
 

 
建設事業の発注見通し 

（令和４年度当初分） 
 
 
この冊子は、令和４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４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４年４月１日 

さいたま市 
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29 建設局北部建設事務所道路建設課 20 ………… 39～40

30 建設局北部建設事務所道路維持課 127 ………… 41～49

31 建設局北部建設事務所河川整備課 19 ………… 50～51

32 建設局北部建設事務所下水道管理課 45 ………… 52～54

33 建設局北部建設事務所下水道再整備課 16 ………… 55～56

34 建設局北部建設事務所下水道建設課 32 ………… 57～59

35 建設局南部建設事務所道路安全対策課 35 ………… 60～62

36 建設局南部建設事務所道路建設課 13 ………… 63

37 建設局南部建設事務所道路維持課 46 ………… 64～67

38 建設局南部建設事務所河川整備課 12 ………… 68

39 建設局南部建設事務所下水道管理課 41 ………… 69～71

40 建設局南部建設事務所下水道再整備課 14 ………… 72

41 建設局南部建設事務所下水道建設課 19 ………… 73～74

42 西区役所くらし応援室 5 ………… 75
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43 北区役所くらし応援室 6 ………… 76

44 大宮区役所くらし応援室 4 ………… 77

45 見沼区役所くらし応援室 6 ………… 78

46 中央区役所くらし応援室 4 ………… 79

47 桜区役所くらし応援室 4 ………… 80

48 浦和区役所くらし応援室 6 ………… 81

50 南区役所くらし応援室 6 ………… 82

51 緑区役所くらし応援室 6 ………… 83

52 岩槻区役所くらし応援室 6 ………… 84

53 消防局総務部消防施設課 6 ………… 85

54 教育委員会生涯学習部文化財保護課 2 ………… 86

全　54　課・所 805 件 全86頁



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考

1 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

さいたま市岩槻区大字笹久保新田３
６５番地外１か所

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4.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札

2 総務局危機管理部防災課 指名競争 電気通信
公園ポンプ場同報系防災行政無線移設工
事

さいたま市大宮区寿能町２丁目２７４
番地１

芝川河川改修工事に伴う同報系防災行政無線
屋外拡声子局の移設

約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

3 総務局危機管理部防災課 指名競争 電気通信 田島公民館同報系防災行政無線移設工事 さいたま市桜区田島３丁目２７番６号
田島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4.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札

4 総務局危機管理部防災課 指名競争 電気通信
東大宮出張所同報系防災行政無線移設工
事

さいたま市見沼区東大宮４丁目３１番
地１

東大宮出張所の建物改修工事に伴う同報系防
災行政無線屋外拡声子局の移設

約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

5 総務局危機管理部防災課 指名競争 電気通信
市営馬宮住宅同報系防災行政無線移設工
事

さいたま市西区飯田新田４０６番地１
外

市営馬宮住宅の取り壊しに伴う同報系防災行
政無線拡声子局の移設

約4.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札

6 総務局危機管理部防災課 指名競争 電気通信
針ヶ谷小学校移動系防災行政無線移設工
事

さいたま市浦和区領家７丁目２番１号
針ヶ谷小学校の建物改修工事に伴う移動系防
災行政無線半固定局の移設

約2.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・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土砂搬出工
事

群馬県利根郡みなかみ町相俣地内
外

さいたま市新治ファミリーランドに仮置き中の土
砂の搬出を行う。

約2.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 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

2



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・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（見沼区丸
ケ崎）

丸ケ崎土地区画整理事業地内 スポーツもできる多目的広場の整備 約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

2
スポーツ文化局スポーツ部ス
ポーツ振興課

一般競争 土木 大原スポーツ広場排水施設改善工事
さいたま市浦和区大原３丁目１０３番
地３

大原スポーツ広場の側溝改修及び浸透施設整
備

約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・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
さいたま市東楽園再整備事業宅地造成工
事（令和4年度）

さいたま市見沼区大字膝子字中田地
内

路体盛土工、法面整形工、サンドマット工、構
造物撤去工、仮設工

約4.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

2
保健福祉局長寿応援部高齢
福祉課

一般競争 土木
さいたま市東楽園再整備事業建設（土木）
工事

さいたま市見沼区大字膝子字中田地
内

整地工、排水工、舗装工、植栽工外 約24.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

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



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・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・さいたま市立高等看護
学院外構工事

さいたま市緑区大字三室２４６０番地
病院敷地内の旧病棟解体跡地を平面駐車場
等とする　工事面積：約2.5ha

約10.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 継続事業

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



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・入札予定時期

1
子ども未来局幼児未来部保
育課

指名競争 建築 大久保保育園 南側境界フェンス設置工事
さいたま市桜区大字大久保領家３７３
番地１

敷地南側隣地境界フェンスの設置工事 約3.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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

6



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・入札予定時期

1
環境局施設部環境施設管理
課

一般競争 建築 （仮称）新開共同集会所建設工事
さいたま市桜区新開２丁目１６８番２、
１６９番２

（仮称）新開共同集会所の新築工事 約7.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 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

7



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・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
岩槻区高曽根地区用排水路整備工事（末
田８８）

さいたま市岩槻区大字高曽根地内 U型水路整備　330ｍ 約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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
岩槻区尾ヶ崎地区用水路整備工事（綾１３
０７）

さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎地内外 U型水路整備　280ｍ 約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

3
経済局農業政策部農業環境
整備課

指名競争 土木
岩槻区釣上新田地区用排水路整備工事
（綾１６１２）

さいたま市岩槻区大字釣上新田地内 U型水路整備　90ｍ 約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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
岩槻区釣上新田地区排水路整備工事（綾
１７１４）

さいたま市岩槻区大字釣上新田地内 柵渠改修　60ｍ 約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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
西区湯木地区用水路整備工事（荒１３６・荒
１３７）

さいたま市西区湯木町２丁目地内 U型水路整備　540ｍ 約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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（R４単価契約―
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 2022.6 月公告、 2022.7 月入札 単価契約

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（R４単価契約―
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 2022.10 月公告、 2022.11 月入札 単価契約

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（R５単価契約―
１）（ゼロ債）

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5.0ヵ月 2023.2 月公告、 2023.3 月入札
債務負担行為

単価契約

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



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・入札予定時期

1
経済局農業政策部見沼グ
リーンセンター

指名競争 造園 東屋設置工事 さいたま市北区見沼２丁目地内
市民の森園内の東屋設置（5400×5700×
2960H）

約2.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・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平面化改修工事
（第２期）

さいたま市中央区上落合２丁目３番１
０号

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 2022.6 月公告、 2022.7 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

10



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・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 大谷松原自然緑地整備工事 さいたま市見沼区大字大谷地内 敷地造成工、園路舗装工、管理施設整備工 約4.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 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



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・入札予定時期

1
都市局みどり公園推進部染
谷・加田屋地区整備室

一般競争 造園 （仮称）染谷公園整備工事（1期目） さいたま市見沼区染谷2丁目地内
敷地面積4,886㎡　敷地造成工1式　植栽工1
式　給水設備工1式　雨水排水設備工1式　汚
水排水設備1式　電気設備工1式　外

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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

12



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・入札予定時期

1
都市局みどり公園推進部北部
公園整備課

一般競争 土木 （仮称）大谷稲荷公園造成工事 さいたま市見沼区大谷地内 敷地面積5,000㎡　土工1式　仮設工1式 約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

2
都市局みどり公園推進部北部
公園整備課

一般競争 造園 （仮称）中川第一１号公園整備工事 さいたま市見沼区大字中川地内
整備面積1,600㎡　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　汚水排
水設備工1式　電気設備工1式　外

約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

3
都市局みどり公園推進部北部
公園整備課

一般競争 造園 内野本郷大空公園整備工事（２期目） さいたま市西区大字内野本郷地内
整備面積4,980㎡　公園土工1式　植栽工1式
雨水排水設備工1式　汚水排水設備工1式　電
気設備工1式　園路広場工1式　外

約9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

4
都市局みどり公園推進部北部
公園整備課

一般競争 造園
秋葉の森総合公園南工区バーベキューエ
リア基盤整備工事

さいたま市西区大字中釘地内
整備面積8,800㎡　伐採伐根処理工1式　敷地
造成工1式　仮設工1式

約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

5
都市局みどり公園推進部北部
公園整備課

一般競争 造園 吉野公園防球ネット設置工事 さいたま市北区吉野町１丁目地内
防球ネット設置工1式　植栽伐採1式　仮設工1
式

約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

6
都市局みどり公園推進部北部
公園整備課

一般競争 造園 別所公園トイレ改修工事 さいたま市北区別所町地内
施設撤去工1式　公園土工1式　給排水設備工
1式　園路広場工1式　管理施設整備工1式　建
築施設組立工（便所）1棟　外

約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

7
都市局みどり公園推進部北部
公園整備課

一般競争 造園 堀崎中央公園拡張部整備工事 さいたま市見沼区堀崎町地内
敷地面積1,500㎡　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　園路広場工1式　外

約7.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

8
都市局みどり公園推進部北部
公園整備課

指名競争 造園
海老沼中央公園外１公園照明灯等設置工
事

さいたま市見沼区大字東新井地内外
ソーラー照明灯設置　2基　小堤築造50.0m　ス
ロープ嵩上げ37.0㎡

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

9
都市局みどり公園推進部北部
公園整備課

一般競争 造園 神明西公園外３公園遊具再設置工事 さいたま市北区土呂町2丁目地内外 遊具設置工4基 約6.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札

10
都市局みどり公園推進部北部
公園整備課

一般競争 造園 佐知川公園外２公園遊具再設置工事 さいたま市西区佐知川地内 遊具設置工3基 約6.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

11
都市局みどり公園推進部北部
公園整備課

一般競争 造園 神明公園外１公園遊具再設置工事 さいたま市北区別所町地内外 遊具設置工2基 約6.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

12
都市局みどり公園推進部北部
公園整備課

一般競争 造園 七里総合公園外４公園遊具再設置工事 さいたま市見沼区大谷地内外 遊具設置工6基 約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

13
都市局みどり公園推進部北部
公園整備課

一般競争 造園 大宮大原公園外１公園遊具再設置工事
さいたま市見沼区東大宮6丁目地内
外

遊具設置工2基 約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

14

15

13



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・入札予定時期

1
都市局みどり公園推進部南部
公園整備課

一般競争 造園 水深西公園整備工事（２期目） さいたま市緑区大間木３丁目地内
敷地面積574㎡　施設撤去1式　公園土工1式
植栽工1式　給水施設工1式　雨水排水施設1
式　汚水排水設備工1式　電気設備工1式　外

約6.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

2
都市局みどり公園推進部南部
公園整備課

一般競争 造園 （仮称）町谷３丁目公園整備工事 さいたま市桜区町谷３丁目地内
敷地面積1,600㎡　公園施設撤去工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　汚水排水設備工1式　外

約7.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

3
都市局みどり公園推進部南部
公園整備課

一般競争 造園 和田公園トイレ改修工事 さいたま市緑区東浦和７丁目地内
施設撤去工1式　公園土工1式　植栽工1式　給
排水設備工1式　園路広場工1式　管理施設整
備工1式　建築施設組立工（便所）1棟　外

約7.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

4
都市局みどり公園推進部南部
公園整備課

指名競争 造園 新見沼大橋ドックラン改修工事 さいたま市緑区大字見沼地内
敷地面積1,950㎡　敷地造成工1式　園路広場
工1式

約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

5
都市局みどり公園推進部南部
公園整備課

指名競争 造園 本太児童公園外１公園土留等設置工事 さいたま市浦和区本太４丁目地内外
土留撤去1式　横断防止柵撤去1式　公園土工
1式　土留設置工1式　横断防止柵設置工1式
高木植栽工1式

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

6
都市局みどり公園推進部南部
公園整備課

一般競争 造園 芝原中央公園外１公園フェンス等設置工事 さいたま市緑区芝原３丁目地内外 公園土工1式　フェンス設置1式　時計設置1基 約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

7
都市局みどり公園推進部南部
公園整備課

一般競争 造園 荒川彩湖公園遊具再設置工事 さいたま市南区大字堤外地内 複合遊具設置1基 約7.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

8
都市局みどり公園推進部南部
公園整備課

一般競争 造園 根岸北原公園外７公園遊具再設置工事 さいたま市南区南本町２丁目地内外
複合遊具設置5基　登はん運動系遊具2基　鉄
棒1基

約7.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

9
都市局みどり公園推進部南部
公園整備課

一般競争 造園 馬場西公園外５公園遊具再設置工事 さいたま市緑区馬場１丁目地内外 複合遊具設置5基　登はん運動系遊具1基 約7.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

10
都市局みどり公園推進部南部
公園整備課

一般競争 造園 御嶽公園外２公園遊具再設置工事 さいたま市南区南浦和２丁目地内外
複合遊具設置2基　登はん運動系遊具1基　跳
躍系遊具1基　小型遊具1基　振動系遊具2基

約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

11
都市局みどり公園推進部南部
公園整備課

一般競争 造園 大北公園外１公園遊具再設置工事 さいたま市緑区東浦和３丁目地内外 複合遊具設置3基 約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

12

13

14

15

14



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・入札予定時期

1
都市局まちづくり推進部区画
整理支援課

一般競争 土木 管理用地維持管理工事 さいたま市見沼区小深作地内 掘削、運搬、処分 約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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

15



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・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（単
契Ｒ４）

さいたま市北区日進町２丁目地内外 単価契約による事業用地外修繕工事 約11.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

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（Ｒ４）

さいたま市西区大字指扇地内
側溝布設272m、舗装82㎡、建設発生土搬出
1,000ｍ３、付帯工１式

約6.0ヵ月 2022.7 月公告 2022.8 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

指名競争 土木
指扇土地区画整理事業　維持管理工事
（単契Ｒ４－１）

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 2022.4 月公告 2022.4 月入札 単価契約

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Ｒ４－２）

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 2022.8 月公告 2022.9 月入札 単価契約

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

16



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・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（Ｒ３－２）

さいたま市緑区大字中野田地内 舗装工　延長200m　幅員6ｍ 約3.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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　区
画道路築造工事（Ｒ４－１）

さいたま市緑区大字中野田地内 舗装工、管渠型側溝　延長230m　幅員9m 約6.5ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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
大門下野田特定土地区画整理事業　整地
工事（Ｒ３－２）

さいたま市緑区大字大門地内外
掘削工18000m3、盛土工16000m3、バーチカ
ルドレーン600本

約10.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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

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（Ｒ４）

さいたま市緑区大字中野田地内
開削◎300mm　延長130m、開削◎400mm　延
長40m

約3.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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

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（Ｒ４－２）

さいたま市緑区大字中野田地内 舗装工　延長800m　幅員6～9ｍ 約4.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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
浦和東部第一特定土地区画整理事業　擁
壁設置工事（Ｒ４－１）

さいたま市緑区大字中野田地内外 擁壁設置工　延長200m　擁壁高0.9m～2.3m 約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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

一般競争 土木
浦和東部第一特定土地区画整理事業　擁
壁設置工事（Ｒ４－２）

さいたま市緑区大字中野田地内外 擁壁設置工　延長300m　擁壁高0.8m～2.2m 約6.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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
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（Ｒ４－１）

さいたま市緑区大字中野田地内外 単価契約による道路修繕等工事一式 約6.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

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
浦和東部第一特定土地区画整理事業　道
路修繕等工事　単価契約（Ｒ４－２）

さいたま市緑区大字中野田地内外 単価契約による道路修繕等工事一式 約6.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

10
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（Ｒ４）

さいたま市緑区大字大門地内外 掘削工10000m3、法面整形工800m2 約5.5ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

11
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（Ｒ４）

さいたま市緑区大字大門地内外 単価契約による道路修繕等工事一式 約12.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

12
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 とび・土工
美園地区河川空間歩行環境整備工事（Ｒ
４）

さいたま市緑区美園４丁目地内外 ロープ柵設置工　延長620m 約2.5ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札

13
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（Ｒ４）

さいたま市緑区美園２丁目地内外 単価契約による維持管理等工事一式 約12.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

14 月公告、 月入札

15 月公告、 月入札
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建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・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 舗装
東浦和第二土地区画整理事業　道路整備
工事（Ｒ３－５）

さいたま市緑区大字中尾地内外 舗装工　延長288ｍ　幅員4～13ｍ 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 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（Ｒ４－１－１）

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191ｍ　幅
員4～9ｍ

約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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（Ｒ４－１－２）

さいたま市緑区大字中尾地内外 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長62ｍ　幅員6ｍ 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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（Ｒ４－２）

