
番号 担当課 工事件名 工事場所 工事種別 工事概要
入札・契約

方法
入札時期 概算工期 備考

1 道路治水課 市道2280号線道路維持工事 八潮市緑町一丁目他地内 ほ装 舗装工一式 一般競争 第3四半期 5か月

2 道路治水課 市道0140号線道路維持工事 八潮市鶴ケ曽根地内 ほ装 舗装工一式 指名競争 第2四半期 4か月

3 道路治水課 市道0190号線道路維持工事 八潮市中央二丁目地内 ほ装 舗装工一式 指名競争 第2四半期 4か月

4 道路治水課 市道0740号線道路維持工事 八潮市八潮五丁目他地内 ほ装 舗装工一式 指名競争 第3四半期 4か月

5 道路治水課
市道0380号線道路付属物補
修工事

八潮市浮塚地内 とび・土工 標識補修一式 指名競争 第2四半期 4か月

6 道路治水課 市道2295号線道路築造工事 八潮市緑町一丁目他地内 土木 舗装工、側溝布設工一式 指名競争 第1四半期 9か月

7 道路治水課 市道5210号線橋補修工事 八潮市八潮四丁目他地内 土木 橋りょう補修一式 指名競争 第3四半期 4か月

8 道路治水課
市道0790号線他道路築造工
事

八潮市木曽根地内 土木 舗装工、側溝布設工一式 指名競争 第1四半期 9か月

9 道路治水課 24号水路改修工事 八潮市大瀬地内 土木 水路改修工一式 指名競争 第3四半期 4か月

10 道路治水課
古新田排水機場機械設備更
新工事

八潮市古新田地内
機械器具

設置
動力設備更新工一式 指名競争 第2四半期 6か月

令和４年度　工事発注見通し（令和４年４月１日現在）
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入札・契約
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令和４年度　工事発注見通し（令和４年４月１日現在）

11 下水道課
4-葛西排水区雨水幹線築造
工事

八潮市大曽根外地内 土木
U8000×2500
L＝20m
鋼矢板護岸水路工

指名競争 第2四半期 8か月

12 下水道課
4-2処理分区枝線管渠築造工
事

八潮市南後谷地内 土木
管径200mm
L＝545m
開削工法

一般競争 第1四半期 9か月

13 下水道課
4-4処理分区枝線管渠築造工
事

八潮市木曽根外地内 土木
管径200mm
L＝525m
開削工法

一般競争 第2四半期 9か月

14 下水道課
4-4処理分区枝線管渠築造そ
の4工事

八潮市木曽根外地内 土木
管径200mm
L＝360m
推進工法

一般競争 第1四半期 11か月

15 下水道課
4-4処理分区枝線管渠築造そ
の6工事

八潮市木曽根外地内 土木
管径200mm
L＝390m
推進工法

一般競争 第1四半期 10か月

16 下水道課
4-4処理分区枝線管渠築造そ
の7工事

八潮市木曽根外地内 土木
管径200mm
L＝400m
推進工法

一般競争 第1四半期 10か月

17 下水道課
4-4処理分区枝線管渠築造そ
の8工事

八潮市南川崎外地内 土木
管径200mm
L＝485m
推進工法

一般競争 第1四半期 11か月

18 下水道課
4-4処理分区枝線管渠築造そ
の9工事

八潮市南川崎地内 土木
管径200mm
L＝260m
推進工法

一般競争 第1四半期 10か月

19 下水道課
4-4処理分区枝線管渠築造そ
の10工事

八潮市大瀬地内 土木
管径200・250mm
L＝400m
推進工法

一般競争 第1四半期 11か月

20 下水道課
4-4処理分区枝線管渠築造そ
の11工事

八潮市大瀬地内 土木
管径200・250mm
L＝400m
推進工法

一般競争 第1四半期 11か月
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令和４年度　工事発注見通し（令和４年４月１日現在）

