
■令和４年度当初工事発注見通し  

  

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 案件期間
発注・入札予

定時期

桶川市 下水道課 一般競争 土木 公共下水道第R4-21工区築造工事 桶川市寿一丁目・寿二丁目地内 汚水　φ250ｍｍ　開削　Ｌ＝100.0ｍ 6月～12月 4月

桶川市 下水道課 指名競争 電気 芝川ポンプ場流量計・水位計更新工事 桶川市末広一丁目地内 流量計　１基、水位計　１基 4月～11月 4月

桶川市 下水道課 指名競争 電気 若宮ポンプ場小型無停電電源装置更新工事 桶川市若宮一丁目地内 小型無停電電源装置　1基 5月～2月 4月

桶川市 道の駅整備課 随意契約 建築 桶川市道の駅整備事業 設計建設工事 桶川市大字川田谷地内 道の駅の新設に伴う設計建設工事 4月～R7.3月 4月

桶川市 下水道課 一般競争 土木 公共下水道R4-1工区管渠工事 桶川市寿一丁目・寿二丁目地内 雨水　φ900ｍｍ、□1200×500　開削　Ｌ＝50.0ｍ 7月～1月 5月

桶川市 下水道課 一般競争 土木 公共下水道R4-2工区管渠工事 桶川市大字下日出谷地内 汚水　φ200ｍｍ　開削　Ｌ＝270.0ｍ 7月～1月 5月

桶川市 下水道課 指名競争 土木 日出谷ポンプ場門扉更新工事 桶川市上日出谷南一丁目地内 門扉　　1基 6月～8月 5月

桶川市 下水道課 一般競争 土木 公共下水道R4-3工区管渠工事 桶川市大字下日出谷地内 汚水　φ200ｍｍ　開削　Ｌ＝240.0ｍ 7月～1月 6月

桶川市 道路河川課 一般競争 ほ装 市道3207号線舗装修繕工事 桶川市大字上日出谷・川田谷地内
Ｌ＝２８０ｍ、Ｗ＝４．０ｍ、表層工 １，１２０㎡
舗装版撤去工、舗装工、付帯工

6月～9月 6月

桶川市 道路河川課 指名競争 ほ装 市道1232号線通学路安全対策工事 桶川市大字川田谷地内
Ｌ＝５００ｍ、Ｗ＝２．５ｍ、表層工 １，２５０㎡
舗装版撤去工、舗装工、付帯工

6月～9月 6月

桶川市 安心安全課 指名競争 塗装 （仮）市道1197号線外1路線区画線等設置工事 桶川市大字川田谷地内
路線延長L＝600ｍ　区画線工：外側線（W＝0.15ｍ）、グ
リーンベルト（W＝0.3ｍ）

12月～3月 6月

桶川市 下水道課 一般競争 土木 公共下水道R4-4工区管渠工事 桶川市寿一丁目地内 汚水　φ200ｍｍ　開削　Ｌ＝110.0ｍ 9月～2月 7月

桶川市 歴史民俗資料館 一般競争 建築 生涯学習センター大規模改修建築工事 桶川市大字川田谷地内 大規模改修工事に伴う建築工事一式 9月～R5.7月 7月

桶川市 歴史民俗資料館 一般競争 電気 生涯学習センター大規模改修電気設備工事 桶川市大字川田谷地内 大規模改修工事に伴う電気設備工事一式 9月～R5.7月 7月

桶川市 歴史民俗資料館 一般競争 管 生涯学習センター大規模改修機械設備工事 桶川市大字川田谷地内 大規模改修工事に伴う機械設備工事一式 9月～R5.7月 7月

桶川市 道路河川課 一般競争 ほ装 市道4258号線舗装修繕工事 桶川市朝日一丁目地内
Ｌ＝３９０ｍ、Ｗ＝６．０ｍ、表層工 ２，３４０㎡
舗装版撤去工、舗装工、付帯工

7月～10月 7月

桶川市 下水道課 一般競争 ほ装 舗装本復旧工事（R4-1） 桶川市大字下日出谷地内 w=4.00m　L＝700.0m 8月～1月 7月

桶川市 下水道課 指名競争 土木 公共下水道第R4-22工区築造工事 桶川市寿一丁目地内 汚水　φ200ｍｍ　開削　Ｌ＝66.6ｍ 8月～2月 7月

桶川市 道路河川課 指名競争 ほ装 市道4号線舗装修繕工事 桶川市大字加納地内
Ｌ＝２１０ｍ、Ｗ＝５．７ｍ、表層工 １，２００㎡
舗装版撤去工、舗装工、付帯工

7月～10月 7月

桶川市 自治振興課 指名競争 電気通信 市民ホール設備更新工事 桶川市若宮一丁目地内 音響設備制御部更新工事に伴う電気通信設備工事一式 8月～3月 7月

桶川市 社会福祉課 指名競争 解体 旧坂田西特定土地区画整理組合事務所解体工事　 桶川市坂田西二丁目３８－１地内 撤去に伴う解体工事（鉄骨造　延べ床面積　１６３.７㎡） 8月～12月 7月

