
■朝霞市の発注見通し

※１　「発注・入札予定時期」欄について、一般競争入札及び指名競争入札においては「入札予定時期」を、随意契約においては「契約予定時期」を記載します。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 設計額（予算額） 案件期間
発注・入札予
定時期※１

朝霞市 危機管理室 随意契約 機械設備工事 防災行政無線子局移設工事 朝霞市朝霞市膝折町２丁目地内 埼玉県警朝霞寮の改築に伴う防災無線の移設工事 5,280,000 3ヶ月 4月

長寿はつらつ課 随意契約 機械設備工事 特別養護老人ホーム朝光苑昇降機改修工事 朝霞市青葉台１－１０－３２（朝光苑内） エレベーター改修 32,190,000 6ヶ月 4月

みどり公園課 随意契約 管工事業 トイレ手洗器自動水栓取替工事 朝霞市内 トイレ手洗器自動水栓取替 12,650,000 3ヶ月 4月

みどり公園課 随意契約 土木工事 水久保公園賃貸借契約解除に伴う現状回復工事 朝霞市根岸台７丁目地内 水久保公園賃貸借契約解除に伴う工事 8,060,000 2ヶ月 4月

道路整備課 一般競争入札 舗装工事 市道９号線舗装改修工事　 朝霞市泉水１丁目地内
工事延長　Ｌ＝約３６０ｍ　工事幅員　W＝約５ｍ
舗装工（切削オーバーレイ工）

17,000,000 4ヶ月 4月

道路整備課 一般競争入札 土木工事 上内間木地内水路浚渫工事 朝霞市大字上内間木他地内
工事延長　Ｌ＝１２０ｍ　工事幅員　W＝約２ｍ
浚渫工

12,000,000 3ヶ月 4月

教育総務課 一般競争入札 建築工事 朝霞第六小学校職員更衣室整備工事
朝霞市本町１丁目２５番１号（朝霞第六
小学校）

校務員室・倉庫スペースを職員更衣室へ改修する 10,500,000 4ヶ月 4月

教育総務課 一般競争入札 機械設備工事 朝霞第二中学校体育館空調設備整備工事
朝霞市大字岡１９９番地（朝霞第二中
学校）

体育館（武道場含む含む）へのエアコン設置及び非
常用発電設備を整備する

182,000,000 7ヶ月 4月

教育総務課 一般競争入札 機械設備工事 朝霞第三中学校体育館空調設備整備工事
朝霞市大字溝沼１０４３番地１（朝霞第
三中学校）

体育館（武道場含む含む）へのエアコン設置及び非
常用発電設備を整備する

205,200,000 7ヶ月 4月

教育総務課 一般競争入札 機械設備工事 朝霞第四中学校体育館空調設備整備工事
朝霞市栄町５丁目１番６０号（朝霞第四
中学校）

体育館へのエアコン設置及び非常用発電設備を整
備する

106,300,000 5ヶ月 4月

生涯学習・スポーツ課 指名競争入札 機械器具設置工事 溝沼子どもプール 第二機械室ろ過装置ポンプモーター取替工事
朝霞市溝沼子どもプール（大字溝沼１
０３３番地）

溝沼子どもプールスライダー用の第二機械室ろ過装
置の故障に伴い、ポンプモーターの取替工事を実施
する

2,420,000 1ヶ月 4月

生涯学習部　中央公民館一般競争入札 機械設備工事 内間木公民館空調設備改修工事 朝霞市朝霞市田島2丁目18番47号（内間木公民館） 空調設備改修工事　一式 83,000,000 10ヶ月 4月

道路整備課 一般競争入札 土木工事 赤野毛排水機場ポンプ増設工事 朝霞市大字上内間木地内 排水ポンプ１基増設 204,126,000 9ヶ月 5月

水道施設課 一般競争入札 土木工事 市道２００３号線配水本管布設替工事 朝霞市大字浜崎他地内 DCIPφ３００　工事延長約６６０ｍ 103,818,000 5ヶ月 5月

水道施設課 一般競争入札 土木工事 市道277、285、290、745号線配水管布設替工事 朝霞市溝沼6丁目地内 DCIPφ１００　工事延長約53０ｍ 48,389,000 5ヶ月 5月

水道施設課 一般競争入札 土木工事 市道２２４１号線配水管布設替工事 朝霞市朝志ヶ丘３丁目地内 DCIPφ１００　工事延長約２２０ｍ 25,894,000 4ヶ月 5月