さいたま市緑区大字中尾地内
舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長239ｍ　幅員4～6
ｍ

約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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Ｒ４）

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 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

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Ｒ４）

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 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

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Ｒ４－２）

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 2022.10 月公告、 2022.11 月入札 単価契約

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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建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・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 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（３－２）

さいたま市中央区鈴谷１丁目地内外
幅員9ｍ　排水構造物工（街渠縦断管）　延長
94ｍ、公園整備工

約6.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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１０－
１号線道路築造外工事（３－３）

さいたま市中央区鈴谷２丁目地内
幅員9ｍ、10ｍ　排水構造物工（街渠縦断管）
延長94ｍ

約6.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 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

指名競争 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
歩道築造　延長30m、汚水管布設　◎200㎜
延長27m

約4.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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

一般競争 土木
南与野駅西口土地区画整理事業　区９－７
号線外道路築造工事

さいたま市中央区鈴谷１丁目地内外 幅員6ｍ、9ｍ、表層500㎡ 約5.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 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 電気 南与野駅南通り線外照明灯設置工事 さいたま市中央区鈴谷１丁目地内外 道路照明灯設置　5基 約6.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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

一般競争 土木
南与野駅西口土地区画整理事業　１１街区
外造成工事

さいたま市中央区鈴谷２丁目地内
盛土　2400㎥、既設構造物等撤去工　１式、汚
水管布設　◎200ｍｍ　延長50ｍ

約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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

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（Ｒ４単契）

さいたま市中央区鈴谷１丁目地内外 単価契約による道路修繕工事一式 約12.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

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
与野駅西口土地区画整理事業　区９－２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
雨水管布設　☐1500×1500　延長60ｍ、　舗装
工　延長60ｍ

約7.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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

一般競争 土木
与野駅西口土地区画整理事業　区９－２号
線歩道築造工事

さいたま市中央区大字下落合地内 歩道築造　延長80ｍ 約5.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

10
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（Ｒ４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修繕工事一式 約12.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

11
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 造園 （仮称）河童ぶち公園整備工事 さいたま市桜区西堀１０丁目地内
施設工　擁壁工　延長15ｍ、園路広場整備工
表層650㎡

約5.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 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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建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・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 電気
照明灯具交換工事／岩槻歴史街道（裏小
路）

さいたま市岩槻区本町４丁目地内外 電気設備工　1式 約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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　区画道路
２４号線築造工事(Ｒ４)

さいたま市岩槻区大字岩槻地内 道路築造工　1式 約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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

一般競争 土木
岩槻駅西口土地区画整理事業　区画道路
４号線外道路築造工事(Ｒ４)

さいたま市岩槻区西町１丁目地内 道路築造工　1式 約4.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 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

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(Ｒ４)

さいたま市岩槻区大字岩槻地内外 道路改良工　1式 約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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
岩槻駅西口土地区画整理事業　１６街区整
地外工事(Ｒ４)

さいたま市岩槻区大字岩槻地内外 整地工　1式 約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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
岩槻駅西口土地区画整理事業　道路修繕
等工事(単価契約Ｒ４－１)

さいたま市岩槻区西町１丁地内外 維持修繕工　１式 約7.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

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
岩槻駅西口土地区画整理事業　道路修繕
等工事(単価契約Ｒ４－２)

さいたま市岩槻区西町１丁地内外 維持修繕工　１式 約7.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 単価契約

8
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(Ｒ４)

さいたま市岩槻区宮町１丁目地内 排水機場築造工　１式 約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

9
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　道路修繕等工事
(単価契約Ｒ４－１)

さいたま市岩槻区大字南辻地内外 維持修繕工　１式 約7.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

10
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　道路修繕等工事
(単価契約Ｒ４－２)

さいたま市岩槻区大字南辻地内外 維持修繕工　１式 約6.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

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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建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・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（Ｒ４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 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

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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建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・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

一般競争 土木 市道２００３５号線道路整備工事（Ｒ０４） さいたま市大宮区仲町１丁目地内外
舗装美装化工事　舗装工513㎡、排水構造物
工267m

約6.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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
大宮駅東口周辺管理用地等整備工事（Ｒ０
４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整備工事一式 約12.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

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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建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・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

一般競争 土木 大宮駅西口第四地区電線共同溝整備工事 さいたま市大宮区桜木町１丁目 電線共同溝整備一式　延長240ｍ 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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道路整備工事 さいたま市大宮区桜木町１丁目 歩道整備工事一式　延長290ｍ 約4.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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
大宮駅西口第四地区施設管理工事（単契
Ｒ４－Ｓ０１）

さいたま市大宮区桜木町１丁目 単価契約による施設管理工事一式 約7.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

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（単契
Ｒ４－Ｓ０２）

さいたま市大宮区桜木町１丁目 単価契約による施設管理工事一式 約7.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 単価契約

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整地等用地管理工事
（単契Ｒ４－Ｙ０１）

さいたま市大宮区桜木町１丁目 単価契約による整地等用地管理工事一式 約10.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約

6
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
大宮停車場大成線（駅前工区）道路整備工
事

さいたま市大宮区桜木町１丁目 道路整備工事一式　延長80ｍ 約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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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建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・入札予定時期

1 建設局建築部営繕課 一般競争 解体 市営浮谷住宅解体工事 さいたま市岩槻区大字浮谷
市営浮谷住宅簡易耐火住棟２階建て長屋６棟
４０戸の解体工事

約6.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

2 建設局建築部営繕課 一般競争 解体 市営馬宮住宅解体工事 さいたま市西区大字飯田新田
市営馬宮住宅RC４階建５棟、RC５階建２棟の
解体工事

約17.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 継続事業

3 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 中央区役所本館・別館屋上防水改修工事 さいたま市中央区下落合５丁目
中央区役所本館(S43竣工)・別館(S46竣工)の
屋上防水改修工事

約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

4 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
岩槻本町公民館・岩槻図書館エレベーター
設置工事

さいたま市岩槻区本町４丁目
岩槻本町公民館・岩槻図書館のエレベーター
設置工事

約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

5 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 三橋小学校家具工事 さいたま市大宮区三橋２丁目 三橋小学校改築に伴う家具工事 約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 継続事業

6 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 三橋小学校外構工事 さいたま市大宮区三橋２丁目 三橋小学校改築に伴う外構工事 約5.0ヵ月 2022.12 月公告、 2022.12 月入札 継続事業

7 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 東楽園建設（建築）工事 さいたま市見沼区大字膝子 東楽園の建設（建築）工事 約24.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

8 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 グリーンヒルうらわ屋根・外壁等修繕工事 さいたま市緑区馬場１丁目
グリーンヒルうらわ（建設年1991年（H3）、延床
10,296.08㎡、RC造、地上６階地下１階建）の屋
根・外壁等の修繕工事

約12.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

9 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 和土分団車庫建設工事 さいたま市岩槻区大字黒谷
【建設】《用途》車庫、詰所《延床面積》約99㎡
《構造》鉄骨造《階数》地上１階建て
上記の建設工事

約8.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札

10 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 市民会館いわつき外部改修工事 さいたま市岩槻区太田３丁目
市民会館いわつきの外部（外壁、屋上）改修工
事を行う。

約7.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

11 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
（仮称）泰平第２放課後児童クラブ改修工
事

さいたま市北区今羽町
学校施設を放課後児童クラブに改修するため
の改修工事を行う。

約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

12 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
（仮称）大宮別所第２放課後児童クラブ改
修工事

さいたま市北区別所町
学校施設を放課後児童クラブに改修するため
の改修工事を行う。

約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

13 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
南浦和放課後児童クラブ屋根及び外壁修
繕工事

さいたま市南区南本町１丁目
南浦和放課後児童クラブの屋根及び外壁修繕
工事

約7.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

14 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 浦和高等学校ブロック塀改修工事 さいたま市浦和区元町１丁目 浦和高等学校のブロック塀の改修工事 約4.5ヵ月 2022.7 月公告、 2022.7 月入札

15 建設局建築部営繕課 一般競争 解体 鈴谷西保育園解体工事 さいたま市中央区鈴谷７丁目
鈴谷西保育園の園舎及びそれに付随する工作
物の解体工事

約4.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札 継続事業
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建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・入札予定時期

16 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 岩槻本町保育園新園舎建設（建築）工事 さいたま市岩槻区本町２丁目
岩槻本町保育園の園舎及びそれに付随する工
作物の建設工事

約14.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

17 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 大砂土小学校屋上防水・外壁改修工事 さいたま市北区本郷町
大砂土小学校６、７、８棟の屋上防水・外壁改修
工事

約6.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

18 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 島小学校屋上防水・外壁改修工事 さいたま市見沼区島町
島小学校１、２、３、４棟の屋上防水・外壁改修
工事

約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

19 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 川通小学校屋上防水・外壁改修工事 さいたま市岩槻区大字大野島 川通小学校１２棟の屋上防水・外壁改修工事 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

20 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 道祖土小学校屋上防水工事 さいたま市緑区道祖土１丁目 道祖土小学校２、４、１３棟の屋上防水工事 約4.5ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

21 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 慈恩寺小学校屋上防水・外壁改修工事 さいたま市岩槻区大字慈恩寺
慈恩寺小学校１２－１棟の屋上防水・外壁改修
工事

約5.5ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

22 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 大宮八幡中学校屋上防水・外壁改修工事 さいたま市見沼区大字南中丸
大宮八幡中学校１－１、１－２、１－３棟の屋上
防水・外壁改修工事

約5.5ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

23 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
さいたま市立大谷小学校及び春岡小学校
便所改修工事

さいたま市見沼区大字大谷外
大谷小学校６棟のトイレ改修工事、春岡小学校
２１棟のトイレ改修工事

約8.5ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

24 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
さいたま市立西原小学校及び岩槻小学校
便所改修工事

さいたま市岩槻区西原外
西原小学校１棟のトイレ改修工事、岩槻小学校
２４棟のトイレ改修工事

約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

25 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
さいたま市立木崎小学校及び植竹小学校
便所改修工事

さいたま市浦和区領家４丁目外
木崎小学校３２棟のトイレ改修工事、植竹小学
校２５棟のトイレ改修工事

約8.5ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

26 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
さいたま市立上木崎小学校及び日進北小
学校便所改修工事

さいたま市浦和区上木崎３丁目外
上木崎小学校２３－１棟のトイレ改修工事、日
進北小学校１８棟のトイレ改修工事

約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

27 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
さいたま市立与野西北小学校及び栄和小
学校便所改修工事

さいたま市中央区円阿弥４丁目外
与野西北小学校１－１棟のトイレ改修工事、栄
和小学校１５棟のトイレ改修工事

約8.5ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

28 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
さいたま市立大谷口小学校及び土合小学
校便所改修工事

さいたま市南区大字広ヶ谷戸外
大谷口小学校２棟のトイレ改修工事、土合小学
校１８棟のトイレ改修工事

約8.5ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

29 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
さいたま市立浦和大里小学校及び新開小
学校便所改修工事

さいたま市南区別所７丁目外
浦和大里小学校１－１棟のトイレ改修工事、新
開小学校１－２棟のトイレ改修工事

約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

30 建設局建築部営繕課 一般競争 建築
さいたま市立辻小学校及び善前小学校便
所改修工事

さいたま市南区辻６丁目外
辻小学校２２棟のトイレ改修工事、善前小学校
１－１棟のトイレ改修工事

約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札
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31 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立本太小学校便所改修工事 さいたま市浦和区本太２丁目 本太小学校３３－２、１－３棟のトイレ改修工事 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

32 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立向小学校便所改修工事 さいたま市南区大字大谷口 向小学校１－１棟のトイレ改修工事 約7.5ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

33 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立馬宮中学校便所改修工事 さいたま市西区大字二ツ宮 馬宮中学校１、３－１棟のトイレ改修工事 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

34 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立宮前中学校便所改修工事 さいたま市西区宮前町 宮前中学校１－１、１６棟のトイレ改修工事 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

35 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立土屋中学校便所改修工事 さいたま市西区大字土屋 土屋中学校１棟のトイレ改修工事 約4.5ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

36 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立桜木中学校便所改修工事 さいたま市大宮区桜木町４丁目 桜木中学校１３棟のトイレ改修工事 約4.5ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

37 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立岸中学校便所改修工事 さいたま市南区南本町２丁目 岸中学校１５棟のトイレ改修工事 約4.5ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

38 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立東浦和中学校便所改修工事 さいたま市緑区大字中尾 東浦和中学校２８棟のトイレ改修工事 約4.5ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

39 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立川通中学校便所改修工事 さいたま市岩槻区大字長宮 川通中学校２１棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

40 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市立慈恩寺中学校便所改修工事 さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺 慈恩寺中学校１－２、２棟のトイレ改修工事 約4.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

41 建設局建築部営繕課 一般競争 建築 さいたま市浦和斎場エレベーター設置工事 さいたま市桜区大字下大久保
浦和斎場第２葬祭場及び第３葬祭場へのエレ
ベーター設置工事

約9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

42 建設局建築部営繕課 一般競争 解体 旧中央消防署解体工事 さいたま市中央区下落合５丁目 旧中央消防署の解体工事 約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

43 建設局建築部営繕課 一般競争 解体 岩槻本町保育園解体工事 さいたま市岩槻区本町２丁目
岩槻本町保育園の園舎及びそれに付随する工
作物の解体工事

約4.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

44 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36.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 継続事業
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1 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
見沼グリーンセンター大規模改修（建築）工
事

さいたま市北区見沼２丁目９４番地 大規模改修工事に伴う建築工事 約10.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 継続事業

2 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
思い出の里市営霊園葬祭棟・管理棟大規
模改修（建築）工事

さいたま市見沼区大字大谷６００番地 大規模改修工事に伴う建築工事 約9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

3 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
岩槻区役所府内別館予防保全・新療育セ
ンター整備（建築）工事

さいたま市岩槻区府内１丁目８番１号 中規模修繕工事に伴う建築工事 約15.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

4 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築 田島公民館中規模修繕（建築）工事 さいたま市桜区田島３丁目２７番６号 中規模修繕工事に伴う建築工事 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

5 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築 日進公民館中規模修繕（建築）工事
さいたま市北区日進町２丁目１１９５
番地２

中規模修繕工事に伴う建築工事 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

6 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（１７・１９・２７・２
８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（普通教室棟、屋内運動場棟、
プール付属棟）の中規模修繕・大規模改修・長
寿命化修繕工事に伴う建築工事

約12.0ヵ月 2022.11 月公告、 2022.12 月入札 継続事業

7 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（２・３－１、－
２・４－２・１２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（管理教室棟、給食室棟、プー
ル付属棟）の中規模修繕・長寿命化修繕工事
に伴う建築工事

約18.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 継続事業

8 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
さいたま市立尾間木小学校（２５－１、－２・
３８棟）リフレッシュ改修（建築）工事

さいたま市緑区東浦和８丁目１１番地
５

尾間木小学校（管理特別教室棟、屋内運動場
棟、普通特別教室棟）の中規模修繕・長寿命化
修繕工事に伴う建築工事

約27.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 継続事業

9 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
さいたま市立与野西中学校（１９棟）リフレッ
シュ改修（建築）工事

さいたま市中央区鈴谷８丁目１０番３
３号

与野西中学校（屋内運動場棟）の中規模修繕・
大規模改修・長寿命化修繕工事に伴う建築工
事

約9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

10 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
さいたま市立与野西中学校（１・４・１１・１３・
１５・２０棟）リフレッシュ改修（建築）工事

さいたま市中央区鈴谷８丁目１０番３
３号

与野西中学校（教室棟、特別教室棟、管理棟、
給食室棟）の中規模修繕・大規模改修・長寿命
化修繕工事に伴う建築工事

約17.0ヵ月 2022.11 月公告、 2022.12 月入札 継続事業

11 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
さいたま市立大宮北小学校（１２・１６・２１
棟）リフレッシュ改修（建築）工事

さいたま市大宮区宮町３丁目８４番地
大宮北小学校（屋内運動場棟、プール付属棟）
の大規模改修・長寿命化修繕工事に伴う建築
工事

約9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

12 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
さいたま市立大宮北小学校（１－１、－２・
２・１８棟）リフレッシュ改修（建築）工事

さいたま市大宮区宮町３丁目８４番地
大宮北小学校（特別教室棟、教室棟、給食室
棟、管理棟）の大規模改修・長寿命化修繕工事
に伴う建築工事

約17.0ヵ月 2022.11 月公告、 2022.12 月入札 継続事業

13 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
さいたま市立片柳小学校（２０棟）リフレッ
シュ改修（建築）工事

