
 

 
建設事業の発注見通し 

（令和３年度当初分） 
 
 
この冊子は、令和３年度予算における『さいたま市』(水道局を除く。)の発注する予定価格が２５０万円を超える建設工

事についての発注見通しをまとめたものです。なお、ここに掲載してある事項は、令和３年４月１日現在の見通しであるた

め、実際に発注する工事と掲載内容が異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 

 
令和３年４月１日 

さいたま市 
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43 西区役所くらし応援室 7 ………… 70

44 北区役所くらし応援室 8 ………… 71
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46 見沼区役所くらし応援室 8 ………… 73
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建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間

1 総務局危機管理部防災課 指名競争 電気通信
岩槻消防署同報系防災行政無線移設工
事

さいたま市岩槻区城南１丁目２－３
旧岩槻消防署の取り壊しに伴う同報系防災行
政無線屋外拡声子局の移設

約3.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

2 総務局危機管理部防災課 指名競争 電気通信
笹久保新田公民館同報系防災行政無線
移設工事

さいたま市岩槻区笹久保新田３６５
笹久保新田公民館の取り壊しに伴う同報系防
災行政無線屋外拡声子局の移設

約2.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

3 総務局危機管理部防災課 指名競争 電気通信
西与野コミュニティホール同報系防災行政
無線移設工事

さいたま市中央区桜丘２丁目６－２８
西与野コミュニティセンターの建物修繕に伴う
同報系防災行政無線屋外拡声子局の移設

約3.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

4 総務局危機管理部防災課 指名競争 電気通信
別所公民館同報系防災行政無線移設工
事

さいたま市南区別所５丁目２１－１３
別所公民館の建物修繕に伴う同報系防災行
政無線屋外拡声子局の移設

約3.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

5 月公告 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

発注・入札予定時期

1



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1 財政局財政部庁舎管理課 指名競争 建築
本庁舎本館西側車いす使用者用駐車施
設屋根設置工事

さいたま市浦和区常盤６丁目 車いす駐車場にカーポート設置 約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

2 月公告 月入札

3 月公告 月入札

4 月公告 月入札

5 月公告 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

2



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
市民局市民生活部市民生活
安全課

指名競争 とび・土工
さいたま市新治ファミリーランド池流入土砂
撤去工事

群馬県利根郡みなかみ町相俣１５９
－１

施設敷地内にある沢及び調整池に流入した土
砂の撤去

約1.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

2 月公告 月入札

3 月公告 月入札

4 月公告 月入札

5 月公告 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

3



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
スポーツ文化局スポーツ部ス
ポーツ振興課

一般競争 造園
さいたま市多目的広場整備工事（中央区
上峰）

さいたま市中央区上峰１丁目 広場整備に係るダスト舗装、フェンス等の設置 約5.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

2 月公告 月入札

3 月公告 月入札

4 月公告 月入札

5 月公告 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

4



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
保健福祉局長寿応援部高齢
福祉課

一般競争 土木
宅地造成準備工事（さいたま市東楽園再
整備事業）

さいたま市見沼区大字膝子字中田９
８４番外

一次造成工一式、撤去工一式 約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

2 月公告 月入札

3 月公告 月入札

4 月公告 月入札

5 月公告 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

5



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
保健福祉局市立病院病院経
営部病院施設管理課

一般競争 建築 さいたま市立病院既存病院解体工事 さいたま市緑区大字三室２４６０番地
解体工事：RC造　地上6階地下1階　解体面積
約29,000㎡　インフラ本設切替工事

約16.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

2
保健福祉局市立病院病院経
営部病院施設管理課

一般競争 建築
さいたま市立病院旧周産期母子医療セン
ター棟改修（建築）工事

さいたま市緑区大字三室２４６０番地
改修工事：RC造　地上3階建　延べ面積約
2,050㎡の建築工事

約17.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

3
保健福祉局市立病院病院経
営部病院施設管理課

一般競争 電気
さいたま市立病院旧周産期母子医療セン
ター棟改修（電気設備）工事

さいたま市緑区大字三室２４６０番地
改修工事：RC造　地上3階建　延べ面積約
2,050㎡の電気設備工事

約16.5ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

4
保健福祉局市立病院病院経
営部病院施設管理課

一般競争 管
さいたま市立病院旧周産期母子医療セン
ター棟改修（機械設備）工事

さいたま市緑区大字三室２４６０番地
改修工事：RC造　地上3階建　延べ面積約
2,050㎡の機械設備工事

約16.5ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

5 月公告 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

6



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
子ども未来局幼児未来部保
育課

一般競争 解体 さいたま市立鈴谷東保育園解体工事
さいたま市中央区鈴谷９丁目３番２
号

鈴谷東保育園の園舎及びそれに付随する外
構の解体工事

約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

2 月公告 月入札

3 月公告 月入札

4 月公告 月入札

5 月公告 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

7



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
環境局施設部環境施設管理
課

一般競争 清掃施設
さいたま市クリーンセンター大崎基幹的設
備改良工事

さいたま市緑区大字大崎３１７番地 焼却施設、破砕施設の設備更新等 約45.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

2
環境局施設部環境施設管理
課

一般競争 建築 （仮称）新清掃事務所建設（外構）工事 さいたま市緑区大字大崎３１７番地 （仮称）新清掃事務所の外構工事 約6.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

3
環境局施設部環境施設管理
課

一般競争 解体 大崎清掃事務所解体工事 さいたま市緑区大字大崎３１７番地 大崎清掃事務所収集棟、車庫棟等の解体 約9.0ヵ月 2021.12 月公告 2022.1 月入札

4 月公告 月入札

5 月公告 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

8



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
環境局施設部環境施設整備
課

指名競争 土木
サーマルエネルギーセンター整備事業水
路工事（綾７７、綾９６）

さいたま市見沼区大字膝子
延長７７ｍ、調整コンクリート１式、ボックスカル
バート撤去１０ｍ

約3.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

2 月公告 月入札

3 月公告 月入札

4 月公告 月入札

5 月公告 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

9



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
経済局農業政策部農業環境
整備課

一般競争 土木
岩槻区野孫地区用水路整備工事（末田２０
６）

さいたま市岩槻区大字野孫地内 U字溝整備　約220ｍ 約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

2
経済局農業政策部農業環境
整備課

一般競争 土木
岩槻区釣上地区用水路整備工事（綾１６３
８）

さいたま市岩槻区大字釣上地内 U字溝整備　約200ｍ 約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

3
経済局農業政策部農業環境
整備課

一般競争 土木
西区湯木町地区用水路整備工事（荒１３
３・荒１３４）

さいたま市西区湯木町二丁目地内 U字溝整備　約520ｍ 約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

4
経済局農業政策部農業環境
整備課

指名競争 土木
緑区南部領辻地区用水路整備工事（ＦＬ
－４４）

さいたま市緑区南部領辻地内 暗渠管整備　約100ｍ 約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

5
経済局農業政策部農業環境
整備課

一般競争 土木 岩槻区大橋第一用水路改修工事 さいたま市岩槻区大字谷下地内 柵渠改修　約250ｍ 約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

6
経済局農業政策部農業環境
整備課

指名競争 土木
農業水利施設等修繕工事（Ｒ３単価契
約ー２）

さいたま市内（西区・見沼区・岩槻区
主）

農業水利施設等修繕工事　1式 約4.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

7
経済局農業政策部農業環境
整備課

指名競争 土木
農業水利施設等修繕工事（Ｒ３単価契
約ー３）

さいたま市内（西区・見沼区・岩槻区
主）

農業水利施設等修繕工事　1式 約4.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

8
経済局農業政策部農業環境
整備課

指名競争 土木
農業水利施設等修繕工事（Ｒ４単価契
約ー１）

さいたま市内（西区・見沼区・岩槻区
主）

農業水利施設等修繕工事　1式 約4.0ヵ月 2022.2 月公告 2022.3 月入札

9
経済局農業政策部農業環境
整備課

指名競争 舗装 指扇北地区道路舗装工事 さいたま市西区高木地内 舗装工 約2.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

10



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
都市局都市計画部自転車ま
ちづくり推進課

一般競争 建築
北与野駅北口地下駐車場地下２階機械式
駐車設備改修工事

さいたま市中央区上落合２－３－１０
老朽化した機械式駐車設備を撤去して埋め戻
し、平面駐車場に改修する。

約6.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

2 月公告 月入札

3 月公告 月入札

4 月公告 月入札

5 月公告 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

11



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
都市局都市計画部都市公園
課

一般競争 造園
（仮称）蓮沼国家公務員住宅跡地公園整
備工事

さいたま市見沼区大字蓮沼地内
整備面積2,033㎡・施設撤去工1式・公園土工1
式・植栽工1式・給水設備工1式・雨水排水設
備工1式・電気設備工1式　外

約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

2
都市局都市計画部都市公園
課

一般競争 造園
（仮称）大門上・下野田特定２号街区公園
整備工事

さいたま市緑区大字大門地内
整備面積1,720㎡・公園施設等撤去、移設1
式・公園土工1式・植栽工1式・給水設備工1
式・雨水排水設備工1式　外

約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

3
都市局都市計画部都市公園
課

一般競争 造園
（仮称）内谷・会ノ谷特定街区公園１整備
工事

さいたま市緑区大字大間木地内
整備面積2,000㎡・公園土工1式・植栽1式・給
水設備1式・雨水排水設備1式・電気設備1式・
園路広場整備工1式　外

約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

4
都市局都市計画部都市公園
課

一般競争 造園 （仮称）水深南公園整備工事
さいたま市緑区大字大間木２丁目地
内

整備面積2,260㎡・施設撤去工1式・公園土工1
式・擁壁工1式・植栽工1式・給水設備工1式・
雨水排水設備工1式　外

約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

5
都市局都市計画部都市公園
課

一般競争 土木 与野中央公園外周道路築造工事 さいたま市中央区９丁目地内
施工延長360m・サンドマット工1,440m3・整地
工792m3・路床盛土工1,440m3・仮排水施設工
1式・付帯工1式・仮設工1式

約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

6
都市局都市計画部都市公園
課

一般競争 造園 常盤公園改修工事 さいたま市浦和区常盤１丁目地内
改修面積4,738㎡・既設構造物撤去1式・基盤
整備1式・植栽工1式・給排水設備工1式・雨水
排水設備工1式・電気設備工1式　外

約17.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

7
都市局都市計画部都市公園
課

一般競争 土木 東大宮西公園フェンス等設置工事
さいたま市見沼区東大宮４丁目地内
外

改修面積1,200㎡・既設構造物撤去1式・施設
本体撤去工1式・敷地造成工1式・園路広場工
1式・施設整備工1式　外

約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

8
都市局都市計画部都市公園
課

一般競争 土木 見沼臨時グランド防球ネット設置工事 さいたま市緑区大字新宿地内
・公園施設撤去工1式・敷地造成工1式・公園
土工1式・管理施設整備工（防球ネットH10.0m
120ｍ・H5.0ｍ　60.0ｍ）　外

約5.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

9
都市局都市計画部都市公園
課

一般競争 土木 駒場運動公園陸上競技改修工事 さいたま市浦和区駒場２丁目地内
改修面積10100㎡・舗装工1式・ウレタンオー
バーレイ工4,693㎡・付帯工1式

約5.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

12



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
都市局都市計画部みどり推
進課

一般競争 造園
大古里特別緑地保全地区拡張地整備工
事

さいたま市緑区大字三室地内
伐採工、敷地造成工、園路舗装工、管理施設
整備工

約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

2
都市局都市計画部みどり推
進課

一般競争 造園 （仮称）大宮西部５号緑地整備工事 さいたま市西区西大宮２丁目地内 敷地造成工、園路舗装工、管理施設整備工 約5.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

3 月公告 月入札

4 月公告 月入札

5 月公告 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

13



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
都市局都市計画部見沼田圃
政策推進室

指名競争 造園 （仮称）三崎広場植栽整備外工事 さいたま市浦和区三崎地内 広場植栽工一式　ほか 約6.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

2
都市局都市計画部見沼田圃
政策推進室

一般競争 土木 （仮称）三崎広場防火水槽設置外工事 さいたま市浦和区三崎地内 防火水槽設置1基、広場整備工一式　ほか 約6.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

3 月公告 月入札

4 月公告 月入札

5 月公告 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

14



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
都市局まちづくり推進部日
進・指扇周辺まちづくり事務
所

指名競争 土木 日進駅周辺外事業用地維持修繕工事 さいたま市北区日進町２丁目外地内 単価契約による事業用地外修繕工事 約10.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

2
都市局まちづくり推進部日
進・指扇周辺まちづくり事務
所

一般競争 土木
指扇土地区画整理事業　区画道路築造外
工事

さいたま市西区大字指扇地内
側溝布設Ｌ＝２９１ｍ、車道舗装３４００㎡、建設
発生土搬出２０００ｍ３、付帯工１式

約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

3
都市局まちづくり推進部日
進・指扇周辺まちづくり事務
所

一般競争 土木
指扇土地区画整理事業　区９－２号線道
路築造外工事

さいたま市西区大字指扇地内
側溝布設Ｌ＝４６ｍ、車道舗装１９００㎡、区９－
２号線道路築造１式１８６ｍ、電線共同溝Ｌ＝２
６０ｍ、付帯工１式

約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

4
都市局まちづくり推進部日
進・指扇周辺まちづくり事務
所

指名競争 土木
指扇土地区画整理事業　維持管理工事
（単契Ｒ３－１）

さいたま市西区大字指扇地内 単価契約による事業用地外修繕工事 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

5
都市局まちづくり推進部日
進・指扇周辺まちづくり事務
所

指名競争 土木
指扇土地区画整理事業　維持管理工事
（単契Ｒ３－２）

さいたま市西区大字指扇地内 単価契約による事業用地外修繕工事 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

15



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
都市局まちづくり推進部浦和
東部まちづくり事務所

一般競争 土木
浦和東部第一特定土地区画整理事業　区
画道路築造工事（Ｒ３）

さいたま市緑区大字中野田地内 道路築造工事　一式 約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

2
都市局まちづくり推進部浦和
東部まちづくり事務所

一般競争 土木
浦和東部第一特定土地区画整理事業　雨
水管渠布設工事（Ｒ３）

さいたま市緑区大字中野田地内 開削◎８００～９００　延長１１６ｍ 約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

3
都市局まちづくり推進部浦和
東部まちづくり事務所

一般競争 土木
浦和東部第一特定土地区画整理事業　電
線共同溝整備工事（Ｒ３）

さいたま市緑区大字中野田地内 電線共同溝整備工事　一式 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

4
都市局まちづくり推進部浦和
東部まちづくり事務所

指名競争 土木
浦和東部第一特定土地区画整理事業　道
路修繕等工事　単価契約（Ｒ３－１）

さいたま市緑区大字中野田地内外 道路修繕等工事　単価契約一式 約6.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

5
都市局まちづくり推進部浦和
東部まちづくり事務所

指名競争 土木
浦和東部第一特定土地区画整理事業　道
路修繕等工事　単価契約（Ｒ３－２）

さいたま市緑区大字中野田地内外 道路修繕等工事　単価契約一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

6
都市局まちづくり推進部浦和
東部まちづくり事務所

一般競争 土木
大門下野田特定土地区画整理事業　整地
工事（Ｒ３）

さいたま市緑区大字大門地内外 整地工事　一式 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

7
都市局まちづくり推進部浦和
東部まちづくり事務所

指名競争 土木
大門下野田特定土地区画整理事業　道路
修繕等工事　単価契約（Ｒ３）

さいたま市緑区大字大門地内外 道路修繕等工事　単価契約一式 約12.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

8
都市局まちづくり推進部浦和
東部まちづくり事務所

指名競争 土木 遊歩道歩行環境整備工事（Ｒ３） さいたま市緑区美園２丁目地内外 歩行環境整備工事　一式 約3.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

9
都市局まちづくり推進部浦和
東部まちづくり事務所

指名競争 土木
浦和東部・岩槻南部地域整備推進事業
事業用地維持管理等工事　単価契約（Ｒ
３）

さいたま市緑区美園２丁目地内外 維持管理等工事　単価契約一式 約12.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