文化財課 随意契約 機械設備工事 博物館エレベーター改修工事 朝霞市岡2-7-22　朝霞市博物館 朝霞市博物館の荷物用エレベーターの改修 32,150,000 6ヶ月 5月

資源リサイクル課 随意契約 機械設備工事 ごみ焼却処理施設補修工事
朝霞市朝霞市大字浜崎３９０番地の４
５クリーンセンター（ごみ焼却処理施
設）

ごみ焼却処理施設の制御装置の設備・機器の更新 121,000,000 11ヶ月 5月

資源リサイクル課 随意契約 機械設備工事 施設改修工事
朝霞市朝霞市大字浜崎３９０番地の４
５クリーンセンター（あき缶資源化施
設・プラスチック類処理施設）

プラスチック類処理施設、あき缶資源化施設設置機
器の定期メンテナンス、随時更新等

3,000,000 10ヶ月 5月

危機管理室 一般競争入札 建築工事 朝霞市消防団第６分団詰所新設工事 朝霞市栄町四丁目１５４９番２１　他 朝霞市消防団第６分団詰所の新設 123,240,000 8ヶ月 6月
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道路整備課 指名競争入札 土木工事 市道１８号線歩道築造工事　 朝霞市根岸台６丁目地内
工事延長　Ｌ＝約２０ｍ　工事幅員　W＝約２ｍ
地先境界ブロック工・路盤工・舗装工

3,000,000 4ヶ月 6月

道路整備課 指名競争入札 土木工事 市道９０号線歩道築造工事　 朝霞市根岸台４丁目地内
工事延長　Ｌ＝約４０ｍ　工事幅員　W＝約１．５ｍ
地先境界ブロック工・路盤工・舗装工

4,000,000 4ヶ月 6月

道路整備課 指名競争入札 土木工事 下内間木地内水路改修工事 朝霞市大字下内間木地内
工事延長　Ｌ＝５０ｍ　工事幅員　W＝約２ｍ
水路工

5,000,000 4ヶ月 6月

道路整備課 随意契約 土木工事 浜崎橋他橋梁改修工事 朝霞市浜崎４丁目地内
工事延長　Ｌ＝約２６．５ｍ　工事幅員　W＝約７ｍ
橋梁補修工

33,000,000 8ヶ月 6月

下水道施設課 指名競争入札 舗装工事 支線２７号線舗装復旧工事 朝霞市根岸台７丁目 舗装打換工(t=5㎝) A=300㎡ 4,950,000 2ヶ月 6月

下水道施設課 一般競争入札 土木工事 第５中学校校庭下汚水管改築工事 朝霞市大字宮戸 φ250㎜ L=50m 10,186,000 4ヶ月 6月

水道施設課 一般競争入札 土木工事 市道２１４２号線配水管布設替工事 朝霞市浜崎4丁目地内 DCIPφ１００　工事延長約３１５ｍ 37,075,500 5ヶ月 6月

水道施設課 一般競争入札 土木工事 市道2137、2138、2139号線配水管布設替工事 朝霞市宮戸1丁目地内 DCIPφ１００　工事延長約４１０ｍ 48,257,000 5ヶ月 6月

水道施設課 一般競争入札 土木工事 市道２０７０、２０７４号線配水管布設替工事 朝霞市大字上内間木地内 DCIPφ７５　工事延長約６１０ｍ 55,693,000 5ヶ月 6月

水道施設課 一般競争入札 土木工事 市道１９９、２１０号線配水管布設替工事 朝霞市岡３丁目地内 DCIPφ１００　工事延長約３７０ｍ 43,549,000 5ヶ月 6月

水道施設課 一般競争入札 土木工事 市道４９７、４９８号線配水管布設替工事 朝霞市溝沼２丁目地内 DCIPφ１００　工事延長約４５０ｍ 41,085,000 5ヶ月 6月

水道施設課 一般競争入札 土木工事 市道２１４８、２１４９号線配水管布設替工事 朝霞市浜崎４丁目地内 DCIPφ１００　工事延長約２０５ｍ 24,128,500 5ヶ月 6月

水道施設課 一般競争入札 電気設備工事 泉水浄水場No.６配水ポンプ他更新工事　【R４・５継続費】朝霞市泉水２丁目地内 No.６配水ポンプ増設、無停電電源装置更新 327,899,000 12ヶ月以上 6月