さいたま市見沼区大字東新井２４４番
地１

片柳小学校（屋内運動場、プール付属棟）の中
規模修繕・長寿命化修繕工事に伴う建築工事

約12.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札 継続事業

14 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
さいたま市立原山小学校（４･７･１８･１９･２１･
２４･２５･２６棟）リフレッシュ改修（建築）工事

さいたま市緑区原山１丁目３０番１２
号

原山小学校（管理、特別、普通教室棟、給食室
棟、屋内運動場棟、プール付属棟）の中規模
修繕工事に伴う建築工事

約27.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

15 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
さいたま市立三橋小学校（５－１､－２・６－
１､－２･１８・２６棟）リフレッシュ改修（建築）
工事

さいたま市大宮区三橋２丁目２０番地
三橋小学校（管理棟、教室棟、屋内運動場棟）
の中規模修繕・長寿命化修繕工事に伴う建築
工事

約25.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札 継続事業
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16 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
老人福祉センターしもか荘中規模修繕（建
築）工事

さいたま市北区日進町１丁目８００番
地１０５

中規模修繕工事に伴う建築工事 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

17 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築 北消防署中規模修繕（建築）工事
さいたま市北区宮原町４丁目６６番地
１４

中規模修繕工事に伴う建築工事 約14.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

18 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
岩槻消防署笹久保出張所中規模修繕（建
築）工事

さいたま市岩槻区大字笹久保１３２８ 中規模修繕工事に伴う建築工事 約8.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

19 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
高鼻コミュニティセンター中規模修繕（建
築）工事

さいたま市大宮区高鼻町２丁目２９２
番地１

中規模修繕工事に伴う建築工事 約9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

20 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
東大宮コミュニティセンター中規模修繕（建
築）工事

さいたま市見沼区東大宮４丁目３１番
地１

中規模修繕工事に伴う建築工事 約9.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札 継続事業

21 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築 大戸児童センター中規模修繕（建築）工事
さいたま市中央区大戸６丁目２番地１
９

中規模修繕工事に伴う建築工事 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

22 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築 岩槻児童センター中規模改修（建築）工事
さいたま市岩槻区本町１丁目１１番地
１１

中規模修繕工事に伴う建築工事 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

23 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
さいたま市大砂土障害者デイサービスセン
ター中規模修繕（建築）工事

さいたま市北区本郷町１７番地７ 中規模修繕工事に伴う建築工事 約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

24 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築 針ヶ谷保育園中規模修繕（建築）工事
さいたま市浦和区針ヶ谷１丁目４番３
号

中規模修繕工事に伴う建築工事 約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

25 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築 東大成保育園中規模修繕（建築）工事
さいたま市北区東大成町２丁目１０３
番地

中規模修繕工事に伴う建築工事 約8.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

26 建設局建築部保全管理課 一般競争 建築
組合区画整理事業推進事務所中規模修繕
（建築）工事

さいたま市中央区下落合２丁目１８番
６号

中規模修繕工事に伴う建築工事 約9.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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
見沼グリーンセンター大規模改修（電気設
備）工事

さいたま市北区見沼２丁目９４番地 大規模改修（電気設備）工事 約9.0ヵ月 2022.12 月公告、 2023.1 月入札 継続事業

2 建設局建築部設備課 一般競争 管
見沼グリーンセンター大規模改修（機械設
備）工事

さいたま市北区見沼２丁目９４番地 大規模改修（機械設備）工事 約9.0ヵ月 2022.12 月公告、 2023.1 月入札 継続事業

3 建設局建築部設備課 一般競争 電気
思い出の里市営霊園葬祭棟・管理棟大規
模改修（電気設備）工事

さいたま市見沼区大字大谷６００番地 大規模改修（電気設備）工事 約9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

4 建設局建築部設備課 一般競争 管
思い出の里市営霊園葬祭棟・管理棟大規
模改修（機械設備）工事

さいたま市見沼区大字大谷６００番地 大規模改修（機械設備）工事 約9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

5 建設局建築部設備課 一般競争 電気
岩槻区役所府内別館予防保全・新療育セ
ンター整備（電気設備）工事

さいたま市岩槻区府内1丁目8番1号 中規模修繕（電気設備）工事 約15.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

6 建設局建築部設備課 一般競争 管
岩槻区役所府内別館予防保全・新療育セ
ンター整備（機械設備）工事

さいたま市岩槻区府内1丁目8番1号 中規模修繕（機械設備）工事 約15.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

7 建設局建築部設備課 一般競争 電気
老人福祉センターしもか荘中規模修繕（電
気設備）工事

さいたま市北区日進町１丁目800番
地105

中規模修繕（電気設備）工事 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

8 建設局建築部設備課 一般競争 管
老人福祉センターしもか荘中規模修繕（機
械設備）工事

さいたま市北区日進町１丁目800番
地105

中規模修繕（機械設備）工事 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

9 建設局建築部設備課 一般競争 電気 北消防署中規模修繕（電気設備）工事 さいたま市北区宮原町4-66-14 中規模修繕（電気設備）工事 約14.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

10 建設局建築部設備課 一般競争 管 北消防署中規模修繕（機械設備）工事 さいたま市北区宮原町4-66-14 中規模修繕（機械設備）工事 約14.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

11 建設局建築部設備課 一般競争 電気
岩槻消防署笹久保出張所中規模修繕（電
気設備）工事

さいたま市岩槻区大字笹久保1328 中規模修繕（電気設備）工事 約8.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

12 建設局建築部設備課 一般競争 管
岩槻消防署笹久保出張所中規模修繕（機
械設備）工事

さいたま市岩槻区大字笹久保1328 中規模修繕（機械設備）工事 約8.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

13 建設局建築部設備課 一般競争 電気
高鼻コミュニティセンター中規模修繕（電気
設備）工事

さいたま市大宮区高鼻町２丁目２９２
番地１

中規模修繕（電気設備）工事 約9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

14 建設局建築部設備課 一般競争 管
高鼻コミュニティセンター中規模修繕（機械
設備）工事

さいたま市大宮区高鼻町２丁目２９２
番地１

中規模修繕（機械設備）工事 約9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

15 建設局建築部設備課 一般競争 電気
東大宮コミュニティセンター中規模修繕（電
気設備）工事

さいたま市見沼区東大宮４丁目３１番
地１

中規模修繕（電気設備）工事 約9.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札 継続事業
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16 建設局建築部設備課 一般競争 管
東大宮コミュニティセンター中規模修繕（機
械設備）工事

さいたま市見沼区東大宮４丁目３１番
地１

中規模修繕（機械設備）工事 約9.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札 継続事業

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

さいたま市中央区大戸6丁目２－１９ 中規模修繕（電気設備）工事 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

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

さいたま市中央区大戸6丁目２－１９ 中規模修繕（機械設備）工事 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

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

さいたま市岩槻区本町1丁目１１－１１ 中規模修繕（電気設備）工事 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

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

さいたま市岩槻区本町1丁目１１－１１ 中規模修繕（機械設備）工事 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

21 建設局建築部設備課 一般競争 電気
さいたま市大砂土障害者デイサービスセン
ター中規模修繕（電気設備）工事

さいたま市北区本郷町１７番地７ 中規模修繕（電気設備）工事 約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

22 建設局建築部設備課 一般競争 管
さいたま市大砂土障害者デイサービスセン
ター中規模修繕（機械設備）工事

さいたま市北区本郷町１７番地７ 中規模修繕（機械設備）工事 約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

23 建設局建築部設備課 一般競争 電気 針ヶ谷保育園中規模修繕（電気設備）工事
さいたま市浦和区針ヶ谷1丁目4番3
号

中規模修繕（電気設備）工事 約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

24 建設局建築部設備課 一般競争 管 針ヶ谷保育園中規模修繕（機械設備）工事
さいたま市浦和区針ヶ谷1丁目4番3
号

中規模修繕（機械設備）工事 約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

25 建設局建築部設備課 一般競争 電気 東大成保育園中規模修繕（電気設備）工事
さいたま市北区東大成町2丁目103
番地

中規模修繕（電気設備）工事 約8.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

26 建設局建築部設備課 一般競争 管 東大成保育園中規模修繕（機械設備）工事
さいたま市北区東大成町2丁目103
番地

中規模修繕（機械設備）工事 約8.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

27 建設局建築部設備課 一般競争 電気
組合区画整理事業推進事務所中規
模修繕（電気設備）工事

さいたま市中央区下落合2丁目18番
6号

中規模修繕（電気設備）工事 約9.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

28 建設局建築部設備課 一般競争 管
組合区画整理事業推進事務所中規
模修繕（機械設備）工事

さいたま市中央区下落合2丁目18番
6号

中規模修繕（機械設備）工事 約9.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

29 建設局建築部設備課 一般競争 電気 東楽園建設（電気設備）工事
さいたま市見沼区大字膝子字中田
984番外

東楽園の建設に伴う電気設備工事 約24.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

30 建設局建築部設備課 一般競争 管 東楽園建設（機械設備）工事
さいたま市見沼区大字膝子字中田
984番外

東楽園の建設に伴う機械設備工事 約24.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業
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31 建設局建築部設備課 一般競争 電気
岩槻本町保育園新園舎建設（電気設備）工
事

さいたま市岩槻区本町2丁目5番5号 岩槻本町保育園の建設に伴う電気設備工事 約13.0ヵ月 2022.12 月公告、 2023.1 月入札 継続事業

32 建設局建築部設備課 一般競争 管
岩槻本町保育園新園舎建設（機械設備）工
事

さいたま市岩槻区本町2丁目5番5号 岩槻本町保育園の建設に伴う機械設備工事 約13.0ヵ月 2022.12 月公告、 2023.1 月入札 継続事業

33 建設局建築部設備課 一般競争 電気
ナックファイブスタジアム大宮大型映像装置
改修工事

さいたま市大宮区高鼻町４丁目地内
大型映像装置の老朽化に伴う内部機器改修工
事

約14.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 継続事業

34 建設局建築部設備課 一般競争 電気 田島公民館中規模修繕（電気設備）工事 さいたま市桜区田島３丁目２７番６号 田島公民館の中規模修繕（電気設備）工事 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

35 建設局建築部設備課 一般競争 管 田島公民館中規模修繕（機械設備）工事 さいたま市桜区田島３丁目２７番６号 田島公民館の中規模修繕（機械設備）工事 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

36 建設局建築部設備課 一般競争 電気 日進公民館中規模修繕（電気設備）工事
さいたま市北区日進町２丁目１１９５
番地２

日進公民館の中規模修繕（電気設備）工事 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

37 建設局建築部設備課 一般競争 管 日進公民館中規模修繕（機械設備）工事
さいたま市北区日進町２丁目１１９５
番地２

日進公民館の中規模修繕（機械設備）工事 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

38 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(17・19・27・28
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7丁目2番1号
針ヶ谷小学校(17・19・27・28棟）リフレッシュ改
修（電気設備）工事

約12.0ヵ月 2023.2 月公告、 2023.3 月入札 継続事業

39 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(17・19・27・28
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7丁目2番1号
針ヶ谷小学校(17・19・27・28棟）リフレッシュ改
修（機械設備）工事

約12.0ヵ月 2023.2 月公告、 2023.3 月入札 継続事業

40 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（5-1,-2・6-1,-2・
18・26棟）リフレッシュ改修（電気設備）工事

さいたま市大宮区三橋2丁目20番地
三橋小学校（5-1,-2・6-1,-2・18・26棟）リフレッ
シュ改修（電気設備）工事

約25.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札 継続事業

41 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（5-1,-2・6-1,-2・
18・26棟）リフレッシュ改修（機械設備）工事

さいたま市大宮区三橋2丁目20番地
三橋小学校（5-1,-2・6-1,-2・18・26棟）リフレッ
シュ改修（機械設備）工事

約25.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札 継続事業

42 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（2・3-1,-2・4-
2・12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4丁目14番
24号

上落合小学校（2・3-1,-2・4-2・12棟）リフレッ
シュ改修（電気設備）工事

約18.0ヵ月 2022.12 月公告、 2023.1 月入札 継続事業

43 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（2・3-1,-2・4-
2・12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4丁目14番
24号

上落合小学校（2・3-1,-2・4-2・12棟）リフレッ
シュ改修（機械設備）工事

約18.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 継続事業

44 建設局建築部設備課 一般競争 電気
さいたま市立尾間木小学校（25-1,-2・38
棟）リフレッシュ改修（電気設備）工事

さいたま市緑区東浦和8丁目11番地
5

尾間木小学校（25-1,-2・38棟）リフレッシュ改修
（電気設備）工事

約27.0ヵ月 2022.12 月公告、 2023.1 月入札 継続事業

45 建設局建築部設備課 一般競争 管
さいたま市立尾間木小学校（25-1,-2・38
棟）リフレッシュ改修（機械設備）工事

さいたま市緑区東浦和8丁目11番地
5

尾間木小学校（25-1,-2・38棟）リフレッシュ改修
（機械設備）工事

約27.0ヵ月 2022.12 月公告、 2023.1 月入札 継続事業
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46 建設局建築部設備課 一般競争 電気
さいたま市立与野西中学校（19棟）リフレッ
シュ改修（電気設備）工事

さいたま市中央区鈴谷8丁目10番33
号

与野西中学校（19棟）リフレッシュ改修（電気設
備）工事

約9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

47 建設局建築部設備課 一般競争 管
さいたま市立与野西中学校（19棟）リフレッ
シュ改修（機械設備）工事

さいたま市中央区鈴谷8丁目10番33
号

与野西中学校（19棟）リフレッシュ改修（機械設
備）工事

約9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

48 建設局建築部設備課 一般競争 電気
さいたま市立与野西中学校（1・4・11・13・
15・20棟）リフレッシュ改修（電気設備）工事

さいたま市中央区鈴谷8丁目10番33
号

与野西中学校（1・4・11・13・15・20棟）リフレッ
シュ改修（電気設備）工事

約17.0ヵ月 2023.2 月公告、 2023.3 月入札 継続事業

49 建設局建築部設備課 一般競争 管
さいたま市立与野西中学校（1・4・11・13・
15・20棟）リフレッシュ改修（機械設備）工事

さいたま市中央区鈴谷8丁目10番33
号

与野西中学校（1・4・11・13・15・20棟）リフレッ
シュ改修（機械設備）工事

約17.0ヵ月 2022.11 月公告、 2022.12 月入札 継続事業

50 建設局建築部設備課 一般競争 電気
さいたま市立大宮北小学校（12・16・21棟）
リフレッシュ改修（電気設備）工事

さいたま市大宮区宮町3丁目84番地
大宮北小学校（12・16・21棟）リフレッシュ改修
（電気設備）工事

約9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

51 建設局建築部設備課 一般競争 管
さいたま市立大宮北小学校（12・16・21棟）
リフレッシュ改修（機械設備）工事

さいたま市大宮区宮町3丁目84番地
大宮北小学校（12・16・21棟）リフレッシュ改修
（機械設備）工事

約9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

52 建設局建築部設備課 一般競争 電気
さいたま市立大宮北小学校（1-1,-2・2・18
棟）リフレッシュ改修（電気設備）工事

さいたま市大宮区宮町3丁目84番地
大宮北小学校（1-1,-2・2・18棟）リフレッシュ改
修（電気設備）工事

約17.0ヵ月 2023.2 月公告、 2023.3 月入札 継続事業

53 建設局建築部設備課 一般競争 管
さいたま市立大宮北小学校（1-1,-2・2・18
棟）リフレッシュ改修（機械設備）工事

さいたま市大宮区宮町3丁目84番地
大宮北小学校（1-1,-2・2・18棟）リフレッシュ改
修（機械設備）工事

約17.0ヵ月 2022.11 月公告、 2022.12 月入札 継続事業

54 建設局建築部設備課 一般競争 電気
さいたま市立片柳小学校（20棟）リフレッ
シュ改修（電気設備）工事

さいたま市見沼区大字東新井244番
地1

片柳小学校屋内運動場（20棟）リフレッシュ改
修（電気設備）工事

約12.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札 継続事業

55 建設局建築部設備課 一般競争 管
さいたま市立片柳小学校（20棟）リフレッ
シュ改修（機械設備）工事

さいたま市見沼区大字東新井244番
地1

片柳小学校屋内運動場（20棟）リフレッシュ改
修（機械設備）工事

約12.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札 継続事業

56 建設局建築部設備課 一般競争 電気
さいたま市立原山小学校（4・7・18・19・21・
24・25・26棟）リフレッシュ改修（電気設備）
工事

さいたま市緑区原山1丁目30番12号
原山小学校（4・7・18・19・21・24・25・26棟）リフ
レッシュ改修（電気設備）工事

約27.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

57 建設局建築部設備課 一般競争 管
さいたま市立原山小学校（4・7・18・19・21・
24・25・26棟）リフレッシュ改修（機械設備）
工事

さいたま市緑区原山1丁目30番12号
原山小学校（4・7・18・19・21・24・25・26棟）リフ
レッシュ改修（機械設備）工事

約27.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 継続事業

58 建設局建築部設備課 一般競争 電気 指扇中学校体育館空調設備設置工事
さいたま市西区西大宮3丁目31番地
1

体育館空調設備設置工事 約6.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

59 建設局建築部設備課 一般競争 管 大宮八幡中学校体育館空調設備設置工事
さいたま市見沼区大字南中丸357番
地

体育館空調設備設置工事 約6.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

60 建設局建築部設備課 一般競争 電気 八王子中学校体育館空調設備設置工事
さいたま市中央区八王子4丁目2番1
号

体育館空調設備設置工事 約6.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札
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61 建設局建築部設備課 一般競争 電気 上大久保中学校体育館空調設備設置工事
さいたま市桜区大字上大久保861番
地1

