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№ 工　事　件　名 工　事　場　所 工事種別 工　事　概　要 概算工事費(万円) 工事期間 契約方法 入札時期 担当課

1 道路改良工事（市道80415号線） 東町三丁目地内 土木一式 L=190ｍ　側溝工　舗装工 1,500 ３か月 一般競争入札 第１四半期 道路建設課

2 道路改良工事（市道70479号線） 大間野町五丁目地内 土木一式 L=120ｍ　縁石工　舗装工 1,500 ３か月 一般競争入札 第１四半期 道路建設課

3 通学路改良工事（市道60012号線） 神明町三丁目地内 土木一式 L=80ｍ　排水構造物工　舗装工 1,000 ３か月 一般競争入札 第１四半期 道路建設課

4 道路補修工事（市道90214号線） 蒲生旭町地内 土木一式 L=35ｍ　側溝工　舗装工 500 ３か月 一般競争入札 第１四半期 道路建設課

5 道路補修工事（市道70174号線） 新越谷一丁目地内 土木一式 L=220ｍ　側溝工　舗装工 500 ３か月 一般競争入札 第１四半期 道路建設課

6 通学路改良工事（市道20502号線） 千間台西六丁目地内 土木一式 L=150ｍ　防護柵　舗装工 500 ３か月 一般競争入札 第１四半期 道路建設課

7 道路補修工事（市道30778号線） 大字大林地内 土木一式 L=35ｍ　側溝工　舗装工 300 ３か月 指名競争入札 第１四半期 道路建設課

8 道路補修工事（市道40387号線） 大成町六丁目地内 土木一式 L=15ｍ　側溝工　舗装工 300 ３か月 指名競争入札 第１四半期 道路建設課

9 安全施設整備工事 大字大房地内 土木一式 水路蓋掛け工 L=110m 500 ４か月 指名競争入札 第１四半期 河川課

10 公共下水道管布設替工事（第5-7号汚水幹線の支線） 弥栄町二丁目地内 土木一式 管布設替 37.0ｍ、マンホール撤去・新設 1基、付帯工一式 490 ３か月 指名競争入札 第１四半期 下水道事業課

11 公共下水道築造工事（第2-4号汚水幹線の支線） 千間台西四丁目地内 土木一式 管布設工 50.9ｍ、小型マンホール設置工 2箇所、付帯工一式 390 ３か月 指名競争入札 第１四半期 下水道事業課

12 防火水槽新築工事（第１号近隣公園） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 防火水槽新設工　2基 2,900 ６か月 一般競争入札 第１四半期 市街地整備課

13 街路築造工事（区6-94号線） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 舗装工　側溝工　L=197m　W=6m 1,500 ４か月 一般競争入札 第１四半期 市街地整備課

14 街路築造工事（区6-109号線） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 舗装工　側溝工　L=83m　W=6m 600 ４か月 一般競争入札 第１四半期 市街地整備課

15 街路築造工事（区6-131号線） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 舗装工　側溝工　L=67m　W=6m 500 ４か月 指名競争入札 第１四半期 市街地整備課

※ここに掲載する内容は、令和４年３月１日現在の予定工事であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合等があります。
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16 街路築造工事（区6-180号線） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 舗装工　側溝工　L=63m　W=6m 500 ４か月 指名競争入札 第１四半期 市街地整備課

17 街路築造工事（区6-80号線） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 舗装工　側溝工　L=58m　W=6m 400 ４か月 指名競争入札 第１四半期 市街地整備課

18 盛土整地工事（114-1街区） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 盛土整地工  A=740㎡ 400 ４か月 指名競争入札 第１四半期 市街地整備課

19 街路築造工事（区6-82号線） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 舗装工　側溝工　L=40m　W=6m 300 ４か月 指名競争入札 第１四半期 市街地整備課

20 盛土整地工事（128街区） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 盛土整地工  A=1400㎡ 700 ４か月 随意契約 第１四半期 市街地整備課

21 公園整備工事((仮称)西大袋第1号公園) 西大袋土地区画整理事業88街区 土木一式 A=13,000㎡　舗装工A=5,800㎡ 14,830 ９か月 一般競争入札 第１四半期 公園緑地課

22 平方公園整備工事(調節池造成工) 大字平方地内 土木一式 掘削工V=1,000㎥ 900 ５か月 一般競争入札 第１四半期 公園緑地課

23 綾瀬川緑道整備工事(照明工) 大字蒲生地内 土木一式 照明灯N=1基 200 ４か月 指名競争入札 第１四半期 公園緑地課

24 （仮称）桜井分署建設用地造成工事 大字大泊 土木一式 盛り土、仮囲い等の造成工事 8,000 ４か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

