1 箇所 ○

朝霞県土整備事務所 志木市 市町村 志木市館2丁目 市町村道 志木市道 ゾーン30 1 地区

朝霞県土整備事務所 志木市 市町村 志木市館1丁目外 市町村道 志木市道 ゾーン30 1 地区

朝霞県土整備事務所 志木市 市町村 志木市幸町1丁目 市町村道 志木市道 ゾーン30 1 地区

朝霞県土整備事務所 志木市 市町村 中宗岡5丁目地内 市町村道 市道第2001号線 歩行空間整備（グリーンベルト等） 320 m

朝霞県土整備事務所 志木市 市町村 館２－４地先 市町村道 市道第１００２号線 鋼製ポールの設置 2 箇所 ○

朝霞県土整備事務所 志木市 市町村 柳瀬川図書館前交差点 市町村道 市道第１３４２号線 鋼製ポールの設置 2 箇所 ○

朝霞県土整備事務所 志木市 市町村 柏町６-２９-５４地先 市町村道 市道第１３５８号線 段差舗装 2 箇所 ○

朝霞県土整備事務所 志木市 市町村 志木駅東口交差点 市町村道 市道第１４２３号線 鋼製ポールの設置 2 箇所 ○

朝霞県土整備事務所 和光市 埼玉県 新倉 県道 新座和光線 たまり整備 1 箇所

朝霞県土整備事務所 和光市 埼玉県 和光市白子3丁目 吹上歩道橋付近 県道 練馬川口線 防護柵設置 200 m ○

朝霞県土整備事務所 和光市 埼玉県 和光市諏訪 和光陸橋側道部付近 県道 練馬川口線 鋼製ポールの設置 1 箇所 ○

朝霞県土整備事務所 和光市 埼玉県 和光中央西歩道橋 国道 国道254号 横断歩道橋の修繕 1 橋 ○

朝霞県土整備事務所 和光市 埼玉県 和光市駅北交差点 県道 新倉蕨線 鋼製ポールの設置 1 箇所 ○

朝霞県土整備事務所 和光市 埼玉県 和光市新倉１丁目15地先 県道 和光インター線 防護柵設置 20 m ○

朝霞県土整備事務所 和光市 市町村 和光市下新倉2丁目外 市町村道 和光市道170号線外 ゾーン30 1 地区

朝霞県土整備事務所 新座市 埼玉県 大和田 県道 新座和光線 歩道整備（拡幅） 1 箇所 ○

朝霞県土整備事務所 新座市 埼玉県 野火止　外 県道 さいたま東村山線 自転車レーン 2,200 m

朝霞県土整備事務所 新座市 埼玉県 新座市野火止 県道 さいたま東村山線 歩道整備（拡幅） 1,000 m

朝霞県土整備事務所 新座市 埼玉県 新座市栗原３丁目地内 県道 飯田橋石神井新座線 防護柵設置 8 m ○

朝霞県土整備事務所 新座市 埼玉県 栗原交差点 県道 保谷志木線 鋼製ポールの設置 1 箇所 ○

朝霞県土整備事務所 新座市 埼玉県 野火止大門交差点 県道 新座和光線 交差点整備 1 箇所

朝霞県土整備事務所 新座市 埼玉県 片山交差点 県道 保谷志木線 交差点整備 1 箇所

朝霞県土整備事務所 新座市 市町村 新座市野火止 市町村道 新座市道41-123号外 ゾーン30 1 地区

北本県土整備事務所 鴻巣市 埼玉県 宮地工区 県道 鴻巣羽生線 交差点整備 1 箇所

北本県土整備事務所 鴻巣市 埼玉県 本町５丁目　外 県道 東松山鴻巣線 自転車レーン 500 m

北本県土整備事務所 鴻巣市 埼玉県 鴻巣市原馬室3685地先 県道 さいたま鴻巣線 歩道整備（拡幅） 400 m ○

北本県土整備事務所 鴻巣市 埼玉県 鴻巣市原馬室地内 県道 さいたま鴻巣線 歩道整備（拡幅） 420 m

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 宮地４・５丁目　東４丁目　鴻巣 市町村道 A19号　ほか ゾーン30 1 地区

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 ひばり野１丁目　中央 市町村道 H150　ほか ゾーン30 1 地区

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 吹上富士見2丁目 市町村道 吹685　ほか ゾーン30 1 地区

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 吹上富士見3丁目 市町村道 吹686　ほか ゾーン30 1 地区

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 大間1322-1地先 市町村道 鴻巣市道C-141 草刈り、除草対策 0.03 km ○

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 氷川町38-5地先 市町村道 鴻巣市道B-962　鴻巣市道B-969 路面標示、外側線の引き直し 0.33 km ○

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 氷川町38-15地先 市町村道 鴻巣市道B-965 路面標示、外側線の引き直し 0.09 km ○

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 氷川町7-13地先 市町村道 鴻巣市道B-945 路面標示、外側線の引き直し 0.12 km ○

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 滝馬室859地先 市町村道 鴻巣市道B-990 路面標示、外側線の引き直し 0.09 km ○

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 登戸449地先 市町村道 鴻巣市道A-2045 路面標示、外側線の引き直し 0.15 km ○

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 栄町7-24地先 市町村道 鴻巣市道A-1031 路面標示、外側線の引き直し 0.11 km ○

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 大間3-1-48地先 市町村道 鴻巣市道A-1031 路面標示、外側線の引き直し 0.33 km ○

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 袋657-7地先 市町村道 鴻巣市道吹427 路面標示、外側線の引き直し 0.04 km ○

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 加美1-2-34地先 市町村道 鴻巣市道A-202　鴻巣市道A-204　鴻巣市道A-1031 路面標示、外側線の引き直し 0.09 km ○

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 加美3-1-3地先 市町村道 鴻巣市道A-1031　鴻巣市道C-105 路面標示、外側線の引き直し 0.02 km ○

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 吹上富士見2-7-13地先 市町村道 鴻巣市道吹691 植栽の剪定 0.28 km ○