16



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
都市局まちづくり推進部東浦
和まちづくり事務所

一般競争 土木
東浦和第二土地区画整理事業　道路整備
工事（Ｒ２－５）

さいたま市緑区大字中尾地内
舗装工、長尺Ｕ型側溝、街渠　延長90ｍ　幅
員6ｍ

約5.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

2
都市局まちづくり推進部東浦
和まちづくり事務所

一般競争 土木
東浦和第二土地区画整理事業　道路整備
工事（Ｒ３－１）

さいたま市緑区大字中尾地内外
舗装工、長尺Ｕ型側溝、街渠　延長126ｍ　幅
員4.5～9ｍ

約5.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

3
都市局まちづくり推進部東浦
和まちづくり事務所

一般競争 土木
東浦和第二土地区画整理事業　道路整備
工事（Ｒ３－２）

さいたま市緑区大字中尾地内外
舗装工、長尺Ｕ型側溝、街渠　延長150ｍ　幅
員6～12ｍ

約6.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

4
都市局まちづくり推進部東浦
和まちづくり事務所

一般競争 土木
東浦和第二土地区画整理事業　道路整備
工事（Ｒ３－３）

さいたま市緑区大字中尾地内外
舗装工、長尺Ｕ型側溝、街渠　延長210ｍ　幅
員6～24ｍ

約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

5
都市局まちづくり推進部東浦
和まちづくり事務所

指名競争 土木
東浦和第二土地区画整理事業　施設管理
工事（単契西側Ｒ３）

さいたま市緑区大字中尾地内外 単価契約による施設管理工事一式 約11.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

6
都市局まちづくり推進部東浦
和まちづくり事務所

指名競争 土木
東浦和第二土地区画整理事業　施設管理
工事（単契東側Ｒ３）

さいたま市緑区大字中尾地内外 単価契約による施設管理工事一式 約11.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

7
都市局まちづくり推進部東浦
和まちづくり事務所

指名競争 土木
東浦和第二土地区画整理事業　施設管理
工事（単契Ｒ３－２）

さいたま市緑区大字中尾地内外 単価契約による施設管理工事一式 約4.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

17



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
都市局まちづくり推進部与野
まちづくり事務所

一般競争 電気
南与野駅西口土地区画整理事業　南与野
駅西通り線外照明灯設置工事

さいたま市中央区鈴谷２丁目地内 照明灯設置工外　一式 約5.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

2
都市局まちづくり推進部与野
まちづくり事務所

一般競争 土木
南与野駅西口土地区画整理事業　区９－
７号線道路築造外工事

さいたま市中央区鈴谷１丁目地内外
舗装工　排水構造物工外　一式　延長170m
公園整備工外

約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

3
都市局まちづくり推進部与野
まちづくり事務所

一般競争 土木
南与野駅西口土地区画整理事業　区１０
－１号線外道路築造工事

さいたま市中央区鈴谷２丁目地内 舗装工　排水構造物工外　一式　延長105m 約4.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

4
都市局まちづくり推進部与野
まちづくり事務所

指名競争 土木
南与野駅西口土地区画整理事業　道路等
修繕工事（単契）

さいたま市中央区鈴谷２丁目地内 単価契約による道路等修繕工事　一式 約11.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

5
都市局まちづくり推進部与野
まちづくり事務所

一般競争 土木
与野駅西口土地区画整理事業　区８－４
号線雨水管布設外工事

さいたま市中央区大字下落合地内 開削工法　延長62m 約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

6
都市局まちづくり推進部与野
まちづくり事務所

指名競争 土木
与野駅西口土地区画整理事業　道路等修
繕工事（単契）

さいたま市中央区大字下落合地内
外

単価契約による道路等修繕工事　一式 約11.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

7
都市局まちづくり推進部与野
まちづくり事務所

一般競争 土木 南与野駅南通り線道路整備工事（その２） さいたま市桜区西堀１０丁目地内
舗装工　排水構造物工　汚水管布設工　照明
灯設置工外　一式　延長30m

約5.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

8
都市局まちづくり推進部与野
まちづくり事務所

一般競争 土木
南与野駅西口土地区画整理事業　区９－
５号線外道路築造工事

さいたま市中央区鈴谷２丁目地内
舗装工　排水構造物工　付帯工外　一式　延
長47.50ｍ　幅員9ｍ

約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

9
都市局まちづくり推進部与野
まちづくり事務所

指名競争 土木
与野駅西口土地区画整理事業　区６－３
号線汚水管布設工事

さいたま市中央区大字下落合地内 開削工法　延長109m 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
都市局まちづくり推進部岩槻
まちづくり事務所

一般競争 土木
岩槻駅西口土地区画整理事業　境堀排水
路改修工事（その３）

さいたま市岩槻区大字加倉地内外 ボックスカルバート敷設　1式 約6.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

2
都市局まちづくり推進部岩槻
まちづくり事務所

一般競争 土木
岩槻駅西口土地区画整理事業　道路改良
工事（Ｒ３）

さいたま市岩槻区大字加倉地内外 道路改良工　1式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

3
都市局まちづくり推進部岩槻
まちづくり事務所

指名競争 土木
岩槻駅西口土地区画整理事業　道路修繕
工事（その１）（単価契約Ｒ３）

さいたま市岩槻区岩槻駅西口土地
区画整理事業地内

維持修繕工　１式 約6.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

4
都市局まちづくり推進部岩槻
まちづくり事務所

指名競争 土木
岩槻駅西口土地区画整理事業　道路修繕
工事（その２）（単価契約Ｒ３）

さいたま市岩槻区岩槻駅西口土地
区画整理事業地内

維持修繕工　１式 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

5
都市局まちづくり推進部岩槻
まちづくり事務所

一般競争 土木
江川土地区画整理事業　調整池排水機場
築造工事（Ｒ３）

さいたま市岩槻区宮町１丁目地内外 排水機場築造工　1式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

6
都市局まちづくり推進部岩槻
まちづくり事務所

指名競争 土木
江川土地区画整理事業　道路修繕工事
（その１）（単価契約Ｒ３）

さいたま市岩槻区江川地区画整理
事業地内

維持修繕工　１式 約6.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

7
都市局まちづくり推進部岩槻
まちづくり事務所

指名競争 土木
江川土地区画整理事業　道路修繕工事
（その２）（単価契約Ｒ３）

さいたま市岩槻区江川土地区画整
理事業地内

維持修繕工　１式 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
都市局都心整備部浦和駅周
辺まちづくり事務所

指名競争 土木
道路施設等維持修繕工事（Ｒ３浦周辺まち
単契）

さいたま市浦和駅周辺まちづくり事
務所管内

単価契約による道路施設等の維持修繕工事
一式

約12.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

2 月公告 月入札

3 月公告 月入札

4 月公告 月入札

5 月公告 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
都市局都心整備部大宮駅東
口まちづくり事務所

指名競争 土木
氷川緑道西通線管理用地等暫定整備工
事（Ｒ０３－１単契）

さいたま市大宮区大門町３丁目地内
外

単価契約による管理用地等暫定整備工事一
式

約11.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

2
都市局都心整備部大宮駅東
口まちづくり事務所

指名競争 土木
氷川緑道西通線管理用地等暫定整備工
事（Ｒ０３－２単契）

さいたま市大宮区大門町３丁目地内
外

単価契約による管理用地等暫定整備工事一
式

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

3 月公告 月入札

4 月公告 月入札

5 月公告 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
都市局都心整備部大宮駅西
口まちづくり事務所

指名競争 土木 大宮駅西口第四地区道路整備工事 さいたま市大宮区桜木町１丁目地内 舗装工、長尺U型側溝　延長50m　幅員6ｍ 約5.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

2
都市局都心整備部大宮駅西
口まちづくり事務所

一般競争 土木 大宮駅西口第四地区雨水管工事 さいたま市大宮区桜木町１丁目地内
開削◎450mm　延長13m　開削◎500mm　延
長33m　開削◎600mm　延長41m

約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

3
都市局都心整備部大宮駅西
口まちづくり事務所

指名競争 土木 市道２００１６号線道路改良工事 さいたま市大宮区桜木町１丁目地内 舗装工、L型側溝　延長70m　幅員9ｍ 約4.0ヵ月 2021.11 月公告 2021.12 月入札

4
都市局都心整備部大宮駅西
口まちづくり事務所

指名競争 土木
大宮駅西口第四地区施設管理工事（Ｒ３
－Ｓ０１）

さいたま市大宮区桜木町１丁目地内 単価契約による施設管理工事一式 約9.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

5
都市局都心整備部大宮駅西
口まちづくり事務所

指名競争 土木
大宮駅西口第四地区施設管理工事（Ｒ３
－Ｓ０２）

さいたま市大宮区桜木町１丁目地内 単価契約による施設管理工事一式 約7.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

6
都市局都心整備部大宮駅西
口まちづくり事務所

指名競争 土木
大宮駅西口第四地区擁壁設置・整地工事
（Ｒ３－Ｙ０１）

さいたま市大宮区桜木町１丁目地内 単価契約による擁壁設置・整地工事一式 約10.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
都市局北部都市・公園管理
事務所管理課

一般競争 造園 南平野第五公園外１０公園遊具設置工事
さいたま市北部都市・公園管理事務
所管内

遊具設置工11基 約5.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

2
都市局北部都市・公園管理
事務所管理課

一般競争 造園 遊具設置工事（その１）
さいたま市北部都市・公園管理事務
所管内

遊具設置工一式 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

3
都市局北部都市・公園管理
事務所管理課

一般競争 造園 遊具設置工事（その２）
さいたま市北部都市・公園管理事務
所管内

遊具設置工一式 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

4
都市局北部都市・公園管理
事務所管理課

一般競争 造園 遊具設置工事（その３）
さいたま市北部都市・公園管理事務
所管内

遊具設置工一式 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

5
都市局北部都市・公園管理
事務所管理課

一般競争 造園 遊具設置工事（その４）
さいたま市北部都市・公園管理事務
所管内

遊具設置工一式 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
都市局南部都市・公園管理
事務所管理課

一般競争 造園 与野中央公園複合遊具設置工事 さいたま市中央区新中里４丁目地内 複合遊具設置1基 約6.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

2
都市局南部都市・公園管理
事務所管理課

一般競争 造園 南部管内各公園　遊具再設置工事
さいたま市南部都市・公園管理事務
所管内

遊具（滑台等）設置20基 約6.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

3
都市局南部都市・公園管理
事務所管理課

一般競争 造園 東浦和中央公園外遊具再設置工事 さいたま市緑区東浦和４丁目地内外 遊具（複合遊具等）設置4基 約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

4
都市局南部都市・公園管理
事務所管理課

一般競争 造園 荒川彩湖公園外遊具再設置工事 さいたま市南区大字堤外地内外 遊具（複合遊具等）設置4基 約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

5
都市局南部都市・公園管理
事務所管理課

一般競争 造園 根岸東児童公園外遊具再設置工事 さいたま市南区根岸２丁目地内外 遊具（複合遊具等）設置4基 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1 建設局建築部営繕課 一般競争 解体 旧岩槻消防署解体工事 さいたま市岩槻区城南１丁目
《用途》消防署所（訓練塔含む） 《延床面積》
1078.79㎡ 《構造》鉄筋コンクリート造 《階数》
地上２階建ての解体工事

約8.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

2 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 東部分団車庫建設工事 さいたま市大宮区堀の内町１丁目
《用途》車庫、詰所 《延床面積》約99㎡ 《構造》
鉄骨造 《階数》地上２階建ての建設工事

約7.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

3 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 慈恩寺第２分団車庫建替工事 さいたま市岩槻区大字表慈恩寺

【解体】《用途》車庫、詰所 《延床面積》51.5㎡
《構造》鉄骨造 《階数》地上２階建て  【建設】
《用途》車庫、詰所 《延床面積》約99㎡ 《構造》
鉄骨造 《階数》地上２階建ての建替工事

約7.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

4 建設局建築部営繕課 一般競争 解体 大宮区役所旧庁舎等解体工事 さいたま市大宮区大門町３丁目
大宮区役所旧庁舎等（本館・南館、東館、自
走式立体駐車場、事務所、倉庫・駐輪場）の解
体工事

約32.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

5 建設局建築部営繕課 一般競争 解体 市民会館うらわ解体工事 さいたま市浦和区仲町２丁目 市民会館うらわの解体工事 約20.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

6 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 大宮駅西口公衆トイレ設置工事 さいたま市大宮区錦町 大宮駅西口公衆トイレを新規に設置する工事 約6.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

7 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 （仮称）大宮東放課後児童クラブ改修工事 さいたま市大宮区堀の内町３丁目
学校施設を放課後児童クラブに改修するため
の工事

約6.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

8 建設局建築部営繕課 一般競争 解体 さいたま市六日町山の家解体工事 新潟県南魚沼市坂戸 六日町山の家の解体工事 約15.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

9 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 木崎中学校外壁改修工事 さいたま市浦和区瀬ヶ崎２丁目 木崎中学校24、25棟の外壁改修工事 約6.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

10 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立南浦和小学校便所改修工事 さいたま市南区白幡１丁目 南浦和小学校24-1棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

11 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立三室小学校便所改修工事 さいたま市緑区大字三室 三室小学校24-2棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

12 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立宮原小学校便所改修工事 さいたま市北区宮原町４丁目 宮原小学校5-1棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

13 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立道祖土小学校便所改修工事 さいたま市緑区道祖土１丁目 道祖土小学校2-2棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

14 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立海老沼小学校便所改修工事 さいたま市見沼区大字東新井 海老沼小学校1棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

15 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立馬宮西小学校便所改修工事 さいたま市西区大字飯田新田 馬宮西小学校11棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札
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16 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立大宮西小学校便所改修工事 さいたま市西区三橋５丁目 大宮西小学校1棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

17 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
さいたま市立大宮別所小学校便所改修工
事

さいたま市北区別所町 大宮別所小学校5棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

18 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立城南小学校便所改修工事 さいたま市岩槻区大字南下新井 城南小学校10-1棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

19 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立高砂小学校便所改修工事 さいたま市浦和区岸町４丁目 高砂小学校1-5棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

20 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立中尾小学校便所改修工事 さいたま市緑区大字中尾 中尾小学校1-1棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

21 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立田島小学校便所改修工事 さいたま市桜区田島１０丁目 田島小学校1-1棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

22 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立春野小学校便所改修工事 さいたま市見沼区春野１丁目 春野小学校1棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

23 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立蓮沼小学校便所改修工事 さいたま市見沼区大字蓮沼 蓮沼小学校7棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

24 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立芝川小学校便所改修工事 さいたま市大宮区天沼町２丁目 芝川小学校7棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

25 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立鈴谷小学校便所改修工事 さいたま市中央区鈴谷５丁目 鈴谷小学校1棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

26 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立太田小学校便所改修工事 さいたま市岩槻区仲町１丁目 太田小学校11-1棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

27 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立柏崎小学校便所改修工事 さいたま市岩槻区大字柏崎 柏崎小学校12-2棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

28 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立原山中学校便所改修工事 さいたま市緑区太田窪１丁目 原山中学校20-1棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

29 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立植竹中学校便所改修工事 さいたま市北区土呂町 植竹中学校8棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

30 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立土呂中学校便所改修工事 さいたま市北区見沼３丁目 土呂中学校1-1棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札
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31 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立八王子中学校便所改修工事 さいたま市中央区八王子４丁目 八王子中学校1棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

32 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
さいたま市立上大久保中学校便所改修工
事

さいたま市桜区大字上大久保 上大久保中学校3棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

33 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立内谷中学校便所改修工事 さいたま市南区内谷６丁目 内谷中学校1棟（西側）のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

34 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立日進中学校便所改修工事 さいたま市北区櫛引町２丁目 日進中学校14-1棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

35 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立大宮西中学校便所改修工事 さいたま市西区三橋６丁目 大宮西中学校18棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

36 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 大宮北中学校ブロック塀改修工事 さいたま市大宮区寿能町１丁目 大宮北中学校の校庭西側ブロック塀改修工事 約5.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

37 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
さいたま市立針ヶ谷小学校東校舎改築（建
築）工事

さいたま市浦和区領家７丁目 針ヶ谷小学校の改築工事を行う。 約8.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

38 建設局建築部営繕課 一般競争 解体
さいたま市立三橋小学校（１－１、－２・２１
棟）解体工事

さいたま市大宮区三橋２丁目 三橋小学校の解体工事を行う。 約7.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

39 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
さいたま市立三橋小学校第３校舎・給食室
棟改築（建築）工事

さいたま市大宮区三橋２丁目 三橋小学校の改築工事を行う。 約16.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

40 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 与野本町小学校外構工事 さいたま市中央区本町東３丁目 与野本町小学校の外構工事を行う。 約6.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

41 建設局建築部営繕課 一般競争 解体 旧岩槻学校給食センター解体工事 さいたま市岩槻区大字平林寺 旧岩槻学校給食センターの解体工事 約16.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

42 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
浦和南高等学校ブロック塀及び防矢ネット
改修工事

さいたま市南区６丁目 西側ブロック塀及び防矢ネット 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

43 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
大久保公民館・大久保支所エレベーター
設置工事

さいたま市桜区大字五関
大久保公民館・大久保支所のエレベーター設
置工事及び付帯改修工事を行う。

約8.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

44 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立大牧小学校便所改修工事 さいたま市緑区東浦和６丁目 1－1棟の便所の改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

45 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立城北小学校便所改修工事 さいたま市岩槻区大字岩槻 1－1棟の便所の改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札
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46 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 大砂土東小学校プール改修（建築）工事 さいたま市見沼区大和田町２丁目 プールの改修工事 約7.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