水道施設課 指名競争入札 機械器具設置工事 岡浄水場監視カメラ設置工事 朝霞市岡２丁目地内 監視カメラ2台取付 5,390,000 6ヶ月 6月

水道施設課 随意契約 電気設備工事 泉水浄水場No.３配水ポンプ修繕工事 朝霞市泉水２丁目１３－１　泉水浄水場 No.3配水ポンプ修繕 3,685,000 6ヶ月 6月

水道施設課 随意契約 電気設備工事 岡浄水場No.５配水ポンプ修繕工事 朝霞市岡２丁目２－４３　岡浄水場 No.5配水ポンプ修繕 4,620,000 6ヶ月 6月

水道施設課 一般競争入札 土木工事 膝折浄水場撤去工事 朝霞市朝霞市幸町２－１７－２　膝折浄水場 既存建物及び配水池撤去等 160,600,000 8ヶ月 6月

水道施設課 随意契約 土木工事 北朝霞陸橋水道本管撤去工事 朝霞市西弁財1丁目他地内 水道管撤去 14,960,000 8ヶ月 6月

教育総務課 一般競争入札 建築工事 朝霞第三小学校校舎屋上防水改修工事 朝霞市大字浜崎２３０番地（朝霞第三小学校） 校舎屋上防水の改修を行う 12,940,000 4ヶ月 6月

資源リサイクル課 随意契約 機械設備工事 ごみ焼却処理施設補修工事
朝霞市朝霞市大字浜崎３９０番地の４
５クリーンセンター（ごみ焼却処理施
設）

ごみ焼却処理施設内焼却炉及びその他機器の更新
等

110,000,000 4ヶ月 6月

資源リサイクル課 随意契約 機械設備工事 粗大ごみ処理施設改修工事
朝霞市朝霞市大字浜崎３９０番地の４
５クリーンセンター（粗大ごみ処理施
設）

粗大ごみ処理施設設置機器の定期メンテナンス、随
時更新等

35,200,000 9ヶ月 6月

みどり公園課 一般競争入札 造園工事 公園施設長寿命化対策工事 朝霞市内 公園施設等改修 30,000,000 6ヶ月 7月
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道路整備課 一般競争入札 土木工事 市道８号線道路改良工事　 朝霞市本町２丁目地内
工事延長　Ｌ＝約５０ｍ工事幅員　W＝２．５～１０ｍ
舗装工・排水構造物工・防護柵工

18,000,000 8ヶ月 7月

道路整備課 指名競争入札 土木工事 市道２３５６号線道路改良工事 朝霞市三原３丁目地内
工事延長　Ｌ＝約２０ｍ　工事幅員　W＝約１．５ｍ
舗装工・排水構造物工

3,000,000 4ヶ月 7月

道路整備課 一般競争入札 土木工事 市道３号線歩道築造工事　 朝霞市朝志ヶ丘１丁目地内
工事延長　Ｌ＝約１００ｍ　工事幅員　W＝約２ｍ　排
水構造物工・路盤工・舗装工

13,000,000 5ヶ月 7月

道路整備課 指名競争入札 土木工事 市道１１号線歩道築造工事 朝霞市膝折町２丁目地内
工事延長　Ｌ＝約３０ｍ　工事幅員　W＝約２ｍ地先
境界ブロック工・路盤工・舗装工

4,000,000 4ヶ月 7月

下水道施設課 随意契約 機械設備工事 仲町中継ポンプ場№４ポンプ交換工事 朝霞市仲町２丁目１０番５０号（仲町中継ポンプ場） ポンプ交換 9,350,000 6ヶ月 7月

水道施設課 一般競争入札 土木工事 市道２２５６号線配水管布設替工事 朝霞市朝志ヶ丘2丁目地内 DCIPφ１００　工事延長約２３０ｍ 27,071,000 4ヶ月 7月

水道施設課 一般競争入札 土木工事 市道３８、９２、１０６号線配水管布設替工事 朝霞市根岸台7丁目地内 DCIPφ１００　工事延長約４６０ｍ 41,998,000 5ヶ月 7月