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 吹上富士見2-2-19地先 市町村道 鴻巣市道吹685 路面標示、外側線の引き直し 0.02 km ○

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 本町3-11-10地先 市町村道 鴻巣市道A-317 路側帯のカラー舗装化 0.42 km ○

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 雷電1-1-19地先 市町村道 鴻巣市道A-203 路面標示、外側線の引き直し 0.26 km ○

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 大間3-2-9地先 市町村道 鴻巣市道C-180 路面標示、外側線の引き直し 0.18 km ○

北本県土整備事務所 鴻巣市 市町村 大間3-2-14地先 市町村道 鴻巣市道C-180 路面標示、外側線の引き直し 0.18 km ○

北本県土整備事務所 上尾市 埼玉県 愛宕工区 県道 鴻巣桶川さいたま線 交差点整備 1 箇所 ○

北本県土整備事務所 上尾市 埼玉県 平方工区 県道 さいたま鴻巣線 交差点整備 1 箇所

北本県土整備事務所 上尾市 埼玉県 東町２丁目　外 県道 上尾環状線 自転車レーン 700 m

北本県土整備事務所 上尾市 埼玉県 地頭方　外 県道 上尾環状線 自転車レーン 500 m

北本県土整備事務所 上尾市 埼玉県 西宮下　外 県道 川越上尾線 自転車レーン 2,200 m



管轄県土整備事務所 市町村 管理者 所在地 道路種別 路線名 工種 数量 単位 未就学

北本県土整備事務所 上尾市 埼玉県 上尾市北上尾 県道 （都）中山道 歩道整備（拡幅） 500 m

北本県土整備事務所 上尾市 埼玉県 上尾市上野218-1地先 県道 上野さいたま線 歩道整備（拡幅） 340 m ○

北本県土整備事務所 上尾市 市町村 今泉一丁目地内 市町村道 21083ほか ゾーン30 1 地区

北本県土整備事務所 上尾市 市町村 東町一丁目地内 市町村道 50131ほか ゾーン30 1 地区

北本県土整備事務所 上尾市 市町村 大字上尾村地内 市町村道 1023ほか ゾーン30 1 地区

北本県土整備事務所 桶川市 埼玉県 加納工区 県道 蓮田鴻巣線 歩道整備（拡幅） 1 箇所

北本県土整備事務所 桶川市 埼玉県 桶川市北2-10-18地先 県道 川越栗橋線 鋼製ポールの設置 1 交差点 ○

北本県土整備事務所 桶川市 埼玉県 桶川市下日出谷２８１−２地先 県道 川越栗橋線 鋼製ポールの設置 1 交差点 ○

北本県土整備事務所 桶川市 埼玉県 桶川市川田谷３２６７地先 県道 川越栗橋線 防護柵設置 100 m ○

北本県土整備事務所 桶川市 埼玉県 桶川市下日出谷14地先 県道 さいたま鴻巣線 歩道整備（拡幅） 360 m ○

北本県土整備事務所 桶川市 市町村 朝日地内 市町村道 1-1他 ゾーン30 1 地区

北本県土整備事務所 桶川市 市町村 坂田地内 市町村道 2他 ゾーン30 1 地区

北本県土整備事務所 桶川市 市町村 日出谷地内 市町村道 1-4他 ゾーン30 1 地区

北本県土整備事務所 桶川市 市町村 下日出谷地内 市町村道 3336号線 歩道整備（拡幅） 200 m

北本県土整備事務所 北本市 埼玉県 中央　外 県道 北本停車場線 自転車レーン 150 m

北本県土整備事務所 北本市 埼玉県 本宿　外 県道 鴻巣桶川さいたま線 自転車レーン 800 m

北本県土整備事務所 北本市 埼玉県 下石戸下　外 県道 鴻巣桶川さいたま線 自転車レーン 800 m

北本県土整備事務所 北本市 埼玉県 北本市北本 県道 （都）中仙道 歩道整備（拡幅） 1,100 m

北本県土整備事務所 北本市 埼玉県 北本市宮内7-147地先 県道 下石戸上菖蒲線 歩道整備（拡幅） 150 m ○

北本県土整備事務所 北本市 市町村 西高尾地区 市町村道 6091号線外 ゾーン30 1 地区

北本県土整備事務所 北本市 市町村 本町地区 市町村道 6300号線外 ゾーン30 1 地区

北本県土整備事務所 北本市 市町村 中央地区 市町村道 112号線外 ゾーン30 1 地区

北本県土整備事務所 北本市 市町村 緑地区 市町村道 6326号線外 ゾーン30 1 地区

北本県土整備事務所 伊奈町 埼玉県 寿　外 県道 上尾久喜線 自転車レーン 600 m

北本県土整備事務所 伊奈町 埼玉県 栄　外 県道 蓮田鴻巣線 自転車レーン 850 m

北本県土整備事務所 伊奈町 埼玉県 伊奈町小室1024-1地先 県道 上尾環状線 区画線修繕 20 m ○

北本県土整備事務所 伊奈町 埼玉県 伊奈町小室1027-2地先 県道 上尾環状線 歩道整備（拡幅） 300 m ○

川越県土整備事務所 川越市 埼玉県 南古谷駅前交差点 県道 並木川崎線 交差点整備 1 箇所

川越県土整備事務所 川越市 埼玉県 的場 県道 川越越生線 歩道整備（拡幅） 1 箇所 ○

川越県土整備事務所 川越市 埼玉県 新宿３丁目交差点 県道 川越所沢線 交差点整備 1 箇所

川越県土整備事務所 川越市 埼玉県 野田町　外 県道 川越北環状線 自転車レーン 1,400 m

川越県土整備事務所 川越市 市町村 笠幡 市町村道 市道8051号線 歩道整備（拡幅） 245 m

川越県土整備事務所 川越市 市町村 今福 市町村道 市道0058号線 歩道整備（拡幅） 140 m