体育館空調設備設置工事 約6.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

62 建設局建築部設備課 一般競争 管 美園南中学校体育館空調設備設置工事 さいたま市緑区美園6丁目15番地 体育館空調設備設置工事 約6.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

63 建設局建築部設備課 一般競争 管 岩槻中学校体育館空調設備設置工事
さいたま市岩槻区仲町1丁目14番35
号

体育館空調設備設置工事 約6.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

64 建設局建築部設備課 一般競争 電気 三室中学校高圧受変電設備更新工事 さいたま市緑区馬場1丁目38番地2 三室中学校の高圧受変電設備更新工事 約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

65 建設局建築部設備課 一般競争 管
大谷場東小学校、大谷場中学校散水設備
設置工事

さいたま市南区大谷場2丁目13番54
号

大谷場東小学校、大谷場中学校の散水設備設
置工事

約4.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

66 建設局建築部設備課 一般競争 電気 東宮下小学校受変電設備改修工事
さいたま市見沼区大字東宮下215番
地1

東宮下小学校の受変電設備改修工事 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

67 建設局建築部設備課 一般競争 電気 仲本小学校受変電設備改修工事
さいたま市浦和区本太2丁目12番31
号

仲本小学校の受変電設備改修工事 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

68 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3丁目1番11
号

大原中学校の散水設備設置工事 約4.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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 2022.8 月公告、 2022.9 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 上落合調整池利水槽ゲート盤外更新工事 さいたま市中央区新都心地内 ゲート盤更新　3面 約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

3
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 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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

4
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 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 2022.8 月公告、 2022.9 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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1
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３０７９０号線） さいたま市北区日進町２丁目地内 延長115ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺U型側溝 約6.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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２１５１３号線
外３路線）

さいたま市見沼区大字大谷地内 延長250ｍ　幅員5.0ｍ　舗装工　長尺U型側溝 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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５０７６号線外
１路線）

さいたま市岩槻区大字増長地内 延長210ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺U型側溝 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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３１４２３号線
外２路線）

さいたま市西区大字高木地内 延長185ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺U型側溝 約7.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

5
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（市道イワ２０３号線） さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺地内
延長270ｍ　幅員4.0ｍ、6.0ｍ　舗装工　長尺U
型側溝

約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

6
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３１０１９号線） さいたま市西区大字宮前町地内 延長37ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺U型側溝 約4.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

7
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３０８８号線） さいたま市岩槻区大字真福寺地内
延長160ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺U型側溝
擁壁工

約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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３０７６７号線） さいたま市北区日進町３丁目地内 延長100ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺U型側溝 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 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２０６１８号線
外１路線）

さいたま市見沼区大字南中丸地内 延長150ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺U型側溝 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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４２２９号線外
１路線）

さいたま市岩槻区大字飯塚地内外 延長80ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺U型側溝 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

11
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３５０７号線） さいたま市岩槻区大字横根地内 延長100ｍ　幅員5.5ｍ　舗装工　長尺U型側溝 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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２０７７５号線
外１路線）

さいたま市見沼区大字南中野地内 延長60ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺U型側溝 約4.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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２０４５６号線） さいたま市見沼区大字中川地内 延長45ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺U型側溝 約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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３１８９３号線
外３路線）

さいたま市西区大字指扇地内 延長300ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺U型側溝 約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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２２５５号線） さいたま市岩槻区大字金重地内 延長170ｍ　幅員6.0ｍ　舗装工　長尺U型側溝 約7.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札
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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（市道５１０２号線） さいたま市岩槻区大字長宮地内 延長50ｍ　幅員4.0ｍ　舗装工　長尺U型側溝 約4.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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
暮らしの道路整備工事（北建道安単契Ｒ４‐
１）

さいたま市北部建設事務所管内 単価契約による道路整備工事一式 約10.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

18
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）そ
の２

さいたま市岩槻区大字大森地内
延長230ｍ　幅員7.0ｍ　舗装工　法面工　防護
柵工

約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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 宮前第一高架橋補修工事（その２） さいたま市西区宮前町地内 ひび割れ補修　塗替塗装 約7.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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 上戸井橋（下り）補修工事
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 2022.8 月公告、 2022.9 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 新曲輪橋補修工事（その２） さいたま市岩槻区城町２丁目地内外 ひび割れ補修　断面修復　塗替塗装 約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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 土木 中橋補修工事 さいたま市北区奈良町地内外
伸縮継手　ひび割れ補修　断面修復　高欄補
修

約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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 西本郷歩道橋補修工事 さいたま市北区本郷町地内 塗替塗装　橋台補修 約6.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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 土木 宮前中学校歩道橋補修工事 さいたま市西区宮前町地内外 支承補修　塗替塗装 約7.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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 岩０２３外９橋補修工事 さいたま市岩槻区大字小溝地内外 ひび割れ補修　断面修復 約6.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

26
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５） さいたま市大宮区錦町地内外 塗替塗装　化粧パネル取替　根巻補修 約9.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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 学校橋橋梁拡幅工事（その５） さいたま市西区大字植田谷本地内外 上部工 約14.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 ２ヵ年債務

28
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Ｒ４－２） 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 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 単価契約

29
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 田原橋旧橋撤去工事 さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎地内外 旧橋撤去 約6.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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
電線共同溝整備工事（一般国道１２２号・Ｒ
４加倉工区）

さいたま市岩槻区加倉４丁目地内外 延長200m、電線共同溝（片側） 約9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札
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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（一般県道さいたま春
日部線・Ｒ４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270m、電線共同溝（両側） 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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（一般県道鴻巣桶川
さいたま線・Ｒ４宮町工区）

さいたま市大宮区宮町３丁目地内外 延長330m、電線共同溝（片側） 約9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 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（主要地方道川口上
尾線・Ｒ４北袋町工区）

さいたま市大宮区北袋町２丁目地内
外

延長440m、電線共同溝（片側） 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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（大宮区三橋２丁目外地
区）

さいたま市大宮区三橋２丁目地内外 工事面積46ha、区画線工１式 約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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（見沼区深作１丁目外地
区）

さいたま市見沼区深作１丁目地内外 工事面積38ha、区画線工１式 約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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
ゾーン３０対策工事（岩槻区美園東１丁目外
地区）

さいたま市岩槻区美園東１丁目地内
外

工事面積32ha、区画線工１式 約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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
ゾーン３０対策工事（北区宮原町１丁目外地
区）

さいたま市北区宮原町１丁目地内外 工事面積27ha、区画線工１式 約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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（主要地方道さ
いたま菖蒲線外）

さいたま市見沼区東大宮４丁目地内
外

延長1300ｍ 約4.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 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（主要地方道さ
いたまふじみ野所沢線外）

さいたま市大宮区吉敷町４丁目地内
外

延長2100ｍ 約6.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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 塗装
自転車通行環境整備工事（一般県道東門
前蓮田線外）

さいたま市見沼区春岡２丁目地内外 延長2700ｍ 約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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 塗装
自転車通行環境整備工事（主要地方道川
口上尾線外）

さいたま市北区吉野町２丁目地内外 延長1400ｍ 約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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 塗装
自転車通行環境整備工事（市道１２３９８号
線外）

さいたま市見沼区東大宮７丁目地内
外

延長1300ｍ 約4.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 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（一般国道１２２号・Ｒ４西町
工区）

さいたま市岩槻区西町３丁目地内外 延長990ｍ、歩道整備（点字ブロック設置） 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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（主要地方道川口上尾線・Ｒ
４本郷町工区）

さいたま市北区本郷町地内 延長260m、歩道整備（改良） 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

45
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地内 延長50m、歩道整備（新設、片側） 約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札
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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（一般県道蒲生岩槻線・Ｒ４
釣上工区）

さいたま市岩槻区大字釣上地内外 延長160m、歩道整備（新設） 約7.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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（一般県道蒲生岩槻線・笹久
保工区）

さいたま市岩槻区大字笹久保地内外 延長65m、歩道整備（新設、片側） 約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

48
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ふじみ
野所沢線）

さいたま市西区大字飯田新田地内 延長50m、歩道整備（新設） 約4.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

49
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（市道４０３６９号線） さいたま市大宮区三橋２丁目地内 延長130m、歩道整備（新設、片側） 約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

50
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240m、歩道整備（改良） 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

51
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（市道２１５４１号線） さいたま市見沼区大字東門前地内 延長80m、歩道整備（改良） 約4.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

52
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（市道２１９７１号線） さいたま市大宮区錦町地内 延長100m、歩道整備（改良） 約4.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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Ｒ４
－２）

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5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

54
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Ｒ４－１）

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9.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

55
建設局北部建設事務所道路
安全対策課

指名競争 土木
交通安全対策緊急工事（北建道安単契Ｒ４
－１）

さいたま市北部建設事務所管内 単価契約による交通安全施設整備工事一式 約9.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

56
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9.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

57
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Ｒ５－１）（ゼ
ロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
債務負担行

為、単価契約

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Ｒ５
－１）（ゼロ債）

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7.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
債務負担行

為、単価契約

59 月公告、 月入札

60 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

一般競争 土木
一般国道１２２号蓮田岩槻バイパス加倉工
区道路改良工事（Ｒ４－１）

さいたま市岩槻区加倉2丁目地内 道路改良工事　Ｌ＝230ｍ 約12.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 継続事業

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工
区道路改良工事（Ｒ４－２）

さいたま市岩槻区加倉2丁目地内 道路改良工事　Ｌ＝230ｍ 約16.0ヵ月 2022.11 月公告、 2022.12 月入札 継続事業

3
建設局北部建設事務所道路
建設課

指名競争 土木 御蔵中央通線道路改良工事（Ｒ４） さいたま市見沼区御蔵地内外 道路改良工事　Ｌ＝140ｍ 約5.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札

4
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Ｒ４－１）

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1式 約6.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

5
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Ｒ４－２）

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1式 約6.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

6
建設局北部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
主要地方道さいたま春日部線岩槻橋側道
橋撤去工事（Ｒ４)

さいたま市岩槻区太田2丁目地内外 側道橋撤去工事　Ｌ＝80ｍ 約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

7
建設局北部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
主要地方道さいたま春日部線仮設道路整
備工事（Ｒ４)

さいたま市岩槻区太田2丁目地内外 仮設道路整備工事　Ｌ＝230ｍ 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

8
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
4-1）

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1式 約5.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

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
4-2）

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1式 約5.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

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
4-3）

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1式 約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

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
4-4）

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1式 約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

12
建設局北部建設事務所道路
建設課

一般競争 舗装 岩槻中央通り線市宿工区舗装工事（R4) さいたま市岩槻区本町2丁目地内外
切削オーバーレイ　L＝550m　歩道舗装工　L＝100
m

約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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
大宮岩槻線芝川工区境橋下部工工事(R4)
（２債）

さいたま市見沼区大和田町１丁目地
内外

橋台　１基 約10.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札 2ヵ年債務

14
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（R4)（２
債）

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 約12.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札 2ヵ年債務

15
建設局北部建設事務所道路
建設課

一般競争 機械器具設置 南大通東線天沼工区ポンプ設置工事 さいたま市大宮区天沼町２丁目地内 機械設備工事　１式、電気設備工事　１式 約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札
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16
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Ｒ４
－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維持管理工事1式 約6.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

17
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Ｒ４
－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維持管理工事1式 約6.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

18
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Ｒ４
－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維持管理工事1式 約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

19
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Ｒ４
－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維持管理工事1式 約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

20
建設局北部建設事務所道路
建設課

指名競争 土木
大間木丸ケ崎線外事業用地舗装工事（北
部単契Ｒ４)

さいたま市見沼区大字片柳地内 単価契約による街路事業用地維持管理工事1式 約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

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道路
維持課

一般競争 舗装
スマイルロード整備工事（Ｒ４主要地方道さ
いたま幸手線）

さいたま市岩槻区大字鹿室地内
切削オーバーレイ　延長380m　幅員6.0m　表
層2280㎡

約5.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札

2
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Ｒ５－１－１）（ゼロ
債）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に１の地区）

単価契約による道路修繕工事一式 約8.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
債務負担行
為・単価契約

3
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Ｒ５－２－１）（ゼロ
債）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に２の地区）

単価契約による道路修繕工事一式 約8.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
債務負担行
為・単価契約

4
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Ｒ５－３－１）（ゼロ
債）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に３の地区）

単価契約による道路修繕工事一式 約8.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
債務負担行
為・単価契約

5
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Ｒ５－４－１）（ゼロ
債）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に４の地区）

単価契約による道路修繕工事一式 約8.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
債務負担行
為・単価契約

6
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Ｒ５－５－１）（ゼロ
債）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に５の地区）

単価契約による道路修繕工事一式 約8.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
債務負担行
為・単価契約

7
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Ｒ５－６－１）（ゼロ
債）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に６の地区）

単価契約による道路修繕工事一式 約8.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
債務負担行
為・単価契約

8
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Ｒ４－１－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に１の地区）

単価契約による道路修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

9
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Ｒ４－２－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に２の地区）

単価契約による道路修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

10
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Ｒ４－３－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に３の地区）

単価契約による道路修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

11
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Ｒ４－４－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に４の地区）

単価契約による道路修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

12
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Ｒ４－５－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に５の地区）

単価契約による道路修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

13
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Ｒ４－６－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に６の地区）

単価契約による道路修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

14
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 狭あい道路整備工事（北部単契Ｒ４東）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に東の地区）

単価契約による道路修繕工事一式 約12.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

15
建設局北部建設事務所道路
維持課

指名競争 土木 狭あい道路整備工事（北部単契Ｒ４西）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に西の地区）

単価契約による道路修繕工事一式 約12.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約
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16
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Ｒ４－１）
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9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約

17
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Ｒ４－２）
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9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約

18
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Ｒ４
－１）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西区）

単価契約による道路修繕工事一式 約12.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

19
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Ｒ４
－２）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に北区）

単価契約による道路修繕工事一式 約12.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

20
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Ｒ４
－３）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に大宮区）

単価契約による道路修繕工事一式 約12.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

21
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Ｒ４
－４）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に見沼区）

単価契約による道路修繕工事一式 約12.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

22
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Ｒ４
－５）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に岩槻区）

単価契約による道路修繕工事一式 約12.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

23
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（Ｒ４一般県道大谷本郷さい
たま線）

さいたま市西区三橋６丁目地内
切削オーバーレイ　延長80m　幅員7.0m　表
層・基層560㎡

約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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（Ｒ４主要地方道さいたまふじ
み野所沢線）

さいたま市西区大字二ツ宮地内
切削オーバーレイ　延長250m　幅員7.0m　表
層・基層1750㎡

約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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（Ｒ４主要地方道さいたま鴻
巣線）

さいたま市西区大字西遊馬地内
切削オーバーレイ　延長550m　幅員7.0m　表
層・基層3850㎡

約6.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

26
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（Ｒ４市道４０５２０号
線外）

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250m　幅員
4.0m

約6.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

27
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（Ｒ４市道４０６６５号
線）

さいたま市西区大字佐知川地内
切削オーバーレイ　延長410m　幅員4.5～6.3m
表層・基層2300㎡

約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

28
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（Ｒ４市道４１３０９号
線）

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90m　幅員4.5m 約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

29
建設局北部建設事務所道路
維持課

一般競争 機械器具設置 宮原駅西口エレベーター改修工事 さいたま市北区宮原町３丁目地内 エレベーター修繕　準撤去リニューアル 約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

30
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（Ｒ４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360m　幅員10.5m　表
層3780㎡