47 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 尾間木小学校外１校ブロック塀改修工事 さいたま市緑区東浦和８丁目　外 ブロック塀の改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

48 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 土合小学校外２校ブロック塀改修工事 さいたま市桜区西堀７丁目　外 ブロック塀の改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

49 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 日進小学校ブロック塀改修工事 さいたま市北区日進町２丁目 ブロック塀の改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

50 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 大砂土小学校外１校ブロック塀改修工事 さいたま市北区本郷町　外 ブロック塀の改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

51 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 岩槻小学校外２校ブロック塀改修工事 さいたま市岩槻区本町５丁目　外 ブロック塀の改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

52 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 東浦和中学校ブロック塀改修工事 さいたま市緑区大字中尾 ブロック塀の改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

53 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 美園中学校外１校ブロック塀等改修工事 さいたま市緑区大字大崎　外 ブロック塀の改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

54 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 日進中学校外１校ブロック塀改修工事 さいたま市北区櫛引町２丁目　外 ブロック塀の改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

55 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 高砂小学校外３校シュート板改修工事 さいたま市浦和区岸町４丁目　外 シュート板の改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

56 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 三室小学校外２校シュート板改修工事 さいたま市緑区大字三室 シュート板の改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

57 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 岸町小学校外３校シュート板改修工事 さいたま市浦和区岸町５丁目　外 シュート板の改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

58 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 田島小学校外２校シュート板改修工事 さいたま市桜区田島１０丁目　外 シュート板の改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

59 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 下落合小学校外２校シュート板改修工事 さいたま市中央区上落合１丁目　外 シュート板の改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

60 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 原山中学校外３校シュート板改修工事 さいたま市緑区太田窪１丁目　外 シュート板の改修工事 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札
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1 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
日進公園コミュニティセンター中規模修繕
（建築）工事

さいたま市北区日進町１丁目３１２番
地２

中規模修繕工事に伴う建築工事 約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

2 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
西与野コミュニティホール中規模修繕（建
築）工事

さいたま市中央区桜丘２丁目６番２８
号

中規模修繕工事に伴う建築工事 約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

3 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
緑のふるさとセンター中規模修繕（建築）
工事

さいたま市西区大字西新井１２４番
地

中規模修繕工事に伴う建築工事 約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

4 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
農業者総合研修施設大規模改修（建築）
工事

さいたま市見沼区大字宮ヶ谷塔７６５
番地

大規模改修工事に伴う建築工事 約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

5 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築 大宮武道館中規模修繕（建築）工事 さいたま市見沼区堀崎町１２－３６ 中規模修繕工事に伴う建築工事 約14.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

6 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
健康福祉センター西楽園中規模修繕（建
築）工事

さいたま市西区宝来６０番地１ 中規模修繕工事に伴う建築工事 約13.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

7 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築 年輪荘中規模修繕（建築）工事 さいたま市緑区大字中尾１４０４番地 中規模修繕工事に伴う建築工事 約18.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

8 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築 大砂土保育園中規模修繕（建築）工事
さいたま市北区土呂町１丁目５１番
地8

中規模修繕工事に伴う建築工事 約8.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

9 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築 五反田会館中規模修繕（建築）工事
さいたま市見沼区大字南中丸１３７０
番５号

中規模修繕工事に伴う建築工事 約6.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

10 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築 三橋児童センター中規模修繕（建築）工事 さいたま市大宮区三橋２－５９ 中規模修繕工事に伴う建築工事 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

11 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築 片柳児童センター中規模修繕（建築）工事
さいたま市見沼区大字東新井７１０
－７８

中規模修繕工事に伴う建築工事 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

12 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築 常盤公民館大規模改修（建築）工事
さいたま市浦和区常盤９丁目３０番１
号

大規模改修工事に伴う建築工事 約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

13 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築 別所公民館大規模改修（建築）工事
さいたま市南区別所５丁目２１番１３
号

大規模改修工事に伴う建築工事 約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

14 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
さいたま市立針ヶ谷小学校（１－１、－２、
－３・３・１７・１９・２７・２８・２９・３０棟）リフレッ
シュ改修（建築）工事

さいたま市浦和区領家７丁目２番１
号

針ヶ谷小学校の中規模修繕・大規模改修・長
寿命化修繕工事を行う

約24.0ヵ月 2021.11 月公告 2021.12 月入札

15 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
さいたま市立大戸小学校（２－１、－２・３－
１、－２・１４棟）リフレッシュ改修（建築）工
事

さいたま市中央区新中里１丁目６番
２８号

大戸小学校の中規模修繕工事を行う 約27.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札
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16 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
さいたま市立上落合小学校（１棟）リフレッ
シュ改修（建築）工事

さいたま市中央区上落合４丁目１４
番２４号

上落合小学校の長寿命化修繕工事を行う 約16.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

17 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
舘岩少年自然の家中規模修繕（建築）工
事

福島県南会津郡南会津町宮里 施設老朽化に伴う中規模修繕工事 約22.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

18 月公告 月入札

19 月公告 月入札

20 月公告 月入札

21 月公告 月入札

22 月公告 月入札

23 月公告 月入札

24 月公告 月入札

25 月公告 月入札

26 月公告 月入札

27 月公告 月入札

28 月公告 月入札

29 月公告 月入札

30 月公告 月入札
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1 建設局建築部設備課 一般競争 電気
西与野コミュニティホール中規模修繕（電
気設備）工事

さいたま市中央区桜丘
西与野コミュニティホール外複合施設の中規
模修繕（電気設備）工事および昇降機改修工
事

約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

2 建設局建築部設備課 一般競争 管
西与野コミュニティホール中規模修繕（機
械設備）工事

さいたま市中央区桜丘
西与野コミュニティホール外複合施設の中規
模修繕（機械設備）工事

約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

3 建設局建築部設備課 一般競争 電気
日進公園コミュニティセンター中規模修繕
（電気設備）工事

さいたま市北区日進町
日進公園コミュニティセンターの中規模修繕
（電気設備）工事

約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

4 建設局建築部設備課 一般競争 管
日進公園コミュニティセンター中規模修繕
（機械設備）工事

さいたま市北区日進町
日進公園コミュニティセンターの中規模修繕
（機械設備）工事

約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

5 建設局建築部設備課 一般競争 電気
緑のふるさとセンター中規模修繕（電気設
備）工事

さいたま市西区大字西新井
緑のふるさとセンターの中規模修繕（電気設
備）工事

約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

6 建設局建築部設備課 一般競争 管
緑のふるさとセンター中規模修繕（機械設
備）工事

さいたま市西区大字西新井
緑のふるさとセンターの中規模修繕（機械設
備）工事

約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

7 建設局建築部設備課 一般競争 電気
農業者総合研修施設大規模改修（電気設
備）工事

さいたま市見沼区大字宮ヶ谷塔
農業者総合研修施設の大規模改修（電気設
備）工事

約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

8 建設局建築部設備課 一般競争 管
農業者総合研修施設大規模改修（機械設
備）工事

さいたま市見沼区大字宮ヶ谷塔
農業者総合研修施設の大規模改修（機械設
備）工事

約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

9 建設局建築部設備課 一般競争 電気 大宮武道館中規模修繕（電気設備）工事 さいたま市見沼区堀崎町 大宮武道館の中規模修繕（電気設備）工事 約14.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

10 建設局建築部設備課 一般競争 管 大宮武道館中規模修繕（機械設備）工事 さいたま市見沼区堀崎町 大宮武道館の中規模修繕（機械設備）工事 約14.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

11 建設局建築部設備課 一般競争 電気
健康福祉センター西楽園中規模修繕（電
気設備）工事

さいたま市西区宝来
健康福祉センター西楽園の中規模修繕（電気
設備）工事

約13.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

12 建設局建築部設備課 一般競争 管
健康福祉センター西楽園中規模修繕（機
械設備）工事

さいたま市西区宝来
健康福祉センター西楽園の中規模修繕（機械
設備）工事

約13.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

13 建設局建築部設備課 一般競争 電気 年輪荘中規模修繕（電気設備）工事 さいたま市緑区大字中尾 年輪荘の中規模修繕（電気設備）工事 約18.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

14 建設局建築部設備課 一般競争 管 年輪荘中規模修繕（機械設備）工事 さいたま市緑区大字中尾 年輪荘の中規模修繕（機械設備）工事 約18.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

15 建設局建築部設備課 一般競争 電気
大砂土保育園中規模修繕（電気設備）工
事

さいたま市北区土呂町 大砂土保育園の中規模修繕(電気設備)工事 約8.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札
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16 建設局建築部設備課 一般競争 管
大砂土保育園中規模修繕（機械設備）工
事

さいたま市北区土呂町 大砂土保育園の中規模修繕(機械設備)工事 約8.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

17 建設局建築部設備課 一般競争 電気
三橋児童センター中規模修繕（電気設備）
工事

さいたま市大宮区三橋
三橋児童センターの中規模修繕(電気設備)工
事

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

18 建設局建築部設備課 一般競争 管
三橋児童センター中規模修繕（機械設備）
工事

さいたま市大宮区三橋
三橋児童センターの中規模修繕(機械設備)工
事

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

19 建設局建築部設備課 一般競争 電気
片柳児童センター中規模修繕（電気設備）
工事

さいたま市見沼区大字東新井
片柳児童センターの中規模修繕(電気設備)工
事

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

20 建設局建築部設備課 一般競争 管
片柳児童センター中規模修繕（機械設備）
工事

さいたま市見沼区大字東新井
片柳児童センターの中規模修繕(機械設備)工
事

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

21 建設局建築部設備課 一般競争 電気 五反田会館中規模修繕（電気設備）工事 さいたま市見沼区大字南中丸 五反田会館の中規模修繕（電気設備）工事 約6.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

22 建設局建築部設備課 一般競争 管 五反田会館中規模修繕（機械設備）工事 さいたま市見沼区大字南中丸 五反田会館の中規模修繕（機械設備）工事 約6.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

23 建設局建築部設備課 一般競争 電気
さいたま市立上落合小学校（１棟）リフレッ
シュ改修（電気設備）工事

さいたま市中央区上落合 上落合小学校の長寿命化修繕工事を行う。 約16.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

24 建設局建築部設備課 一般競争 管
さいたま市立上落合小学校（１棟）リフレッ
シュ改修（機械設備）工事

さいたま市中央区上落合 上落合小学校の長寿命化修繕工事を行う。 約16.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

25 建設局建築部設備課 一般競争 電気
さいたま市立針ヶ谷小学校東校舎改築（電
気設備）工事

さいたま市浦和区領家 針ヶ谷小学校の校舎改築工事を行う。 約8.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

26 建設局建築部設備課 一般競争 管
さいたま市立針ヶ谷小学校東校舎改築（機
械設備）工事

さいたま市浦和区領家 針ヶ谷小学校の校舎改築工事を行う。 約8.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

27 建設局建築部設備課 一般競争 電気
さいたま市立針ヶ谷小学校（１－１、－２、
－３・３・１７・１９・２７・２８・２９・３０棟）リフレッ
シュ改修（電気設備）工事

さいたま市浦和区領家
針ヶ谷小学校の中規模修繕・大規模改修・長
寿命化修繕工事を行う。

約24.0ヵ月 2022.2 月公告 2022.3 月入札

28 建設局建築部設備課 一般競争 管
さいたま市立針ヶ谷小学校（１－１、－２、
－３・３・１７・１９・２７・２８・２９・３０棟）リフレッ
シュ改修（機械設備）工事

さいたま市浦和区領家
針ヶ谷小学校の中規模修繕・大規模改修・長
寿命化修繕工事を行う。

約24.0ヵ月 2021.11 月公告 2021.12 月入札

29 建設局建築部設備課 一般競争 電気
さいたま市立三橋小学校第３校舎・給食室
棟改築（電気設備）工事

さいたま市大宮区三橋 三橋小学校の改築工事を行う。 約16.0ヵ月 2021.11 月公告 2021.12 月入札

30 建設局建築部設備課 一般競争 管
さいたま市立三橋小学校第３校舎・給食室
棟改築（機械設備）工事

さいたま市大宮区三橋 三橋小学校の改築工事を行う。 約16.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札
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31 建設局建築部設備課 一般競争 電気
さいたま市立大戸小学校（２－１、－２・３－
１、－２・１４棟）リフレッシュ改修（電気設
備）工事

さいたま市中央区新中里 大戸小学校の中規模修繕工事を行う。 約27.0ヵ月 2021.11 月公告 2021.12 月入札

32 建設局建築部設備課 一般競争 管
さいたま市立大戸小学校（２－１、－２・３－
１、－２・１４棟）リフレッシュ改修（機械設
備）工事

さいたま市中央区新中里 大戸小学校の中規模修繕工事を行う。 約27.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

33 建設局建築部設備課 一般競争 電気 常盤公民館大規模改修（電気設備）工事 さいたま市浦和区常盤 常盤公民館の大規模改修（電気設備）工事 約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

34 建設局建築部設備課 一般競争 管 常盤公民館大規模改修（機械設備）工事 さいたま市浦和区常盤 常盤公民館の大規模改修（機械設備）工事 約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

35 建設局建築部設備課 一般競争 電気 別所公民館大規模改修（電気設備）工事 さいたま市南区別所 別所公民館の大規模改修（電気設備）工事 約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

36 建設局建築部設備課 一般競争 管 別所公民館大規模改修（機械設備）工事 さいたま市南区別所 別所公民館の大規模改修（機械設備）工事 約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

37 建設局建築部設備課 一般競争 管 大原中学校散水設備設置工事 さいたま市浦和区大原 大原中学校の散水設備設置工事 約5.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

38 建設局建築部設備課 一般競争 管
大砂土東小学校プール改修（機械設備）
工事

さいたま市見沼区大和田町2丁目
998番地

プールの改修工事 約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

39 建設局建築部設備課 一般競争 電気
舘岩少年自然の家中規模修繕（電気設
備）工事

福島県南会津郡南会津町宮里 施設老朽化に伴う中規模修繕工事 約22.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

40 建設局建築部設備課 一般競争 管
舘岩少年自然の家中規模修繕（機械設
備）工事

福島県南会津郡南会津町宮里 施設老朽化に伴う中規模修繕工事 約22.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

41 月公告 月入札

42 月公告 月入札

43 月公告 月入札

44 月公告 月入札

45 月公告 月入札
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1
建設局下水道部下水道維持
管理課

指名競争
機械器具設

置
岩槻第一中継ポンプ場　汚水ポンプ更新
工事

さいたま市岩槻区原町地内 汚水ポンプ交換　1基 約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

2
建設局下水道部下水道維持
管理課

一般競争
機械器具設

置
大和田ポンプ場汚水ポンプ更新工事

さいたま市見沼区大和田町１丁目地
内

汚水ポンプ交換　1基 約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

3
建設局下水道部下水道維持
管理課

指名競争 電気 マンホールポンプ監視システム更新工事 さいたま市浦和区常盤６丁目地内 マンホールポンプ監視システム更新　1組 約3.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

4
建設局下水道部下水道維持
管理課

一般競争 電気
沼影ポンプ場外流入渠水位監視機能追加
工事

さいたま市南区沼影２丁目地内外 流入渠用水位計増設　2組 約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

5
建設局下水道部下水道維持
管理課

一般競争 電気 マンホールポンプ制御盤更新工事 さいたま市緑区大字中尾地内外 マンホールポンプ制御盤更新　5箇所 約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

6
建設局下水道部下水道維持
管理課

指名競争 電気 ポンプ場監視システム更新工事 さいたま市浦和区常盤６丁目地内 ポンプ場監視システム更新　1組 約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

7
建設局下水道部下水道維持
管理課

一般競争
機械器具設

置
松本ポンプ設備更新工事 さいたま市南区松本４丁目地内 ポンプ交換　1基 約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

8
建設局下水道部下水道維持
管理課

一般競争 電気 吉敷雨水調整池直流電源盤更新工事 さいたま市大宮区吉敷町４丁目地内 直流電源盤更新　1面 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 道路整備工事（一般県道大野島越谷線） さいたま市岩槻区大字大森地内
延長150ｍ　幅員7.0ｍ　舗装工　擁壁工　防護
柵工

約7.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

2
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 暮らしの道路整備工事（市道１１５１９号線） さいたま市見沼区堀崎町地内
延長250ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺Ｕ型側
溝

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

3
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
暮らしの道路整備工事（市道３１４１３号線
外３路線）

さいたま市西区大字高木地内
延長520ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺Ｕ型側
溝

約9.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

4
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 暮らしの道路整備工事（市道３１２８５号線） さいたま市西区大字西新井地内
延長245ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺Ｕ型側
溝

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

5
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木 暮らしの道路整備工事（市道４０２４５号線） さいたま市西区大字水判土地内 延長70ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺Ｕ型側溝 約5.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

