
■令和４年度公共工事等発注見通し一覧　【建設工事】

○ここに記載する内容は、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がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

発注機関 所属 入札方式 種別 工事（業務）名 場所 概要 案件期間
入札予定時
期

幸手市 市民協働課 指名競争入札
機械器具設
置工事

道路照明灯ＬＥＤ切替工事 市内全域 道路照明灯のＬＥＤ切替 Ｒ４．７～Ｒ４．１２ 2022/06

幸手市 環境課 指名競争入札
機械器具設
置工事

一般廃棄物処理施設補修工事 幸手市ひばりヶ丘桜泉園地内外 機械設備点検及び補修等 Ｒ４．７～Ｒ５．３ 2021/07

幸手市 危機管理防災課 指名競争入札
機械器具設
置工事

防災行政無線移設工事 南3丁目地内
幸手駅西口土地区画整理事業に伴う防災行政無線
の移設工事

Ｒ４．６～Ｒ５．３ 2022/05

幸手市 危機管理防災課 指名競争入札
機械器具設
置工事

防災行政無線野外拡張子局電源音声増幅部ユニット
交換修繕工事

大字幸手地内外 防災行政無線子局の修繕工事 Ｒ４．６～Ｒ５．３ 2022/05

幸手市 危機管理防災課 一般競争入札
機械器具設
置工事

公衆無線LAN環境整備工事 幸手市役所外
各公共施設にフリーアクセスポイントを設置する工
事

Ｒ４．７～Ｒ５．３ 2022/06

幸手市 社会教育課 指名競争入札
内装仕上工
事

武道館柔道場畳改修工事 幸手市立武道館
柔道場の畳の採寸・敷き込み・処分、合板設置・処
分等

Ｒ４．７～Ｒ４．１２ 2022/06

幸手市 社会教育課 一般競争入札 ほ装工事 幸手総合公園テニスコート人工芝更新工事 幸手総合公園庭球場 砂入り人工芝（高密度）舗装・撤去・処分等 Ｒ４．９～Ｒ５．１ 2022/08

幸手市 社会教育課 指名競争入札 防水工事 図書館施設改修工事 幸手市立図書館本館 屋根防水シートの張替 Ｒ４．７～Ｒ４．８ 2022/06

幸手市 都市計画課 指名競争入札 土木工事 公園施設長寿命化工事 幸手市東４丁目地内 遊具の更新（２基） Ｒ４．１０～Ｒ５．２ 2022/09

幸手市 都市計画課 指名競争入札
機械器具設
置工事

ＬＥＤ公園灯整備工事 幸手市栄地内外 公園灯の改修工事（15公園、３７基） Ｒ４．６～Ｒ４．８ 2022/05

幸手市 まちづくり事業課 一般競争入札 建築工事 駅東口公衆トイレ建設工事（本体） 幸手市中１丁目地内
RC造１階　A=33.64m2　男子・女子・障がい者用トイ
レ

Ｒ４．５～Ｒ５．３ 2022/05

幸手市 まちづくり事業課 指名競争入札 電気工事 駅東口公衆トイレ建設工事（電気） 幸手市中１丁目地内 コンセント設備工事等　１式 Ｒ４．５～Ｒ５．３ 2022/05

幸手市 まちづくり事業課 指名競争入札 管工事 駅東口公衆トイレ建設工事（給排水） 幸手市中１丁目地内 給排水設備工事等　１式 Ｒ４．５～Ｒ５．３ 2022/05

幸手市 まちづくり事業課 一般競争入札 土木工事 西口停車場線道路築造等工事 幸手市南３丁目地内
工事延長60m、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工50ｍ、車道舗装工
450m2他

Ｒ４．８～Ｒ５．３ 2022/08

幸手市 まちづくり事業課 一般競争入札 土木工事 区画道路築造等工事 幸手市南３丁目地内 工事延長133m、側溝工133m他 Ｒ４．８～Ｒ５．３ 2022/08

幸手市 道路河川課 一般競争入札
機械設備設
置工事

第3ポンプ場ポンプ交換工事 幸手市緑台1丁目地内 1号排水ポンプ(φ600)水中軸斜流ポンプ交換 Ｒ４．７～Ｒ５．３ 2022/06

幸手市 道路河川課 指名競争入札
しゅんせつ
工事

幸手団地内水路浚渫工事 幸手市大字幸手地内 工事延長約80ｍ Ｒ４．１０～Ｒ４．１２ 2022/09

幸手市 道路河川課 一般競争入札 舗装工事 市道1-1号線道路舗装工事 幸手市大字木立地内外 工事延長約650ｍ　舗装工、路上再生工 Ｒ４．１０～Ｒ５．２ 2022/09