約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札
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31
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（Ｒ４主要地方道川口上尾
線）

さいたま市北区吉野町１丁目地内
切削オーバーレイ　延長450m　幅員8.0m　表
層・基層3600㎡

約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

32
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（Ｒ４主要地方道川口上尾
線）その２

さいたま市北区土呂町２丁目地内
切削オーバーレイ　延長100m　幅員7.0m　表
層・基層700㎡

約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

33
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（Ｒ４市道３０３２７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240m　幅員
5.0m

約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

34
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（Ｒ４市道３０５０５号
線）

さいたま市北区吉野町２丁目地内
舗装工　長尺Ｕ型側溝工　延長150m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

35
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（Ｒ４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7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

36
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（Ｒ４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6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

37
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（Ｒ４市道１０３６９号
線外）

さいたま市北区土呂町２丁目地内
舗装工　長尺Ｕ型側溝工　延長106m　幅員
4.0m

約4.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札

38
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（Ｒ４市道３０４９７号
線外）

さいたま市北区吉野町２丁目地内
舗装工　長尺Ｕ型側溝工　延長130m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

39
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（Ｒ４市道３０５０２号
線外）

さいたま市北区吉野町２丁目地内
舗装工　Ｌ型側溝工　延長415m　幅員6.0・
7.0m

約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

40
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（Ｒ４市道１０８０９号
線外）

さいたま市北区吉野町２丁目地内
舗装工　長尺Ｕ型側溝工　延長365m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

41
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（Ｒ４市道１０８４３号
線外）

さいたま市北区吉野町２丁目地内
舗装工　長尺Ｕ型側溝工　延長381m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

42
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（Ｒ４市道１０８４０号
線外）

さいたま市北区吉野町２丁目地内
舗装工　長尺Ｕ型側溝工　延長130m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

43
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（Ｒ４市道１０７７９号
線外）

さいたま市北区吉野町２丁目地内
舗装工　長尺Ｕ型側溝工　延長130m　幅員
6.0m　切削オーバーレイ870㎡

約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

44
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（Ｒ４市道１０８９０号
線外）

さいたま市北区吉野町２丁目地内
舗装工　長尺Ｕ型側溝工　延長170m　幅員
4.0・5.0・7.0m

約4.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札

45
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（Ｒ４市道１０２０４号
線外）

さいたま市北区植竹町１丁目地内
舗装工　長尺Ｕ型側溝工　延長155m　幅員
4.0m

約4.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札
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46
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（Ｒ４市道１０８７７号
線）

さいたま市北区今羽町地内
切削オーバーレイ　延長360m　幅員5.0m　表
層・基層1800㎡

約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

47
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（Ｒ４市道１０５３８号
線外）

さいたま市北区土呂町１丁目地内
舗装工　長尺Ｕ型側溝工　延長140m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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（Ｒ４市道１０３１３号
線外）

さいたま市北区植竹町２丁目地内
舗装工　長尺Ｕ型側溝工　延長130m　幅員
4.1m　切削オーバーレイ1840㎡

約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

49
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（Ｒ４市道３０３０６号
線外）

さいたま市北区宮原町２丁目地内
切削オーバーレイ　延長300m　幅員4.0・9.0m
表層1790㎡　基層900㎡

約4.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

50
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（Ｒ４市道１０６０５号
線外）

さいたま市北区宮原町２丁目地内
舗装工　延長370m　幅員5.0～6.4m　表層2180
㎡

約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

51
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（Ｒ４市道１２４６０号線） さいたま市大宮区高鼻町３丁目地内
切削オーバーレイ　延長680m　幅員6.0m　表
層4080㎡

約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

52
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（Ｒ４市道１０１４６号線外） さいたま市大宮区高鼻町１丁目地内
切削オーバーレイ　延長520m　幅員5.0・6.5m
表層2780㎡

約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

53
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（Ｒ４市道４００６２号線） さいたま市大宮区桜木町４丁目地内 舗装工　延長350m　幅員4.0m　表層1400㎡ 約4.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

54
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（Ｒ４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290m　幅員15.0m　表
層4350㎡

約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

55
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（Ｒ４主要地方道大宮停車場
線）

さいたま市大宮区大門町１丁目地内
切削オーバーレイ　延長130m　幅員7.0m　表
層910㎡

約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

56
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（Ｒ４一般県道新方須賀さい
たま線）その２

さいたま市大宮区堀の内町１丁目地
内

切削オーバーレイ　延長160m　幅員7.0m　表
層・基層1120㎡

約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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（Ｒ４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型側溝工　延長180m　幅員4.5
～6.4m

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

58
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（Ｒ４市道２０１２２号
線）

さいたま市大宮区東町２丁目地内
舗装工　延長392m　幅員3.0～5.0m　表層1570
㎡

約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

59
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（Ｒ４一般県道東門前蓮田
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240m　幅員6.0m　表
層・基層1440㎡

約4.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

60
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（Ｒ４市道２１５７３号線） さいたま市見沼区大字膝子地内外
切削オーバーレイ　延長300m　幅員6.0m　表
層・基層1800㎡

約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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 舗装
道路修繕工事（Ｒ４主要地方道さいたま春
日部線）その２

さいたま市見沼区大字風渡野地内
切削オーバーレイ　延長300m　幅員7.0m　表
層・基層2100㎡

約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

62
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（Ｒ４主要地方道さいたま春
日部線）その３

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7.0m　表
層・基層1750㎡

約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

63
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（Ｒ４主要地方道さいたま幸
手線）

さいたま市見沼区大字東宮下地内
切削オーバーレイ　延長250m　幅員7.0m　表
層・基層1,750㎡

約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

64
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（Ｒ４市道１１００７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型側溝工　延長315m　幅員
4.0m～6.0m

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

65
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（Ｒ４市道２２１７０号
線）

さいたま市見沼区大字片柳地内 舗装工　長尺Ｕ型側溝工　延長35m　幅員7.0m 約4.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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（Ｒ４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型側溝工　延長275m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

67
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（Ｒ４市道１２４０５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型側溝工　延長250m　幅員
6.0m～8.0m

約6.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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（Ｒ４市道１２０９８号
線）

さいたま市見沼区深作１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 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

69
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（Ｒ４市道２０５７５号
線外）

さいたま市見沼区大字南中丸地内
切削オーバーレイ　延長590m　幅員5.8m　表
層3430㎡

約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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（Ｒ４市道１２３８５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型側溝工　延長220m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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（Ｒ４市道２１６３６号
線）

さいたま市見沼区大字東宮下地内
舗装工　長尺Ｕ型側溝工　延長113m　幅員
4.0m

約4.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札

72
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（Ｒ４市道２１５３３号
線外）

さいたま市見沼区大字蓮沼地内外
切削オーバーレイ　延長510m　幅員6.0m・7.0
ｍ　表層3160㎡　基層700㎡

約4.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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（Ｒ４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型側溝工　延長240m　幅員
10.0m

約7.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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（Ｒ４市道１１７３９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型側溝工　延長240m　幅員
6.0m

約7.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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（Ｒ４市道１１７４９号
線外）

さいたま市見沼区東大宮６丁目地内
外

舗装工　長尺Ｕ型側溝工　延長200m　幅員
4.0m～6.0m

約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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（Ｒ４市道１１７３１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型側溝工　延長200m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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（Ｒ４市道１１０１３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型側溝工　延長360m　幅員
4.0m・6.0m

約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

78
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（Ｒ４市道１１８４０号
線）

さいたま市見沼区大字丸ヶ崎地内
切削オーバーレイ　延長460m　幅員6.0m　表
層・基層2760㎡

約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

79
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（Ｒ４市道１１７５４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型側溝工　延長185m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

80
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（Ｒ４市道６４７９号線） さいたま市岩槻区大字釣上新田地内
切削オーバーレイ　延長160m　幅員5.0m　表
層800㎡

約4.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 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 道路修繕工事（Ｒ４市道イワ２３７号線） さいたま市岩槻区大字長宮地内
切削オーバーレイ　延長145m　幅員5.8m　表
層・基層850㎡

約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

82
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（Ｒ４市道６７３８号線）
さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎新田地
内

切削オーバーレイ　延長400m　幅員5.0m　表
層2000㎡

約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

83
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（Ｒ４市道イワ２０１号線） さいたま市岩槻区大字鹿室地内
切削オーバーレイ　延長90m　幅員15.0m　表
層・基層1350㎡

約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

84
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（Ｒ４主要地方道越谷岩槻
線）

さいたま市岩槻区府内４丁目地内
切削オーバーレイ　延長350m　幅員7.0m　表
層・基層2450㎡

約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

85
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（Ｒ４一般県道蒲生岩槻線） さいたま市岩槻区大字笹久保地内
切削オーバーレイ　延長180m　幅員6.0m　表
層・基層1080㎡

約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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 道路修繕工事（Ｒ４市道３０８８号線） さいたま市岩槻区城南１丁目地内
管路工　ポンプ設置工　延長260m　幅員2.7m
～6.0m

約7.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

87
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（Ｒ４一般国道１２２号） さいたま市岩槻区大字馬込地内
切削オーバーレイ　延長350m　幅員7.0m　表
層・基層2450㎡

約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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
道路修繕工事（Ｒ４主要地方道さいたま春
日部線）その４

さいたま市岩槻区加倉２丁目地内
切削オーバーレイ　延長260m　幅員7.0m　表
層・基層1820㎡

約4.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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
道路修繕工事（Ｒ４主要地方道野田岩槻
線）

さいたま市岩槻区大字大口地内
切削オーバーレイ　延長310m　幅員7.0m　表
層・基層2170㎡

約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

90
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（Ｒ４主要地方道さいたま幸
手線）その２

さいたま市岩槻区大字表慈恩寺地内
切削オーバーレイ　延長260m　幅員7.0m　表
層・基層1820㎡

約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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 舗装
道路修繕工事（Ｒ４主要地方道越谷岩槻
線）その２

さいたま市岩槻区大字末田地内
切削オーバーレイ　延長300m　幅員7.0m　表
層・基層2100㎡

約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

92
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（Ｒ３一般県道蓮田杉戸線）
（補）

さいたま市岩槻区大字鹿室地内
切削オーバーレイ　延長250m　幅員7.0m　表
層1750㎡

約5.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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 道路修繕工事（Ｒ４市道２７０６号線） さいたま市岩槻区大字掛地内
切削オーバーレイ　延長550m　幅員6.0m　表
層・基層3300㎡

約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

94
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（Ｒ４市道イワ２４８号線） さいたま市岩槻区尾ヶ崎地内外
切削オーバーレイ　延長380m　幅員6.0m　表
層・基層2280㎡

約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

95
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（Ｒ４市道２７０６号
線外）

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260m　幅員6.0
～8.5m

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

96
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（Ｒ４一般県道蒲生
岩槻線）

さいたま市岩槻区城南３丁目地内外
舗装工（歩道）　延長600m×両側　幅員0.65m
表層780㎡

約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

97
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（Ｒ４市道１０１１号
線）

さいたま市岩槻区大字鹿室地内 舗装工　延長550m　幅員3.0m　表層1650㎡ 約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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（Ｒ４市道１５１０号
線）

さいたま市岩槻区大字表慈恩寺地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長160m　幅員
8.0m

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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（Ｒ４市道１０５４号
線）

さいたま市岩槻区大字鹿室地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長250m　幅員
6.0m

約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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（Ｒ４一般国道１２２
号）

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335m　幅員
8.0m

約7.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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（Ｒ４市道２３６５号
線外）

さいたま市岩槻区大字平林寺地内外
舗装工　長尺U型側溝工　延長190m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

102
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（Ｒ４市道イワ１０３
号線）

さいたま市岩槻区大字表慈恩寺地内
切削オーバーレイ　延長280m　幅員6.0m　表
層・基層1680㎡

約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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（Ｒ４市道４０４９号
線）

さいたま市岩槻区仲町２丁目地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長110m　幅員
5.0m

約4.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札

104
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（Ｒ４市道３５０１号
線外）

さいたま市岩槻区大字笹久保新田地
内

切削オーバーレイ　延長270m　幅員6.0m　表
層1620㎡

約4.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

105
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（Ｒ４市道４０７９号
線）

さいたま市岩槻区仲町１丁目地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長190m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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 土木
スマイルロード整備工事（Ｒ４市道イワ２３５
号線外）

さいたま市岩槻区大字高曽根地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長160m　幅員
6.5m

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

107
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（Ｒ４市道イワ２２６
号線）

さいたま市岩槻区大字笹久保地内
切削オーバーレイ　延長360m　幅員7.0m　表
層2520㎡

約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

108
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（Ｒ４市道６０８１号
線外）

さいたま市岩槻区大字末田地内 舗装工　延長425m　幅員5.0m　表層2125㎡ 約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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（Ｒ４市道イワ２３２
号線）

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120m　幅員
5.5m

約4.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札

110
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（Ｒ４市道１２５９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180m　幅員
4.9m～7.0m

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

111
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（Ｒ４市道２１７５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180m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

112
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（Ｒ４市道４３５３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210m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

113
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（Ｒ４市道イワ１１８
号線外）

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180m　幅員7.0m・2.0
ｍ　表層4340㎡　基層4270㎡

約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

114
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（Ｒ４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320m　幅員
6.0m

約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

115
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（Ｒ４市道イワ２１２
号線）

さいたま市岩槻区大字平林寺地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長270m　幅員
6.0m

約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

116
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（Ｒ４市道イワ１１５
号線）その２

さいたま市岩槻区大字横根地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長465m　幅員
5.0m

約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

117
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（Ｒ４市道イワ１２０
号線）

さいたま市岩槻区大字大口地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長350m　幅員
5.7m～7.6m

約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

118
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（Ｒ４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250m　幅員
6.0m

約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

119
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（Ｒ４市道３０９０号
線）

さいたま市岩槻区原町地内外
舗装工　長尺U型側溝工　延長320m　幅員
6.0m

約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

120
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（Ｒ４市道イワ２４８
号線）

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260m　幅員
6.0m

約6.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札
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121
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（Ｒ４市道イワ１０１
号線外）

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530m　幅員
8.2m・2.7m

約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

122
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（Ｒ４市道１３６０号
線）

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255m　幅員
6.0m

約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

123
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（Ｒ４市道３５６０号
線）

さいたま市岩槻区大字浮谷地内
舗装工（歩道）　延長190m×両側　幅員1.65m
表層630㎡

約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

124
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（Ｒ４市道２７０３号
線）

さいたま市岩槻区大字金重地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長200m　幅員
7.0m

約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

125
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（Ｒ４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（片側）　延長350m
幅員6.3m

約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

126
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（Ｒ４市道１３４２号
線）

さいたま市岩槻区大字古ヶ場地内
舗装工　長尺U型側溝工　延長200m　幅員
6.0m

約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

127
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（Ｒ３一般国道１２２号）（補） さいたま市岩槻区大字馬込地内
切削オーバーレイ　延長290m　幅員7.0m　表
層・基層2060㎡

約5.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札

128

129

130

131

132

133

134

135
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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R4-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 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

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R4-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 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

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R4-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 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

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R4-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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

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R4-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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

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R4-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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

7
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R4)（2債） さいたま市西区大字佐知川地内
土工:1式、橋梁上部工：32.5m、多自然型護岸
工（両岸）：100m、取付道路工：185m、仮設工：
1式

約11.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札 債務負担行為

8
建設局北部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木 準用河川黒谷川改修工事（北河R4)（2債） さいたま市岩槻区美園東3丁目地内
土工：1式、法面整形工：930m2、多自然型護岸
工（左岸）：135m、仮設工：1式

約10.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札 債務負担行為

9
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R4)（2債） さいたま市西区大字宝来地内
土工:1式、水路工(ボックスカルバート):80m、仮
設工:1式

約10.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札 債務負担行為

10
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R4)（2債） さいたま市岩槻区大字馬込地内
土工:1式、水路工(U型水路):115m、仮設工:1
式

約9.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札 債務負担行為

11
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R4)（2債） さいたま市岩槻区大字金重地内
土工：1式、水路工(U型水路)：60m、仮設工：1
式

約10.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札 債務負担行為

12
建設局北部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木 釣上新田地内排水路整備工事（北河R4） さいたま市岩槻区大字釣上新田地内
土工:1式、水路工(U型水路):175m、仮設工:1
式