6
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 暮らしの道路整備工事（市道２０８０８号線） さいたま市見沼区大字東新井地内
延長100ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺Ｕ型側
溝

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

7
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木 暮らしの道路整備工事（市道４０７５３号線） さいたま市西区大字指扇地内 延長70ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺Ｕ型側溝 約5.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

8
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 暮らしの道路整備工事（市道６２２５号線） さいたま市岩槻区大字黒谷地内
延長200ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺Ｕ型側
溝

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

9
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 暮らしの道路整備工事（市道２１５４０号線） さいたま市見沼区大字東門前地内
延長100ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺Ｕ型側
溝

約6.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

10
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 暮らしの道路整備工事（市道５０９５号線） さいたま市岩槻区大字長宮地内
延長120ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺Ｕ型側
溝

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

11
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木 暮らしの道路整備工事（市道４１３６９号線） さいたま市西区大字飯田新田地内 延長35ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺Ｕ型側溝 約6.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

12
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木 暮らしの道路整備工事（市道２０７９５号線） さいたま市見沼区大字御蔵地内 延長70ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺Ｕ型側溝 約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

13
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木 暮らしの道路整備工事（市道３２２１１号線） さいたま市西区大字西遊馬地内 延長60ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺Ｕ型側溝 約6.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

14
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
暮らしの道路整備工事（市道３１７８９号線
外３路線）

さいたま市西区大字指扇地内
延長320ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺Ｕ型側
溝

約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

15
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 暮らしの道路整備工事（市道１２３８号線）
さいたま市岩槻区大字表慈恩寺地
内

延長150ｍ　幅員4.0～5.0ｍ　舗装工　長尺Ｕ
型側溝

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

35
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16
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
暮らしの道路整備工事（北建道安単契Ｒ３
‐１）

さいたま市北部建設事務所管内 単価契約による道路整備工事一式 約10.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

17
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木 橋梁修繕工事（北建道安単契Ｒ４－１） さいたま市北部建設事務所管内 単価契約による橋梁修繕工事 約7.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

18
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 加茂川橋耐震補強工事 さいたま市西区三橋５丁目地内外 耐震補強　仮設工 約12.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

19
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 学校橋橋梁拡幅工事（その４） さいたま市西区植田谷本地内外 ＲＣ橋台（右岸側） 約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

20
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 新曲輪橋補修工事（その１） さいたま市岩槻区城町２丁目地内
伸縮継手　ひび割れ補修　断面修復　塗替塗
装

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

21
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 上戸井橋補修工事（日光方面）
さいたま市岩槻区大字笹久保新田
地内外

伸縮継手　ひび割れ補修　断面修復　塗替塗
装

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

22
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 舗装 砂本郷跨線道路橋補修工事 さいたま市北区本郷町地内 舗装工　橋面防水 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

23
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 大宮駅西口デッキ補修工事（その４） さいたま市大宮区錦町地内
塗替塗装　化粧パネル取替　根巻補修　防食
防止

約9.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

24
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 塗装 東町歩道橋補修工事 さいたま市大宮区東町１丁目地内 塗替塗装　防食防止 約6.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

25
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 田原橋架け替え工事
さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎地内
外

切り回し道路　下部工　基礎杭 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

26
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木 橋梁修繕工事（北建道安単契Ｒ３－２） さいたま市北部建設事務所管内 単価契約による橋梁修繕工事 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

27
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
無名橋（１０８３、１０８４、１０８５、１０８６）補
修工事

さいたま市見沼区大和田町２丁目地
内外

断面修復　ひび割れ補修　橋面防水　剥落防
止

約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

28
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 舘岩少年自然の家法面改修工事
福島県南会津郡南会津町宮里字向
山地内

落石防護ネット 約5.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

29
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 耐震性防火水そう設置工事（佐知川公園） さいたま市西区大字佐知川地内 耐震性貯留槽100m3設置 約6.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

30
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
既存防火水そう長寿命化工事（見沼区堀
崎町地内外１か所）

さいたま市見沼区堀崎町地内外 既存防火水そう改築 約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

36
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31
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
電線共同溝整備工事（主要地方道さいた
ま春日部線・Ｒ３堀の内町工区）

さいたま市大宮区堀の内町２丁目地
内外

延長200m　電線共同溝（両側） 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

32
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
電線共同溝整備工事（市道２２５７４号線・
Ｒ３）

さいたま市大宮区北袋町１丁目 延長170m　電線共同溝（片側） 約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

33
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
電線共同溝整備工事（一般県道鴻巣桶川
さいたま線・Ｒ３北袋町工区）

さいたま市大宮区北袋町１丁目 延長180m　電線共同溝（片側） 約7.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

34
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 塗装
ゾーン３０対策工事（大宮区櫛引町１丁目
外地区）

さいたま市大宮区櫛引町１丁目地内 工事面積26ha　区画線工１式 約3.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

35
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 塗装
ゾーン３０対策工事（岩槻区大字岩槻外地
区）

さいたま市岩槻区大字岩槻地内外 工事面積133ha　区画線工１式 約5.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

36
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 塗装
自転車通行環境整備工事（市道イワ１１０
号線外２路線）

さいたま市岩槻区大字岩槻地内外 延長4500ｍ 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

37
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 塗装
自転車通行環境整備工事（主要地方道川
口上尾線外２路線）

さいたま市北区吉野町２丁目地内外 延長4500ｍ 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

38
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 塗装
自転車通行環境整備工事（市道１０７５７線
外６路線）

さいたま市北区吉野町１丁目地内外 延長3000ｍ 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

39
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 塗装
自転車通行環境整備工事（市道３２７９４号
線外３路線）

さいたま市西区西大宮３丁目地内外 延長3000ｍ 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

40
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
歩道整備工事（一般国道１２２号・Ｒ３西町
工区）

さいたま市岩槻区西町３丁目地内外 延長200ｍ　歩道整備（新設） 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

41
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
歩道整備工事（一般国道１２２号・Ｒ３加倉
工区）

さいたま市岩槻区加倉４丁目地内 延長160m　歩道整備（新設） 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

42
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
歩道整備工事（主要地方道川口上尾線・Ｒ
３土呂町工区）

さいたま市北区土呂町２丁目地内外 延長130m　歩道整備（改良） 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

43
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
歩道整備工事（主要地方道さいたま鴻巣
線）

さいたま市西区大字指扇領辻 延長50ｍ　歩道整備（新設） 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

44
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 歩道整備工事（一般県道上野さいたま線） さいたま市西区宮前町地内 延長250ｍ　歩道整備（新設） 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

45
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木 歩道整備工事（市道イワ１１５号線） さいたま市岩槻区大字加倉地内 延長100ｍ　歩道整備（新設） 約5.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

37



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

46
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
歩道整備工事（主要地方道さいたま春日
部線・桜木町工区）

さいたま市大宮区桜木町４丁目外 延長218ｍ　道路照明（新設） 約5.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

47
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
歩道整備工事（主要地方道さいたま春日
部線・東町工区）

さいたま市大宮区東町２丁目地内外 延長280ｍ　歩道整備（改良） 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

48
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木 歩道整備工事（土呂駅東口駅前広場） さいたま市北区土呂町２丁目地内 歩道整備（改良） 約3.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

49
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
交通安全施設整備工事（北建道安単契Ｒ
４－１）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西区）

単価契約による交通安全施設整備工事一式 約7.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

50
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
交通安全施設整備工事（北建道安単契Ｒ
４－２）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に北区）

単価契約による交通安全施設整備工事一式 約7.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

51
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
交通安全施設整備工事（北建道安単契Ｒ
４－３）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に大宮区）

単価契約による交通安全施設整備工事一式 約7.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

52
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
交通安全施設整備工事（北建道安単契Ｒ
４－４）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に見沼区）

単価契約による交通安全施設整備工事一式 約7.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

53
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
交通安全施設整備工事（北建道安単契Ｒ
４－５）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に岩槻区）

単価契約による交通安全施設整備工事一式 約7.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

54
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
交通安全施設整備工事（北建道安単契Ｒ
３－６）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西区）

単価契約による交通安全施設整備工事一式 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

55
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
交通安全施設整備工事（北建道安単契Ｒ
３－７）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に北区）

単価契約による交通安全施設整備工事一式 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

56
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
交通安全施設整備工事（北建道安単契Ｒ
３－８）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に大宮区）

単価契約による交通安全施設整備工事一式 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

57
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
交通安全施設整備工事（北建道安単契Ｒ
３－９）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に見沼区）

単価契約による交通安全施設整備工事一式 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

58
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
交通安全施設整備工事（北建道安単契Ｒ
３－１０）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に岩槻区）

単価契約による交通安全施設整備工事一式 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

59
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
事故危険箇所等安全対策工事（北建道安
単契Ｒ３－１）

さいたま市北部建設事務所管内
単価契約による事故危険箇所等安全対策工
事一式

約10.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

60
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
交通安全対策緊急工事（北建道安単契Ｒ
３－１）

さいたま市北部建設事務所管内 単価契約による交通安全施設整備工事一式 約10.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札
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61
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
事業用地管理工事（北建道安単契Ｒ４－
１）

さいたま市北部建設事務所管内 単価契約による事業用地管理工事一式 約7.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

62 月公告 月入札

63 月公告 月入札

64 月公告 月入札

65 月公告 月入札

66 月公告 月入札

67 月公告 月入札

68 月公告 月入札

69 月公告 月入札

70 月公告 月入札

71 月公告 月入札

72 月公告 月入札

73 月公告 月入札

74 月公告 月入札

75 月公告 月入札
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1
建設局北部建設事務所道路
建設課

指名競争 舗装
御蔵中央通り線３工区事業用地舗装工事
（Ｒ３）

さいたま市見沼区大字御蔵地内 事業用地舗装工事　Ａ＝600㎡ 約2.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

2
建設局北部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
一般国道１２２号蓮田岩槻バイパス加倉南
工区道路改良工事

さいたま市岩槻区加倉３丁目地内
道路改良工事　Ｌ＝210ｍ　　ボックスカルバー
ト工　Ｌ＝110ｍ

約10.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

3
建設局北部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
一般国道１２２号蓮田岩槻バイパス加倉工
区沿道整備工事

さいたま市岩槻区加倉２丁目地内 道路改良工事　Ｌ＝220ｍ　Ｗ＝7～22ｍ 約9.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

4
建設局北部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
一般国道１２２号蓮田岩槻バイパス並木工
区道路改良工事

さいたま市岩槻区並木１丁目地内外 道路改良工事　Ｌ＝470ｍ　Ｗ＝12～20ｍ 約18.0ヵ月 2021.11 月公告 2021.12 月入札

5
建設局北部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
一般国道１２２号蓮田岩槻バイパス平林寺
工区道路改良工事（Ｒ３）

さいたま市岩槻区大字平林寺地内 道路改良工事　Ｌ＝90ｍ　Ｗ＝11.25ｍ 約9.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

6
建設局北部建設事務所道路
建設課

指名競争 土木
一般国道１２２号蓮田岩槻バイパス事業用
地維持管理工事（北部単契Ｒ３－１）

さいたま市岩槻区地内
単価契約による道路事業用地維持管理工事
一式

約5.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

7
建設局北部建設事務所道路
建設課

指名競争 土木
一般国道１２２号蓮田岩槻バイパス事業用
地維持管理工事（北部単契Ｒ３－２）

さいたま市岩槻区地内
単価契約による道路事業用地維持管理工事
一式

約5.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

8
建設局北部建設事務所道路
建設課

一般競争 舗装
主要地方道さいたま春日部線岩槻橋事業
用地舗装工事（Ｒ３）

さいたま市岩槻区太田２丁目地内 事業用地舗装工事　Ａ＝1600㎡ 約2.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

9
建設局北部建設事務所道路
建設課

指名競争 土木
道路事業用地維持管理工事（北部単契Ｒ
３－１）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西側区域）

単価契約による道路事業用地維持管理工事
一式

約5.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

10
建設局北部建設事務所道路
建設課

指名競争 土木
道路事業用地維持管理工事（北部単契Ｒ
３－２）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に東側区域）

単価契約による道路事業用地維持管理工事
一式

約5.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

11
建設局北部建設事務所道路
建設課

指名競争 土木
道路事業用地維持管理工事（北部単契Ｒ
３－３）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西側区域）

単価契約による道路事業用地維持管理工事
一式

約5.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

12
建設局北部建設事務所道路
建設課

指名競争 土木
道路事業用地維持管理工事（北部単契Ｒ
３－４）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に東側区域）

単価契約による道路事業用地維持管理工事
一式

約5.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

13
建設局北部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
岩槻駅西口駅前通り線街路整備工事（Ｒ
３）

さいたま市岩槻区西町２丁目地内 街路整備工事一式 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

14
建設局北部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
岩槻中央通り線市宿工区街路整備工事
（Ｒ３）

さいたま市岩槻区本町２丁目地内 歩道整備一式　電線共同溝一式 約9.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

15
建設局北部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
大宮岩槻線芝川工区下部工築造工事（Ｒ
３）

さいたま市大宮区堀の内町２丁目地
内外

橋梁下部工　1基　仮橋工　1基　迂回路築造
工事　200ｍ

約15.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札
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16
建設局北部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
産業道路天沼工区街路築造工事（Ｒ３－
１）

さいたま市大宮区天沼町２丁目地内
外

地盤改良工一式　雨水貯留一式　Ｌ=99ｍ　Ｗ
＝25ｍ

約15.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

17
建設局北部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
産業道路天沼工区街路築造工事（Ｒ３－
２）

さいたま市大宮区天沼町２丁目地内
外

街路築造工　1式　雨水貯留　1式　Ｌ＝154ｍ
Ｗ＝25ｍ

約15.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

18
建設局北部建設事務所道路
建設課

一般競争 舗装 産業道路天沼２工区事業用地舗装工事
さいたま市大宮区天沼町１丁目地内
外

事業用地舗装一式 約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

19
建設局北部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木 南大通東線天沼工区街路築造工事（Ｒ３） さいたま市大宮区天沼町２丁目地内
街路築造工　1式　雨水貯留　1式　　Ｌ＝155
ｍ　Ｗ＝25ｍ

約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

20
建設局北部建設事務所道路
建設課

指名競争 土木
街路事業用地維持管理工事（北部単契Ｒ
３‐１）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西側区域）

単価契約による街路事業用地舗装修繕工事
一式

約6.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

21
建設局北部建設事務所道路
建設課

指名競争 土木
街路事業用地維持管理工事（北部単契Ｒ
３－２）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に東側区域）

単価契約による街路事業用地舗装修繕工事
一式

約6.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

22
建設局北部建設事務所道路
建設課

指名競争 土木
街路事業用地維持管理工事（北部単契Ｒ
３－３）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西側区域）

単価契約による街路事業用地舗装修繕工事
一式

約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.7 月入札

23
建設局北部建設事務所道路
建設課

指名競争 土木
街路事業用地維持管理工事（北部単契Ｒ
３－４）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に東側区域）

単価契約による街路事業用地舗装修繕工事1
式

約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.7 月入札

24
建設局北部建設事務所道路
建設課

指名競争 舗装 大間木丸ケ崎線事業用地舗装工事（Ｒ３） さいたま市見沼区大字片柳地内 事業用地舗装一式 約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

25 月公告 月入札

26 月公告 月入札

27 月公告 月入札

28 月公告 月入札

29 月公告 月入札

30 月公告 月入札
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1
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道３１７１４号線） さいたま市西区三橋６丁目地内
切削オーバーレイ　延長300m　幅員15m　表
層・基層490㎡

約4.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

2
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
道路修繕工事（Ｒ３主要地方道さいたま鴻
巣線）

さいたま市西区大字島根地内
切削オーバーレイ　延長200m　幅員7.0m　表
層1400㎡

約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

3
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
道路修繕工事（Ｒ３主要地方道川口上尾
線外）

さいたま市北区吉野町２丁目地内
切削オーバーレイ　延長430m　幅員8.0m　表
層・基層3440㎡

約4.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

4
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道３０１８３号線） さいたま市北区大成町４丁目地内
切削オーバーレイ　延長250m　幅員6.0m　表
層・基層1500㎡

約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

5
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道３００２３号線） さいたま市北区日進町１丁目地内外
切削オーバーレイ　延長390m　幅員10.5m　表
層4100㎡

約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

6
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道１０９２８号線） さいたま市北区本郷町地内 舗装工　延長270m　幅員4.0m　表層1080㎡ 約4.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

7
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３大宮駅東口広場） さいたま市大宮区大門町１丁目地内
切削オーバーレイ　大宮駅前東口広場　表
層・基層1500㎡

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

8
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道２００８１号線）
さいたま市大宮区浅間町２丁目地内
外

切削オーバーレイ　延長300m　幅員15.0m　表
層4500㎡

約5.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

9
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道２００４５号線）
さいたま市大宮区大門町１丁目地内
外