21 下水道課
4-4処理分区枝線管渠築造そ
の12工事

八潮市垳地内 土木
管径200mm
・400mm鋼管
L＝445m 推進工法

一般競争 第1四半期 11か月

22 下水道課
4-4処理分区枝線管渠築造そ
の13工事

八潮市南川崎地内 土木
管径200mm
L＝245m
推進工法

一般競争 第1四半期 10か月

23 下水道課
4-3処理分区枝線管渠築造そ
の4工事

八潮市浮塚地内 土木
管径200mm
L＝570m
推進工法

一般競争 第1四半期 11か月

24 下水道課
4-3処理分区枝線管渠築造そ
の5工事

八潮市浮塚地内 土木
管径200mm
L＝495m
推進工法

一般競争 第1四半期 10か月

25 下水道課
4-3処理分区枝線管渠築造そ
の6工事

八潮市浮塚地内 土木
管径200mm
L＝470m
推進工法

一般競争 第1四半期 10か月

26 下水道課
4-3処理分区枝線管渠築造そ
の7工事

八潮市浮塚地内 土木
管径200mm
L＝460m
推進工法

一般競争 第1四半期 10か月

27 下水道課
4-3処理分区枝線管渠築造そ
の8工事

八潮市垳外地内 土木
管径200mm
L＝510m
推進工法

一般競争 第1四半期 11か月

28 下水道課
4-5処理分区枝線管渠築造工
事

八潮市鶴ケ曽根地内 土木
管径200mm
L＝175m
開削工法

指名競争 第2四半期 7か月

29 下水道課
4-6処理分区枝線管渠築造工
事

八潮市大瀬地内 土木
管径200mm
L＝520m
推進工法

一般競争 第1四半期 10か月

30 下水道課 4-西・汚水管渠築造工事
八潮市八潮南部西一体型特
定土地区画整理事業地内

土木
管径200mm
L＝255m
開削・推進工法

指名競争 第2四半期 7か月
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31 公園みどり課
大瀬運動公園駐車場整備工
事

八潮市大瀬（大瀬運動公園）
地内

土木 駐車場整備一式 指名競争 第1四半期 4か月

32 公園みどり課
やしお駅前公園防犯カメラ設
置工事

八潮市大瀬六丁目（やしお駅
前公園）地内

電気 防犯カメラ設置一式 指名競争 第1四半期 4か月

33 公園みどり課
大曽根小北さくら公園防犯カメ
ラ設置工事

八潮市大原（大曽根小北さくら
公園）地内

電気 防犯カメラ設置一式 指名競争 第2四半期 8か月

34 区画整理課
鶴二－４・位置指定道路築造
（29-1街区）工事

八潮市鶴ケ曽根・二丁目土地
区画整理事業地内

土木
延長：60m、幅員：4m
舗装工、側溝布設工　一式

指名競争 第2四半期 4か月

35 区画整理課
鶴二－４・宅地造成（50街区）
工事

八潮市鶴ケ曽根・二丁目土地
区画整理事業地内

土木
宅地造成工　一式
A=960㎡

指名競争 第3四半期 5か月

36 区画整理課
大古－３．街路築造及び舗装
新設（区4-71号線）工事

八潮市大瀬古新田土地区画
整理事業地内

土木
延長：110m、幅員：4m
舗装工、側溝布設工　一式

指名競争 第1四半期 6か月

37 区画整理課
大古－４・街路築造及び舗装
新設（区6-46号線）工事

八潮市大瀬古新田土地区画
整理事業地内

土木
延長：80m、幅員：6m
舗装工、側溝布設工　一式

指名競争 第2四半期 7か月

38 区画整理課
大古－４・街路築造及び舗装
新設（区4-62号線他）工事

八潮市大瀬古新田土地区画
整理事業地内

土木
延長：15m他、幅員：4m他　舗
装工、側溝布設工　一式

指名競争 第3四半期 4か月

39 区画整理課
大古－４・宅地造成（66街区）
工事

八潮市大瀬古新田土地区画
整理事業地内

土木
宅地造成工　一式
A=240㎡

指名競争 第2四半期 4か月

40 区画整理課
大古－４・宅地造成（28-2街
区）工事

八潮市大瀬古新田土地区画
整理事業地内

土木
宅地造成工　一式
A=1,300㎡

一般競争 第2四半期 6か月
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41 区画整理課
大古－４・排水施設築造（古新
田線）工事