約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

13
建設局北部建設事務所河川
整備課

指名競争 土木 釣上地内排水路整備工事（北河R4） さいたま市岩槻区大字釣上地内
土工：1式、水路工(U型水路)：70m、仮設工：1
式

約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

14
建設局北部建設事務所河川
整備課

指名競争 土木 箕輪地内排水路整備工事（北河R4） さいたま市岩槻区大字箕輪地内
土工：1式、水路工(U型水路)：80m、仮設工：1
式

約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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 準用河川深作川改修工事（北河R3） さいたま市見沼区大字丸ケ崎地内 防護柵工：130m、護岸補修工:1式 約2.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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 黒用排水路整備工事（北河R4） さいたま市岩槻区大字飯塚地内 土工:1式　柵渠工:100m 約2.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

17
建設局北部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木
鴻沼川流域貯留浸透施設整備工事（大成2
丁目公園）

さいたま市大宮区大成町2丁目地内
土工：1式、石灰ダスト舗装：445m2、周囲側溝：
44m、集水桝：2基、オリフィス桝：1基、余水吐：
1基、周囲小堤工：60m

約3.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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
準用河川新川佐知川橋取付道路整備工事
（北河R4）

さいたま市西区大字飯田地内外
土工:1式、舗装工:60m2、仮設工:1式、付帯
工:1式、撤去工:1式

約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

19
建設局北部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木 柏崎排水路整備工事（北河R4） さいたま市岩槻区大字横根地内 土工：1式、水路工：230m、仮設工：1式 約3.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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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－Ｒ４－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 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

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－Ｒ４－Ｓ５
６）

さいたま市北部建設事務所管内(主
に北区)

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

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－Ｒ４－Ｓ５
７）

さいたま市北部建設事務所管内(主
に大宮区)

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

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－Ｒ４－Ｓ５
８）

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 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

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－Ｒ４－Ｓ５
９）

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 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

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－Ｒ４－Ｓ６
０）

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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

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－Ｒ４－Ｓ６
１）

さいたま市北部建設事務所管内(主
に北区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

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－Ｒ４－Ｓ６
２）

さいたま市北部建設事務所管内(主
に大宮区)

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

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－Ｒ４－Ｓ６
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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

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－Ｒ４－Ｓ６
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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

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－Ｒ４－Ｓ６
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5.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札 単価契約

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－Ｒ４－Ｓ６
６）

さいたま市北部建設事務所管内(主
に北区)

単価契約による下水道取付管工事一式 約5.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札 単価契約

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－Ｓ６
７）

さいたま市北部建設事務所管内(主
に大宮区)

単価契約による下水道取付管工事一式 約5.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札 単価契約

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－Ｓ６
８）

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5.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札 単価契約

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－Ｓ６
９）

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5.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.6 月入札 単価契約
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16
建設局北部建設事務所下水
道管理課

一般競争 舗装
下水道取付管工事に伴う舗装本復旧工事
（その１）

さいたま市北部建設事務所管内 舗装本復旧工事一式 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

17
建設局北部建設事務所下水
道管理課

一般競争 舗装
下水道取付管工事に伴う舗装本復旧工事
（その２）

さいたま市北部建設事務所管内 舗装本復旧工事一式 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

18
建設局北部建設事務所下水
道管理課

一般競争 舗装
下水道取付管工事に伴う舗装本復旧工事
（その３）

さいたま市北部建設事務所管内 舗装本復旧工事一式 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

19
建設局北部建設事務所下水
道管理課

一般競争 舗装
下水道取付管工事に伴う舗装本復旧工事
（その４）

さいたま市北部建設事務所管内 舗装本復旧工事一式 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

20
建設局北部建設事務所下水
道管理課

一般競争 舗装
下水道取付管工事に伴う舗装本復旧工事
（その５）

さいたま市北部建設事務所管内 舗装本復旧工事一式 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

21
建設局北部建設事務所下水
道管理課

一般競争 舗装
下水道取付管工事に伴う舗装本復旧工事
（その６）

さいたま市北部建設事務所管内 舗装本復旧工事一式 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

22
建設局北部建設事務所下水
道管理課

一般競争 舗装
下水道取付管工事に伴う舗装本復旧工事
（その７）

さいたま市北部建設事務所管内 舗装本復旧工事一式 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

23
建設局北部建設事務所下水
道管理課

一般競争 舗装
下水道取付管工事に伴う舗装本復旧工事
（その８）

さいたま市北部建設事務所管内 舗装本復旧工事一式 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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
下水道取付管工事（単契北管－Ｒ５－Ｓ５
１）（ゼロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

25
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－Ｒ５－Ｓ５
２）（ゼロ債）

さいたま市北部建設事務所管内(主
に北区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

26
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－Ｒ５－Ｓ５
３）（ゼロ債）

さいたま市北部建設事務所管内(主
に大宮区）

単価契約による下水道取付管工事一式 約6.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

27
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－Ｒ５－Ｓ５
４）（ゼロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

28
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－Ｒ５－Ｓ５
５）（ゼロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

29
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－Ｒ４－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 2022.6 月公告、 2022.7 月入札 単価契約

30
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－Ｒ４－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 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約
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31
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（北管
－Ｒ４－Ｓ２３）

さいたま市西区プラザ地内 マンホール蓋交換工事一式 約4.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

32
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木 下水道緊急修繕（単契北管－Ｒ４－Ｓ２０４）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に西）

単価契約による下水道補修工事一式 約9.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札 単価契約

33
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木 下水道緊急修繕（単契北管－Ｒ４－Ｓ２０５）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に中央）

単価契約による下水道補修工事一式 約9.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札 単価契約

34
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木 下水道緊急修繕（単契北管－Ｒ４－Ｓ２０６）
さいたま市北部建設事務所管内（主
に東）

単価契約による下水道補修工事一式 約9.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札 単価契約

35
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道雨水施設緊急修繕（単契北管－Ｒ４
－Ｓ９０１）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西）

単価契約による下水道雨水施設補修工事一式 約9.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札 単価契約

36
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道雨水施設緊急修繕（単契北管－Ｒ４
－Ｓ９０２）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に東）

単価契約による下水道雨水施設補修工事一式 約9.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札 単価契約

37
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
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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

38
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
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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

39
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
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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

40
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－Ｒ５－８
００１）（ゼロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

41
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－Ｒ５－８
００２）（ゼロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

42
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－Ｒ５－８
００３）（ゼロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

43
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道緊急修繕（単契北管－Ｒ５－Ｓ２０１）
（ゼロ債）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に西）

単価契約による下水道補修工事一式 約8.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

44
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道緊急修繕（単契北管－Ｒ５－Ｓ２０２）
（ゼロ債）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に中央）

単価契約による下水道補修工事一式 約8.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

45
建設局北部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道緊急修繕（単契北管－Ｒ５－Ｓ２０３）
（ゼロ債）

さいたま市北部建設事務所管内（主
に東）

単価契約による下水道補修工事一式 約8.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為
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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
鴨川第８－２処理分区外下水道工事（北再
－Ｒ３－４５１）（補）

さいたま市北区宮原町２丁目地内外
管更生φ1500　65.0ｍ　耐震継手φ250～1500
64箇所

約5.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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２４処理分区外下水道工事（北再－
Ｒ３－４５２）(補)

さいたま市大宮区桜木町１丁目地内
外

耐震継手φ300～600　61箇所 約5.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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
鴨川第８－２処理分区外下水道工事（北再
－Ｒ３－４５３）（補）

さいたま市北区日進町３丁目地内外 耐震継手φ250～900　111箇所 約6.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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５処理分区外下水道工事（北再－Ｒ
３－４５４）（補）

さいたま市北区宮原町４丁目地内外 耐震継手φ250～400　87箇所 約5.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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
南部処理区外下水道工事（北再－Ｒ３－４
５５）（補）

さいたま市大宮区宮町４丁目地内外 耐震継手φ250～400　95箇所 約5.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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７処理分区外下水道工事（北再－Ｒ
４－４０５）

さいたま市見沼区東大宮３丁目地内
外

管更生φ600～1000　153.0ｍ　耐震継手φ600
～1000　14箇所

約5.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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
岩槻第３処理分区外下水道工事（北再－Ｒ
４－４０６）

さいたま市岩槻区本町３丁目地内外
管更生φ1100　529.0ｍ　耐震継手φ200～
1100　27箇所

約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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８処理分区下水道工事（北再－Ｒ４
－４０７）

さいたま市大宮区高鼻町4丁目地内
外

管更生φ250～2000　402.0ｍ　耐震継手φ250
～2000　34箇所　取付管更生φ150　5箇所
人孔更生1号　2箇所

約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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
芝川第８処理分区下水道工事（北再－Ｒ４
－４０９）

さいたま市大宮区寿能町2丁目地内
外

管更生φ700～1000　460.0ｍ　耐震継手φ700
～1000　23箇所　取付管更生φ150　4箇所
人孔更生3～4号　5箇所

約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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
芝川第８処理分区下水道工事（北再－Ｒ４
－４１０）

さいたま市大宮区高鼻町1丁目地内
外

管更生φ350～1350　138.0ｍ　耐震継手φ350
～2000　32箇所　取付管更生φ150　18箇所
人孔更生1～3号　3箇所

約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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
芝川第８処理分区下水道工事（北再－Ｒ４
－３００１）

さいたま市大宮区土手町２丁目地内
外

管更生φ200～900　339.0ｍ　耐震継手　φ
200～900　22箇所

約6.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 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１０－３処理分区外下水道工事（北
再－Ｒ４－３００２）

さいたま市大宮区吉敷町4丁目地内
外

本管布設替φ250　10.0ｍ　取付管布設替φ
150　96箇所

約7.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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
南部処理区外下水道工事（北再－Ｒ４－３
００３）

さいたま市大宮区東町2丁目地内外 取付管更生φ150～200　65箇所 約5.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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
南部処理区外下水道工事（北再－Ｒ４－３
００４）

さいたま市大宮区大門町1丁目地内
外

取付管更生φ150　75箇所 約5.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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２２処理分区外下水道工事（北再－
Ｒ４－３００５）

さいたま市大宮区桜木町2丁目地内
外

取付管更生φ150～200　45箇所 約5.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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
鴨川第23処理分区外下水道工事（北再－
Ｒ４－４００１）

さいたま市大宮区桜木町4丁目地内
外

人孔更生　11箇所 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

17 月公告、 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
４－1００1）

さいたま市西区大字清河寺地内
開削◎200mm　延長693ｍ　開削◎150mm　延
長28ｍ

約7.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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－Ｒ４
－1００２）

さいたま市西区大字宝来地内
推進◎200mm　延長65ｍ　開削◎200mm　延
長795ｍ

約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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
荒川第２処理分区下水道工事（北建－Ｒ４
－1００３）

さいたま市西区大字宝来地内
推進◎200mm　延長267ｍ　開削◎200mm　延
長793ｍ

約7.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

4
建設局北部建設事務所下水
道建設課

指名競争 土木
鴨川第１４処理分区下水道工事（北建－Ｒ
４－1００４）

さいたま市西区大字指扇地内 開削◎200mm　延長35ｍ 約4.0ヵ月 2022.11 月公告、 2022.12 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９－１処理分区下水道工事（北建－
Ｒ４－１００５）

さいたま市見沼区大字御蔵地内
推進◎200mm　延長47ｍ　開削◎200mm　延
長310ｍ

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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
芝川第９－１処理分区下水道工事（北建－
Ｒ４－１００６）

さいたま市見沼区大字御蔵地内外
開削◎200mm　延長166ｍ　撤去◎200mm　延
長194ｍ

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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６処理分区下水道工事（北建－Ｒ４
－1００７）

さいたま市見沼区島町地内 開削◎200mm　延長332ｍ 約4.0ヵ月 2022.11 月公告、 2022.12 月入札

8
建設局北部建設事務所下水
道建設課

指名競争 土木
芝川第９－２処理分区下水道工事（北建－
Ｒ４－１００８）

さいたま市見沼区大字中川地内 開削◎200mm　延長38ｍ 約4.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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－
Ｒ４－1０１０）

さいたま市見沼区大和田町１丁目地
内

開削◎200mm　延長419ｍ 約5.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札

10
建設局北部建設事務所下水
道建設課

指名競争 土木
芝川第９－１処理分区下水道工事（北建－
Ｒ４－1０１１）

さいたま市見沼区大字蓮沼地内 開削◎200mm　延長40ｍ 約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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－
Ｒ４－1０１２）

さいたま市見沼区大字小深作地内外 開削◎200mm　延長857ｍ 約7.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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６処理分区外下水道工事（北建－Ｒ
４－１０１３）

さいたま市見沼区大字小深作地内

推進◎200mm　延長66ｍ　開削◎200mm　延
長219ｍ　□700×700mm　延長19ｍ　□900×
900mm　延長40ｍ　□1000×1000mm　延長82
ｍ

約4.0ヵ月 2022.11 月公告、 2022.12 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－
Ｒ４－1０１５）

さいたま市見沼区染谷３丁目地内外 開削◎200mm　延長1127ｍ 約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 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－
Ｒ４－1０１６）

さいたま市見沼区染谷３丁目地内
推進◎200mm　延長26ｍ　開削◎200mm　延
長1018ｍ

約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

15
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３処理分区下水道工事（北建－Ｒ４
－1０１７）

さいたま市岩槻区西町１丁目地内 開削◎200mm　延長117ｍ 約4.0ヵ月 2022.11 月公告、 2022.12 月入札
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16
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－Ｒ４
－1０１８）

さいたま市岩槻区本町３丁目地内 開削◎200mm　延長65ｍ 約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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－
Ｒ４－1０１９）

さいたま市岩槻区大字岩槻地内外
推進◎200mm　延長40ｍ　開削◎200mm　延
長721ｍ

約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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１－２処理分区下水道工事（北建－
Ｒ４－1０２０）

さいたま市岩槻区大字金重地内外 開削◎200mm　延長911ｍ 約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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－Ｒ４
－1０２１）

さいたま市岩槻区大字上野地内外 開削◎200mm　延長120ｍ 約4.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 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－Ｒ４
－1０２２）

さいたま市岩槻区大字小溝地内 開削◎200mm　延長672ｍ 約7.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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
芝川右岸第１－１排水区下水道工事（北建
－Ｒ４－２００１）

さいたま市北区本郷町地内
開削◎1500mm　延長4ｍ　撤去◎800mm　延
長4ｍ

約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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
芝川第１０－３処理区下水道工事（北建－
Ｒ４－２００２）

さいたま市大宮区大原６丁目地内
開削◎400mm　延長65ｍ　推進◎200mm　延
長30ｍ　排水ポンプ1基

約5.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 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
第１内田排水区下水道工事（北建－Ｒ４－
２００３）

さいたま市見沼区大和田町１丁目地
内

開削◎700mm　延長165ｍ　◎900mm　延長88
ｍ　◎1350mm　延長25ｍ

約5.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 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
新川第２排水区下水道工事（北建－Ｒ４－
２００４）

さいたま市西区大字指扇地内
開削◎200mm　延長35ｍ　◎500mm　延長80
ｍ　排水ポンプ１基

約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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
東岩槻第２排水区下水道工事（北建－Ｒ４
－２００６）

さいたま市岩槻区東岩槻３丁目地内
外

開削U500×500　延長55m　□500×500mm
延長18ｍ　□700×400mm　延長34ｍ　推進◎
150mm　延長101ｍ　開削◎150mm　延長46m

約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 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
新川第２排水区下水道工事（北建－Ｒ４－
２００７）

さいたま市西区大字指扇地内
開削U600×600mm　延長63ｍ　□400×
400mm　延長55ｍ

約4.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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
南部処理区下水道工事（北建－Ｒ４－２００
９）

さいたま市大宮区宮町４丁目地内外 空気抜き施設３箇所 約4.0ヵ月 2022.11 月公告、 2022.12 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
西町排水区下水道工事（北建－Ｒ４－２０
１）

さいたま市岩槻区宮町１丁目地内外 開削□2000×2000mm　延長72ｍ 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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－Ｒ４－５０３） 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6.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

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－Ｒ４－５０４） 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6.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約
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31
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
外

開削◎600mm　延長76ｍ　可変側溝U500　延
長42m

約4.0ヵ月 2022.4 月公告 2022.5 月入札

32
建設局北部建設事務所下水
道建設課

一般競争 土木
南部処理区下水道工事（北建－Ｒ３－２００
９）

さいたま市大宮区堀の内町１丁目地
内

開削◎600mm　延長22.2m　排気施設１式 約4.0ヵ月 2022.4 月公告 2022.5 月入札

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
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1
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 大門陸橋補修工事（補） さいたま市緑区大字大門地内
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7.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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 南浦和陸橋補修工事（その６） さいたま市南区文蔵１丁目地内外 伸縮装置取替工、高欄補修（嵩上げ）工 約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