川越県土整備事務所 川越市 市町村 高階地区（東）、（西）地区 市町村道 市道5427号線ほか ゾーン30 1 地区

川越県土整備事務所 川越市 市町村 新富町周辺地区 市町村道 市道1343号線ほか ゾーン30 1 地区

川越県土整備事務所 川越市 市町村 中原町周辺地区 市町村道 市道1311号線ほか ゾーン30 1 地区

川越県土整備事務所 川越市 市町村 連雀町周辺地区 市町村道 市道1343号線ほか ゾーン30 1 地区

川越県土整備事務所 川越市 市町村 鯨井、上戸地区 市町村道 市道0090号線ほか ゾーン30 1 地区

川越県土整備事務所 川越市 市町村 岸町3丁目地内 市町村道 市道6261号線 歩道整備（拡幅）・橋の架替整備 18 m

川越県土整備事務所 川越市 市町村 木野目字藤木地内 市町村道 市道5117号線 歩道整備（拡幅）・橋の架替整備 20 m

川越県土整備事務所 所沢市 埼玉県 三ヶ島農協前交差点 県道 所沢青梅線 交差点整備 1 箇所

川越県土整備事務所 所沢市 埼玉県 坂之下 県道 所沢青梅線 歩道整備（拡幅） 1 箇所

川越県土整備事務所 所沢市 埼玉県 東新井町　外 国道 国道４６３号 自転車レーン 4,000 m

川越県土整備事務所 所沢市 埼玉県 東住吉　外 県道 東京所沢線 自転車レーン 1,000 m

川越県土整備事務所 所沢市 埼玉県 西住吉　外 県道 久米所沢線 自転車レーン 4,500 m

川越県土整備事務所 所沢市 埼玉県 所沢市山口２２８地先 県道 所沢武蔵村山立川線 歩道整備（拡幅） 100 m ○

川越県土整備事務所 所沢市 埼玉県 所沢市緑町地内外 主要地方道 川越所沢線 自転車レーン 1000 ｍ

川越県土整備事務所 狭山市 国 埼玉県狭山市（入間川四丁目交差点） 国道 国道１６号 鋼製ポール 5 本 ○

川越県土整備事務所 狭山市 国 埼玉県狭山市（鵜ノ木（北）交差点） 国道 国道１６号 鋼製ポール 7 本 ○

川越県土整備事務所 狭山市 埼玉県 入曽交差点 県道 川越入間線 交差点整備 1 箇所 ○

川越県土整備事務所 狭山市 埼玉県 北入曽　外 県道 所沢狭山線 自転車レーン 400 m

川越県土整備事務所 狭山市 埼玉県 東三ツ木 県道 中新田入間川線 歩道整備（拡幅） 800 m

川越県土整備事務所 狭山市 埼玉県 柏原地内 県道 笠幡狭山線 歩道整備（拡幅） 320 m

川越県土整備事務所 狭山市 市町村 入曽地区 市町村道 幹15号線ほか ゾーン30 1 地区

川越県土整備事務所 狭山市 市町村 堀兼地区 市町村道 幹66号線ほか ゾーン30 1 地区

川越県土整備事務所 富士見市 埼玉県 上南畑 県道 三芳富士見線 歩道整備（拡幅） 1 箇所 ○

川越県土整備事務所 富士見市 埼玉県 富士見市鶴馬2-17-32地先 県道 ふじみ野朝霞線 防護柵設置 5 m ○

川越県土整備事務所 富士見市 埼玉県 きらり富士見交差点 県道 三芳富士見線 鋼製ポールの設置 1 箇所 ○

川越県土整備事務所 富士見市 埼玉県 富士見市鶴馬1丁目16地先（駅前交差点） 県道 三芳富士見線 交差点整備 1 箇所 ○

川越県土整備事務所 富士見市 埼玉県 富士見市関沢1丁目1-6地先 県道 ふじみ野朝霞線 交差点整備 1 箇所 ○

川越県土整備事務所 富士見市 埼玉県 富士見市鶴馬3丁目33地先 県道 ふじみ野朝霞線 歩道整備（拡幅） 150 m ○

川越県土整備事務所 ふじみ野市 埼玉県 上福岡 県道 さいたまふじみ野所沢線 歩道整備（拡幅） 1 箇所

川越県土整備事務所 ふじみ野市 埼玉県 亀久保交差点 県道 さいたまふじみ野所沢線 交差点整備 1 箇所

川越県土整備事務所 ふじみ野市 埼玉県 福岡　外 県道 さいたまふじみ野所沢線 自転車レーン 1,000 m

川越県土整備事務所 ふじみ野市 埼玉県 うれし野　外 県道 ふじみ野朝霞線 自転車レーン 1,400 m

川越県土整備事務所 ふじみ野市 埼玉県 藤間歩道橋交差点 国道 国道254号 鋼製ポールの設置 1 箇所 ○

川越県土整備事務所 ふじみ野市 市町村 駒西地内他 市町村道 225号線他 ゾーン30（駒西地区） 67 ha

川越県土整備事務所 ふじみ野市 市町村 ふじみ野市苗間外 市町村道 ふじみ野市道第5-85号線 歩道整備（拡幅） 400 m

川越県土整備事務所 三芳町 埼玉県 上富 県道 さいたまふじみ野所沢線 歩道整備（拡幅） 1 箇所

川越県土整備事務所 三芳町 埼玉県 三芳中学校前交差点 県道 三芳富士見線 交差点整備 1 箇所

川越県土整備事務所 三芳町 埼玉県 多聞院入口交差点 県道 さいたまふじみ野所沢線 ラバーポールの設置 1 箇所 ○

川越県土整備事務所 三芳町 埼玉県 三芳町藤久保301-1地先 県道 三芳富士見線 歩道整備（拡幅） 50 m ○

川越県土整備事務所 三芳町 埼玉県 三芳町藤久保696-1地先 国道 国道254号 ラバーポールの設置 1 箇所 ○

飯能県土整備事務所 飯能市 埼玉県 原市場工区 県道 飯能下名栗線 歩道整備（拡幅） 1 箇所

飯能県土整備事務所 飯能市 埼玉県 原市場地内 県道 飯能下名栗線 歩道整備（拡幅） 900 m

飯能県土整備事務所 飯能市 埼玉県 飯能市阿須850-1地先 県道 富岡入間線 歩道整備（拡幅） 80 m ○



管轄県土整備事務所 市町村 管理者 所在地 道路種別 路線名 工種 数量 単位 未就学