25 大相模小学校排水圧送管設置工事 大成町二丁目外 土木一式 汚水・雑排水を公共下水道へ接続するための圧送管設置工事 5,600 １０か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

26 西方小学校校庭改修工事 西方二丁目 土木一式 校庭改修（砂埃対策）を行う 500 ５か月 指名競争入札 第１四半期 営繕課

27 千間台小学校校庭改修工事 千間台西五丁目 土木一式 校庭改修（砂埃対策）を行う 500 ５か月 指名競争入札 第１四半期 営繕課

28 第二学校給食センター西門扉改修工事 大字大杉 土木一式 門扉改修一式、ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（約390㎡） 350 １か月 指名競争入札 第１四半期 営繕課

29 (仮称)緑の森公園保育所建設工事（建築） 越ヶ谷 建築一式 RC造一部S造２階建て　延床面積2200㎡の保育所の建設工事 97,000 １９か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

30 旧越谷市立蒲生小学校校舎等解体工事 蒲生旭町 建築一式 校舎、外部工作物及びプールの解体工事 53,000 ８か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

※ここに掲載する内容は、令和４年３月１日現在の予定工事であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合等があります。
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31 明正小学校外壁改修工事 川柳町一丁目 建築一式 校舎外壁の全面改修工事 5,900 １２か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

32 緑の森公園防災備蓄倉庫建設工事 越ヶ谷 建築一式 防災備蓄倉庫の新設工事（RC造一部S造 １階建） 3,000 ６か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

33 大袋小学校教育相談室改修工事 大字大竹 建築一式 既存教育相談室及び旧コンピューター準備室を普通教室仕様へ２教室分改修工事 2,690 ３か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

34 北中学校通級指導教室改修工事 大字袋山 建築一式 既存通級指導教室を本設仕様に改修工事 1,200 ３か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

35 大相模小学校家庭科室改修工事 大成町二丁目 建築一式 既存家庭科室を普通教室仕様へ改修の更新工事 1,040 ３か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

36 大沢地区センター防音壁設置工事 東大沢一丁目 建築一式 施設東側に設置されている空調機周りの防音壁設置工事 840 ３か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

37 旧川柳分団第１部器具置場解体工事 川柳町五丁目 建築一式 木造平屋建消防器具置場の解体工事 250 ３か月 指名競争入札 第１四半期 営繕課

38 西体育館暗幕レール交換修繕 七左町四丁目 建築一式 暗幕レールの交換 250 １か月 指名競争入札 第１四半期 営繕課

39 越谷市立城ノ上小学校LED等整備工事 大字増林 電気 照明器具のLED化、太陽光、蓄電池の設置工事 9,900 ６か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

40 (仮称)緑の森公園保育所建設工事（電気設備） 越ヶ谷 電気 RC造一部S造２階建て　延床面積2200㎡の保育所の建設に係る電気設備工事 8,000 １９か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

41 旧越谷市立蒲生小学校屋内運動場電気設備等切替工事 蒲生旭町 電気 電源供給等の切替工事 5,000 １１か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

42 こしがや能楽堂受電設備交換修繕 花田六丁目 電気 こしがや能楽堂内の受電設備の交換 260 １か月 指名競争入札 第１四半期 営繕課

43 越谷市斎場中央監視設備更新工事 大字増林 電気 中央監視設備更新工事 2,700 ９か月 随意契約 第１四半期 営繕課

44 越谷市斎場自動火災報知設備更新工事 大字増林 電気 自動火災報知設備更新工事 2,300 ９か月 随意契約 第１四半期 営繕課

45 (仮称)緑の森公園保育所建設工事（機械設備） 越ヶ谷 管 RC造一部S造２階建て　延床面積2200㎡の保育所の建設に係る機械設備工事 15,000 １９か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

※ここに掲載する内容は、令和４年３月１日現在の予定工事であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合等があります。
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46 児童館ヒマワリ冷暖房設備改修工事 蒲生旭町 管 熱源機器2基（R-1系統）の改修工事 9,000 ６か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

47 大相模小学校排水設備改修工事 大成町二丁目 管 既存単独浄化槽を撤去、汚水槽の設置。汚水・雑排水配管の改修工事 6,800 １０か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