3
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５）（２債）

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 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 2ヵ年債務

4
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 大戸歩道橋補修工事 さいたま市中央区大戸６丁目地内外
塗装塗替工、当て板補修工、舗装打換工、橋
面防水工

約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

5
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 狐橋外２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 2022.8 月公告、 2022.9 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 水辺公園橋架替工事 さいたま市南区内谷７丁目地内外 上部工架換工 約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

7
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Ｒ５－１）（ゼ
ロ債）

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 2023.2 月公告、 2023.3 月入札
債務負担行為

単価契約

8
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Ｒ４－２） 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 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 単価契約

9
建設局南部建設事務所道路
安全対策課

一般競争 土木 念仏橋地盤改良工事 さいたま市緑区大字大牧地内外 地盤改良工 約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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
大谷場東小学校・大谷場中学校校庭改修
工事

さいたま市南区大谷場２丁目地内 校庭改修工 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

11
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Ｋ５１号線） さいたま市南区大字大谷口地内 延長140m、幅員4m、長尺U型側溝工、舗装工 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

12
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Ｌ２１２号線） さいたま市緑区大字三室地内 延長140m、幅員4m、長尺U型側溝工、舗装工 約5.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

13
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Ｃ３５号線外２
路線）

さいたま市桜区中島３丁目地内 延長230m、幅員4m、長尺U型側溝工、舗装工 約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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
暮らしの道路整備工事（市道Ｏ２７２号線外
１路線）

さいたま市緑区南部領辻地内 延長360m、幅員4m、長尺U型側溝工、舗装工 約5.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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 暮らしの道路整備工事（市道Ｂ９４号線） さいたま市桜区道場３丁目地内 延長90m、幅員4m、長尺U型側溝工、舗装工 約3.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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
暮らしの道路整備工事（市道Ｌ２４８号線外
１路線）

さいたま市緑区大字三室地内 延長240m、幅員４m、長尺U型側溝工、舗装工 約4.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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 暮らしの道路整備工事（市道Ｉ２９０号線） さいたま市南区太田窪５丁目地内
延長90m、幅員４～9m、長尺U型側溝工、土留
め工、舗装工

約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

18
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Ｒ４
－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 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約

19
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・３工区）

さいたま市浦和区針ヶ谷２丁目地内
延長500ｍ、特殊部設置工、管路部設置工、街
路樹撤去、

約7.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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 歩道整備工事（一般国道４６３号線） さいたま市緑区間宮地内 延長150m、幅員8m、歩道整備工 約6.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札

21
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Ｈ５５号線） さいたま市浦和区元町２丁目地内 延長600m、幅員10m、歩道整備工 約6.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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 歩道整備工事（市道Ｇ１６５号線）外１路線 さいたま市浦和区大原２丁目地内外 延長150m、幅員1.8～3.0m、歩道整備工 約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

23
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（一般県道大間木蕨線）
さいたま市浦和区東浦和７丁目地内
外

延長500m、幅員20m、歩道整備工 約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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 歩道整備工事（市道Ｇ５４８号線外１路線） さいたま市浦和区大原４丁目地内 延長333m、幅員5～7m、歩道整備工 約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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 塗装
ゾーン３０対策工事（緑区原山２・３丁目地
区）

さいたま市緑区原山２丁目地内外 地区面積21ha、路面標示工 約3.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 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 塗装
ゾーン３０対策工事（浦和区前地１丁目外地
区）

さいたま市浦和区前地１丁目地内外 地区面積43ha、路面標示工 約3.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 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
自転車通行環境整備工事（市道Ｌ７１７号線
外１路線）

さいたま市南部建設事務所管内 路面標示工 約3.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

28
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Ｂ８８号線
外８路線）

さいたま市南部建設事務所管内 路面標示工 約3.0ヵ月 2022.12 月公告、 2023.1 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 とび・土工
車両防護柵設置工事（一般県道さいたま鳩
ケ谷線）

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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

30
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Ｒ５
－１）（ゼロ債）

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 2023.2 月公告、 2023.3 月入札
債務負担
単価契約
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31
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Ｒ４
－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4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

32
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Ｒ４
－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7.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約

33
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Ｒ４
－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 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

34
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
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10.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約

35
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Ｒ４）

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10.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
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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
道場三室線2工区街路整備工事（Ｒ４－１）
（２債）

さいたま市桜区西堀９丁目地内外 街築・電共整備工事　Ｌ＝240ｍ　 約14.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 ２か年債務

2
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（Ｒ４－２）
（２債）

さいたま市桜区南元宿２丁目地内外 街築・電共整備工事　Ｌ＝220ｍ 約14.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 ２か年債務

3
建設局南部建設事務所道路
建設課

一般競争 電気 道場三室線2工区照明施設工事（Ｒ４－３） さいたま市中央区鈴谷１丁目地内外 照明工事　Ｌ＝260ｍ 約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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 田島大牧線2工区街路整備工事（Ｒ４） さいたま市浦和区岸町７丁目地内外 街路整備工事　Ｌ＝680ｍ 約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

5
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
４）（２債）

さいたま市緑区太田窪１丁目地内外
街路整備工事　Ｌ＝400ｍ(雨水貯留、地盤改
良）

約14.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 ２か年債務

6
建設局南部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木 産業道路原山工区街路整備工事（Ｒ４） さいたま市緑区太田窪３丁目地内 雨水貯留工事　Ｌ＝74ｍ 約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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 産業道路原山２工区街路整備工事（Ｒ４） さいたま市緑区太田窪１丁目地内 擁壁工事　Ｌ＝72ｍ 約6.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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
さいたま鴻巣線バイパス道路改良工事（Ｒ
４）

さいたま市桜区中島３丁目地内外 道路改良工事　Ｌ＝340ｍ 約11.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 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
一般国道４６３号越谷浦和バイパスDランプ
築造工事

さいたま市緑区大字大門地内外 道路築造工事　Ｌ＝190ｍ　Ｗ＝5.5ｍ 約15.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 継続事業

10
建設局南部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
一般国道４６３号越谷浦和バイパスIランプ
築造工事

さいたま市緑区大字大門地内外 道路築造工事　Ｌ＝620ｍ　Ｗ＝5.5ｍ 約15.0ヵ月 2022.11 月公告、 2022.12 月入札 継続事業

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Ｒ４－１） さいたま市南部建設事務所管内 単価契約による道路修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

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Ｒ４－２） さいたま市南部建設事務所管内 単価契約による道路修繕工事一式 約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 単価契約

13
建設局南部建設事務所道路
建設課

一般競争 土木
産業道路原山工区電線共同溝工事（Ｒ３）
（補）

さいたま市緑区原山１丁目地内 電線共同溝工事　Ｌ＝135ｍ 約7.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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道路
維持課

一般競争 舗装 道路修繕工事（Ｒ３一般国道１２２号）（補） さいたま市緑区大字大門地内 切削オーバーレイ工、延長230m、幅員7.0m 約6.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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４６３号バイパ
ス）（補）

さいたま市緑区芝原３丁目地内外
切削オーバーレイ工、延長388m、幅員7.4～
19.8m

約6.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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（Ｒ３一般国道４６３号バイパ
ス）その２（補）

さいたま市緑区大字大崎地内 切削オーバーレイ工、延長530m、幅員7.5m 約6.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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市道Ｆ－４６９号線外）
（繰越）

さいたま市南区本町１丁目地内
切削オーバーレイ工、延長300m、幅員10.0～
20.0m

約7.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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（Ｒ４主要地方道さいたまふじ
み野所沢線）

さいたま市中央区本町西６丁目地内
外

切削オーバーレイ工、延長260m、幅員7.0～
15.0m

約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 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（Ｒ４一般県道大谷本郷さい
たま線）

さいたま市桜区田島４丁目地内
切削オーバーレイ工、延長90m、幅員7.0～
8.0m

約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 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（Ｒ４市道第１号線） さいたま市中央区新中里４丁目地内 切削オーバーレイ工、延長340m、幅員8.1m 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

8
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（Ｒ４市道Ｅ－１１８号線） さいたま市浦和区常盤３丁目地内 切削オーバーレイ工、延長300m、幅員4.6m 約5.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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（Ｒ４主要地方道朝霞蕨線）
その２

さいたま市桜区田島２丁目地内外
切削オーバーレイ工、延長330m、幅員6.5～
7.0m

約6.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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（Ｒ４主要地方道さいたま幸
手線）

さいたま市浦和区常盤１丁目地内外 切削オーバーレイ工、延長205m、幅員10.0m 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

11
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（Ｒ４主要地方道さいたま川
口線）その２

さいたま市緑区大字中尾地内外
切削オーバーレイ工、延長350m、幅員6.4～
18.3m

約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

12
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（Ｒ４主要地方道さいたま鴻
巣線）

さいたま市桜区道場２丁目地内外 切削オーバーレイ工、延長213m、幅員7.0m 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

13
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（Ｒ４市道Ｌ－１１１５号線） さいたま市緑区松木２丁目地内外 薄層オーバーレイ工、延長260m、幅員7.1m 約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

14
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（Ｒ４市道Ｍ－６８５号線） さいたま市緑区東浦和１丁目地内
切削オーバーレイ工、延長87m、幅員5.6～
9.1m

約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

15
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（Ｒ４主要地方道さいたま鴻
巣線）その３

さいたま市桜区町谷１丁目地内外 切削オーバーレイ工、延長344m、幅員7.0m 約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

64



建設事業発注見通し一覧（令和４年度当初）

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 備考発注・入札予定時期

16
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（Ｒ４一般国道４６３号バイパ
ス）

さいたま市緑区大字下野田地内外
切削オーバーレイ工、延長102m、幅員6.7～
48.0m

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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
道路修繕工事（Ｒ４一般県道大谷本郷さい
たま線）その２

さいたま市桜区田島４丁目地内外 切削オーバーレイ工、延長150m、幅員7.1m 約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

18
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 土木 道路修繕工事（Ｒ４市道Ｉ－２３５号線） さいたま市緑区太田窪１丁目地内
道路舗装工、面積400m2、側溝布設替160m、
歩車道境界ブロック160m

約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

19
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（Ｒ５南部単価契約１－１）（ゼ
ロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
債務負担行
為・単価契約

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（Ｒ５南部単価契約２－１）（ゼ
ロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
債務負担行
為・単価契約

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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

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（Ｒ４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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

23
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（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 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

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（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 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

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（Ｒ４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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

26
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（Ｒ４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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

27
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１－３）
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 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

28
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（Ｒ４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 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

29
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（Ｒ４市道Ｃ－２９号
線）

さいたま市桜区南元宿２丁目地内 切削オーバーレイ工、延長250m、幅員5.2m 約4.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

30
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（Ｒ４市道Ｆ－１４８
号線）

さいたま市浦和区岸町１丁目地内外
切削オーバーレイ工、延長270m、幅員6.0～
8.0m

約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札
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31
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（Ｒ４市道第１５５号
線）

さいたま市中央区円阿弥２丁目地内
外

舗装打換工、延長150m、幅員5.5m 約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

32
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（Ｒ４市道Ｌ－１１１３
号線）

さいたま市緑区松木３丁目地内外
切削オーバーレイ工、延長195m、幅員8.1～
30m

約5.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

33
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（Ｒ４市道第５号線）
さいたま市中央区八王子３丁目地内
外

舗装打換工、延長100m、幅員6.0m 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

34
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（Ｒ４市道Ｈ－７１号
線）

さいたま市浦和区元町１丁目地内外 舗装打換工、延長230m、幅員6.5m 約4.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

35
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（Ｒ４市道Ｅ－２７２
号線）

さいたま市浦和区常盤９丁目地内外 舗装打換工、延長200m、幅員6.0m 約4.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

36
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（Ｒ４市道Ｍ－５０７
号線）

さいたま市緑区大字中尾地内 舗装打換工、延長185m、幅員6.0m 約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

37
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（Ｒ４一般県道さい
たま鳩ケ谷線）

さいたま市緑区大字大崎地内外
切削オーバーレイ工、延長257m、幅員4.0～
6.6

約4.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

38
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（Ｒ４主要地方道さ
いたま鴻巣線）その２

さいたま市桜区町谷１丁目地内外 切削オーバーレイ工、延長187m、幅員5.6m 約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

39
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（Ｒ４一般国道４６３号歩道部） さいたま市浦和区常盤１０丁目地内外 切り株撤去一式、舗装工一式 約3.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

40
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Ｒ４－１）
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9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約

41
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Ｒ４－２）
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9.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約

42
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 電気 道路照明灯設置工事（Ｒ４市道Ｌ７１７号線） さいたま市緑区大字南部領辻地内外 照明灯設置工事8灯 約5.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

43
建設局南部建設事務所道路
維持課

指名競争 舗装
道路照明灯設置工事（Ｒ４市道Ｌ７１７号線）
に伴う舗装復旧工事

さいたま市緑区大字南部領辻地内外 舗装本復旧工　延長1,260ｍ、幅員2.0m 約3.0ヵ月 2022.10 月公告、 2022.11 月入札

44
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 機械器具設置 武蔵浦和駅西口ＥＶ改修工事その１ さいたま市南区沼影１丁目地内 EV改修工1基 約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

45
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 機械器具設置 武蔵浦和駅西口ＥＶ改修工事その２ さいたま市南区沼影１丁目地内 EV改修工1基 約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札
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46
建設局南部建設事務所道路
維持課

一般競争 とび・土工 道路標識改修工事（Ｒ４一般国道４６３号） さいたま市桜区大字下大久保地内 標識改修工一式 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
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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Ｒ４－１－１）
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 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

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Ｒ４－２－１）
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 2022.4 月公告、 2022.4 月入札 単価契約

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Ｒ４－１－２）
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 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 単価契約

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Ｒ４－２－２）
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 2022.8 月公告、 2022.9 月入札 単価契約

5
建設局南部建設事務所河川
整備課

指名競争 土木 山崎排水路整備工事（南河Ｒ４） さいたま市緑区山崎１丁目地内外 自立式土留め工・Ｌ型擁壁一式（延長30m） 約5.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札

6
建設局南部建設事務所河川
整備課

一般競争 舗装 高沼用水路東縁舗装改修工事（南河Ｒ４） さいたま市中央区新中里３丁目地内 舗装工一式 約5.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札

7
建設局南部建設事務所河川
整備課

一般競争 土木
ＦＤ－１７・ＦＤ－２０排水路整備工事（南河
Ｒ４）

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6.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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 準用河川文蔵川更新工事（南河Ｒ４） さいたま市南区辻７丁目地内 護岸等更新工事一式（延長150m） 約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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
準用河川油面川河床整備工事（南河Ｒ４）
（２債）

さいたま市桜区道場３丁目地内外 河床整備工事一式（延長562m） 約5.0ヵ月 2022.12 月公告、 2023.1 月入札 債務負担行為

10
建設局南部建設事務所河川
整備課

指名競争 土木 ＡＤ－１１４排水路整備工事（南河Ｒ４） さいたま市桜区道場５丁目地内
柵渠布設工（1200×900、1800×900）一式（延
長80m）

約6.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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
ＦＫ－１２・ＦＫ－１００１排水路整備工事（南
河Ｒ４）

さいたま市緑区大字南部領辻地内

柵渠布設工（800×900、800×600、600×
600、他）一式（延長270m）、Ｕ型カルバート工
（600×1500、700×1500、他）一式（延長
280m）

約7.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 月入札

12
建設局南部建設事務所河川
整備課

指名競争 とび・土工 高沼用水路修景施設整備工事（南河Ｒ４） さいたま市中央区鈴谷９丁目地内外 看板設置工一式、植栽工一式、他 約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ４－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 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約

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－Ｒ４－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 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約

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－Ｒ４－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 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約

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－Ｒ４－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 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約

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－Ｒ４－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 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約

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－Ｒ４－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 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

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－Ｒ４－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 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

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－Ｒ４－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 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

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－Ｒ４－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 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

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－Ｒ４－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 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

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－Ｓ６
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4.0ヵ月 2022.11 月公告、 2022.12 月入札 単価契約

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－Ｓ６
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4.0ヵ月 2022.11 月公告、 2022.12 月入札 単価契約

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－Ｓ６
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4.0ヵ月 2022.11 月公告、 2022.12 月入札 単価契約

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－Ｓ６
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4.0ヵ月 2022.11 月公告、 2022.12 月入札 単価契約

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－Ｓ７
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4.0ヵ月 2022.11 月公告、 2022.12 月入札 単価契約
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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
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ５－Ｓ５
１）（ゼロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

17
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管工事（単契南管－Ｒ５－Ｓ５
２）（ゼロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