飯能県土整備事務所 飯能市 埼玉県 飯能市阿須（八高線付近） 県道 富岡入間線 歩道整備（拡幅） 60 m

飯能県土整備事務所 飯能市 市町村 新町地内 市町村道 1-46号線ほか 路面標示 1 地区

飯能県土整備事務所 飯能市 市町村 大字双柳地内 市町村道 市道1-3069号線 バイパス整備 340 m

飯能県土整備事務所 入間市 埼玉県 入間市南峯79地先 県道 二本木飯能線 路面標示、区画線修繕 100 m ○

飯能県土整備事務所 入間市 埼玉県 入間市花ノ木143-1地先 県道 青梅入間線 路面標示、区画線修繕 400 m ○

飯能県土整備事務所 入間市 埼玉県 入間市上谷ヶ貫619-2地先 県道 青梅入間線 路面標示、区画線修繕 100 m ○

飯能県土整備事務所 入間市 埼玉県 入間市小谷田211地先 県道 青梅入間線 歩道整備（拡幅） 80 m ○

飯能県土整備事務所 入間市 埼玉県 入間市下藤沢684地先 県道 川越入間線 歩道整備（拡幅） 50 m ○

飯能県土整備事務所 入間市 市町村 久保稲荷地区 市町村道 市道幹線7号線　ほか ゾーン30 1 地区

飯能県土整備事務所 入間市 市町村 東町六丁目・七丁目・大字上藤沢地内 市町村道 市道幹11号線 歩道整備（拡幅） 400 m

飯能県土整備事務所 入間市 市町村 大字黒須地内 市町村道 市道幹2号線 歩道整備（拡幅） 310 m

飯能県土整備事務所 坂戸市,鶴ヶ島市 埼玉県 鶴ヶ島市五味ヶ谷地内外 県道 川越坂戸毛呂山線 自転車レーン 7,500 m

飯能県土整備事務所 坂戸市 市町村 森戸（森戸橋） 市町村道 5100 橋の架替整備 117.5 m

飯能県土整備事務所 坂戸市 市町村 塚越255（大宮住吉神社裏） 市町村道 1333 歩道整備（拡幅） 210 m

飯能県土整備事務所 坂戸市 市町村 （大家小学校脇） 市町村道 5026 歩道整備（バイパス整備） 263 m

飯能県土整備事務所 坂戸市 市町村 （大家小学校脇） 市町村道 5079 歩道整備（バイパス整備） 459 m

飯能県土整備事務所 坂戸市 市町村 清水町45-1 市町村道 3221,2095 側溝蓋 500 m

飯能県土整備事務所 坂戸市 市町村 大字北峰96-1～95-3 市町村道 市道第2667号線 歩道整備（拡幅） 55 ｍ

飯能県土整備事務所 日高市 埼玉県 栗坪地内 県道 川越日高線 歩道整備（拡幅） 470 m ○

飯能県土整備事務所 日高市 埼玉県 鹿山301-6先 県道 川越日高線 鋼製ポールの設置 1 箇所 ○

飯能県土整備事務所 日高市 埼玉県 鹿山276-1先 県道 川越日高線 防護柵設置 10 m ○

飯能県土整備事務所 日高市 埼玉県 高麗川3-1-12先ほか2箇所 県道 高麗川駅停車場線 鋼製ポールの設置 1 箇所 ○

飯能県土整備事務所 日高市 市町村 四本木・高麗川地内 市町村道 A1429号線ほか 路面標示 1 地区

飯能県土整備事務所 日高市 市町村 高麗川地内 市町村道 A1443号線ほか 路面標示 1 地区

飯能県土整備事務所 毛呂山町 埼玉県 長瀬　外 県道 飯能寄居線 自転車レーン 600 m

飯能県土整備事務所 越生町 埼玉県 西和田　外 県道 飯能寄居線 自転車レーン 4,600 m

東松山県土整備事務所 東松山市 埼玉県 手塚　外 県道 岩殿観音南戸守線 自転車レーン 2,000 m

東松山県土整備事務所 東松山市 埼玉県 松山町２丁目4-56地先 県道 深谷東松山線 グリーンベルト設置 40 m ○

東松山県土整備事務所 東松山市 市町村 東松山市御茶山町地内 市町村道 市道第33号線 歩道整備 40 ｍ

東松山県土整備事務所 東松山市 市町村 東松山市大字東平地内 市町村道 市道8号線 グリーンベルト等設置 290 ｍ

東松山県土整備事務所 滑川町 市町村 大字福田1386-2地先 市町村道 町道1066号線 路肩の設置・拡幅 0.4 km ○

東松山県土整備事務所 嵐山町 埼玉県 嵐山町鎌形420-3地先 県道 大野東松山線 路面標示の設置 200 m ○

東松山県土整備事務所 嵐山町 埼玉県 嵐山町大蔵388地先 県道 大野東松山線 側溝修繕 1 m ○

東松山県土整備事務所 嵐山町 埼玉県 嵐山町菅谷80地先 県道 深谷嵐山線 歩道整備（拡幅） 180 m ○

東松山県土整備事務所 小川町 埼玉県 相生町交差点 県道 熊谷小川秩父線 歩道整備（拡幅） 20 m

東松山県土整備事務所 川島町 埼玉県 下狢工区 県道 １２号 歩道整備（拡幅） 1,280 m

東松山県土整備事務所 川島町 埼玉県 山ケ谷戸工区 県道 １２号 歩道整備（拡幅） 520 m

東松山県土整備事務所 川島町 埼玉県 平沼工区 県道 ３３９号 歩道整備（拡幅） 470 m

東松山県土整備事務所 川島町 埼玉県 上伊草工区 県道 ７６号 歩道整備（拡幅） 80 m

東松山県土整備事務所 川島町 埼玉県 下小見野工区 県道 ７６号 歩道整備（拡幅） 400 m

東松山県土整備事務所 川島町 市町村 鳥羽井243～谷中258-5 市町村道 町道1-2号線 歩道整備（拡幅） 500 m

東松山県土整備事務所 川島町 市町村 川島町大字下八ツ林224-2地先～大字谷中258-5地先市町村道 町道１－２号線 歩道整備 1600 ｍ

東松山県土整備事務所 吉見町 埼玉県 荒子地内 県道 鴻巣川島線 歩道整備（拡幅） 300 m

東松山県土整備事務所 吉見町 市町村 田甲地内 市町村道 町道107号線 歩道整備（拡幅） 230 m

東松山県土整備事務所 鳩山町 埼玉県 熊井工区 県道 ４１号 歩道整備（拡幅） 1,280 m