舗装工　延長120m　幅員1.7～1.9m　表層220
㎡

約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

10
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道１２１０３号線外） さいたま市見沼区深作２丁目地内外
舗装工　延長420m　幅員8.5m　表層・基層
3570㎡

約5.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

11
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
道路修繕工事（Ｒ３主要地方道さいたま春
日部線）

さいたま市見沼区大和田町１丁目地
内

切削オーバーレイ　延長280m　幅員7.0m　表
層1960㎡

約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

12
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
道路修繕工事（Ｒ３主要地方道さいたま菖
蒲線）

さいたま市見沼区大和田町１丁目地
内

切削オーバーレイ　延長250m　幅員6.5m　表
層・基層1630㎡

約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

13
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
道路修繕工事（Ｒ３主要地方道さいたま春
日部線）その２

さいたま市見沼区蓮沼地内外 側溝蓋交換工　延長550m 約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

14
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
道路修繕工事（Ｒ３一般県道東門前蓮田
線）

さいたま市見沼区大字風渡野地内 側溝蓋交換工　延長640m 約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

15
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（Ｒ３市道１１０５０号線外） さいたま市見沼区東大宮５丁目地内
舗装工　長尺Ｕ形側溝工　延長60m　幅員
4.0m

約4.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札
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16
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道１２０２０号線） さいたま市見沼区深作３丁目地内
切削オーバーレイ　延長200　幅員7.0m　表層
1400㎡

約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

17
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道１０４３８号線）
さいたま市見沼区大和田町１丁目地
内外

切削オーバーレイ　延長600　幅員6.5m　表層
3600㎡

約4.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

18
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道１１４２０号線）
さいたま市見沼区大和田町１丁目地
内外

切削オーバーレイ　延長700　幅員6.5m　表層
4600㎡

約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

19
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道２１８８５号線）
さいたま市見沼区大字片柳１丁目地
内

舗装工　延長160　幅員6.0m　960㎡ 約4.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

20
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
道路修繕工事（Ｒ３一般県道蒲生岩槻線）
その１

さいたま市岩槻区大字釣上地内外
切削オーバーレイ　延長460m　幅員6.5m　表
層・基層2990㎡

約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

21
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道１３４５号線） さいたま市岩槻区上野１丁目地内外
舗装工　延長250m　幅員6.0m　表層・路盤改
良1500㎡

約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

22
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道イワ１１４号線） さいたま市岩槻区大字柏崎地内
切削オーバーレイ　延長500m　幅員6.5m　表
層・基層3250㎡

約4.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

23
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道イワ１２３号線） さいたま市岩槻区大字末田地内 舗装工　延長410m　幅員6.0m　表層2500㎡ 約4.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

24
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道イワ２０２号線）
さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺地
内

舗装工　延長250m　幅員4.9m　表層・路盤改
良1200㎡

約4.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

25
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
道路修繕工事（Ｒ３一般県道蒲生岩槻線）
その２

さいたま市岩槻区仲町１丁目地内外
切削オーバーレイ　延長430m　幅員9.0m　表
層・基層3870㎡

約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

26
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
道路修繕工事（Ｒ３一般県道新方須賀さい
たま線）

さいたま市岩槻区大字黒谷地内外
切削オーバーレイ　延長340m　幅員6.0m　表
層・基層2040㎡

約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

27
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（北部単契Ｒ４－１－１）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に１の地区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

28
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（北部単契Ｒ４－２－１）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に２の地区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

29
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（北部単契Ｒ４－３－１）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に３の地区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

30
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（北部単契Ｒ４－４－１）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に４の地区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札
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31
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（北部単契Ｒ４－５－１）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に５の地区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

32
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（北部単契Ｒ４－６－１）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に６の地区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

33
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（北部単契Ｒ３－１－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に１の地区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

34
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（北部単契Ｒ３－２－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に２の地区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

35
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（北部単契Ｒ３－３－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に３の地区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

36
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（北部単契Ｒ３－４－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に４の地区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

37
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（北部単契Ｒ３－５－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に５の地区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

38
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（北部単契Ｒ３－６－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に６の地区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

39
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 狭あい道路拡幅工事（北部単契Ｒ３東）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に東の地区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約12.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

40
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 狭あい道路拡幅工事（北部単契Ｒ３西）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に西の地区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約12.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

41
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 電気 水銀灯灯具交換工事（北部単契Ｒ３－１）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に東側）

単価契約による灯具修繕工事一式 約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

42
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 電気 水銀灯灯具交換工事（北部単契Ｒ３－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に西側）

単価契約による灯具修繕工事一式 約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

43
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木
道路修繕工事（スマイルロード北部単契Ｒ
３－１）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約12.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

44
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木
道路修繕工事（スマイルロード北部単契Ｒ
２－２）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に北区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約12.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

45
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木
道路修繕工事（スマイルロード北部単契Ｒ
３－３）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に大宮区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約12.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札
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46
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木
道路修繕工事（スマイルロード北部単契Ｒ
３－４）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に見沼区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約12.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

47
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木
道路修繕工事（スマイルロード北部単契Ｒ
３－５）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に岩槻区）

単価契約による舗装修繕工事一式 約12.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

48
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道４１３０７
号線外）

さいたま市西区湯木町１丁目地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長220m　幅員
5.0m

約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

49
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道３２１２３
号線外）

さいたま市西区大字中釘地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長165m　幅員
4.5m～6.0m

約6.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

50
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道４０５３３
号線）

さいたま市西区大字島根地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長142m　幅員
4.0m

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

51
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３主要地方道さ
いたま鴻巣線）

さいたま市西区大字飯田地内
切削オーバーレイ　長尺U型側溝工　延長
132m　幅員10.5m　表層1380㎡

約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

52
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道３１１３６
号線外）

さいたま市西区大字内野本郷地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長266m　幅員
4.0・6.7m

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

53
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道３０３６８
号線）

さいたま市北区宮原町４丁目地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長400m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

54
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道３０４９４
号線外）

さいたま市北区吉野町２丁目地内外
舗装工　長尺U型側溝工　延長310m　幅員
6.0・8.0m

約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

55
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１０４８４
号線外）

さいたま市北区盆栽町地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長185m　幅員
4.0・6.0m

約5.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

56
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道３０５２５
号線外）

さいたま市北区別所町地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長350m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

57
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１２４６９
号線）

さいたま市北区見沼２丁目地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長270m　幅員
6.5m

約5.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

58
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１０５５７
号線）

さいたま市北区本郷町地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長100m　幅員
4.0m

約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

59
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１０８４２
号線）

さいたま市北区吉野町２丁目地内 舗装工　延長200m　幅員6.0m　表層1200㎡ 約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

60
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１０７４９
号線）

さいたま市北区宮原町４丁目地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長135m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札
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61
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道３０８５０
号線外）

さいたま市北区日進町１丁目地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長115m　幅員
6.7m

約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

62
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道３０６９７
号線外）

さいたま市北区奈良町地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長200m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

63
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道４０１８６
号線外）

さいたま市大宮区三橋２丁目地内
舗装工　長尺Ｕ形側溝工　延長180m　幅員
4.5～6.4m

約5.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

64
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道２００６６
号線）

さいたま市大宮区東町２丁目地内
切削オーバーレイ　延長320m　幅員4.0m　表
層・基層1280㎡

約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

65
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１２２５２
号線）

さいたま市見沼区深作５丁目地内
舗装工　長尺Ｕ形側溝工　延長150m　幅員
8.0m

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

66
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１１１４８
号線外）

さいたま市見沼区堀崎町地内
舗装工　側溝蓋交換工　延長900m　幅員4.0
～8.0m

約5.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

67
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道２２０７０
号線外）

さいたま市見沼区大字片柳地内外
舗装工　延長170m　幅員4.0m　表層・基層680
㎡

約5.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

68
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道２２３１８
号線）

さいたま市見沼区大字大谷地内
舗装工　長尺Ｕ形側溝工　延長65m　幅員
4.0m

約5.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

69
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１１０９９
号線外）

さいたま市見沼区東大宮５丁目地内
地内外

舗装工　長尺Ｕ形側溝工　延長366m　幅員
6.0～8.0m

約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

70
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１１７４９
号線）

さいたま市見沼区東大宮６丁目地内
外

舗装工　長尺Ｕ形側溝工　延長120m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

71
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１１７３０
号線外）

さいたま市見沼区東大宮６丁目地内
舗装工　長尺Ｕ形側溝工　延長180m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

72
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１１０３３
号線）

さいたま市見沼区東大宮５丁目地内
舗装工　長尺Ｕ形側溝工　延長90m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

73
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１２４１８
号線外）

さいたま市見沼区東大宮７丁目地内
舗装工　長尺Ｕ形側溝工　延長285m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

74
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１１０１８
号線外）

さいたま市見沼区東大宮１丁目地内
舗装工　長尺Ｕ形側溝工　延長290m　幅員
4.0～6.0m

約5.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

75
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１０５０４
号線外）

さいたま市見沼区東大宮１丁目地内
舗装工　長尺Ｕ形側溝工　延長240m　幅員
4.0・6.0m

約5.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札
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76
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１１０６８
号線外）

さいたま市見沼区東大宮４丁目地内
舗装工　長尺Ｕ形側溝工　延長255m　幅員
4.0・6.0・8.0m

約5.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

77
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１２３６６
号線外）

さいたま市見沼区東大宮１丁目地内
舗装工　長尺Ｕ形側溝工　延長510m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

78
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１２０３５
号線外）

さいたま市見沼区深作２丁目地内外
舗装工　長尺Ｕ形側溝工　延長495m　幅員
4.0～6.0m

約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

79
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１１７９５
号線）

さいたま市見沼区深作３丁目地内
舗装工　長尺Ｕ形側溝工　延長120m　幅員
4.0m

約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

80
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１２７８０
号線外）

さいたま市見沼区島町１丁目地内外
切削オーバーレイ　延長120m　幅員9.0m　表
層・基層1080㎡

約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

81
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１２２００
号線）

さいたま市見沼区宮ケ谷塔４丁目地
内

舗装工　延長340m　幅員5.2m　表層・基層
1770㎡

約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

82
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１５２０号
線外）

さいたま市岩槻区大字徳力地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長450m　幅員
6.0m

約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

83
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ２３１
線）

さいたま市岩槻区大字黒谷地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長230m　幅員
7.0m

約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

84
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ１１５
線）

さいたま市岩槻区大字笹久保新田
地内外

舗装工　長尺U型側溝工　延長460m　幅員5.0
～6.0m

約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

85
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ２４８
線）

さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長325m　幅員
6.0m

約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

86
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ１０１
線）

さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺地
内

舗装工　長尺U型側溝工　延長240m　幅員
8.0m

約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

87
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１３６０号
線外）

さいたま市岩槻区大字上野地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長605m　幅員
6.0m

約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

88
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ１０６
号線）

さいたま市岩槻区大字古ヶ場１丁目
地内外

切削オーバーレイ　延長400m　幅員7.5m　表
層・基層3000㎡

約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

89
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ２４７
号線）

さいたま市岩槻区大字高曽根地内
外

切削オーバーレイ　延長390m　幅員7.5m　表
層2930㎡

約4.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

90
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ２２６
号線）

さいたま市岩槻区大字横根地内外
舗装工　長尺U型側溝工　延長250m　幅員4.5
～6.0m

約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札
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91
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ２３０
号線外）

さいたま市岩槻区大字浮谷地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長260m　幅員
6.0m

約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

92
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ２１０
号線）

さいたま市岩槻区大字馬込地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長210m　幅員5.8
～6.0m

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

93
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道５１８９号
線外）

さいたま市岩槻区大字新方須賀地
内

舗装工　延長870m　幅員6.0m　表層5220㎡ 約4.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

94
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道２６１８号
線外）

さいたま市岩槻区加倉１丁目地内外
切削オーバーレイ　延長510m　幅員5.3～
7.2m　舗装工　長尺U型側溝工　延長100m
幅員4.0～5.1m

約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

95
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道３５６２号
線外）

さいたま市岩槻区大字浮谷地内
舗装工（歩道）　延長360m×2　幅員1.7～
2.8m　表層1620㎡

約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

96
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道５２５１号
線）

さいたま市岩槻区大字長宮地内
舗装工　長尺U型側溝工（片側）　延長68m
幅員8.8m

約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

97
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道２７０３号
線外）

さいたま市岩槻区大字金重地内外
舗装工　長尺U型側溝工　延長470m　幅員
6.0・7.0m

約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

98
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１１２１号
線）

さいたま市岩槻区大字相野原地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長82m　幅員4.0
～5.9m

約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

99
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ２１３
号線）

さいたま市岩槻区大字掛地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長190m　幅員
9.5m

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

100
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ２３７
号線）

さいたま市岩槻区大字長宮地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長350m　幅員
6.3m

約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

101
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１２０６号
線外）

さいたま市岩槻区大字小溝地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長470m　幅員
4.9m～7.0m

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

102
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道４２４９号
線）

さいたま市岩槻区大字南下新井地
内

舗装工　長尺U型側溝工　延長310m　幅員
7.0m

約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

103
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ２１２
号線）

さいたま市岩槻区大字掛地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長300m　幅員
6.0m

約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

104
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道４３５９号
線外）

さいたま市岩槻区大字黒谷地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長285m　幅員
6.0m

約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

105
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ１１８
号線）

さいたま市岩槻区大字南下新井地
内

切削オーバーレイ　延長600m　幅員7.0～
7.5m　表層・基層4200㎡

約5.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札
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106
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ１０９
号線）

さいたま市岩槻区西町５丁目地内外
切削オーバーレイ　延長400m　幅員8.0m　表
層・基層3200㎡

約5.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

107
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ１２０
号線）

さいたま市岩槻区大字大谷地内外
舗装工　長尺U型側溝工　延長595m　幅員6.0
～8.1m

約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

108
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道２７０４
線）

さいたま市岩槻区大字本宿地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長210m　幅員
6.0m

約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

109
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道３０９０号
線）

さいたま市岩槻区大字柏崎地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長270m　幅員
6.0m

約6.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

110 月公告 月入札

111 月公告 月入札

112 月公告 月入札

113 月公告 月入札

114 月公告 月入札

115 月公告 月入札

116 月公告 月入札

117 月公告 月入札

118 月公告 月入札

119 月公告 月入札

120 月公告 月入札
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1
建設局北部建設事務所河川
整備課

指名競争 土木
河川緊急補修工事（北河単契Ｒ３－西－
１）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西部）

単価契約による河川緊急補修工事一式 約6.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

2
建設局北部建設事務所河川
整備課

指名競争 土木
河川緊急補修工事（北河単契Ｒ３－中央
－１）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に中央部）

単価契約による河川緊急補修工事一式 約6.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

3
建設局北部建設事務所河川
整備課

指名競争 土木
河川緊急補修工事（北河単契Ｒ３－東－
１）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に東部）

単価契約による河川緊急補修工事一式 約6.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

4
建設局北部建設事務所河川
整備課

指名競争 土木
河川緊急補修工事（北河単契Ｒ３－西－
２）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西部）

単価契約による河川緊急補修工事一式 約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

5
建設局北部建設事務所河川
整備課

指名競争 土木
河川緊急補修工事（北河単契Ｒ３－中央
－２）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に中央部）

単価契約による河川緊急補修工事一式 約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

6
建設局北部建設事務所河川
整備課

指名競争 土木
河川緊急補修工事（北河単契Ｒ３－東－
２）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に東部）

単価契約による河川緊急補修工事一式 約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

7
建設局北部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木 徳力排水路床版架替工事（北河Ｒ３） さいたま市岩槻区大字小溝地内 水路床版撤去・設置工 約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

8
建設局北部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木 準用河川新川改修工事（北河Ｒ３） さいたま市西区大字佐知川地内 橋梁下部工　１式 約10.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

9
建設局北部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木 準用河川黒谷川改修工事（北河Ｒ３）
さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎新田
地内外

かごマット工：950m2 約10.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

10
建設局北部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木 普通河川宝来川改修工事（北河Ｒ３） さいたま市西区大字宝来地内 ボックス水路工　延長100m 約11.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

11
建設局北部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木 浮谷地内排水路改修工事（北河Ｒ３） さいたま市岩槻区大字浮谷地内 U型水路工　延長80ｍ 約9.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

12
建設局北部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木 馬込２号排水路改修工事（北河Ｒ３その２） さいたま市岩槻区大字馬込地内 U型水路工　延長148ｍ 約9.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

13
建設局北部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木 高台堀排水路改修工事（北河Ｒ３） さいたま市岩槻区大字掛地内外 U型水路工　延長100ｍ 約10.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

14
建設局北部建設事務所河川
整備課

指名競争 舗装 植田谷本地内排水路舗装工事（北河Ｒ３） さいたま市西区大字植田谷本地内 舗装工　延長210m 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