48 桜井地区センター空調機更新工事 大字下間久里 管 特定フロン(R22)を使用している桜井地区センター空調機の更新工事 3,960 ６か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

49 けやき荘冷温水発生機改修工事 新川町二丁目 管 冷温水発生機等の撤去新設工事 3,900 １か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

50 第三学校給食センタープレハブ冷凍庫等改修工事 大字砂原 管 冷凍冷蔵室の機器類改修工事 1,500 ２か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

51 大沢北交流館空調機更新工事 大字大里 管 特定フロン(R22)を使用している大沢北交流館の空調機の更新工事 1,400 ６か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

52 第一学校給食センターストレージタンク改修工事 相模町三丁目 管 ストレージタンクをプレート式熱交換器に変更する工事 660 ３か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

53 大相模分署トイレ改修工事 相模町五丁目 管 トイレ和式から洋式へ改修、給排水管及び通気管交換工事 440 ２か月 指名競争入札 第１四半期 営繕課

54 第一学校給食センター給気ダクト修繕 相模町三丁目 管 ハネアリ侵入防止による給気ダクト修繕 400 １か月 指名競争入札 第１四半期 営繕課

55 城ノ上小学校エアコン移設工事 大字増林 管 蒲生小に設置している空調設備を城ノ上小へ移設する工事 5,500 ６か月 随意契約 第１四半期 営繕課

56 道路舗装工事（市道90464号線） 川柳町四丁目地内 ほ装 舗装工  L=264ｍ 2,900 ３か月 一般競争入札 第１四半期 道路建設課

57 道路舗装工事（市道70639号線） 南越谷二丁目地内 ほ装 舗装工  L=260ｍ 4,300 ３か月 一般競争入札 第１四半期 道路建設課

58 道路舗装工事（市道70639号線） 瓦曽根三丁目地内 ほ装 舗装工  L=390ｍ 3,600 ３か月 一般競争入札 第１四半期 道路建設課

59 道路舗装工事（市道2200号線） 花田六丁目地内 ほ装 舗装工  L=260ｍ 2,700 ３か月 一般競争入札 第１四半期 道路建設課

60 道路舗装工事（市道80585号線） 瓦曽根一丁目地内 ほ装 舗装工  L=260ｍ 2,500 ３か月 一般競争入札 第１四半期 道路建設課

※ここに掲載する内容は、令和４年３月１日現在の予定工事であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合等があります。
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61 道路舗装工事（市道80077号線） 大字西方地内 ほ装 舗装工  L=330ｍ 2,000 ３か月 一般競争入札 第１四半期 道路建設課

62 道路舗装工事（市道60838号線） 谷中町二丁目地内 ほ装 舗装工  L=230ｍ 2,000 ３か月 一般競争入札 第１四半期 道路建設課

63 道路舗装工事（市道50453号線） 北越谷四丁目地内 ほ装 舗装工  L=190ｍ 2,000 ３か月 一般競争入札 第１四半期 道路建設課

64 道路舗装工事（市道40264号線） 東越谷十丁目地内 ほ装 舗装工  L=200ｍ 1,700 ３か月 一般競争入札 第１四半期 道路建設課

65 道路舗装工事（市道20989号線） 千間台西一丁目地内 ほ装 舗装工  L=120ｍ 1,400 ３か月 一般競争入札 第１四半期 道路建設課

66 馬喰揚水機場補修工事 川柳町一丁目地内 機械器具設置 ポンプ更新　1基 3,000 ８か月 一般競争入札 第１四半期 農業振興課

67 七左エ門川改修工事 新川町一丁目地内 機械器具設置 除塵機設置工　2基 5,500 ９か月 一般競争入札 第１四半期 河川課

68 出羽堀ポンプ場放流ゲート改築工事 大字蒲生地内 機械器具設置 放流ゲートの更新 2,360 ９か月 一般競争入札 第１四半期 下水道事業課

69 鷺高ポンプ場汚水ポンプ改修工事 東大沢二丁目地内 機械器具設置 No.3汚水ポンプの修繕 1,650 ９か月 一般競争入札 第１四半期 下水道事業課

70 越谷第一ポンプ場雨水ポンプ始動圧縮タンク改築工事 南越谷三丁目地内 機械器具設置 雨水ポンプ用始動圧縮タンクの更新 1,400 ９か月 一般競争入札 第１四半期 下水道事業課