水道施設課 一般競争入札 土木工事 市道２号線配水管布設替工事 朝霞市溝沼５丁目地内 DCIPφ１５０　工事延長約24０ｍ 29,040,000 5ヶ月 7月

水道施設課 指名競争入札 機械器具設置工事 岡浄水場消防設備修繕工事 朝霞市岡２丁目２－４３　岡浄水場 消防設備修繕 2,640,000 6ヶ月 7月

水道施設課 指名競争入札 機械器具設置工事 浄水場地下タンク修繕工事
朝霞市泉水２丁目１３－１　 泉水浄水
場
朝霞市岡２丁目２－４３　岡浄水場

地下オイルタンク修繕 4,070,000 6ヶ月 7月

道路整備課 随意契約 土木工事 内間木排水機場主ポンプ修繕 朝霞市大字下内間木地内 排水主ポンプオーバーホール 30,000,000 7ヶ月 8月

道路整備課 随意契約 土木工事 上内間木排水ポンプ場機器設備修繕 朝霞市大字上内間木地内 排水ポンプ場機器設備修繕 24,800,000 7ヶ月 8月

道路整備課 指名競争入札 土木工事 市道３９１号線道路改良工事 朝霞市三原４丁目地内
工事延長　Ｌ＝約４０ｍ　工事幅員　W＝約０．５ｍ
舗装工・排水構造物工

3,000,000 4ヶ月 8月

道路整備課 指名競争入札 土木工事 市道２１３５号線道路改良工事　 朝霞市宮戸４丁目地内
工事延長　Ｌ＝約２５ｍ　工事幅員　W＝約１．５ｍ
舗装工・排水構造物工

3,000,000 4ヶ月 8月

道路整備課 指名競争入札 土木工事 市道２０号線歩道築造工事　 朝霞市根岸台２丁目
工事延長　Ｌ＝約３０ｍ　工事幅員　W＝約２．５ｍ
地先境界ブロック工・路盤工・舗装工

6,000,000 4ヶ月 8月

下水道施設課 指名競争入札 土木工事 市道６号線汚水管改築工事 朝霞市根岸台８丁目 φ400㎜ L=48m 7,678,000 4ヶ月 8月

水道施設課 一般競争入札 土木工事 市道６１９、６２０号線配水管布設替工事 朝霞市本町2丁目地内 DCIPφ１００　工事延長約３４０ｍ 40,018,000 5ヶ月 8月

水道施設課 一般競争入札 水道施設工事 第１２号取水井モーターポンプ取替工事 朝霞市大字溝沼地内 モーターポンプ取替　一式 17,171,000 5ヶ月 8月

保育課 指名競争入札 建築工事 施設改修工事 朝霞市公設保育園６園 公設保育園各所の改修工事等を行う 10,000,000 6ヶ月 9月

みどり公園課 一般競争入札 土木工事 ドッグラン施設整備工事 朝霞市大字浜崎地内 ドッグラン施設整備工事 30,000,000 6ヶ月 9月

道路整備課 一般競争入札 舗装工事 市道２号線舗装改修工事 朝霞市岡２丁目他地内
工事延長　Ｌ＝約６００ｍ　工事幅員　W＝約８ｍ　舗
装工（切削オーバーレイ工）

36,000,000 4ヶ月 9月

下水道施設課 指名競争入札 舗装工事 県道和光志木線舗装復旧工事 朝霞市岡１丁目 舗装打換（t=10㎝）　A=500㎡ 5,500,000 2ヶ月 9月

教育総務課 一般競争入札 建築工事 朝霞第五中学校体育館屋根防水改修工事
朝霞市大字宮戸１５８０番地（朝霞第五
中学校）

体育館屋根の防水改修工事を行う 23,100,000 5ヶ月 9月

文化財課 随意契約 建築工事 旧高橋家住宅主屋屋根補修工事
朝霞市根岸台2-15-10　重要文化財旧
高橋家住宅

旧高橋家住宅主屋の茅葺屋根の補修 16,720,000 6ヶ月 9月

産業振興課 一般競争入札 電気設備工事 産業文化センター舞台照明設備改修工事 朝霞市朝霞市産業文化センター
産業文化センター３階多目的ホールの舞台照明設
備を修繕するとともにLED化とする工事

74,910,000 5ヶ月 10月



■朝霞市の発注見通し

※１　「発注・入札予定時期」欄について、一般競争入札及び指名競争入札においては「入札予定時期」を、随意契約においては「契約予定時期」を記載します。

道路整備課 一般競争入札 舗装工事 市道２００２号線舗装改修工事　 朝霞市宮戸４丁目他地内
工事延長　Ｌ＝約３００ｍ　工事幅員　W＝２．５～５
ｍ　舗装工（舗装打換え工）