15
建設局北部建設事務所河川
整備課

指名競争 土木 増長地内排水路改修工事（北河Ｒ３） さいたま市岩槻区大字増長地内 U型水路工　延長120ｍ 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札
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16
建設局北部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木 黒用排水路改修工事（北河Ｒ３） さいたま市岩槻区大字黒谷地内 柵板土留設置工　延長２５０ｍ 約7.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

17
建設局北部建設事務所河川
整備課

指名競争
機械器具設

置
徳力調節池ポンプ設置工事（北河Ｒ３） さいたま市岩槻区大字徳力地内 排水ポンプ　1基 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

18
建設局北部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木 馬込２号排水路改修工事（北河Ｒ３その１） さいたま市岩槻区大字馬込地内 U型水路工　延長45ｍ 約9.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

19 月公告 月入札

20 月公告 月入札

21 月公告 月入札

22 月公告 月入札

23 月公告 月入札

24 月公告 月入札

25 月公告 月入札

26 月公告 月入札

27 月公告 月入札

28 月公告 月入札

29 月公告 月入札

30 月公告 月入札
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1
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契北管―Ｒ３―Ｓ５
５）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

2
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契北管―Ｒ３―Ｓ５
６）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に北区・大宮区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

3
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契北管―Ｒ３―Ｓ５
７）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に見沼区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

4
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契北管―Ｒ３―Ｓ５
８）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に岩槻区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

5
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契北管―Ｒ３―Ｓ５
９）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

6
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契北管―Ｒ３―Ｓ６
０）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に北区・大宮区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

7
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契北管―Ｒ３―Ｓ６
１）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に見沼区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

8
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契北管―Ｒ３―Ｓ６
２）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に岩槻区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

9
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契北管―Ｒ３―Ｓ６
３）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約4.0ヵ月 2021.11 月公告 2021.12 月入札

10
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契北管―Ｒ３―Ｓ６
４）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に北区・大宮区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約4.0ヵ月 2021.11 月公告 2021.12 月入札

11
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契北管―Ｒ３―Ｓ６
５）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に見沼区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約4.0ヵ月 2021.11 月公告 2021.12 月入札

12
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契北管―Ｒ３―Ｓ６
６）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に岩槻区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約4.0ヵ月 2021.11 月公告 2021.12 月入札

13
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契北管―Ｒ４―Ｓ５
１）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

14
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契北管―Ｒ４―Ｓ５
２）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に北区・大宮区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

15
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契北管―Ｒ４―Ｓ５
３）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に見沼区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札
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16
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契北管―Ｒ４―Ｓ５
４）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に岩槻区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

17
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道マンホール蓋安全対策工事（単契
北管－Ｒ３－Ｓ２１）

さいたま市北部建設事務所管内 単価契約によるマンホール蓋交換工事一式 約7.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

18
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道マンホール蓋安全対策工事（単契
北管－Ｒ３－Ｓ２２）

さいたま市北部建設事務所管内 単価契約によるマンホール蓋交換工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

19
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
排水路緊急補修工事（単契北管－Ｒ３－８
００４）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西）

単価契約による排水路補修工事一式 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

20
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
排水路緊急補修工事（単契北管－Ｒ３－８
００５）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に中央）

単価契約による排水路補修工事一式 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

21
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
排水路緊急補修工事（単契北管－Ｒ３－８
００６）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に東）

単価契約による排水路補修工事一式 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

22
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
排水路緊急補修工事（単契北管－Ｒ４－８
００１）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西）

単価契約による排水路補修工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

23
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
排水路緊急補修工事（単契北管－Ｒ４－８
００２）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に中央）

単価契約による排水路補修工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

24
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
排水路緊急補修工事（単契北管－Ｒ４－８
００３）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に東）

単価契約による排水路補修工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

25
建設局北部建設事務所下水
道管理課

一般競争 土木
下水道マンホール蓋安全対策工事（北管
－Ｒ３－Ｓ２３）

さいたま市西区プラザ地内 下水道マンホール蓋の交換工事 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

26 月公告 月入札

27 月公告 月入札

28 月公告 月入札

29 月公告 月入札

30 月公告 月入札
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1
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
芝川第１０－３処理分区外下水道工事（北
再－Ｒ２－４１１）

さいたま市大宮区仲町２丁目地内外
管更生φ300～500　342.0ｍ　　耐震継手φ
250～500　64箇所

約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

2
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
鴨川第２０処理分区下水道工事（北再－２
Ｈ－３０１）

さいたま市大宮区大成町３丁目地内
外

管更生φ800　603ｍ 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

3
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
芝川第８処理分区外下水道工事（北再－
Ｒ３－３００１）

さいたま市大宮区土手町３丁目地内
外

管更生φ250～700　356.7ｍ　　耐震継手φ
250～700　24箇所

約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

4
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
芝川第１０－３処理分区外下水道工事（北
再－Ｒ３－３００２）

さいたま市大宮区天沼町２丁目地内
外

管更生φ250～450　209.6ｍ　　耐震継手φ
250～450　12箇所

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

5
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
芝川第８処理分区下水道工事（北再－Ｒ３
－３００３）

さいたま市北区植竹町２丁目地内外
管更生φ250～900　777.5ｍ　　耐震継手φ
250～900　46箇所

約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

6
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
芝川第５処理分区下水道工事（北再－Ｒ３
－３００４）

さいたま市北区吉野町１丁目地内外
管更生φ250～700　428.0ｍ　　耐震継手φ
250　20箇所

約6.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

7
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
芝川第５処理分区下水道工事（北再－Ｒ３
－３００５）

さいたま市北区吉野町１丁目地内外
管更生φ300～600　214ｍ　　耐震継手φ300
～600　８箇所

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

8
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
芝川第５処理分区下水道工事（北再－Ｒ３
－３００６）

さいたま市北区吉野町２丁目地内
管更生φ300～600　191ｍ　　耐震継手φ300
～600　　8箇所

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

9
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
鴨川第１６処理分区下水道工事（北再－Ｒ
３－３００７）

さいたま市大宮区三橋１丁目地内
管更生φ200～300　687ｍ　　耐震継手φ200
～300　42箇所

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

10
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
鴨川第１８処理分区下水道工事（北再－Ｒ
３－３００８）

さいたま市大宮区三橋４丁目地内
管更生φ250　421ｍ　　耐震継手φ250　24箇
所

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

11
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
鴨川第１６処理分区下水道工事（北再－Ｒ
３－３００９）

さいたま市北区日進町２丁目地内外
管更生φ300～400　113ｍ　　耐震継手　4箇
所

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

12
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
芝川第８処理分区下水道工事（北再－Ｒ３
－３０１０）

さいたま市大宮区高鼻町２丁目地内
外

開削□1500×1500　40ｍ　　推進　68ｍ 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

13
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
芝川第５処理分区下水道工事（北再－Ｒ３
－３０１１）

さいたま市北区吉野町１丁目地内外
管きょ布設替φ250～300　58ｍ　　取付管布
設替　31箇所

約5.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

14
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
鴨川第１６処理分区外下水道工事（北再－
Ｒ３－３０１２）

さいたま市大宮区三橋１丁目地内外
管きょ布設替φ125～300　254ｍ　　取付管布
設替　42箇所

約6.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

15
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
鴨川第２１処理分区外下水道工事（北再－
Ｒ３－３０１３）

さいたま市大宮区桜木町４丁目地内
外

管きょ布設替φ300　33.2ｍ　　取付管布設替
20箇所

約5.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札
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16
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
岩槻第２処理分区外下水道工事（北再－
Ｒ３－４０１）

さいたま市岩槻区太田３丁目地内外 耐震継手φ200～800　66箇所 約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

17
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
岩槻第４処理分区下水道工事（北再－Ｒ３
－４０２）

さいたま市岩槻区南平野３丁目地内
外

耐震継手φ1100　8箇所　　管更生　306.36ｍ 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

18
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
芝川第８処理分区下水道工事（北再－Ｒ３
－４０３）

さいたま市大宮区高鼻町２丁目地内
外

管更生φ300～450　159.8ｍ　　耐震継手φ
250～600　89箇所

約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

19
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
鴨川第２３処理分区外下水道工事（北再－
Ｒ３－４０４）

さいたま市大宮区桜木町４丁目地内
外

管更生φ250　88ｍ　　耐震継手φ250～600
56箇所

約6.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

20
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
鴨川第１４処理分区外下水道工事（北再－
Ｒ３－４０５）

さいたま市大宮区三橋６丁目地内外
耐震継手φ300～800　16箇所　　管更生φ
250　41ｍ

約6.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

21
建設局北部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
鴨川第２０処理分区下水道工事（北再－Ｒ
３－４０６）

さいたま市大宮区大成町３丁目地内
外

耐震継手φ600～1650　56箇所 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

22 月公告 月入札

23 月公告 月入札

24 月公告 月入札

25 月公告 月入札

26 月公告 月入札

27 月公告 月入札

28 月公告 月入札

29 月公告 月入札

30 月公告 月入札
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建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
鴨川第１２処理分区下水道工事（北建－Ｒ
３－１００１）

さいたま市西区大字清河寺地内
推進◎200mm　延長272ｍ　開削◎200mm　延
長803ｍ

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

2
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
荒川第２処理分区下水道工事（北建－Ｒ３
－１００２）

さいたま市西区大字宝来地内 開削◎200mm　延長120ｍ 約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

3
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
鴨川第１４処理分区下水道工事（北建－Ｒ
３－１００３）

さいたま市西区大字指扇地内 開削◎200mm　延長163ｍ 約5.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

4
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
鴨川第２４処理分区下水道工事（北建－Ｒ
３－１００４）

さいたま市大宮区桜木町１丁目地内 開削◎200mm　延長309ｍ 約5.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

5
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
芝川第８処理分区下水道工事（北建－Ｒ３
－１００５）

さいたま市大宮区寿能町地内 開削◎200mm　延長147ｍ 約4.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

6
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
南部処理区外下水道工事（北建－Ｒ３－１
００６）

さいたま市大宮区天沼町２丁目地内
開削◎400mm　延長6ｍ　◎350mm　延長47ｍ
◎300mm　延長145ｍ　◎250mm　延長12ｍ
撤去　開削◎350、300mm　　延長83ｍ

約4.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

7
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
芝川第９－１処理分区下水道工事（北建－
Ｒ３－１００７）

さいたま市見沼区大字御蔵地内
開削◎200mm　延長210ｍ　撤去　開削◎
200mm　　延長125ｍ

約4.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

8
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
芝川第６処理分区下水道工事（北建－Ｒ３
－１００８）

さいたま市見沼区島町地内 開削◎200mm　延長189ｍ 約5.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

9
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
芝川第９－１処理分区下水道工事（北建－
Ｒ３－１０１２）

さいたま市見沼区大和田町１丁目地
内

開削◎200mm　延長400ｍ 約4.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

10
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
芝川第６処理分区下水道工事（北建－Ｒ３
－１０１３）

さいたま市見沼区大字小深作地内
外

推進◎200mm　延長73ｍ　開削◎200mm　延
長392ｍ

約4.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

11
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
芝川第９－１処理分区下水道工事（北建－
Ｒ３－１０１４）

さいたま市見沼区大字片柳地内 開削◎200mm　延長471ｍ 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

12
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
芝川第９－１処理分区下水道工事（北建－
Ｒ３－１０１５）

さいたま市見沼区染谷２丁目地内外
推進◎200mm　延長183ｍ　開削◎200mm　延
長686ｍ

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

13
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
芝川第９－１処理分区下水道工事（北建－
Ｒ３－１０１６）

さいたま市見沼区大字染谷地内外 開削◎200mm　延長680ｍ 約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

14
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
芝川第９－１処理分区下水道工事（北建－
Ｒ３－１０１７）

さいたま市見沼区大字風渡野地内
外

開削◎200mm　延長796ｍ 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

15
建設局北部建設事務所下水
道建設課

指名競争 土木
岩槻第３処理分区下水道工事（北建－Ｒ３
－１０１８）

さいたま市岩槻区西町１丁目地内 開削◎200mm　延長62ｍ 約3.5ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札
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16
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
岩槻第１－２処理分区下水道工事（北建－
Ｒ３－１０１９）

さいたま市岩槻区大字岩槻地内 開削◎200mm　延長836ｍ 約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

17
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
岩槻第１－２処理分区下水道工事（北建－
Ｒ３－１０２０）

さいたま市岩槻区大字掛地内外
推進◎200mm　延長218ｍ　開削◎200mm　延
長120ｍ

約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

18
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
岩槻第４処理分区下水道工事（北建－Ｒ３
－１０２１）

さいたま市岩槻区大字小溝地内 開削◎200mm　延長1063ｍ 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

19
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
岩槻第４処理分区下水道工事（北建－Ｒ３
－１０２２）

さいたま市岩槻区大字徳力地内
推進◎200mm　延長109ｍ　開削◎200mm　延
長910ｍ

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

20
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
岩槻第４処理分区下水道工事（北建－Ｒ３
－１０２３）

さいたま市岩槻区大字徳力地内 開削◎200mm　延長672ｍ 約6.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

21
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
新川第２排水区下水道工事（北建－Ｒ３－
２００１）

さいたま市西区大字指扇地内 開削◎700mm　延長135ｍ 約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

22
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
鴨川第３排水区下水道工事（北建－Ｒ３－
２００２）

さいたま市大宮区三橋１丁目地内 開削◎350mm　延長100ｍ 約5.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

23
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
日進櫛引排水区下水道工事（北建－Ｒ３
－２００３）

さいたま市大宮区櫛引町１丁目地内
外

開削　空気抜き施設　◎300mm　延長20ｍ 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

24
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
第１内田排水区下水道工事（北建－Ｒ３－
２００４）

さいたま市見沼区大和田町１丁目地
内

開削◎1350mm　延長124ｍ 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

25
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
海老沼排水区下水道工事（北建－Ｒ３－２
００５）

さいたま市見沼区大和田町１丁目地
内

推進◎1350mm　延長69ｍ　開削◎1200mm
延長79ｍ　◎1100mm　延長80ｍ　◎800mm
延長46ｍ　◎700mm　延長60ｍ　□1200×
1200mm 延長20ｍ

約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

26
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
加田屋落し排水区下水道工事（北建－Ｒ３
－２００６）

さいたま市見沼区大字小深作地内 開削□1100×1100mm　延長139ｍ 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

27
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
東岩槻第１排水区下水道工事（北建－Ｒ３
－２００７）

さいたま市岩槻区大字表慈恩寺地
内

開削◎600mm　延長120ｍ 約4.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

28
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
鴨川第３排水区下水道工事（北建－Ｒ３－
２００８）

さいたま市大宮区三橋１丁目地内
開削　調整池　1式　流入渠◎900mm　放流渠
◎700mm　排水ポンプ

約30.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

29
建設局北部建設事務所下水
道建設課

指名競争 土木 公共下水道工事（単契北建－Ｒ３－５０３） さいたま市北部建設事務所管内 単価契約による下水道工事一式 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

30
建設局北部建設事務所下水
道建設課

指名競争 土木 公共下水道工事（単契北建－Ｒ３－５０４） さいたま市北部建設事務所管内 単価契約による下水道工事一式 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札
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1
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木 大戸橋（本橋、側道（左・右）橋）補修工事 さいたま市中央区大戸地内
ひび割れ補修工、断面修復工、舗装打替工、
橋面防水工

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

2
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
羽根倉橋（上り線）耐震補強及び補修工事
その４

さいたま市桜区大字下大久保地内
外

耐震補強工、ひび割れ補修工、断面修復工、
塗装塗替工

約9.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

3
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木 五関橋（本橋、側道（左）橋）補修工事 さいたま市桜区大字五関地内
ひび割れ補修工、断面修復工、舗装打替工、
橋面防水工

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

4
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木 １橋補修工事
さいたま市桜区大字大久保領家地
内

ひび割れ補修工、断面修復工、舗装打替工、
橋面防水工

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

5
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木 市川橋補修工事 さいたま市浦和区上木崎８丁目地内 断面修復工、舗装打替工、橋面防水工 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

6
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 北原橋（本橋、側道（左・右）橋）補修工事 さいたま市緑区大字北原地内外
ひび割れ補修工、断面修復工、舗装打替工、
橋面防水工、伸縮装置取替工

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

7
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
原山第二歩道橋撤去及び撤去に伴う安全
対策工事

さいたま市緑区原山３丁目地内外 歩道橋撤去工、路面表示工 約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

8
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 八丁橋補修工事 さいたま市緑区大字大間木地内
断面修復工、舗装打替工、橋面防水工、伸縮
装置取替工、塗装塗替工

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

9
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 新宿橋補修工事 さいたま市緑区大字新宿地内
断面修復工、舗装打替工、橋面防水工、伸縮
装置取替工

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

10
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 見沼大橋補修工事 さいたま市緑区大字宮後地内
舗装打替工、橋面防水工、伸縮装置取替工、
塗装塗替工