東松山県土整備事務所 鳩山町 市町村 大字泉井地内 市町村道 町道第１号線 歩道整備（拡幅） 745 m

東松山県土整備事務所 ときがわ町 埼玉県 ときがわ町西平721-5地先 県道 大野東松山線 区画線修繕 30 m ○

東松山県土整備事務所 ときがわ町 埼玉県 ときがわ町西平594-3～2518-8 県道 大野東松山線 歩道整備（拡幅） 115 m ○

東松山県土整備事務所 ときがわ町 埼玉県 ときがわ町瀬戸元下332地先 県道 飯能寄居線 歩道整備（拡幅） 340 m ○

東松山県土整備事務所 東秩父村 埼玉県 安戸549地先 県道 熊谷小川秩父線 路面標示、区画線修繕 10 m ○

東松山県土整備事務所 東秩父村 埼玉県 御堂19-1地先 県道 熊谷小川秩父線 路面標示、区画線修繕 100 m ○

秩父県土整備事務所 秩父市 埼玉県 秩父市阿保町（阿保交差点付近） 国道 ２９９号 歩道整備（拡幅） 854 m ○

秩父県土整備事務所 秩父市 埼玉県 秩父市荒川上田野（かみたのこども園付近）国道 １４０号 歩道整備（拡幅） 451 m ○

秩父県土整備事務所 秩父市 埼玉県 荒川久那地内 国道 140号 歩道整備（拡幅） 430 m

秩父県土整備事務所 秩父市 埼玉県 秩父市山田2597付近 県道 熊谷小川秩父線 歩道整備（拡幅） 400 m ○

秩父県土整備事務所 秩父市 市町村 大宮 市町村道 幹線4号線 区画線 100 m

秩父県土整備事務所 横瀬町 埼玉県 横瀬町横瀬（語歌橋～下語歌橋付近） 県道 熊谷小川秩父線 歩道整備（拡幅） 450 m ○

秩父県土整備事務所 皆野町 埼玉県 皆野町皆野（皆野中学校付近） 県道 皆野両神荒川線 歩道整備（拡幅） 500 m

秩父県土整備事務所 皆野町 埼玉県 皆野町三沢 県道 長瀞玉淀自然公園線 歩道整備（拡幅） 1840 m

秩父県土整備事務所 皆野町 市町村 皆野町大字皆野1917番地付近 市町村道 町道皆野4号線 道路拡幅 1 m

秩父県土整備事務所 長瀞町 埼玉県 長瀞町長瀞（第一小学校付近） 国道 １４０号 歩道整備（拡幅） 880 m

秩父県土整備事務所 長瀞町 埼玉県 秩父郡長瀞町本野上地内 国道 １４０号 歩道整備（拡幅） 195 m

本庄県土整備事務所 本庄市 埼玉県 小島1-15-34 県道 勅使河原本庄線 歩道整備（拡幅） 480 m ○

本庄県土整備事務所 本庄市 埼玉県 児玉町児玉 国道 ４６２号 歩道整備（拡幅） 265 m ○

本庄県土整備事務所 本庄市 埼玉県 中央　外 県道 藤岡本庄線 自転車レーン 4,900 m

本庄県土整備事務所 本庄市 埼玉県 東台　外 県道 本庄寄居線 自転車レーン 2,000 m

本庄県土整備事務所 本庄市 埼玉県 児玉町小平地内 県道 長瀞児玉線 歩道整備（拡幅）・橋の架替整備 480 m

本庄県土整備事務所 本庄市 埼玉県 本庄市児玉町太駄地内 県道 前橋長瀞線 歩道整備（拡幅） 330 m

本庄県土整備事務所 本庄市 市町村 小島１・２・４・５丁目 市町村道 5391号線 歩道整備（拡幅） 300 m

本庄県土整備事務所 本庄市 市町村 北堀 市町村道 8269号線 歩道整備（拡幅） 260 m

本庄県土整備事務所 本庄市 市町村 本庄市駅南１-5-20地先 市町村道 市道８０１３号線 警戒標識、路面標示等の設置 0.3 km ○

本庄県土整備事務所 本庄市 市町村 本庄市見福2-11地先 市町村道 市道８０６５号線 路側帯のカラー舗装化 0.4 km ○

本庄県土整備事務所 本庄市 市町村 本庄市沼和田1020付近 市町村道 市道１１９７号線外 警戒標識、路面標示等の設置 0.8 km ○

本庄県土整備事務所 本庄市 市町村 本庄市今井1328付近交差点 市町村道 市道１３７・７６２３号線 鋼製ポールの設置 0.02 km ○

本庄県土整備事務所 本庄市 市町村 本庄市小島5-5-45地先 市町村道 市道５１７５号線 警戒標識、路面標示等の設置 0.3 km ○

本庄県土整備事務所 本庄市 市町村 本庄市児玉町児玉2383-11地先 市町村道 市道１－４６８号線 路側帯のカラー舗装化 0.05 km ○



管轄県土整備事務所 市町村 管理者 所在地 道路種別 路線名 工種 数量 単位 未就学

本庄県土整備事務所 本庄市 市町村 本庄市児玉町児玉地内 市町村道 市道５－８２６号線 歩道整備（拡幅） 550 ｍ

本庄県土整備事務所 本庄市 市町村 本庄市児玉町下浅見地内 市町村道 市道１級２１号線 歩道整備（拡幅） 1200 ｍ

本庄県土整備事務所 本庄市 市町村 本庄市児玉町高関地内 市町村道 市道５－８８５号線 歩道整備（拡幅） 100 ｍ

本庄県土整備事務所 美里町 埼玉県 北十条７８０－１ 県道 熊谷児玉線 歩道整備（拡幅） 580 m

本庄県土整備事務所 美里町 埼玉県 大字甘粕地内 県道 本庄寄居線 歩道整備（拡幅） 80 m

本庄県土整備事務所 美里町 埼玉県 大字阿那志地内 県道 本庄寄居線 歩道整備（拡幅） 190 m

本庄県土整備事務所 神川町 埼玉県 新宿 県道 上里鬼石線 歩道整備（拡幅） 305 m

本庄県土整備事務所 上里町 埼玉県 勅使河原 県道 勅使河原本庄線 歩道整備（拡幅） 280 m

本庄県土整備事務所 上里町 埼玉県 金久保 県道 勅使河原本庄線 歩道整備（拡幅） 1,720 m ○

本庄県土整備事務所 上里町 埼玉県 長浜 県道 藤岡本庄線 歩道整備（拡幅） 460 m