22,000,000 4ヶ月 10月

下水道施設課 一般競争入札 土木工事 市道２３９９号線雨水管工事 朝霞市宮戸２丁目
雨水：φ300㎜ L=150m
汚水：φ200㎜ L=126m

35,860,000 3ヶ月 10月

下水道施設課 一般競争入札 土木工事 市道２４５号線汚水管改築工事 朝霞市大字岡 φ450㎜ L=35m 48,587,000 4ヶ月 10月

水道施設課 指名競争入札 土木工事 市道7２号線配水管布設工事 朝霞市岡1丁目地内 DCIPφ７５　工事延長約５０ｍ 4,565,000 3ヶ月 10月

水道施設課 指名競争入札 土木工事 市道２０６９号線配水管布設工事 朝霞市大字上内間木地内 DCIPφ７５　工事延長約６０ｍ 5,478,000 3ヶ月 10月

水道施設課 指名競争入札 土木工事 市道２２８５号線配水管布設替工事 朝霞市田島2丁目地内 DCIPφ７５　工事延長約７０ｍ 6,391,000 3ヶ月 10月

水道施設課 一般競争入札 舗装工事 国道２５４号他舗装復旧工事 朝霞市栄町５丁目他地内
切削５cm　面積約３００㎡　打換5・10・26ｃｍ　面積
約９３０㎡

16,542,900 4ヶ月 10月

水道施設課 指名競争入札 舗装工事 市道２０４４号線舗装復旧工事 朝霞市大字上内間木地内 打換１０ｃｍ　面積約６３０㎡ 5,821,200 3ヶ月 10月

水道施設課 指名競争入札 舗装工事 市道２４５号線舗装復旧工事 朝霞市大字岡
切削５cm　面積約６０㎡　打換１０ｃｍ　面積約５７０
㎡

5,761,800 3ヶ月 10月

水道施設課 指名競争入札 舗装工事 市道６４号線舗装復旧工事 朝霞市根岸台１丁目地内
切削５cm　面積約６０㎡　打換１０ｃｍ　面積約３３０
㎡

3,217,500 3ヶ月 10月

水道施設課 指名競争入札 舗装工事 市道２２９５号線舗装復旧工事 朝霞市田島１丁目地内 打換５ｃｍ　面積約２７０㎡ 2,227,500 3ヶ月 10月

水道施設課 指名競争入札 舗装工事 市道５３２号線舗装復旧工事 朝霞市膝折町２丁目地内 切削５cm　面積約３００㎡ 2,475,000 3ヶ月 10月

水道施設課 指名競争入札 舗装工事 北朝霞陸橋舗装復旧工事 朝霞市西弁財1丁目他地内
切削５cm　面積約１５０㎡　打換１０ｃｍ　面積約７５
０㎡

8,563,500 4ヶ月 10月

教育総務課 一般競争入札 建築工事 朝霞第二中学校剣道場床改修工事 朝霞市大字岡１９９番地（朝霞第二中学校） 剣道場床の張替えを行う 6,660,000 4ヶ月 10月

資源リサイクル課 随意契約 機械設備工事 ごみ焼却処理施設補修工事
朝霞市朝霞市大字浜崎３９０番地の４
５クリーンセンター（ごみ焼却処理施
設）

ごみ焼却処理施設内焼却炉及びその他機器の定期
メンテナンス等

126,000,000 6ヶ月 10月

道路整備課 指名競争入札 土木工事 下内間木地内水路改修工事（その２） 朝霞市大字下内間木地内
工事延長　Ｌ＝３０ｍ　工事幅員　W＝約２ｍ
水路工

3,000,000 4ヶ月 11月

水道施設課 指名競争入札 舗装工事 市道６７４号線舗装復旧工事 朝霞市栄町３丁目地内 打換５ｃｍ　面積約３００㎡ 2,475,000 3ヶ月 11月

水道施設課 指名競争入札 舗装工事 市道１９３号線舗装復旧工事 朝霞市根岸台２丁目地内 打換５ｃｍ　面積約１８０㎡ 1,485,000 3ヶ月 11月

水道施設課 指名競争入札 舗装工事 市道４７６号線舗装復旧工事 朝霞市溝沼３丁目地内 打換５ｃｍ　面積約３００㎡ 2,475,000 3ヶ月 11月

水道施設課 指名競争入札 舗装工事 市道７４６号線舗装復旧工事 朝霞市溝沼７丁目地内 打換５ｃｍ　面積約３６０㎡ 2,970,000 3ヶ月 11月

水道施設課 指名競争入札 舗装工事 市道３８号線舗装復旧工事 朝霞市根岸台7丁目地内 打換５ｃｍ　面積約３００㎡ 1,980,000 3ヶ月 11月