八潮市大瀬古新田土地区画
整理事業地内

土木
管径φ1350mm：L=75m他
開削工法

一般競争 第1四半期 10か月

42 区画整理課
西上－４・街路築造（西新一号
線）工事

八潮市西袋上馬場土地区画
整理事業地内

土木
延長：20m、幅員：17.5m　舗装
工、側溝布設工　一式

指名競争 第3四半期 6か月

43 区画整理課
西上－４・街路築造及び舗装
新設（西袋上馬場線）工事

八潮市西袋上馬場土地区画
整理事業地内

土木
延長：15m、幅員：12m　舗装
工、側溝布設工　一式

指名競争 第2四半期 6か月

44 区画整理課
西上－４・街路築造及び舗装
新設（区6-31号線他）工事

八潮市西袋上馬場土地区画
整理事業地内

土木
延長：135m、幅員：6m他　舗
装工、側溝布設工　一式

指名競争 第2四半期 7か月

45 区画整理課
西上－４・宅地造成（28街区）
工事

八潮市西袋上馬場土地区画
整理事業地内

土木
宅地造成工　一式
A=3,000㎡

指名競争 第2四半期 7か月

46 区画整理課
西上－４・仮設構造物設置他
（草加三郷線）工事

八潮市西袋上馬場土地区画
整理事業地内

土木
バリケード設置、区画線工他
一式

指名競争 第1四半期 7か月

47 区画整理課
東－４・街路築造及び舗装新
設（区10-5号線）工事

八潮市八潮南部東一体型特
定土地区画整理事業地内

土木
延長：110m、幅員：10m　舗装
工、側溝布設工　一式

指名競争 第3四半期 6か月

48 区画整理課
東－４・街路築造及び舗装新
設（区4-1号線）工事

八潮市八潮南部東一体型特
定土地区画整理事業地内

土木
延長：110m、幅員：4m　舗装
工、側溝布設工　一式

指名競争 第2四半期 5か月

49 区画整理課
東－４・街路築造及び舗装新
設（歩6-2号線）工事

八潮市八潮南部東一体型特
定土地区画整理事業地内

土木
延長：40m、幅員：6m　舗装
工、側溝布設工　一式

指名競争 第1四半期 5か月

50 区画整理課
東－４・街路築造（区8-6号線）
工事

八潮市八潮南部東一体型特
定土地区画整理事業地内

土木
延長：90m、幅員：8m（片側）
側溝布設工　一式

指名競争 第3四半期 5か月
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51 区画整理課
東－４・宅地造成（86街区）工
事

八潮市八潮南部東一体型特
定土地区画整理事業地内

土木
宅地造成工　一式
A=1,600㎡

指名競争 第2四半期 6か月

52 区画整理課
東－４・宅地造成（35街区）工
事

八潮市八潮南部東一体型特
定土地区画整理事業地内

土木
宅地造成工　一式
A=330㎡

指名競争 第2四半期 5か月

53 区画整理課
東－４・宅地造成（49街区）工
事

八潮市八潮南部東一体型特
定土地区画整理事業地内

土木
宅地造成工　一式
A=450㎡

指名競争 第1四半期 5か月

54 区画整理課 東－４・整地（34街区）工事
八潮市八潮南部東一体型特
定土地区画整理事業地内

土木 整地、残土処分工　一式 指名競争 第3四半期 6か月

55 区画整理課
東－４・宅地造成（146街区）工
事

八潮市八潮南部東一体型特
定土地区画整理事業地内

土木
宅地造成　一式
A=150㎡　水路撤去工

指名競争 第2四半期 5か月

56 区画整理課
東－４・街路維持（垳三郷線）
工事

八潮市八潮南部東一体型特
定土地区画整理事業地内

ほ装
延長：100m
舗装工　一式

指名競争 第3四半期 3か月

57 区画整理課
東－４・公共下水道汚水管渠
築造（区6－2号線）工事

八潮市八潮南部東一体型特
定土地区画整理事業地内

土木
管径φ200mm：L=65m
推進・開削工法

指名競争 第1四半期 10か月

58 区画整理課
東－４・公共下水道汚水管渠
築造（区6-8号線）工事

八潮市八潮南部東一体型特
定土地区画整理事業地内

土木
管径φ200mm：L=90m
開削工法

指名競争 第2四半期 6か月

59 区画整理課
東－４・公共下水道汚水管渠
築造（区8-8号線）工事

八潮市八潮南部東一体型特
定土地区画整理事業地内

土木
管径φ200mm：L=75m
推進・開削工法

指名競争 第1四半期 10か月

60 区画整理課
東－４・公共下水道汚水管渠
築造（区6－48号線）工事

八潮市八潮南部東一体型特
定土地区画整理事業地内

土木
管径φ200mm：L=52m
開削工法

指名競争 第3四半期 6か月
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61 区画整理課
東－４・仮設住宅解体（23街
区）工事