71 越谷第二ポンプ場汚水ポンプ修繕 宮本町三丁目地内 機械器具設置 No.2汚水ポンプの修繕 620 ８か月 一般競争入札 第１四半期 下水道事業課

72 越谷第一ポンプ場雨水ポンプ修繕 南越谷三丁目地内 機械器具設置 No.4雨水ポンプの修繕 610 ８か月 一般競争入札 第１四半期 下水道事業課

73 川柳一丁目マンホールポンプ修繕 川柳町一丁目地内 機械器具設置 No.1・2汚水ポンプの修繕 500 ６か月 一般競争入札 第１四半期 下水道事業課

74 北部市民会館昇降機改修工事 大字恩間 機械器具設置 昇降機の改修工事 4,500 ８か月 一般競争入札 第１四半期 営繕課

75 増林小学校外14校プールろ過機改修工事 増林二丁目外 機械器具設置 プールろ過機の不良箇所の改修工事 900 ６か月 随意契約 第１四半期 営繕課

※ここに掲載する内容は、令和４年３月１日現在の予定工事であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合等があります。
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№ 工　事　件　名 工　事　場　所 工事種別 工　事　概　要 概算工事費(万円) 工事期間 契約方法 入札時期 担当課

76 西中学校外5校プールろ過機改修工事 神明町二丁目外 機械器具設置 プールろ過機の不良箇所の改修工事 590 ６か月 随意契約 第１四半期 営繕課

77 かんがい排水整備工事 七左町八丁目地内外 土木一式
水路整備　L=10.5ｍ
遊歩道整備　L=205ｍ

3,800 ５か月 一般競争入札 第２四半期 農業振興課

78 かんがい排水整備工事 砂原地内 土木一式 水路改修　L=31ｍ 2,600 ５か月 一般競争入札 第２四半期 農業振興課

79 農道整備工事 大字南荻島地内 土木一式 道路整備　L=200ｍ 2,500 ５か月 一般競争入札 第２四半期 農業振興課

80 かんがい排水整備工事 西新井地内 土木一式 河床調整　L=480ｍ 1,200 ４か月 一般競争入札 第２四半期 農業振興課

81 橋梁補修工事（向畑橋） 大字向畑地内外 土木一式 L=45ｍ　塗装工　伸縮装置取替工　防護柵工　舗装工 3,900 ５か月 一般競争入札 第２四半期 道路建設課

82 出羽堀沿道整備工事（市道60059号線） 新川町二丁目地内 土木一式 L=300ｍ　側溝工　舗装工 3,000 ３か月 一般競争入札 第２四半期 道路建設課

83 橋梁補修工事（伊原橋） 伊原二丁目地内 土木一式 L=15ｍ　伸縮装置取替工　断面修復工　舗装工 1,350 ５か月 一般競争入札 第２四半期 道路建設課

84 橋梁補修工事（千代田橋） 大字増林地内外 土木一式 L=52ｍ　伸縮装置取替工 1,040 ５か月 一般競争入札 第２四半期 道路建設課

85 新川都市下水路整備工事 新川町一丁目地内 土木一式 凾渠工 L=50m 14,800 ８か月 一般競争入札 第２四半期 河川課

86 千疋幹線排水路整備工事 東町五丁目地内 土木一式 鋼矢板護岸 L=106m、凾渠工 L=14m 13,000 ８か月 一般競争入札 第２四半期 河川課

87 平新川調整池整備工事 大字大杉地内外 土木一式
導水路工　一式、排水ポンプ工　一式
調整池掘削 V=1,800㎡

7,000 ８か月 一般競争入札 第２四半期 河川課

88 新川用水整備工事 新川町一丁目地内 土木一式 L型水路工 L=100m、転落防止柵工 L=200m 4,000 ８か月 一般競争入札 第２四半期 河川課

89 排水路整備工事 相模町六丁目地内 土木一式 水路改修工 L=40m 2,300 ６か月 一般競争入札 第２四半期 河川課

90 排水路整備工事 川柳町一丁目地内 土木一式 凾渠工 L=15m、側溝工 L=10m 800 ６か月 一般競争入札 第２四半期 河川課

※ここに掲載する内容は、令和４年３月１日現在の予定工事であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合等があります。
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91 七左エ門川改修工事 新川町一丁目地内 土木一式 路盤工 L=40m、転落防止柵工　一式 500 ６か月 指名競争入札 第２四半期 河川課

92 新川都市下水路整備工事 新川町一丁目地内 土木一式 管布設工 L=11m 450 ７か月 随意契約 第２四半期 河川課

93 公共下水道築造工事(新方川第17号雨水幹線の支線) 大字下間久里地内 土木一式 オープンシールド工 L=120m 13,600 ６か月 一般競争入札 第２四半期 下水道事業課