本庄県土整備事務所 上里町 埼玉県 七本木 県道 藤岡本庄線 歩道整備（拡幅） 268 m ○

本庄県土整備事務所 上里町 埼玉県 三町 県道 上里鬼石線 歩道整備（拡幅） 260 m ○

本庄県土整備事務所 上里町 埼玉県 勅使河原 県道 児玉新町線 歩道整備（拡幅） 400 m

本庄県土整備事務所 上里町 埼玉県 大字大御堂地内 県道 児玉新町線 歩道整備（拡幅） 177 m

本庄県土整備事務所 上里町 埼玉県 上里町七本木1705-1付近 県道 上里鬼石線 路面標示、区画線修繕 50 m ○

熊谷県土整備事務所 熊谷市 埼玉県 永井太田工区 県道 本庄妻沼線 交差点整備 428 m ○

熊谷県土整備事務所 熊谷市 埼玉県 江南中央工区 県道 熊谷小川秩父線 歩道整備（拡幅） 260 m

熊谷県土整備事務所 熊谷市 埼玉県 江波工区 県道 弥藤吾行田線 歩道整備（拡幅） 780 m

熊谷県土整備事務所 熊谷市 埼玉県 中奈良～下奈良地内 県道 葛和田新堀線 歩道整備（拡幅） 1,130 m ○

熊谷県土整備事務所 熊谷市 埼玉県 熊谷市市ノ坪地内 県道 深谷飯塚線 歩道整備（拡幅） 460 m

熊谷県土整備事務所 熊谷市 市町村 妻沼東1丁目外 市町村道 熊谷市道 ゾーン30 1 地区

熊谷県土整備事務所 熊谷市 市町村 江南中央2丁目外 市町村道 熊谷市道 ゾーン30 1 地区

熊谷県土整備事務所 熊谷市 市町村 別府3丁目外 市町村道 熊谷市道 ゾーン30 1 地区

熊谷県土整備事務所 熊谷市 市町村 拾六間 市町村道 熊谷市道 歩道整備（拡幅） 930 m

熊谷県土整備事務所 熊谷市 市町村 大原4丁目 市町村道 熊谷市道 歩道整備（バイパス） 510 m

熊谷県土整備事務所 熊谷市 市町村 上之地内 市町村道 熊谷市道 歩道整備（バイパス） 610 m

熊谷県土整備事務所 熊谷市 市町村 船木台1丁目外 市町村道 熊谷市道 ゾーン30 1 地区

熊谷県土整備事務所 熊谷市 市町村 熊谷市久保島地内 市町村道 市道40435・40436号線歩道整備（拡幅） 700 ｍ

熊谷県土整備事務所 深谷市 埼玉県 柏合工区 県道 深谷寄居線 歩道整備（拡幅） 480 m

熊谷県土整備事務所 深谷市 埼玉県 西島町　外 県道 深谷停車場線 自転車レーン 550 m

熊谷県土整備事務所 深谷市 埼玉県 山河地内 県道 針ヶ谷岡線 歩道整備（拡幅） 740 m ○

熊谷県土整備事務所 深谷市 埼玉県 高島地内 県道 本庄妻沼線 歩道整備（拡幅） 860 m

熊谷県土整備事務所 寄居町 埼玉県 用土工区 県道 小前田児玉線 歩道整備（拡幅） 564 m

熊谷県土整備事務所 寄居町 埼玉県 寄居町鉢形地内 県道 坂本寄居線 歩道整備（拡幅） 200 m

熊谷県土整備事務所 寄居町 市町村 大字鉢形地内 市町村道 町道117号線外 グリーンベルト設置 6,200 m

熊谷県土整備事務所 寄居町 市町村 寄居町大字用土地内 市町村道 町道１０２号線外 グリーンベルト 3300 ｍ

行田県土整備事務所 行田市 埼玉県 埼玉工区 県道 騎西鴻巣線 交差点整備 1 箇所 ○

行田県土整備事務所 行田市 埼玉県 野合新橋交差点 県道 行田蓮田線 歩道整備（拡幅） 20 m ○

行田県土整備事務所 行田市 埼玉県 行田市佐間1529-1（野合橋） 県道 行田蓮田線 歩道修繕 30 m ○

行田県土整備事務所 行田市 埼玉県 行田市小見677地先 県道 佐野行田線 歩道整備（拡幅） 100 m ○

行田県土整備事務所 加須市 埼玉県 中央2丁目工区 県道 加須鴻巣線 交差点整備 1 箇所

行田県土整備事務所 加須市 埼玉県 諏訪　外 国道 国道１２５号 自転車レーン 300 m

行田県土整備事務所 加須市 埼玉県 向川岸町　外 県道 加須鴻巣線 自転車レーン 550 m

行田県土整備事務所 加須市 埼玉県 中央　外 県道 加須停車場線 自転車レーン 400 m

行田県土整備事務所 加須市 埼玉県 下崎地内 県道 加須鴻巣線 歩道整備（拡幅） 400 m

行田県土整備事務所 加須市 埼玉県 本町交差点 県道 加須菖蒲線 交差点整備 1 箇所 ○

行田県土整備事務所 加須市 市町村 小野袋956-1 市町村道 市道101号線 踏切拡幅 1 箇所

行田県土整備事務所 羽生市 埼玉県 稲子工区 県道 羽生外野栗橋線 交差点整備 1 箇所

行田県土整備事務所 羽生市 埼玉県 羽生市町屋555地先 県道 加須羽生線 歩道整備（拡幅） 10 m ○

行田県土整備事務所 羽生市 埼玉県 伊第267号踏切 県道 羽生外野栗橋線 カラー舗装化 10 m ○

行田県土整備事務所 羽生市 埼玉県 羽生市桑崎617地先 国道 国道122号 歩道整備（拡幅） 150 m ○

行田県土整備事務所 羽生市 埼玉県 羽生市尾崎地内 県道 羽生外野栗橋線 歩道整備（拡幅） 95 m

行田県土整備事務所 羽生市 市町村 大字下新田113地先 市町村道 市道０１０７号線 路肩の設置・拡幅 0.13 km ○

越谷県土整備事務所 春日部市 国 埼玉県春日部市（粕壁東３丁目交差点）国道 国道４号 鋼製ポール 4 本 ○

越谷県土整備事務所 春日部市 埼玉県 八丁目　外 県道 さいたま春日部線 自転車レーン 1,200 m

越谷県土整備事務所 春日部市 埼玉県 春日部市新川 県道 西金野井春日部線 歩道整備（拡幅） 1,100 m

越谷県土整備事務所 春日部市 埼玉県 春日部市大場 県道 （都）大場大枝線 歩道整備（拡幅） 1,000 m