18
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－Ｒ５－Ｓ５
３）（ゼロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

19
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－Ｒ５－Ｓ５
４）（ゼロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

20
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－Ｒ５－Ｓ５
５）（ゼロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

21
建設局南部建設事務所下水
道管理課

一般競争 舗装
下水道取付管工事に伴う舗装本復旧工事
（その１）

さいたま市南部建設事務所管内 舗装工事一式 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

22
建設局南部建設事務所下水
道管理課

一般競争 舗装
下水道取付管工事に伴う舗装本復旧工事
（その２）

さいたま市南部建設事務所管内 舗装工事一式 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

23
建設局南部建設事務所下水
道管理課

一般競争 舗装
下水道取付管工事に伴う舗装本復旧工事
（その３）

さいたま市南部建設事務所管内 舗装工事一式 約5.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

24
建設局南部建設事務所下水
道管理課

一般競争 舗装
下水道取付管工事に伴う舗装本復旧工事
（その４）

さいたま市南部建設事務所管内 舗装工事一式 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

25
建設局南部建設事務所下水
道管理課

一般競争 舗装
下水道取付管工事に伴う舗装本復旧工事
（その５）

さいたま市南部建設事務所管内 舗装工事一式 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

26
建設局南部建設事務所下水
道管理課

一般競争 舗装
下水道取付管工事に伴う舗装本復旧工事
（その６）

さいたま市南部建設事務所管内 舗装工事一式 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

27
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－Ｒ４－Ｓ１１）

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 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約

28
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－Ｒ４－Ｓ１２）

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 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約

29
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管更新工事（単契南管－Ｒ４－
Ｓ１３）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に東側）

単価契約による下水道取付管更新工事一式 約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約

30
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道取付管更新工事（単契南管－Ｒ４－
Ｓ１４）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に西側）

単価契約による下水道取付管更新工事一式 約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札 単価契約
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31
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
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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

32
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
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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

33
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－Ｒ５－８
００１）（ゼロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

34
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－Ｒ５－８
００２）（ゼロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

35
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木 下水道緊急修繕（単契南管－Ｒ４－Ｓ２０４）
さいたま市南部建設事務所管内（主
に東側）

単価契約による下水道緊急修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.7 月公告 2022.8 月入札 単価契約

36
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木 下水道緊急修繕（単契南管－Ｒ４－Ｓ２０５）
さいたま市南部建設事務所管内（主
に西側）

単価契約による下水道緊急修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.7 月公告 2022.8 月入札 単価契約

37
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道雨水施設緊急修繕（単契南管－Ｒ４
－Ｓ２０６）

さいたま市南部建設事務所管内 単価契約による下水道緊急修繕工事一式 約8.0ヵ月 2022.7 月公告 2022.8 月入札 単価契約

38
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道緊急修繕（単契南管－Ｒ５－Ｓ２０１）
（ゼロ債）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に東側）

単価契約による下水道緊急修繕工事一式 約9.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

39
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道緊急修繕（単契南管－Ｒ５－Ｓ２０２）
（ゼロ債）

さいたま市南部建設事務所管内（主
に西側）

単価契約による下水道緊急修繕工事一式 約9.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

40
建設局南部建設事務所下水
道管理課

指名競争 土木
下水道雨水施設緊急修繕（単契南管－Ｒ５
－Ｓ２０３）（ゼロ債）

さいたま市南部建設事務所管内 単価契約による下水道緊急修繕工事一式 約9.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

41
建設局南部建設事務所下水
道管理課

一般競争 土木
産業道路下水道撤去工事（南管－Ｒ４－Ｓ
１５）

さいたま市緑区太田窪1丁目地内外
道路整備に伴う下水道管の撤去　◎200mm
延長220m

約8.0ヵ月 2022.5 月公告 2022.6 月入札

42

43

44

45
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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３８処理分区外下水道工事（南再－
Ｒ３－４５１）（補）

さいたま市中央区下落合3丁目地内
外

φ450～2400管更生141ｍ　耐震継手12箇所 約8.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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４０処理分区下水道工事（南再－Ｒ
３－４５２）（補）

さいたま市中央区鈴谷9丁目地内外 φ800管更生75ｍ　耐震継手43箇所 約8.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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
鴨川第４２処理分区下水道工事（南再－R３
－４５３）（補）

さいたま市浦和区常盤9丁目地内外 人孔補強　4基　耐震継手8箇所 約8.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 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
鴨川第３８処理分区外下水道工事（南再－
Ｒ４－４０１）

さいたま市中央区新中里1丁目地内
外

φ300～700管更生745ｍ　耐震継手29箇所 約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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４０処理分区下水道工事（南再－Ｒ
４－４０４）

さいたま市中央区鈴谷8丁目地内外 φ800管更生317ｍ　耐震継手10箇所 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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－R４
－４０６）

さいたま市南区別所１丁目地内外 φ2400管更生44ｍ　耐震継手2箇所 約8.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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４２処理分区外下水道工事（南再－
R４－４０７）

さいたま市浦和区常盤10丁目地内
外

φ250～800管更生929ｍ　耐震継手54箇所 約8.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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
鴨川第３８処理分区外下水道工事（南再－
Ｒ４－３００２）

さいたま市中央区下落合5丁目地内
外

φ250～700管更生262ｍ　耐震継手14箇所 約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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
鴨川第２８処理分区外下水道工事（南再－
Ｒ４－３００３）

さいたま市中央区本町東7丁目地内
外

φ250～1500管更生557ｍ　耐震継手28箇所 約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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３８処理分区外下水道工事（南再－
Ｒ４－３００４）

さいたま市中央区下落合2丁目地内
外

φ250～350布設替え436.4ｍ　取付管布設替
え73箇所

約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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２８処理分区外下水道工事（南再－
Ｒ４－３００５）

さいたま市中央区本町西5丁目地内
外

φ250～450管更生871ｍ　耐震継手58箇所 約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

12
建設局南部建設事務所下水
道再整備課

一般競争 土木 取付管改築工事（南再－Ｒ４－３００７）
さいたま市中央区新中里3丁目地内
外

取付管改築（布設替え、更生）315箇所 約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

13
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
４－３００８）

さいたま市南区根岸4丁目地内外 φ250～600管更生355ｍ　耐震継手24箇所 約7.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

14
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
４－４００１）

さいたま市浦和区仲町2丁目地内外 φ900　110.3m　耐震継手2箇所 約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

15
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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
鴨川第４処理分区下水道工事（南建－Ｒ４
－１００１）

さいたま市中央区鈴谷４丁目地内外
開削、推進（布設替）◎200、400、450　延長
449ｍ

約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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
荒川第５－１処理分区下水道工事（南建－
Ｒ４－１００２）

さいたま市桜区大字下大久保地内 開削◎200　延長90ｍ 約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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
鴨川第４２処理分区下水道工事（南建－Ｒ
４－１００３）

さいたま市浦和区常盤１丁目地内外 開削（布設替）◎250　延長150ｍ 約4.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 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
芝川第１４処理分区下水道工事（南建－Ｒ
４－１００５）

さいたま市南区大字大谷口地内 開削◎200　延長175ｍ 約5.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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
４－１００６）

さいたま市南区大字太田窪地内 開削◎200　延長82ｍ 約4.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 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１２処理分区下水道工事（南建－Ｒ
４－１００７）

さいたま市緑区大字中尾地内 開削◎200　延長120ｍ 約4.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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
南部第３処理分区下水道工事（南建－Ｒ４
－１００８）

さいたま市緑区大字下山口新田地内
外

開削、推進◎200　延長727ｍ 約7.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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
浦和第１処理分区下水道工事（南建－Ｒ４
－１００９）

さいたま市緑区大字大門地内 開削、推進◎200　延長188ｍ 約5.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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－Ｒ４
－１０１０）

さいたま市緑区大字大門地内 開削、推進◎200、◎1000　延長557ｍ 約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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－Ｒ４
－１０１１）

さいたま市緑区大字大門地内 開削◎200、◎900　延長448ｍ 約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 月入札

11
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２処理分区下水道工事（南建－Ｒ４
－１０１２）

さいたま市緑区大字中野田地内 開削、推進◎200　延長195ｍ 約5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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
鴨川第４０処理分区下水道工事（南建－Ｒ
４－１０１３）

さいたま市中央区鈴谷４丁目地内外 開削◎200　延長122ｍ 約4.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札

13
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－Ｒ４－５０２） 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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

14
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４－２排水区下水道工事（南建－Ｒ
４－２００１）

さいたま市桜区西堀７丁目地内外 開削□900×500、□800×500　延長178ｍ 約8.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 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
谷田排水区下水道工事（南建－Ｒ４－２００
２）

さいたま市浦和区大東３丁目地内外
開削□1500×1600、□1500×1800、◎1800
延長145ｍ

約8.0ヵ月 2022.5 月公告、 2022.6 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
谷田排水区下水道工事（南建－Ｒ４－２００
３）

さいたま市浦和区大東１丁目地内 開削◎800　延長178.3ｍ 約7.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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
大谷口排水区下水道工事（南建－Ｒ４－２
００４）

さいたま市南区大字大谷口地内 推進◎1350　延長105ｍ 約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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
芝川右岸第７－２排水区下水道工事（南建
－Ｒ４－２００５）

さいたま市緑区東浦和７丁目地内
開削（新設及び布設替）◎200、◎1350　延長
250ｍ

約8.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 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－Ｒ
４－２００６）

さいたま市緑区大字大門地内 開削□1500×900　延長49.4ｍ 約6.0ヵ月 2022.8 月公告、 2022.9 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 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 2022.4 月公告 2022.5 月入札 単価契約

2 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 2022.9 月公告 2022.10 月入札 単価契約

3 西区役所くらし応援室 指名競争 土木
土木修繕工事（Ｒ５西区単価契約－１）（ゼ
ロ債）

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 2023.1 月公告 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

4 西区役所くらし応援室 指名競争 土木
土木修繕工事（Ｒ５西区単価契約－２）（ゼ
ロ債）

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 2023.1 月公告 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

5 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－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 2022.7 月公告 2022.8 月入札 単価契約

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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1 北区くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４北区単価契約－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 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

2 北区くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４北区単価契約－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 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

3 北区くらし応援室 指名競争 土木
土木修繕工事（Ｒ５北区単価契約－１）（ゼ
ロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

4 北区くらし応援室 指名競争 土木
土木修繕工事（Ｒ５北区単価契約－２）（ゼ
ロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

5 北区くらし応援室 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 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

6 北区くらし応援室 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 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

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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1 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－２） さいたま市大宮区役所管内 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

2 大宮区役所くらし応援室 指名競争 土木
土木修繕工事（Ｒ５大宮区単価契約－１）
（ゼロ債）

さいたま市大宮区役所管内 単価契約による土木修繕工事一式 約8.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約　債
務負担行為

3 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 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

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 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

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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1 見沼区くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４見沼区単価契約－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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

2 見沼区くらし応援室 指名競争 土木 土木修繕工事（Ｒ４見沼区単価契約－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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

3 見沼区くらし応援室 指名競争 土木
土木修繕工事（Ｒ５見沼区単価契約－１）
（ゼロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

4 見沼区くらし応援室 指名競争 土木
土木修繕工事（Ｒ５見沼区単価契約－２）
（ゼロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

5 見沼区くらし応援室 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 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約5.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

6 見沼区くらし応援室 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 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約6.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

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 備考発注・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（Ｒ４中央区単価契約－２） さいたま市中央区役所管内 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2022.7 月公告 2022.8 月入札 単価契約

2 中央区役所くらし応援室 指名競争 土木
土木修繕工事（Ｒ５中央区単価契約－１）
（ゼロ債）

さいたま市中央区役所管内 単価契約による土木修繕工事一式 約8.0ヵ月 2023.1 月公告 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

3 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 2022.4 月公告 2022.5 月入札 単価契約

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 2022.9 月公告 2022.10 月入札 単価契約

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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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 備考発注・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（Ｒ４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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

2 桜区役所くらし応援室 指名競争 土木
土木修繕工事（Ｒ５桜区単価契約－１）（ゼ
ロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
債務負担行
為・単価契約

3 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 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

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 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

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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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 備考発注・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（Ｒ４浦和区単価契約－３） さいたま市浦和区役所管内（東側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

2 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－４） さいたま市浦和区役所管内（西側） 単価契約による土木修繕工事一式 約7.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

3 浦和区役所くらし応援室 指名競争 土木
土木修繕工事（Ｒ５浦和区単価契約－１）
（ゼロ債）

さいたま市浦和区役所管内（東側） 単価契約による土木修繕工事一式 約8.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
債務負担行為

単価契約

4 浦和区役所くらし応援室 指名競争 土木
土木修繕工事（Ｒ５浦和区単価契約－２）
（ゼロ債）

さいたま市浦和区役所管内（西側） 単価契約による土木修繕工事一式 約8.0ヵ月 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
債務負担行為

単価契約

5 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）

さいたま市浦和区役所管内 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約5.0ヵ月 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

6 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）

さいたま市浦和区役所管内 単価契約による交通安全施設設置工事一式 約6.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

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 備考発注・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 2022.5 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

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 2022.9 月公告、 2022.9 月入札 単価契約

3 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－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 2022.8 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

4 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－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 2022.8 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

5 南区役所くらし応援室 指名競争 土木
土木修繕工事（Ｒ５南区単価契約－１）（ゼ
ロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約、債
務負担行為

6 南区役所くらし応援室 指名競争 土木
土木修繕工事（Ｒ５南区単価契約－２）（ゼ
ロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約、債
務負担行為

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 備考発注・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（Ｒ４緑区単価契約－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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

2 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－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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

3 緑区役所くらし応援室 指名競争 土木
土木修繕工事（Ｒ５緑区単価契約－１）（ゼ
ロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

4 緑区役所くらし応援室 指名競争 土木
土木修繕工事（Ｒ５緑区単価契約－２）（ゼ
ロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約・債
務負担行為

5 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 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

6 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5.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

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 備考発注・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 2022.4 月公告、 2022.5 月入札 単価契約

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 2022.9 月公告、 2022.10 月入札 単価契約

3 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－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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

4 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－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 2022.7 月公告、 2022.8 月入札 単価契約

5 岩槻区役所くらし応援室 指名競争 土木
土木修繕工事（Ｒ５岩槻区単価契約－１）
（ゼロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約、債
務負担行為

6 岩槻区役所くらし応援室 指名競争 土木
土木修繕工事（Ｒ５岩槻区単価契約－２）
（ゼロ債）

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 2023.1 月公告、 2023.2 月入札
単価契約、債
務負担行為

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 備考発注・入札予定時期

1 消防局総務部消防施設課 一般競争 解体 東部分団車庫既存建物解体工事
さいたま市大宮区堀の内町１丁目１３
０番地５

（用途）車庫、詰所　（延床面積）約86㎡ （構
造）　鉄骨造　（階数）　地上２階建ての解体工
事

約2.0ヵ月 2022.12 月公告、 2023.1 月入札

2 消防局総務部消防施設課 一般競争 土木
既存防火水槽長寿命化工事（Ｒ４浦和区岸
町７丁目）

さいたま市浦和区岸町７丁目地内 既存防火水槽改築 約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

3 消防局総務部消防施設課 一般競争 土木
既存防火水槽長寿命化工事（Ｒ４見沼区堀
崎町外１か所）

さいたま市見沼区堀崎町地内外１か
所

既存防火水槽改築 約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

4 消防局総務部消防施設課 一般競争 土木
耐震性防火水槽（100ｍ3型）設置工事（（仮
称）いずみ高校西農場公園）

さいたま市大宮区三橋４丁目地内 耐震性貯留槽100ｍ3設置 約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

5 消防局総務部消防施設課 一般競争 土木
耐震性防火水槽（60ｍ3型）設置工事（神田
なかよし広場）

さいたま市桜区大字神田地内 耐震性貯留槽60ｍ3設置 約6.0ヵ月 2022.7 月公告、 2022.8 月入札

6 消防局総務部消防施設課 指名競争 解体 三橋地区外１件火の見やぐら解体工事
さいたま市西区三橋６丁目５３５番地
外１か所

老朽化した火の見やぐらの解体工事 約3.0ヵ月 2022.9 月公告、 2022.10 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 備考発注・入札予定時期

1
教育委員会事務局生涯学習
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 334㎡　、舗装工 一式、植栽工 一式、
樹木伐採工 一式、仮設工 一式

約9.0ヵ月 2022.6 月公告、 2022.7 月入札

2
教育委員会事務局生涯学習
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 2022.9 月公告、 2022.10 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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