94 公共下水道管更生工事（Ｚ管更生） 大字大泊地内 土木一式 取付管更生 40箇所 2,000 ３か月 一般競争入札 第２四半期 下水道事業課

95 下水道マンホール蓋交換工事 東大沢四丁目地内外 土木一式 マンホール蓋交換　55枚 1,820 ３か月 一般競争入札 第２四半期 下水道事業課

96 公共下水道人孔浮上防止対策工事3-1 大字大里地内外 土木一式 人孔浮上防止対策　20基 1,500 ４か月 一般競争入札 第２四半期 下水道事業課

97 公共下水道人孔浮上防止対策工事3-2 大字下間久里地内外 土木一式 人孔浮上防止対策　15基 1,000 ４か月 一般競争入札 第２四半期 下水道事業課

98 街路築造工事（大竹中央通り線） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 舗装工　側溝工　L=97m　W=16m 4,500 ６か月 一般競争入札 第２四半期 市街地整備課

99 下水道築造工事（区10.5-5号線） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 管路工 L=200m　φ200ｍｍ（推進工） 3,500 ４か月 一般競争入札 第２四半期 市街地整備課

100 盛土整地工事（119街区） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 盛土整地工  A=3900㎡ 2,200 ４か月 一般競争入札 第２四半期 市街地整備課

101 街路築造工事（区6-155号線） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 舗装工　側溝工　L=230m　W=6m 1,700 ４か月 一般競争入札 第２四半期 市街地整備課

102 盛土整地工事（109街区） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 盛土整地工  A=2300㎡ 1,300 ４か月 一般競争入札 第２四半期 市街地整備課

103 盛土整地工事（115街区） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 盛土整地工  A=2300㎡ 1,300 ６か月 一般競争入札 第２四半期 市街地整備課

104 街路築造工事（区10.5-5号線） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 舗装工　側溝工　L=60m　W=10.5m 1,000 ４か月 一般競争入札 第２四半期 市街地整備課

105 盛土整地工事（219街区1画地） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 盛土整地工  A=2000㎡ 1,000 ４か月 一般競争入札 第２四半期 市街地整備課

※ここに掲載する内容は、令和４年３月１日現在の予定工事であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合等があります。
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106 街路築造工事（区12-7号線） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 舗装工　側溝工　L=78ｍ　W=12m　 700 ４か月 一般競争入札 第２四半期 市街地整備課

107 盛土整地工事（188街区） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 盛土整地工  A=1200㎡ 700 ４か月 一般競争入札 第２四半期 市街地整備課

108 街路築造工事（区6-106号線） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 舗装工　側溝工　L=54m　W=6m 400 ４か月 指名競争入札 第２四半期 市街地整備課

109 盛土整地工事（133街区） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 盛土整地工  A=770㎡ 400 ４か月 指名競争入札 第２四半期 市街地整備課

110 下水道築造工事（区6-104号線） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 管路工  L=83m　φ200ｍｍ 400 ４か月 指名競争入札 第２四半期 市街地整備課

111 盛土整地工事（203街区） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 盛土整地工  A=1800㎡ 900 ４か月 随意契約 第２四半期 市街地整備課

112 下水道築造工事（区6-155号線） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 管路工  L=112m　φ200ｍｍ 500 ４か月 随意契約 第２四半期 市街地整備課

113 公園整備工事((仮称)大沢一丁目河畔公園) 大沢一丁目地内 土木一式 トイレ新設N=1基 舗装工A=300㎡ 2,570 ６か月 一般競争入札 第２四半期 公園緑地課

114 しらこばと運動公園整備工事(園路工) 大字小曽川地内 土木一式 舗装工L=150ｍ　W=2.0m　A=300㎡ 1,800 ６か月 一般競争入札 第２四半期 公園緑地課

115 綾瀬川緑道整備工事(園路工) 新川町一丁目地内 土木一式 舗装工L=300ｍ　W=3.0m　A=900㎡ 1,000 ６か月 一般競争入札 第２四半期 公園緑地課

116 出羽公園整備工事(園路工) 新川町一丁目地内 土木一式 舗装工L=80ｍ　W=2.0m　A=160㎡ 630 ４か月 指名競争入札 第２四半期 公園緑地課

117 耐震性貯水槽新設工事（大成町一丁目） 大成町一丁目 土木一式 耐震性貯水槽（100㎥）1基の新設工事 2,300 ８か月 一般競争入札 第２四半期 営繕課