越谷県土整備事務所 春日部市 市町村 春日部市六軒町 市町村道 市道8-214号線外 ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 春日部市 市町村 春日部市大沼二丁目・三丁目 市町村道 市道4-81号線外 ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 春日部市 市町村 春日部市大沼四丁目 市町村道 市道6-2号線外 ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 春日部市 市町村 春日部市増富・豊町六丁目 市町村道 市道40-260号線外 ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 春日部市 市町村 春日部市豊町一丁目・二丁目・五丁目 市町村道 市道4-21号線外 ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 春日部市 市町村 春日部市谷原一丁目・二丁目・中央三丁目市町村道 市道4035号線外 ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 春日部市 市町村 春日部市栄町一丁目 市町村道 市道3-197号線外 ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 春日部市 市町村 春日部市栄町一丁目・梅田三丁目 市町村道 市道3-191号線外 ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 草加市 埼玉県 中央２丁目　外 県道 草加八潮三郷線 自転車レーン 800 m

越谷県土整備事務所 草加市 埼玉県 青柳　外 県道 草加流山線 自転車レーン 2,000 m

越谷県土整備事務所 草加市 埼玉県 草加　外 県道 さいたま草加線 自転車レーン 1,500 m

越谷県土整備事務所 草加市 埼玉県 中央　外 県道 足立越谷線 自転車レーン 3,100 m

越谷県土整備事務所 草加市 埼玉県 谷塚　外 県道 谷塚停車場線 自転車レーン 200 m

越谷県土整備事務所 草加市 埼玉県 草加市柳島 県道 （都）草加三郷線 歩道整備（拡幅） 400 m

越谷県土整備事務所 草加市 市町村 高砂二丁目地内周辺 市町村道 2033 ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 草加市 市町村 清門二丁目地内 市町村道 2002 ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 草加市 市町村 長栄二丁目地内 市町村道 2001 ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 草加市 市町村 栄町二丁目地内 市町村道 2012 ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 草加市 市町村 瀬崎三丁目地内 市町村道 40257 ゾーン30 1 箇所



管轄県土整備事務所 市町村 管理者 所在地 道路種別 路線名 工種 数量 単位 未就学

越谷県土整備事務所 草加市 市町村 西町111 市町村道 市道30166号線 路側帯のカラー舗装化 0.3 km ○

越谷県土整備事務所 越谷市 国 埼玉県越谷市（レイクタウン交差点） 国道 国道４号東埼玉道路 鋼製ポール 16 本 ○

越谷県土整備事務所 越谷市 国 埼玉県越谷市レイクタウン８丁目地先 国道 国道４号東埼玉道路 鋼製ポール 4 本 ○

越谷県土整備事務所 越谷市 埼玉県 七左町工区 県道 蒲生岩槻線 歩道整備（拡幅） 1 m

越谷県土整備事務所 越谷市 埼玉県 越谷１丁目　外 県道 足立越谷線 自転車レーン 1,200 m

越谷県土整備事務所 越谷市 埼玉県 越谷　外 県道 足立越谷線 自転車レーン 7,500 m

越谷県土整備事務所 越谷市 埼玉県 東町　外 県道 越谷流山線 自転車レーン 700 m

越谷県土整備事務所 越谷市 埼玉県 南越谷　外 県道 越谷八潮線 自転車レーン 12,650 m

越谷県土整備事務所 越谷市 埼玉県 越谷市大松 県道 平方東京線 歩道整備（拡幅） 200 m

越谷県土整備事務所 越谷市 埼玉県 大間野町工区 県道 蒲生岩槻線 歩道整備（拡幅） 220 m

越谷県土整備事務所 越谷市 市町村 千間台西四丁目地内 市町村道 20573　ほか ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 越谷市 市町村 千間台西五丁目、六丁目地内 市町村道 20573　ほか ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 越谷市 市町村 花田４丁目地内 市町村道 40222　ほか ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 越谷市 市町村 七左町七丁目地内 市町村道 70180　ほか ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 越谷市 市町村 川柳町一丁目地内 市町村道 90615　ほか ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 八潮市 埼玉県 大瀬　外 県道 松戸草加線 自転車レーン 1,250 m