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

11
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木 橋梁修繕工事（南建道安単契Ｒ４－１） さいたま市南部建設事務所管内 単価契約による橋梁修繕 約6.0ヵ月 2022.2 月公告 2022.3 月入札

12
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木 橋梁修繕工事（南建道安単契Ｒ３－２） さいたま市南部建設事務所管内 単価契約による橋梁修繕 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

13
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木 大道東橋補修工事 さいたま市緑区大字大道地内外 断面修復工、伸縮装置取替工 約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

14
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 上狐橋外１橋補修工事 さいたま市南区南浦和３丁目地内外
ひび割れ補修工、断面修復工、舗装打替工、
橋面防水工、伸縮装置取替工

約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

15
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 大原中学校校庭改修工事 さいたま市浦和区大原３丁目地内 校庭改修工 約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札
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16
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 交差点改良工事（法務局北交差点） さいたま市中央区下落合４丁目地内 交差点改良工 約3.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

17
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 美園臨時グラウンド法面保護工事 さいたま市緑区大字大門地内 法面保護工 約5.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

18
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 道路改良工事（市道Ｎ６００号線） さいたま市緑区大字大崎地内 延長200m、幅員9m、長尺U型側溝工、舗装工 約5.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

19
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
暮らしの道路整備工事（市道Ｏ１０２号線外
１路線）

さいたま市緑区大字寺山地内 延長220m、幅員4m、長尺U型側溝工、舗装工 約4.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

20
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 暮らしの道路整備工事（市道Ｃ６８号線） さいたま市桜区西堀１０丁目地内 延長120m、幅員4m、長尺U型側溝工、舗装工 約4.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

21
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木 暮らしの道路整備工事（市道Ｏ１４４号線） さいたま市緑区大字寺山地内 延長70m、幅員4m、長尺U型側溝工、舗装工 約3.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

22
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 道路排水施設整備工事（市道Ｋ４７６号線） さいたま市南区大字大谷口地内 延長90m、幅員3m、管きょ工 約4.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

23
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
暮らしの道路整備工事（南建道安単契Ｒ３
－１）

さいたま市南部建設事務所管内 単価契約による道路整備工事一式 約10.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

24
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
電線共同溝整備工事（一般県道鴻巣桶川
さいたま線・２工区）

さいたま市浦和区針ヶ谷２丁目地内
外

延長480ｍ、特殊部設置工、管路部設置工 約7.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

25
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木
歩道整備工事（主要地方道さいたま鴻巣
線）

さいたま市桜区大字下大久保地内 延長160m、幅員14m、歩道整備工 約6.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

26
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 歩道整備工事（市道Ａ４３７号線） さいたま市桜区大字白鍬地内 延長210m、幅員8m、歩道整備工 約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

27
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 塗装
ゾーン３０対策工事（浦和区針ヶ谷４丁目
地区外）

さいたま市浦和区針ヶ谷４丁目地内
外

地区面積41ha、路面表示工 約3.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

28
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 塗装 ゾーン３０対策工事（緑区松木３丁目地区） さいたま市緑区松木３丁目地内外 地区面積15ha、路面表示工 約3.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

29
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 塗装
ゾーン３０対策工事（桜区西堀７丁目地区
外）

さいたま市桜区西堀７丁目地内外 地区面積22ha、路面表示工 約3.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

30
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 塗装
自転車通行環境整備工事（市道Ｄ２８７号
線外）

さいたま市南部建設事務所管内 路面表示工 約3.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札
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31
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 塗装
自転車通行環境整備工事（市道Ａ１２１号
線外）

さいたま市南部建設事務所管内 路面表示工 約3.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

32
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 塗装
自転車通行環境整備工事（市道Ｄ４２９号
線外）

さいたま市南部建設事務所管内 路面表示工 約3.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

33
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 とび・土工
車両防護柵設置工事（一般県道さいたま
鳩ヶ谷線）

さいたま市緑区大字代山地内外 延長390m、防護柵設置工 約4.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

34
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 電気 歩道照明灯設置工事（一般国道４６３号） さいたま市浦和区高砂３丁目地内 照明設置工 約4.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

35
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
交通安全施設整備工事（南建道安単契Ｒ
４－１）

さいたま市南部建設事務所管内 単価契約による交通安全施設整備工事一式 約8.0ヵ月 2022.2 月公告 2022.3 月入札

36
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
交通安全施設整備工事（南建道安単契Ｒ
３－２）

さいたま市南部建設事務所管内 単価契約による交通安全施設整備工事一式 約4.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

37
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
交通安全施設整備工事（南建道安単契Ｒ
３－３）

さいたま市南部建設事務所管内 単価契約による交通安全施設整備工事一式 約7.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

38
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
交通安全施設整備工事（南建道安単契Ｒ
３－４）

さいたま市南部建設事務所管内 単価契約による交通安全施設整備工事一式 約4.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

39
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
交通安全対策緊急工事（南建道安単契Ｒ
３）

さいたま市南部建設事務所管内 単価契約による交通安全施設整備工事一式 約11.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

40
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
事故危険箇所等安全対策工事（南建道安
単契Ｒ３）

さいたま市南部建設事務所管内 単価契約による交通安全施設整備工事一式 約11.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

41 月公告 月入札

42 月公告 月入札

43 月公告 月入札

44 月公告 月入札

45 月公告 月入札
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1
建設局南部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
大谷場高木線田島工区事業用地整備工
事（Ｒ３）

さいたま市桜区田島７丁目地内 事業用地整備工事　Ａ＝1000㎡ 約5.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

2
建設局南部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
さいたま鴻巣線バイパス道路改良工事（Ｒ
３）

さいたま市桜区中島３丁目地内外 道路改良工事　Ｌ＝320ｍ 約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

3
建設局南部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木 道場三室線２工区街路整備工事（Ｒ３－１） さいたま市中央区鈴谷１丁目地内外
街路整備工事　擁壁工　Ｌ＝40ｍ　電線共同
溝　Ｌ＝120ｍ　Ｗ＝30ｍ

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

4
建設局南部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木 道場三室線２工区街路整備工事（Ｒ３－２） さいたま市中央区大戸２丁目地内 街路整備工事　擁壁工　Ｌ＝20ｍ　Ｗ＝30ｍ 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

5
建設局南部建設事務所道路
建設課

一般競争 舗装
道場三室線２工区事業用地舗装工事（Ｒ３
－３）

さいたま市桜区南元宿２丁目地内外 事業用地舗装工事　Ａ＝1800㎡ 約3.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

6
建設局南部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木 田島大牧線２工区街路整備工事（Ｒ３） さいたま市浦和区岸町７丁目地内外 街路整備工事　Ｌ＝680m　Ｗ＝25ｍ 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

7
建設局南部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
田島大牧線太田窪工区街路整備工事（Ｒ
３－１）

さいたま市緑区太田窪１丁目地内外 街路整備工事　Ｌ＝390ｍ　Ｗ＝25ｍ 約14.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

8
建設局南部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
田島大牧線太田窪工区街路整備工事（Ｒ
３－２）

さいたま市浦和区前地３丁目地内外 街路整備工事　Ｌ＝230ｍ　Ｗ＝25ｍ 約14.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

9
建設局南部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
産業道路原山２工区街路整備工事（Ｒ３－
１）

さいたま市緑区太田窪１丁目地内 街路整備工事　擁壁工　Ｌ＝72ｍ　Ｗ＝25ｍ 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

10
建設局南部建設事務所道路
建設課

一般競争 舗装
産業道路原山２工区事業用地舗装工事
（Ｒ３－２）

さいたま市緑区太田窪１丁目地内外 事業用地舗装工事　Ａ＝1000㎡ 約3.0ヵ月 2021.10 月公告 2021.11 月入札

11
建設局南部建設事務所道路
建設課

指名競争 土木 街路緊急工事（南部単契Ｒ３－１） さいたま市南部建設事務所管内 単価契約による道路緊急工事一式 約8.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

12
建設局南部建設事務所道路
建設課

指名競争 土木 街路緊急工事（南部単契Ｒ３－２） さいたま市南部建設事務所管内 単価契約による道路緊急工事一式 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

13
建設局南部建設事務所道路
建設課

指名競争 舗装
南浦和東口大間木線事業用地舗装工事
（Ｒ３）

さいたま市南区大字広ヶ谷戸地内 事業用地舗装工事　Ａ＝800㎡ 約3.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札

61



建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）
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1
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３一般国道１２２号）その２ さいたま市緑区大字大門地内
切削オーバーレイ工　延長185ｍ　幅員7.5～
11.0ｍ

約4.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

2
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３一般国道１２２号）その３ さいたま市緑区大字大門地内外
切削オーバーレイ工　延長115ｍ　幅員6.5～
10.0ｍ

約4.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

3
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道Ｌ－１１１６号線） さいたま市緑区芝原２丁目地内外 オーバーレイ工　延長390ｍ　幅員7.5～10.5ｍ 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

4
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
道路修繕工事（Ｒ３一般県道新方須賀さい
たま線）

さいたま市緑区大字高畑地内
切削オーバーレイ工　延長200ｍ　幅員7.5～
12.0ｍ

約5.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

5
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
道路修繕工事（Ｒ３一般国道４６３号バイパ
ス）

さいたま市浦和区本太５丁目地内
切削オーバーレイ工　延長150ｍ　幅員7.0～
25.0ｍ

約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

6
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
道路修繕工事（Ｒ３主要地方道さいたま草
加線）

さいたま市緑区大字太田窪地内
切削オーバーレイ工　延長180ｍ　幅員6.0～
7.0ｍ

約4.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

7
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
道路修繕工事（Ｒ３一般国道４６３号バイパ
ス）その２

さいたま市緑区大字下野田地内
切削オーバーレイ工　延長115ｍ　幅員7.5～
11.0ｍ（上下線共）

約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

8
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道Ｆ－４６９号線外） さいたま市南区南本町１丁目地内
切削オーバーレイ工　延長300ｍ　幅員10.0～
20.0ｍ

約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

9
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道Ｆ－４４８号線） さいたま市浦和区神明２丁目地内外
切削オーバーレイ工　延長150ｍ　幅員8.5～
12.5ｍ

約5.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

10
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３市道第１号線）
さいたま市中央区新中里３丁目地内
外

切削オーバーレイ工　延長310ｍ　幅員8.0ｍ 約5.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

11
建設局南部建設事務所道路
維持課

指名競争 舗装
道路修繕工事（Ｒ３一般国道４６３号歩道
部）

さいたま市桜区栄和３丁目地内外
根上補修、舗装整備工　延長250ｍ　幅員1.5
ｍ

約5.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

12
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 電気
市道Ｌ－７１７号線道路照明灯設置工事そ
の２

さいたま市緑区南部領辻地内外 照明灯設置工　延長640ｍ 約6.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

13
建設局南部建設事務所道路
維持課

指名競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道Ｌ－１１３
７号線）

さいたま市緑区松木１丁目地内 舗装工　延長130ｍ　幅員5.0ｍ 約5.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

14
建設局南部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道Ｋ－１２
号線）

さいたま市緑区原山４丁目地内 舗装工、側溝整備工　延長130ｍ　幅員5.0ｍ 約5.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

15
建設局南部建設事務所道路
維持課

指名競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道Ｂ－２６４
号線）

さいたま市桜区田島９丁目地内 舗装工　延長90ｍ　幅員6.0～7.0ｍ 約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札
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16
建設局南部建設事務所道路
維持課

指名競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道Ｌ－１０１
６号線外）

さいたま市緑区馬場２丁目地内 舗装工　延長195ｍ　幅員5.0ｍ 約5.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

17
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道Ｅ－９６
号線）

さいたま市浦和区常盤６丁目地内 切削オーバーレイ工　延長200ｍ　幅員8.0ｍ 約5.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

18
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道Ｋ－６８
号線外）

さいたま市緑区原山４丁目地内外 切削オーバーレイ工　延長300ｍ　幅員6.0ｍ 約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

19
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ３市道Ｊ－３８４
号線）

さいたま市浦和区瀬ケ崎２丁目地内 切削オーバーレイ工　延長300ｍ　幅員7.0ｍ 約5.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

20
建設局南部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（Ｒ４南部単価契約１－１）
さいたま市南部建設事務所管内（主
に東側）

単価契約による道路修繕工事一式 約6.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

21
建設局南部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（Ｒ４南部単価契約２－１）
さいたま市南部建設事務所管内（主
に西側）

単価契約による道路修繕工事一式 約6.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

22
建設局南部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（Ｒ３南部単価契約１－２）
さいたま市南部建設事務所管内（主
に東側）

単価契約による道路修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

23
建設局南部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（Ｒ３南部単価契約２－２）
さいたま市南部建設事務所管内（主
に西側）

単価契約による道路修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

24
建設局南部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木
道路側溝・舗装整備工事（Ｒ３南部単価契
約１－２）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に東側）

単価契約による道路修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

25
建設局南部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木
道路側溝・舗装整備工事（Ｒ３南部単価契
約２－２）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に西側）

単価契約による道路修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

26
建設局南部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 道路修繕工事（Ｒ３南部単価契約１－３）
さいたま市南部建設事務所管内（主
に東側）

単価契約による道路修繕工事一式 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

27
建設局南部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木
道路側溝・舗装整備工事（Ｒ３南部単価契
約１－３）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に東側）

単価契約による道路修繕工事一式 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

28
建設局南部建設事務所道路
維持課

指名競争 電気 水銀灯灯具交換工事（南部単契Ｒ３－１）
さいたま市南部建設事務所管内（主
に西側）

単価契約による灯具修繕工事一式 約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

29
建設局南部建設事務所道路
維持課

指名競争 電気 水銀灯灯具交換工事（南部単契Ｒ３－２）
さいたま市南部建設事務所管内（主
に東側）

単価契約による灯具修繕工事一式 約8.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

30 月公告 月入札
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1
建設局南部建設事務所河川
整備課

指名競争 土木 河川緊急補修工事（南河単契Ｒ３－１－１）
さいたま市南部建設事務所管内（主
に西側）

単価契約による河川緊急補修工事一式 約6.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

2
建設局南部建設事務所河川
整備課

指名競争 土木 河川緊急補修工事（南河単契Ｒ３－２－１）
さいたま市南部建設事務所管内（主
に東側）

単価契約による河川緊急補修工事一式 約6.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

3
建設局南部建設事務所河川
整備課

指名競争 土木 河川緊急補修工事（南河単契Ｒ３－１－２）
さいたま市南部建設事務所管内（主
に西側）

単価契約による河川緊急補修工事一式 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

4
建設局南部建設事務所河川
整備課

指名競争 土木 河川緊急補修工事（南河単契Ｒ３－２－２）
さいたま市南部建設事務所管内（主
に東側）

単価契約による河川緊急補修工事一式 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

5
建設局南部建設事務所河川
整備課

一般競争
機械器具設

置
準用河川油面川排水機場既設樋門更新
工事

さいたま市桜区道場５丁目地内 既設樋門更新工事一式 約9.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

6
建設局南部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木 準用河川油面川排水機場外構工事 さいたま市桜区道場５丁目地内 外構工事一式 約9.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

7
建設局南部建設事務所河川
整備課

一般競争 電気
準用河川油面川排水機場遠方監視システ
ム増設工事

さいたま市桜区道場５丁目地内 遠方監視システム増設工事一式 約8.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

8
建設局南部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木
鴻沼川流域貯留浸透施設整備工事（鈴谷
西公園）

さいたま市中央区鈴谷２丁目地内 土工・排水工（貯留施設）・舗装工一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

9
建設局南部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木 準用河川文蔵川改修工事（南河Ｒ３） さいたま市南区辻８丁目地内外 護岸等更新工事一式（延長150m） 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

10
建設局南部建設事務所河川
整備課

指名競争 土木 山崎排水路改修工事（南河Ｒ３） さいたま市緑区山崎１丁目地内 自立式土留め工・Ｌ型擁壁一式（延長30m） 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

11
建設局南部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木 ＦＪ－１００２排水路改修工事（南河Ｒ３） さいたま市緑区大字南部領辻地内
ボックスカルバート布設工（1200×1300）他一
式（延長60m）

約9.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

12
建設局南部建設事務所河川
整備課

指名競争 土木 ＡＥ－５６排水路改修工事（南河Ｒ３） さいたま市桜区大字塚本地内 柵渠布設工（600×600）一式（延長50m） 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

13
建設局南部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木 ＦＤ－１７・２０排水路改修工事（南河Ｒ３） さいたま市緑区大字新宿地内
柵渠布設工（400×400、500×900）一式（延長
180m）

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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1
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ３－Ｓ５
６）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に中央区・桜区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約8.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

2
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ３－Ｓ５
７）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に浦和区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約8.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

3
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ３－Ｓ５
８）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に南区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約8.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

4
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ３－Ｓ５
９）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に緑区西部）

単価契約による下水道取付管工事一式 約8.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

5
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ３－Ｓ６
０）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に緑区東部）