118 防火水槽解体工事（七左町六丁目） 七左町六丁目 土木一式 防火水槽（40㎥）1基の解体工事 800 ４か月 一般競争入札 第２四半期 営繕課

119 公園施設改修工事(弥十郎公園トイレ) 大字弥十郎地内 建築一式 トイレ新設N=1基　トイレ撤去N=1基 1,160 ６か月 一般競争入札 第２四半期 公園緑地課

120 大相模分団第２部器具置場新設工事 大成町一丁目 建築一式 木造２階建消防器具置場（一部平屋建消防倉庫）の新設工事 10,000 ８か月 一般競争入札 第２四半期 営繕課

※ここに掲載する内容は、令和４年３月１日現在の予定工事であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合等があります。
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121 北越谷学童保育室建設工事 北越谷三丁目 建築一式 学童保育室の新設工事（木造２階建）既存学童保育室を普通教室へ改修工事 8,400 ６か月 一般競争入札 第２四半期 営繕課

122 市立病院車椅子対応トイレ整備工事 東越谷十丁目 建築一式 １階の既存トイレを改修し、車椅子対応トイレ等の整備工事 3,100 ４か月 一般競争入札 第２四半期 営繕課

123 農業技術センター地盤沈下修繕 大字増森 建築一式 配管損傷、水漏れ、地盤空洞化修繕 500 ３か月 指名競争入札 第２四半期 営繕課

124 鷺高ポンプ場UGS修繕 東大沢二丁目地内 電気 UGS修繕 300 ４か月 指名競争入札 第２四半期 下水道事業課

125 排水機場自家発電設備修繕 大字下間久里地内外 電気 発電機始動用蓄電池交換　一式 1,000 ７か月 一般競争入札 第２四半期 河川課

126 新開堀排水機場遠方監視制御装置改修工事 大字増林地内 電気 遠方監視制御装置(子局)更新　一式 1,430 ９か月 一般競争入札 第２四半期 河川課

127 汚水ポンプ場電気室空調設備設置工事（千間台第一ポンプ場外２か所） 千間台西四丁目地内 電気 ポンプ場電気室内空調設備設置 700 ６か月 一般競争入札 第２四半期 下水道事業課

128 雨水ポンプ場高圧気中負荷開閉器修繕（越谷第一ポンプ場・外野合ポンプ場） 南越谷三丁目地内外 電気 ポンプ場の高圧気中負荷開閉器等の修繕 500 ６か月 一般競争入札 第２四半期 下水道事業課

129 市立図書館自動火災報知設備更新工事 東越谷四丁目 電気 自動火災報知設備の更新工事 600 ３か月 一般競争入札 第２四半期 営繕課

130 総合体育館第二体育室光電分離型感知器交換修繕 増林二丁目 電気 経年により故障している箇所があるため交換 370 １か月 指名競争入札 第２四半期 営繕課

131 防災行政無線受信設備設置工事 越ヶ谷四丁目外 電気 防災無線受信設備改修工事 380 １か月 随意契約 第２四半期 営繕課

132 市立図書館空調用自動制御機器更新工事 東越谷四丁目 管 空調用自動制御機器の更新工事 2,600 ３か月 一般競争入札 第２四半期 営繕課

133 深田保育所空調機改修工事 大字下間久里 管 空調機の更新工事 1,450 ９か月 一般競争入札 第２四半期 営繕課

134 増林保育所空調機改修工事 東越谷八丁目 管 空調機の更新工事 1,450 ９か月 一般競争入札 第２四半期 営繕課

135 市立図書館洋式便器洗浄便座交換改修工事 東越谷四丁目 管 トイレ和式から洋式へ改修、洋式暖房洗浄便座への交換工事 800 ３か月 一般競争入札 第２四半期 営繕課

※ここに掲載する内容は、令和４年３月１日現在の予定工事であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合等があります。
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136 第二庁舎受水槽加圧給水ポンプユニット及び雑用水ポンプユニット更新工事 越ヶ谷四丁目 管 第二庁舎受水槽加圧給水ポンプユニット及び雑用水ポンプユニットの更新工事 350 １か月 指名競争入札 第２四半期 営繕課