幸手市 道路河川課 一般競争入札 舗装工事 市道2-13号線道路舗装工事 幸手市大字下吉羽地内 工事延長約315ｍ　舗装工 Ｒ４．１０～Ｒ５．２ 2022/09

幸手市 道路河川課 一般競争入札 舗装工事 市道2356号線道路舗装工事 幸手市大字長間地内 工事延長約200ｍ　舗装工 Ｒ４．１０～Ｒ５．２ 2022/09

幸手市 水道管理課 一般競争入札 土木工事 県道松伏・春日部・関宿線配水管布設替工事 幸手市大字惣新田地内
工事延長Ｌ＝１００ｍ　　ＨＩＶＰφ５０㎜　既設管撤去
含

Ｒ４．６～Ｒ４．１０ 2022/05

幸手市 水道管理課 一般競争入札 土木工事 市道１－２３号線外配水管布設替工事 幸手市大字幸手地内 工事延長Ｌ＝２００ｍ　　ＤＩＰφ２００㎜ Ｒ４．６～Ｒ４．１１ 2022/05

幸手市 水道管理課 一般競争入札 土木工事 市道３９９号線外配水管布設替工事 幸手市南３丁目地内 工事延長Ｌ＝９０ｍ　　　ＨＩＶＰφ７５㎜ Ｒ４．６～Ｒ４．１０ 2022/05

幸手市 水道管理課 一般競争入札 土木工事 市道５７７号線外配水管布設替工事 幸手市大字上高野地内 工事延長Ｌ＝４４．９ｍ　ＤＩＰ及びＳＵＳφ２５０㎜ Ｒ４．６～Ｒ４．１０ 2022/05

幸手市 水道管理課 指名競争入札 土木工事 幸手駅西口配水管布設替工事（Ｒ４） 幸手市南３丁目地内 工事延長Ｌ＝５５ｍ　　　ＨＩＶＰφ７５㎜及びφ５０㎜ Ｒ４．６～Ｒ５．３ 2022/05

幸手市 水道管理課 一般競争入札 舗装工事 県道松伏・春日部・関宿線舗装復旧工事 幸手市大字惣新田地内 工事延長Ｌ＝１００ｍ　　舗装面積４００㎡ Ｒ４．１２～Ｒ５．３ 2022/11

幸手市 水道管理課 一般競争入札 舗装工事 市道３９９号線外舗装復旧工事 幸手市南３丁目地内 工事延長Ｌ＝９０ｍ　　　舗装面積３６０㎡ Ｒ４．１２～Ｒ５．３ 2022/11

幸手市 水道管理課 一般競争入札 電気工事 第２浄水場ろ水ポンプ盤外更新工事 幸手市大字平野地内 ろ水ポンプ盤、直流電源盤、公団流量計の更新 Ｒ４．７～Ｒ５．３ 2022/06
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幸手市 下水道課 指名競争入札 電気工事業
幸手汚水中継ポンプ場主ポンプ設備用制御機器更新
工事

幸手市大字幸手地内 制御機器更新　一式 Ｒ４．９～Ｒ５．３ 2022/08

幸手市 下水道課 指名競争入札
機械器具設
置工事

農業集落排水処理場通信端末交換工事 幸手市大字外国府間地内 通信端末交換　一式 Ｒ４．９～Ｒ４．１２ 2022/08

幸手市 下水道課 一般競争入札 土木工事 汚水5号幹線築造工事(R4-1) 幸手市西1丁目地内 延長　153m R４．６～R５．１ 2022/05

幸手市 下水道課 一般競争入札 土木工事 汚水5号幹線築造工事(R4-2) 幸手市西1丁目地内外 延長　462m R４．７～R５．２ 2022/06

幸手市 下水道課 指名競争入札 土木工事 道路復旧舗装工事 幸手市西1丁目地内外 面積　1,292㎡ R４．１１～R５．２ 2022/10

幸手市 下水道課 一般競争入札 土木工事 汚水枝線築造工事(R4-1) 幸手市南3丁目地内 延長　167m R４．６～R４．１２ 2022/05