越谷県土整備事務所 八潮市 埼玉県 南後谷　外 県道 草加八潮三郷線 自転車レーン 2,300 m

越谷県土整備事務所 八潮市 埼玉県 八潮市鶴ヶ曽根 県道 （都）草加彦成線 歩道整備（拡幅） 600 m

越谷県土整備事務所 八潮市 埼玉県 八潮市西袋 県道 （都）草加三郷線 歩道整備（拡幅） 600 m

越谷県土整備事務所 八潮市 市町村 伊草・緑町三丁目地区 市町村道 2192 ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 八潮市 市町村 中央三・四丁目地区 市町村道 5008 ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 八潮市 市町村 緑町二丁目・中央三丁目地区 市町村道 2226 ゾーン30 1 地区

越谷県土整備事務所 三郷市 埼玉県 高洲工区 県道 三郷松伏線 歩道整備（拡幅） 1 箇所 ○

越谷県土整備事務所 三郷市 埼玉県 幸房　外 県道 上笹塚谷口線 自転車レーン 1,300 m

越谷県土整備事務所 吉川市 埼玉県 川藤地内 県道 中井松伏線 交差点整備 100 m

越谷県土整備事務所 吉川市 埼玉県 川藤交差点 県道 川藤野田線 交差点整備 1 箇所

越谷県土整備事務所 吉川市,松伏町 埼玉県 吉川市下内川地内外 県道 三郷松伏線 歩道整備（拡幅） 3,300 m

越谷県土整備事務所 松伏町 市町村 松伏839-2付近 市町村道 6、13号線 歩道整備（バイパス整備） 360 m

越谷県土整備事務所 松伏町 市町村 大川戸557付近 市町村道 3号線 歩道整備（拡幅） 763 m

杉戸県土整備事務所 久喜市 埼玉県 北中曽根工区 県道 川越栗橋線 歩道整備（拡幅） 1 箇所 ○

杉戸県土整備事務所 久喜市 埼玉県 新堀工区 県道 川越栗橋線 交差点整備 1 箇所

杉戸県土整備事務所 久喜市 埼玉県 小林工区 県道 川越栗橋線 交差点整備 1 箇所

杉戸県土整備事務所 久喜市 埼玉県 本町７丁目　外 県道 幸手久喜線 自転車レーン 1,000 m

杉戸県土整備事務所 久喜市 埼玉県 上内　外 県道 川越栗橋線 自転車レーン 1,950 m

杉戸県土整備事務所 久喜市 埼玉県 久喜市新堀 県道 北根菖蒲線 歩道整備（拡幅） 1,190 m

杉戸県土整備事務所 久喜市 埼玉県 久喜市栗橋北地内 県道 羽生外野栗橋線 歩道整備（拡幅） 874 m

杉戸県土整備事務所 久喜市 市町村 久喜市南2丁目外 市町村道 久喜市道211号線外 ゾーン30 1 地区

杉戸県土整備事務所 久喜市 市町村 栗橋東2丁目・栗橋東3丁目地内 市町村道 久喜市道 ゾーン30 1 地区

杉戸県土整備事務所 久喜市 市町村 伊坂地内 市町村道 久喜市道 ゾーン30 1 地区

杉戸県土整備事務所 幸手市 埼玉県 南地内 県道 幸手久喜線 歩道整備（拡幅） 640 m

杉戸県土整備事務所 幸手市 埼玉県 幸手市神扇721-1（幸手インター付近・平須賀地内） 県道 惣新田幸手線 防護柵設置 150 m ○

杉戸県土整備事務所 幸手市 市町村 幸手市南2丁目外 市町村道 幸手市道 ゾーン30 1 箇所

杉戸県土整備事務所 白岡市 市町村 西４、６丁目地内 市町村道 外側線 グリーンベルトなど 1 m

杉戸県土整備事務所 白岡市 市町村 白岡市白岡地内 市町村道 （都）白岡駅西口線 歩道整備（バイパス） 290 m

杉戸県土整備事務所 白岡市 市町村 市全域 市町村道 市道140号線外 ガードレール、ボラード設置 複数 箇所

杉戸県土整備事務所 蓮田市 埼玉県 高虫工区 県道 さいたま菖蒲線 交差点整備 1 箇所

杉戸県土整備事務所 蓮田市 埼玉県 東一丁目地内 県道 （一）蓮田鴻巣線 歩道整備（拡幅） 219 m ○

杉戸県土整備事務所 蓮田市 埼玉県 蓮田市閏戸1169地先 県道 行田蓮田線 歩道整備（拡幅） 200 m ○

杉戸県土整備事務所 蓮田市 市町村 黒浜4088-16 市町村道 市道1453号線 歩道整備（拡幅） 140 ｍ

杉戸県土整備事務所 蓮田市 市町村 黒浜4077-2 市町村道 市道1463号線 歩道整備（拡幅） 76 ｍ

杉戸県土整備事務所 蓮田市 市町村 黒浜4088-8 市町村道 市道1378号線 歩道整備（拡幅） 10 ｍ

杉戸県土整備事務所 蓮田市 市町村 黒浜4077-2 市町村道 市道1384号線 歩道整備（拡幅） 5 ｍ

杉戸県土整備事務所 杉戸町 埼玉県 下野工区 県道 さいたま幸手線 歩道整備（拡幅） 1 箇所 ○

杉戸県土整備事務所 宮代町 埼玉県 宮代町和田 県道 さいたま幸手線 歩道整備（拡幅） 600 m

杉戸県土整備事務所 宮代町 埼玉県 宮代町国納１８９−１地先 県道 さいたま幸手線 歩道整備（拡幅） 130 m ○