137 地区センター中水用メーター交換修繕 大字下間久里外 管 地区センター中水用メーターの交換修繕 320 ３か月 指名競争入札 第２四半期 営繕課

138 市民プール屋内消火栓設備改修工事 増林三丁目 管 経年劣化による錆、腐食等があるため交換 280 １か月 指名競争入札 第２四半期 営繕課

139 新川都市下水路整備工事 新川町一丁目地内 ほ装 舗装工 A=200㎡ 350 ７か月 随意契約 第２四半期 河川課

140 増森排水機場補修工事 増森地内 機械器具設置 ポンプオーバーホール　1基 1,400 ５か月 一般競争入札 第２四半期 農業振興課

141 応急対策工事 東越谷八丁目地内 機械器具設置 ゲート電動化 １か所 1,750 ８か月 一般競争入札 第２四半期 河川課

142 応急対策工事 東越谷七丁目地内 機械器具設置 ゲート電動化 １か所 1,750 ８か月 一般競争入札 第２四半期 河川課

143 東越谷第三ポンプ場汚水ポンプ修繕 宮前一丁目地内 機械器具設置 No.1汚水ポンプの修繕 250 ４か月 指名競争入札 第２四半期 下水道事業課

144 伊原二丁目マンホールポンプ修繕 伊原二丁目地内 機械器具設置 No.1・2汚水ポンプの修繕 250 ４か月 指名競争入札 第２四半期 下水道事業課

145 市立病院エレベーター改修工事（新棟） 東越谷十丁目 機械器具設置 新棟用エレベーター（No.7・8号機）の改修工事 5,000 ２か月 随意契約 第２四半期 営繕課

146 通学路改良工事（市道70193号線） 七左町一丁目地内 土木一式 L=73ｍ　縁石工　側溝工　舗装工 1,500 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

147 道路改良工事（市道20060号線） 大字袋山地内 土木一式 L=55ｍ　側溝工　舗装工 1,000 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

148 道路改良工事（市道80077号線） 大字西方地内 土木一式 L=48ｍ　側溝工　舗装工 800 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

149 道路補修工事（市道10813号線） 大字大泊地内 土木一式 L=55ｍ　側溝工　舗装工 750 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

150 道路改良工事（市道90555号線） 川柳町一丁目地内 土木一式 L=50ｍ　縁石工　舗装工 700 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

※ここに掲載する内容は、令和４年３月１日現在の予定工事であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合等があります。
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151 道路改良工事（市道60350号線） 大字西新井地内 土木一式 L=100ｍ　側溝工　舗装工 700 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

152 道路補修工事（市道30083号線） 弥栄町一丁目地内 土木一式 L=60ｍ　側溝工　舗装工 500 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

153 道路補修工事（市道21272号線） 大字袋山地内 土木一式 L=53ｍ　側溝工　舗装工 500 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