八潮市八潮南部東一体型特
定土地区画整理事業地内

解体 仮設住宅解体：1棟 指名競争 第3四半期 4か月

62 施設課
市道２２９５号線他配水管布
設替工事

八潮市緑町一丁目地内 土木
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ７５～１５０
L=２８０ｍ

指名競争 第1四半期 5か月

63 施設課
市道０４００号線他配水管布
設替工事

八潮市浮塚地内 土木
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ１００
L=３７０ｍ

指名競争 第1四半期 5か月

64 施設課
市道２２４５号線他配水管布
設替工事

八潮市緑町一丁目地内 土木
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ７５
L=４００ｍ

指名競争 第1四半期 5か月

65 施設課
市道４１１９号線配水管布設
替工事

八潮市浮塚地内 土木
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ７５
L=３６０ｍ

指名競争 第1四半期 5か月

66 施設課
市道２０５４号線他配水管布
設替工事

八潮市鶴ケ曽根地内 土木
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ７５
L=９０ｍ

指名競争 第2四半期 3か月

67 施設課
市道２０２５号線他配水管布
設替工事

八潮市中央一丁目地内 土木
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ７５
L=１９０ｍ

指名競争 第1四半期 4か月

68 施設課
市道６１０６号線他配水管布
設替工事

八潮市南川崎地内 土木
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ７５
L=４０ｍ

指名競争 第1四半期 3か月

69 施設課
鶴二配水管布設替（その１）工
事

八潮市鶴ケ曽根・二丁目土地
区画整理事業地内

土木
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ７５
L=８０ｍ

指名競争 第2四半期 3か月

70 施設課
県道松戸草加線基幹管路等
耐震化(第５期)工事

八潮市中央三丁目地内 土木
ダクタイル鋳鉄管
φ１００～６００
Ｌ＝５１３ｍ

一般競争 第3四半期 14か月 継続費



番号 担当課 工事件名 工事場所 工事種別 工事概要
入札・契約

方法
入札時期 概算工期 備考

令和４年度　工事発注見通し（令和４年４月１日現在）

71 施設課 大古配水管新設（その１）工事
八潮市大瀬古新田土地区画
整理事業地内

土木
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ１００
L=１６０ｍ

指名競争 第1四半期 5か月

72 施設課 大古配水管新設（その２）工事
八潮市大瀬古新田土地区画
整理事業地内

土木
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ７５～１００
L=８５ｍ

指名競争 第3四半期 4か月

73 施設課 大古配水管新設（その３）工事
八潮市大瀬古新田土地区画
整理事業地内

土木
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ７５
L=１１０ｍ

指名競争 第2四半期 4か月

74 施設課 西上配水管新設（その１）工事
八潮市西袋上馬場土地区画
整理事業地内

土木
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ７５～１５０
L=３２５ｍ

指名競争 第2四半期 6か月

75 施設課 西上配水管新設（その２）工事
八潮市西袋上馬場土地区画
整理事業地内

土木
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ１００～３００
L=９５ｍ

指名競争 第2四半期 4か月

76 施設課
県道松戸草加線他配水管布
設替等（その５）工事

八潮市西袋地内 土木
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ５０～１５０
L=１６０ｍ

指名競争 第1四半期 5か月

77 施設課
南部東配水管新設（その１）工
事

八潮市八潮南部東一体型特
定土地区画整理事業地内

土木
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ１００～１５０
L=３８０ｍ

指名競争 第2四半期 6か月

78 施設課
南部西配水管新設（その１）工
事

八潮市八潮南部西一体型特
定土地区画整理事業地内

土木
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ７５～１５０
L=１８２ｍ

指名競争 第2四半期 5か月

79 施設課
南部西配水管新設（その２）工
事

八潮市八潮南部西一体型特
定土地区画整理事業地内

土木
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ７５～１００
L=２０５ｍ

指名競争 第3四半期 5か月

80 施設課 西ルート相互連絡管新設工事
八潮市八潮南部西一体型特
定土地区画整理事業地内

土木
ダクタイル鋳鉄管
φ３００
Ｌ＝５０ｍ

指名競争 第3四半期 4か月



番号 担当課 工事件名 工事場所 工事種別 工事概要
入札・契約

方法
入札時期 概算工期 備考

令和４年度　工事発注見通し（令和４年４月１日現在）

81 施設課
市道３１４４号線他舗装復旧
工事

八潮市西袋地内 ほ装 舗装復旧工　一式 指名競争 第3四半期 4か月

82 施設課
市道４０９６号線他舗装復旧
工事

八潮市大曽根地内 ほ装 舗装復旧工　一式 指名競争 第3四半期 4か月

83 施設課
市道２２４８号線他舗装復旧
工事

八潮市緑町一丁目他地内 ほ装 舗装復旧工　一式 指名競争 第3四半期 4か月

84 施設課
市道５１２０号線他舗装復旧
工事

八潮市八潮一丁目他地内 ほ装 舗装復旧工　一式 指名競争 第3四半期 4か月

85 施設課
県道松戸草加線舗装復旧工
事

八潮市中央一丁目地内 ほ装 舗装復旧工　一式 指名競争 第3四半期 4か月

86 施設課
中央浄水場配水施設更新(場
内配管その６)工事

八潮市中央一丁目地内 土木
ダクタイル鋳鉄管
φ６００
Ｌ＝３７ｍ

一般競争 第3四半期 14か月 継続費

87 施設課
南部配水場1号・3号配水ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ用Vｽﾀｰ制御ﾕﾆｯﾄ更新工事