桶川市 安心安全課 一般競争 電気 道路照明灯更新工事 桶川市内
水銀灯の道路照明灯をLED道路照明灯に交換する

9月～2月 8月

桶川市 道路河川課 一般競争 ほ装 市道4245号線舗装修繕工事 桶川市若宮一丁目地内
Ｌ＝３００ｍ、Ｗ＝６．１ｍ、表層工 １，８５０㎡
舗装版撤去工、舗装工、付帯工

8月～11月 8月

桶川市 農政課 一般競争 解体 農村広場倉庫解体工事 桶川市大字川田谷地内 倉庫解体工事に伴う解体工事一式 9月～12月 8月

桶川市 道路河川課 指名競争 土木 市道2080号線安全対策工事 桶川市大字川田谷地内
L＝８０ｍ
防護柵工

8月～12月 8月

桶川市 道路河川課 指名競争 土木 市道4498号線側溝整備工事 桶川市大字下日出谷地内
Ｌ＝７５m　Ｗ＝６．０m、側溝工　１４０ｍ
舗装版撤去工、土工、舗装工、側溝工、付帯工

8月～11月 8月

桶川市 下水道課 指名競争 土木 公共下水道第R4-23工区築造工事 桶川市寿一丁目地内 公共桝設置工事（推進）　4箇所 9月～1月 8月

桶川市 道路河川課 一般競争 土木 石川川浚渫工事 桶川市大字川田谷地内 浚渫工　1式 9月～2月 9月

桶川市 道路河川課 一般競争 ほ装 市道16号線舗装修繕工事〔R3〕 桶川市大字川田谷地内
Ｌ＝３５０ｍ、Ｗ＝６ｍ、表層工 １，７５０㎡
舗装版撤去工、土工、舗装工、路盤工、付帯工

9月～12月 9月
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桶川市 下水道課 指名競争 電気 北二路上ポンプ場電気通信施設更新工事 桶川市北二丁目地内 電気通信施設更新　　1式 10月～2月 9月

桶川市 道路河川課 指名競争 ほ装 市道14号線舗装修繕工事 桶川市大字川田谷地内
Ｌ＝１９０ｍ、Ｗ＝５．５ｍ、表層工 １，０５０㎡
舗装版撤去工、舗装工、付帯工

9月～12月 9月

桶川市 下水道課 指名競争 ほ装 舗装本復旧工事（R4-2） 桶川市寿一丁目地内 w=9.50m　L＝40.0m 10月～2月 9月

桶川市 道路河川課 一般競争 ほ装 市道13号線舗装修繕工事 桶川市上日出谷南一丁目地内
Ｌ＝３００ｍ、Ｗ＝８．１ｍ、表層工 ２，４５０㎡
舗装版撤去工、舗装工、付帯工

10月～1月 10月

桶川市 道路河川課 指名競争 ほ装 市道2006号線舗装修繕工事 桶川市大字川田谷地内
Ｌ＝１８０ｍ、Ｗ＝５．１ｍ、表層工 ９２０㎡
舗装版撤去工、舗装工、付帯工

10月～12月 10月

桶川市 道路河川課 一般競争 土木 市道6368号線外1路線歩道修繕工事 桶川市赤堀一丁目・二丁目地内 歩道部舗装工、街路樹剪定工、街路樹伐採工 11月～2月 11月

桶川市 環境対策推進課 指名競争 土木 市道6276号線道路改良工事 桶川市大字倉田地内
Ｌ＝６０m　Ｗ＝２．５m、側溝工　６０ｍ
舗装版撤去工、土工、舗装工、側溝工

11月～2月 11月

桶川市 道路河川課 指名競争 ほ装 歩道修繕工事（植樹帯） 桶川市泉二丁目・上日出谷地内 歩道部舗装工 11月～2月 11月

桶川市 環境対策推進課 指名競争 ほ装 市道6233号線舗装修繕工事 桶川市大字五町台地内
Ｌ＝６０m　Ｗ＝２．５m、表層工　１５０㎡
舗装版撤去工、土工、舗装工、付帯工

11月～2月 11月

桶川市 駅東口整備推進課 指名競争 土木 市道１１－１号線維持管理工事 桶川市寿二丁目地内 路盤工 830㎡、舗装工 830㎡ 1～3月 1月
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