154 道路補修工事（市道80206号線） 相模町五丁目地内 土木一式 L=36ｍ　側溝工　舗装工 400 ３か月 指名競争入札 第３四半期 道路建設課

155 道路改良工事（市道70019号線） 元柳田地内 土木一式 L=33ｍ　側溝工　舗装工 400 ３か月 指名競争入札 第３四半期 道路建設課

156 道路補修工事（市道70378号線） 蒲生西町一丁目地内 土木一式 L=40ｍ　側溝工　舗装工 300 ３か月 指名競争入札 第３四半期 道路建設課

157 道路補修工事（市道60898号線） 谷中町四丁目地内 土木一式 L=35ｍ　側溝工　舗装工 300 ３か月 指名競争入札 第３四半期 道路建設課

158 道路補修工事（市道60049号線） 七左町七丁目地内 土木一式 L=30ｍ　側溝工　舗装工 300 ３か月 指名競争入札 第３四半期 道路建設課

159 道路補修工事（市道60556号線） 大字南荻島地内 土木一式 L=28ｍ　側溝工　舗装工 300 ３か月 指名競争入札 第３四半期 道路建設課

160 道路補修工事（市道30191号線） 大字弥十郎地内 土木一式 L=25ｍ　側溝工　舗装工 300 ３か月 指名競争入札 第３四半期 道路建設課

161 道路改良工事（市道20123号線） 大字恩間地内 土木一式 L=17ｍ　側溝工　舗装工 300 ３か月 指名競争入札 第３四半期 道路建設課

162 道路補修工事（市道50609号線） 大字大里地内 土木一式 L=16ｍ　側溝工　舗装工 300 ３か月 指名競争入札 第３四半期 道路建設課

163 道路補修工事（市道20514号線） 千間台西三丁目地内 土木一式 L=12ｍ　縁石工　舗装工 300 ３か月 指名競争入札 第３四半期 道路建設課

164 道路補修工事（市道50047号線） 宮本町一丁目地内 土木一式 L=10ｍ　側溝工　舗装工 300 ３か月 指名競争入札 第３四半期 道路建設課

165 公共下水道補修工事（出羽堀第2号雨水幹線）塗装工 宮本町四丁目地内外 土木一式 塗装工　105ｍ 490 ３か月 指名競争入札 第３四半期 下水道事業課

※ここに掲載する内容は、令和４年３月１日現在の予定工事であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合等があります。
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166 盛土整地工事（127街区） 西大袋土地区画整理事業地内 土木一式 盛土整地工  A=1740㎡ 800 ４か月 随意契約 第３四半期 市街地整備課

167 元荒川緑道整備工事(広場整備工) 大字砂原地内 土木一式 案内板N=1基　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装工A=45㎡ 540 ４か月 一般競争入札 第３四半期 公園緑地課

168 市立病院屋上防水改修工事 東越谷十丁目 建築一式 屋上防水の改修工事 1,200 ２か月 一般競争入札 第３四半期 営繕課

169 市立病院止水板設置工事 東越谷十丁目 建築一式 エネルギーセンター入口等に止水板の設置工事 700 ２か月 一般競争入札 第３四半期 営繕課

170 児童館コスモス防火シャッター修繕 千間台東二丁目 建築一式 重量シャッター7台の修繕 480 １か月 指名競争入札 第３四半期 営繕課

171 くすのき荘浴室引き戸・床タイル修繕 大字大杉 建築一式 男女浴室の出入口引き戸交換及び床タイルの剥がれ修繕 400 １か月 指名競争入札 第３四半期 営繕課

172 地区センター建築設備修繕 大字下間久里外 電気 建築設備定期点検で指摘を受けた箇所の修繕 330 ２か月 指名競争入札 第３四半期 営繕課

173 道路舗装工事（市道30090号線） 東大沢四丁目地内 ほ装 舗装工  L=430ｍ 3,000 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

174 道路舗装工事（市道60098号線） 七左町五丁目地内 ほ装 舗装工  L=400ｍ 3,000 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

175 道路舗装工事（市道2320号線） 川柳町五丁目地内 ほ装 舗装工  L=330ｍ 2,800 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

176 道路舗装工事（市道60467号線） 神明町三丁目地内 ほ装 舗装工  L=277ｍ 2,000 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

177 道路舗装工事（市道30316号線） 大字大房地内 ほ装 舗装工  L=250ｍ 2,000 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

178 道路舗装工事（市道1070号線） 大字大林地内 ほ装 舗装工  L=235ｍ 1,500 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

179 道路舗装工事（市道90498号線） 川柳町四丁目地内 ほ装 舗装工  L=215ｍ 1,500 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

180 道路舗装工事（市道90498号線） 川柳町四丁目地内 ほ装 舗装工  L=150ｍ 1,500 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

※ここに掲載する内容は、令和４年３月１日現在の予定工事であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合等があります。
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181 道路舗装工事（市道2210号線） 大字増森地内 ほ装 舗装工  L=135ｍ 1,200 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

182 道路舗装工事（市道90760号線） 登戸地内 ほ装 舗装工  L=355ｍ 1,000 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

183 道路舗装工事（市道40134号線） 東越谷四丁目地内 ほ装 舗装工  L=110ｍ 1,000 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

184 道路補修工事（市道2340号線外1路線） 流通団地一丁目地内 ほ装 L=230ｍ　舗装工 1,000 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

185 道路舗装工事（市道60840号線） 谷中町三丁目地内 ほ装 舗装工  L=110ｍ 800 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

186 道路補修工事（市道90129号線） 蒲生東町地内 ほ装 L=70ｍ　舗装工 800 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

187 道路補修工事（市道90498号線） 川柳町四丁目地内 ほ装 L=140ｍ　舗装工 800 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

188 道路補修工事（市道1050号線） 千間台東一丁目地内 ほ装 L=90ｍ　舗装工 500 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

189 道路補修工事（市道1040号線） 大字大泊地内 ほ装 L=230ｍ　舗装工 500 ３か月 一般競争入札 第３四半期 道路建設課

190 道路補修工事（市道80577号線） 新川町一丁目地内 ほ装 L=90ｍ　舗装工 300 ３か月 指名競争入札 第３四半期 道路建設課

※ここに掲載する内容は、令和４年３月１日現在の予定工事であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合等があります。