八潮市古新田356番地1地内 電気 Vｽﾀｰ制御ﾕﾆｯﾄ　2台 指名競争 第1四半期 11か月

88 施設課
南部配水場自家発電設備更
新工事

八潮市古新田356番地1地内 電気
自家発電設備室改修工　一式
自家発電設備更新工（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
発電装置300kVA）　一式

一般競争 第1四半期 21か月 継続費

89 長寿介護課
高齢者福祉施設やしお苑高圧
電気設備更新工事

八潮市南川崎２１０番地１ 電気 高圧電気設備更新工事一式 指名競争 第2四半期 6か月 アセットマネジメント
推進課に依頼工事

90 保育課
南川崎保育所空調設備改修
工事

八潮市立南川崎保育所地内 電気 空調設備改修工　一式 指名競争 第1四半期 4か月 アセットマネジメント
推進課に依頼工事



番号 担当課 工事件名 工事場所 工事種別 工事概要
入札・契約

方法
入札時期 概算工期 備考

令和４年度　工事発注見通し（令和４年４月１日現在）

91 保育課
八潮市立保育所防犯カメラ設
置工事

八潮市立保育所地内 電気
八条、伊草、古新田保育所無線防犯
カメラ設置
南川崎保育所有線防犯カメラ設置

指名競争 第2四半期 4か月 アセットマネジメント
推進課に依頼工事

92 交通防犯課 道路照明灯設置工事 八潮市指定箇所 電気 LED道路照明灯設置工一式 指名競争 第2四半期 4か月

93 交通防犯課 道路反射鏡設置工事 八潮市指定箇所 とび・土工 道路反射鏡設置工一式 指名競争 第3四半期 4か月

94 交通防犯課 道路標示設置工事 八潮市指定箇所 塗装 道路標示等設置工一式 指名競争 第2四半期 4か月

95 教育総務課
中川小学校他防犯カメラ設置
工事

八潮市大瀬1516番地他地内 電気
中川小学校防犯カメラ　３台
大原小学校防犯カメラ　３台

指名競争 第2四半期 4か月

96 教育総務課
松之木小学校他高圧ケーブ
ル更新等工事

八潮市緑町三丁目９番地１他
地内

電気
高圧ケーブル更新等工事一
式

指名競争 第1四半期 10か月

97 教育総務課
大原小学校別棟屋根及び外
壁改修工事

八潮市八潮七丁目４２番地１
地内

建築
外壁改修工事一式、屋根改修
工事一式

指名競争 第2四半期 4か月

98 教育総務課
柳之宮小学校給水管改修工
事

八潮市柳之宮１４０番地地内 管 給水管改修工事一式 指名競争 第1四半期 6か月

99 教育総務課
潮止小学校屋内運動場空調
設備設置工事

八潮市南川崎８２２番地地内 管 空調設備設置工事一式 指名競争 第2四半期 7か月

100 教育総務課
八條小学校管理特別教室棟
大規模改修工事

八潮市鶴ケ曽根１番地地内 建築
建築工事、電気設備工事、機
械設備工事一式

一般競争 第1四半期 6か月



番号 担当課 工事件名 工事場所 工事種別 工事概要
入札・契約

方法
入札時期 概算工期 備考

令和４年度　工事発注見通し（令和４年４月１日現在）

101 教育総務課
潮止中学校夜間照明改修工
事

八潮市古新田５３０番地地内 電気 照明器具改修工事一式 指名競争 第1四半期 7か月

102 教育総務課
潮止中学校防球ネット等撤去
移設工事

八潮市古新田５３０番地地内 とび・土工 防球ネット等移設工事一式 指名競争 第1四半期 7か月

103 教育総務課
潮止中学校外構撤去移設工
事

八潮市古新田５３０番地地内 建築
共通仮設工一式、外構撤去・
仮設移設工一式

指名競争 第1四半期 7か月

104 教育総務課
八潮中学校他屋内運動場空
調設備設置工事

八潮市中央一丁目１番地２他
地内

管 空調設備設置工事一式 一般競争 第2四半期 6か月