単価契約による下水道取付管工事一式 約8.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

6
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ３－Ｓ６
１）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に中央区・桜区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

7
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ３－Ｓ６
２）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に浦和区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

8
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ３－Ｓ６
３）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に南区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

9
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ３－Ｓ６
４）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に緑区西部）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

10
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ３－Ｓ６
５）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に緑区東部）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

11
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ４－Ｓ５
１）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に中央区・桜区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約7.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

12
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ４－Ｓ５
２）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に浦和区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約7.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

13
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ４－Ｓ５
３）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に南区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約7.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

14
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ４－Ｓ５
４）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に緑区西部）

単価契約による下水道取付管工事一式 約7.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

15
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ４－Ｓ５
５）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に緑区東部）

単価契約による下水道取付管工事一式 約7.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札
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16
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道マンホール蓋安全対策工事（単契
南管－Ｒ３－Ｓ２１）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に東側）

単価契約によるマンホール蓋交換工事一式 約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.6 月入札

17
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道マンホール蓋安全対策工事（単契
南管－Ｒ３－Ｓ２２）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に西側）

単価契約によるマンホール蓋交換工事一式 約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.6 月入札

18
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
排水路緊急補修工事（単契南管－Ｒ３－８
００３）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に東側）

単価契約による排水路補修工事一式 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

19
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
排水路緊急補修工事（単契南管－Ｒ３－８
００４）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に西側）

単価契約による排水路補修工事一式 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

20
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
排水路緊急補修工事（単契南管－Ｒ４－８
００１）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に東側）

単価契約による排水路補修工事一式 約9.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

21
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
排水路緊急補修工事（単契南管－Ｒ４－８
００２）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に西側）

単価契約による排水路補修工事一式 約9.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

22 月公告 月入札

23 月公告 月入札

24 月公告 月入札

25 月公告 月入札

26 月公告 月入札

27 月公告 月入札

28 月公告 月入札

29 月公告 月入札

30 月公告 月入札
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1
建設局南部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
鴨川第２８処理分区外下水道工事（南再―
Ｒ３―３０１）

中央区本町西５丁目地内外 φ250～450管更生422m　耐震継手28箇所 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

2
建設局南部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
鴨川第２８処理分区外下水道工事（南再―
Ｒ３―３０２）

中央区本町西４丁目地内外 φ250～300管更生586m　耐震継手41箇所 約9.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

3
建設局南部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
南部第１０処理分区下水道工事（南再―Ｒ
２Ｈ―４０１）

南区白幡４丁目地内外 φ250～450耐震継手１07箇所 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

4
建設局南部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
南部第１０処理分区下水道工事（南再―Ｒ
２Ｈ―４０２）

南区根岸５丁目地内外
φ250～450管更生80m φ250～1500耐震継
手70箇所

約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

5
建設局南部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
鴨川第４４－１処理分区下水道工事（南再
―Ｒ３－４０４）

桜区町谷１丁目地内外 φ250～900耐震継手54箇所 約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

6
建設局南部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
南部第１０処理分区下水道工事（南再―Ｒ
３―４０５）

浦和区高砂２丁目地内外
φ900管更生110m　φ250～900耐震継手118
箇所

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

7
建設局南部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
鴨川第４５処理分区下水道工事（南再―Ｒ
３－４０６）

南区内谷６丁目地内外 φ250～1100管更生60m　耐震継手22箇所 約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

8
建設局南部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
南部第１０処理分区下水道工事（南再―Ｒ
３―４０７）

浦和区岸町１丁目地内外
φ800～1200、□1400×1260管更生223mφ
800～1200耐震継手16箇所

約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

9
建設局南部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
南部第１０処理分区下水道工事（南再―Ｒ
３―４０８）

浦和区岸町１丁目地内外 φ250～1200管更生192m　耐震継手22箇所 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

10
建設局南部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
鴨川第４２処理分区下水道工事（南再―Ｒ
３―４０９）

浦和区常盤８丁目地内外
人孔補強　5基　φ1800～2300、□2300×
2300耐震継手10箇所

約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

11
建設局南部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木
鴨川第４５処理分区下水道工事（南再―Ｒ
３―４００１）

南区曲本２丁目地内外 φ1100～1200耐震継手52箇所 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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1
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
荒川第５－１処理分区下水道工事（南建－
Ｒ３－１００１）

さいたま市桜区大字下大久保地内 開削（布設替）◎200　延長104ｍ 約5.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

2
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
南部第１０処理分区下水道工事（南建－Ｒ
３－１００２）

さいたま市浦和区岸町７丁目地内 開削（布設替）◎300、◎500　延長89ｍ 約3.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

3
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
南部第１０処理分区下水道工事（南建－Ｒ
３－１００３）

さいたま市浦和区岸町７丁目地内 開削（布設替）◎800　延長30ｍ 約3.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

4
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
南部第１０処理分区下水道工事（南建－Ｒ
３－１００４）

さいたま市浦和区岸町７丁目地内 開削（布設替）◎800　延長40ｍ 約3.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

5
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
芝川第１４処理分区下水道工事（南建－Ｒ
３－１００５）

さいたま市南区大字大谷口地内外 開削◎200　延長256ｍ 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

6
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
芝川第１３処理分区下水道工事（南建－Ｒ
３－１００６）

さいたま市緑区大字下山口新田地
内外

開削、推進◎200　延長772.7ｍ 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

7
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
芝川第１３処理分区下水道工事（南建－Ｒ
３－１００７）

さいたま市緑区大字大間木地内 開削◎200　延長97.1ｍ 約5.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

8
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
芝川第１３処理分区下水道工事（南建－Ｒ
３－１００８）

さいたま市緑区大字中尾地内 開削◎200　延長100ｍ 約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

9
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
浦和第１処理分区下水道工事（南建－Ｒ３
－１００９）

さいたま市緑区大字大門地内 開削◎200　延長433.5ｍ 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

10
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
浦和第１処理分区下水道工事（南建－Ｒ３
－１０１０）

さいたま市緑区大字大門地内 開削◎200　延長173.7ｍ 約4.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

11
建設局南部建設事務所下水
道建設課

指名競争 土木 公共下水道工事（単契南建－Ｒ３－５０２） さいたま市南部建設事務所管内 単価契約工事一式 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

12
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
芝川左岸第４排水区下水道工事（南建－
Ｒ３－２０１）

さいたま市緑区大字大門地内 開削□1800×1800　延長53ｍ 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

13
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
鴻沼第２－１排水区下水道工事（南建－Ｒ
３－２００１）

さいたま市中央区本町東７丁目地内
外

開削、推進◎500　延長105ｍ 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

14
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
鴨川左岸第２排水区下水道工事（南建－
Ｒ３－２００２）

さいたま市桜区大字上大久保地内 開削□600×600　延長140ｍ 約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

15
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
鴨川右岸第４排水区下水道工事（南建－
Ｒ３－２００３）

さいたま市桜区大字下大久保地内
開削（布設替含）□400×400、□600×600、
□1000×1000、□1000×600　延長255ｍ

約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札
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16
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
鴨川第４２処理分区下水道工事（南建－Ｒ
３－２００４）

さいたま市浦和区常盤６丁目地内 開削（布設替）◎900　延長70ｍ 約4.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

17
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
谷田排水区下水道工事（南建－Ｒ３－２００
５）

さいたま市緑区太田窪３丁目地内外 推進◎1100、◎800　延長400ｍ 約9.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

18
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
中尾排水区下水道工事（南建－Ｒ３－２００
６）

さいたま市緑区大字中尾地内 開削◎800　延長100ｍ 約7.0ヵ月 2021.6 月公告 2021.7 月入札

19
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
芝川左岸第４排水区下水道工事（南建－
Ｒ３－２００７）

さいたま市緑区大字大門地内 開削◎700、◎900、◎1000　延長262ｍ 約6.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

20
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
芝川左岸第４排水区下水道工事（南建－
Ｒ３－２００８）

さいたま市緑区大字大門地内 開削◎600、◎900、◎1100　延長153.5ｍ 約5.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

21
建設局南部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
芝川左岸第４排水区下水道工事（南建－
Ｒ３－２００９）

さいたま市緑区大字大門地内 開削◎700、◎900　延長103ｍ 約8.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

22 月公告 月入札

23 月公告 月入札

24 月公告 月入札

25 月公告 月入札

26 月公告 月入札

27 月公告 月入札

28 月公告 月入札

29 月公告 月入札

30 月公告 月入札
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建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1 西区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３西区単価契約－１） さいたま市西区役所管内（北側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

2 西区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３西区単価契約－２） さいたま市西区役所管内（南側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

3 西区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３西区単価契約－３） さいたま市西区役所管内 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

4 西区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（西区単価契約そ
の１）

さいたま市西区役所管内 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約5.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

5 西区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（西区単価契約そ
の２）

さいたま市西区役所管内 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

6 西区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４西区単価契約－１） さいたま市西区役所管内（北側） 単価契約による土木修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

7 西区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４西区単価契約－２） さいたま市西区役所管内（南側） 単価契約による土木修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1 北区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３北区単価契約－１） さいたま市北区役所管内（東側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

2 北区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３北区単価契約－２） さいたま市北区役所管内（西側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

3 北区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３北区単価契約－３） さいたま市北区役所管内（東側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

4 北区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３北区単価契約－４） さいたま市北区役所管内（西側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

5 北区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４北区単価契約－１） さいたま市北区役所管内（東側） 単価契約による土木修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

6 北区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４北区単価契約－２） さいたま市北区役所管内（西側） 単価契約による土木修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

7 北区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（北区単価契約そ
の１）

さいたま市北区役所管内 単価契約による交通安全施設工事一式 約5.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

8 北区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（北区単価契約そ
の２）

さいたま市北区役所管内 単価契約による交通安全施設工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1 大宮区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３大宮区単価契約－１） さいたま市大宮区役所管内 単価契約による道路修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

2 大宮区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３大宮区単価契約－２） さいたま市大宮区役所管内 単価契約による道路修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

3 大宮区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４大宮区単価契約－１） さいたま市大宮区役所管内 単価契約による道路修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

4 大宮区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（大宮区単価契約
その１）

さいたま市大宮区役所管内 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約5.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

5 大宮区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（大宮区単価契約
その２）

さいたま市大宮区役所管内 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1 見沼区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３見沼区単価契約－１） さいたま市見沼区役所管内（北側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

2 見沼区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３見沼区単価契約－２） さいたま市見沼区役所管内（南側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

3 見沼区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３見沼区単価契約－３） さいたま市見沼区役所管内（北側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

4 見沼区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３見沼区単価契約－４） さいたま市見沼区役所管内（南側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

5 見沼区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４見沼区単価契約－１） さいたま市見沼区役所管内（北側） 単価契約による土木修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

6 見沼区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４見沼区単価契約－２） さいたま市見沼区役所管内（南側） 単価契約による土木修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

7 見沼区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（見沼区単価契約
その１）

さいたま市見沼区役所管内 単価契約による道路安全施設工事一式 約5.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

8 見沼区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（見沼区単価契約
その２）

さいたま市見沼区役所管内 単価契約による道路安全施設工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1 中央区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３中央区単価契約－１） さいたま市中央区役所管内 単価契約による道路修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

2 中央区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３中央区単価契約－２） さいたま市中央区役所管内 単価契約による道路修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

3 中央区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４中央区単価契約－１） さいたま市中央区役所管内 単価契約による道路修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

4 中央区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（中央区単価契約
その１）

さいたま市中央区役所管内 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約5.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

5 中央区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（中央区単価契約
その２）

さいたま市中央区役所管内 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1 桜区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３桜区単価契約－１） さいたま市桜区役所管内 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

2 桜区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３桜区単価契約－２） さいたま市桜区役所管内 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

3 桜区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４桜区単価契約－１） さいたま市桜区役所管内 単価契約による土木修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

4 桜区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（桜区単価契約そ
の１）

さいたま市桜区役所管内 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約5.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

5 桜区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（桜区単価契約そ
の２）

さいたま市桜区役所管内 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1 浦和区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３浦和区単価契約－１） さいたま市浦和区役所管内（東側） 単価契約による道路施設緊急修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

2 浦和区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３浦和区単価契約－２） さいたま市浦和区役所管内（西側） 単価契約による道路施設緊急修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

3 浦和区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３浦和区単価契約－３） さいたま市浦和区役所管内（東側） 単価契約による道路施設緊急修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

4 浦和区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３浦和区単価契約－４） さいたま市浦和区役所管内（西側） 単価契約による道路施設緊急修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

5 浦和区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４浦和区単価契約－１） さいたま市浦和区役所管内（東側） 単価契約による道路施設緊急修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

6 浦和区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４浦和区単価契約－２） さいたま市浦和区役所管内（西側） 単価契約による道路施設緊急修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

7 浦和区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（浦和区単価契約
その１）

さいたま市役所浦和区役所管内
単価契約による区画線設置一式、単価契約に
よる道路付属施設設置一式

約5.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

8 浦和区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（浦和区単価契約
その２）

さいたま市役所浦和区役所管内
単価契約による区画線設置一式、単価契約に
よる道路付属施設設置一式

約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1 南区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（南区単価契約そ
の１）

さいたま市南区役所管内 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約5.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

2 南区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（南区単価契約そ
の２）

さいたま市南区役所管内 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

3 南区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３南区単価契約－１） さいたま市南区役所管内（東側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

4 南区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３南区単価契約－２） さいたま市南区役所管内（西側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

5 南区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３南区単価契約－３） さいたま市南区役所管内（東側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

6 南区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３南区単価契約－４） さいたま市南区役所管内（西側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

7 南区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４南区単価契約－１） さいたま市南区役所管内（東側） 単価契約による土木修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

8 南区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４南区単価契約－２） さいたま市南区役所管内（西側） 単価契約による土木修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1 緑区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３緑区単価契約ー１） さいたま市緑区役所管内（東側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

2 緑区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３緑区単価契約ー２） さいたま市緑区役所管内（西側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

3 緑区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３緑区単価契約ー３） さいたま市緑区役所管内（東側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

4 緑区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３緑区単価契約ー４） さいたま市緑区役所管内（西側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

5 緑区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４緑区単価契約ー１） さいたま市緑区役所管内（東側） 単価契約による土木修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

6 緑区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４緑区単価契約ー２） さいたま市緑区役所管内（西側） 単価契約による土木修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

7 緑区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（緑区単価契約そ
の１）

さいたま市緑区役所管内 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約5.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

8 緑区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（緑区単価契約そ
の２）

さいたま市緑区役所管内 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1 岩槻区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（岩槻区単価契約
その１）

さいたま市岩槻区役所管内 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約5.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.5 月入札

2 岩槻区役所くらし応援室 指名競争 とび・土工
交通安全施設設置工事（岩槻区単価契約
その２）

さいたま市岩槻区役所管内 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約6.0ヵ月 2021.9 月公告 2021.10 月入札

3 岩槻区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３岩槻区単価契約－１） さいたま市岩槻区役所管内（北側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

4 岩槻区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３岩槻区単価契約－２） さいたま市岩槻区役所管内（南側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.4 月公告 2021.4 月入札

5 岩槻区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３岩槻区単価契約－３） さいたま市岩槻区役所管内（北側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

6 岩槻区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ３岩槻区単価契約－４） さいたま市岩槻区役所管内（南側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

7 岩槻区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４岩槻区単価契約－１） さいたま市岩槻区役所管内（北側） 単価契約による土木修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

8 岩槻区役所くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４岩槻区単価契約－２） さいたま市岩槻区役所管内（南側） 単価契約による土木修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.1 月公告 2022.2 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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建設事業の発注見通し（令和３年度当初分）

ＮＯ 所属 入札方法 工事業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間 発注・入札予定時期

1
教育委員会生涯学習部文化
財保護課

一般競争 土木 土器の館北側擁壁改修工事 さいたま市大宮区高鼻町２丁目
擁壁工 345㎡　、舗装工 200㎡、植栽工 一
式、樹木伐採工 一式、仮設工 一式

約6.0ヵ月 2021.7 月公告 2021.8 月入札

2
教育委員会生涯学習部文化
財保護課

一般競争 土木 真福寺貝塚発掘調査現場仮設工事 さいたま市岩槻区城南３丁目
土留工（鋼矢板） 一式、給水設備工 一式、仮
設工 一式

約5.0ヵ月 2021.5 月公告 2021.6 月入札

3
教育委員会生涯学習部文化
財保護課

指名競争 建築 岩槻城黒門工事 さいたま市岩槻区太田３丁目 長屋門補強工事 約6.0ヵ月 2021.8 月公告 2021.9 月入札

4 月公告 月入札

5 月公告 月入札

6 月公告 月入札

7 月公告 月入札

8 月公告 月入札

9 月公告 月入札

10 月公告 月入札

11 月公告 月入札

12 月公告 月入札

13 月公告 月入札

14 月公告 月入札

15 月公告 月入札
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