
建設工事等発注計画書（　　　）
入 間 市

工 期入札・契約No. 課(所･局)名 工事（業務）名称 入札時期工事（業務）場所 種 別 概 要 方法 開始 完了

当初令和４年度

1 上下水道整備課 入間市鍵山二丁目県道富岡入間線汚水管渠布設替工事 土木工事 指名競争入札 ４月 上旬 04.04 04.09Ｌ＝４０．０ｍ

鍵山東金子線送水管整備（第一工区）
2 上下水道整備課 入間市鍵山三丁目・高倉三丁目 ほ装工事 指名競争入札 ４月 上旬 04.04 04.08ほ装面積１，７００．０㎡に伴う舗装本復旧工事

鍵山東金子線送水管整備（第七工区）
3 上下水道整備課 入間市小谷田四丁目 ほ装工事 指名競争入札 ４月 上旬 04.04 04.08ほ装面積１，７４０．０㎡に伴う舗装本復旧工事

市道Ａ２８５号線配水管布設替に伴う
4 上下水道整備課 入間市豊岡二丁目 ほ装工事 指名競争入札 ４月 上旬 04.04 04.07ほ装面積７０６．０㎡舗装本復旧工事

市道Ｄ１９４号線外３路線配水管布設
5 上下水道整備課 入間市宮寺 ほ装工事 指名競争入札 ４月 上旬 04.04 04.08ほ装面積３，８８０．０㎡替に伴う舗装本復旧工事

黒須小学校外２校普通教室用エアコン
6 教育総務課 別紙仕様書のとおり 電気工事 指名競争入札 ４月 上旬 04.04 04.05普通教室にエアコンを設置する工事を行う。設置工事

東町中学校普通教室用エアコン設置工
7 教育総務課 東町中学校 電気工事 指名競争入札 ４月 上旬 04.04 04.05普通教室にエアコンを設置する工事を行う。事

8 区画整理課 入間市駅北口土地区画整理地内北口中央通り線造成工事 土木工事 一般競争入札 ４月 中旬 04.05 04.11造成工事 土工量3,900m3

屋外キュービクルの高圧ケーブル等の改修工9 教育総務課 新久小学校新久小学校高圧ケーブル等改修工事 電気工事 指名競争入札 ４月 下旬 04.05 04.09事を行う。

職員室にある非常放送設備の改修工事を行う10 教育総務課 西武中学校西武中学校非常放送設備改修工事 消防施設工事 指名競争入札 ４月 下旬 04.05 04.09。

11 教育総務課 東金子中学校東金子中学校浄化槽改修工事 管工事 随意契約 ４月 下旬 04.05 04.12浄化槽内エアー配管等の改修工事を行う。
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屋外キュービクルの高圧ケーブル等の改修工12 教育総務課 藤沢北小学校藤沢北小学校高圧ケーブル等改修工事 電気工事 指名競争入札 ４月 下旬 04.05 04.09事を行う。

職員室にある非常放送設備の改修工事を行う13 教育総務課 豊岡中学校豊岡中学校非常放送設備改修工事 消防施設工事 指名競争入札 ４月 下旬 04.05 04.09。

ポンプ室内にある雨水中水ろ過設備の改修工14 教育総務課 野田中学校野田中学校雨水中水ろ過設備改修工事 管工事 指名競争入札 ４月 下旬 04.05 04.12事を行う。

市道Ａ３８５・Ａ３８６号線配水管布 ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ７５、Ｌ＝２３３．０15 上下水道整備課 入間市東町四丁目 土木工事 一般競争入札 ５月 上旬 04.06 04.10設替工事 ｍ

ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ７５、Ｌ＝１８．０ｍ
16 上下水道整備課 入間市大字上藤沢市道幹１８号線配水管布設替工事 土木工事 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 05.03、ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ１００、Ｌ＝２１５

．０ｍ

扇台土地区画整理地内配水管布設工事 ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ１００、Ｌ＝６０．０17 上下水道整備課 入間市扇台一丁目 土木工事 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 04.10（Ｒ４－４） ｍ

扇台土地区画整理地内配水管布設工事 ＤＩＰ－ＮＳφ２００、Ｌ＝１０．０ｍ　Ｄ18 上下水道整備課 入間市扇台四丁目 土木工事 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 04.10（Ｒ４－５） ＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ１００、Ｌ＝５８．０ｍ

ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ７５、Ｌ＝３０．０ｍ
19 上下水道整備課 入間市大字下藤沢不老橋架替に伴う配水管布設替工事 土木工事 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 05.03　ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ１００、Ｌ＝７０．

０ｍ　ＳＵＳφ１００、Ｌ＝１３．０ｍ

ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ７５、Ｌ＝２５．０ｍ
20 上下水道整備課 入間市大字上藤沢富士見橋架替に伴う配水管布設替工事 土木工事 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 05.03　ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ１００、Ｌ＝１０５

．０ｍ　ＳＵＳφ１００、Ｌ＝１２．０ｍ

メカニカルシール等部品交換 １式、��分解
21 道路管理課 鍵山三丁目地内排水ポンプ設備工事 土木工事 指名競争入札 ５月 中旬 04.06 05.03・組立・試運転 １式、��電動機工場整備（

洗浄ワニス処理含）　１式

22 区画整理課 入間市駅北口土地区画整理地内北口地区北口中央通り線歩道築造工事 土木工事 指名競争入札 ５月 中旬 04.06 04.12歩道築造工、W=3.5ｍ、L=52.0ｍ
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図書館西武分館の空調設備のうち、１階一般
23 図書館 入間市大字仏子１０８４番地１２図書館西武分館空調設備工事 管工事 指名競争入札 ５月 中旬 04.06 04.07開架ホール【AC10系統】及び２階参考資料室

【AC15系統】の交換工事を実施するもの。

安川新道線街路築造工事（第２－１工 入間市東町六・七丁目・大字上藤沢・
24 道路整備課 土木工事 一般競争入札 ５月 下旬 04.06 05.03L=200m、W=16.0m区） 大字下藤沢地内

25 道路整備課 入間市宮前町・春日町一丁目地内市道Ａ１１０号線側溝整備工事 土木工事 指名競争入札 ５月 下旬 04.06 04.11L=170m、W=2.81～4.13m

西武１４号橋架け替え工事に伴う付帯
26 道路整備課 入間市大字仏子地内 土木工事 随意契約 ５月 下旬 04.06 05.03付帯工事　１式工事

27 区画整理課 扇台土地区画整理地内扇台地区街路築造工事（その８８） 土木工事 指名競争入札 ５月 下旬 04.06 04.09扇台４号線 W=9.0ｍ、L=45.0ｍ

28 区画整理課 入間市駅北口土地区画整理地内北口地区２４街１画地擁壁工事 土木工事 指名競争入札 ５月 下旬 04.06 05.03擁壁工事��H=1.0ｍ～3.5ｍ、L=58.0ｍ

上藤沢中学校屋内運動場外壁等改修工
29 教育総務課 上藤沢中学校 建築工事 一般競争入札 ５月 下旬 04.06 04.12屋内運動場の外壁等改修工事を行う。事

扇小学校屋内運動場共用便所改修等工 屋内運動場の共用便所を男女別及びバリアフ30 教育総務課 扇小学校 建築工事 指名競争入札 ５月 下旬 04.06 04.10事 リートイレに改修する工事を行う。

31 教育総務課 東町小学校東町小学校屋内運動場外壁等改修工事 建築工事 一般競争入札 ５月 下旬 04.06 04.12屋内運動場の外壁等改修工事を行う。

32 教育総務課 藤沢北小学校藤沢北小学校校舎便所改修工事 建築工事 一般競争入札 ５月 下旬 04.06 04.10校舎縦系統の便所改修工事を行う。

安川新道線（第２期）街路築造に伴う
33 上下水道整備課 入間市東町六丁目・東町七丁目 土木工事 一般競争入札 ６月 上旬 04.07 04.12Ｌ＝４００．０ｍ汚水管渠布設工事
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ＤＩＰ－ＮＳφ３００、Ｌ＝１２６．０ｍ　市役所線配水管布設替工事（第二工区
34 上下水道整備課 入間市豊岡一丁目・豊岡五丁目 土木工事 指名競争入札 ６月 上旬 04.06 04.12ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ１５０、Ｌ＝１４．０）

ｍ

ＤＩＰ－ＮＳφ２００、Ｌ＝１００．０ｍ　
ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ１００、Ｌ＝１０．０扇台土地区画整理地内配水管布設工事

35 上下水道整備課 入間市豊岡四丁目 土木工事 指名競争入札 ６月 上旬 04.06 04.10ｍ　ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ１５０、Ｌ＝１０（Ｒ４－１）
８．０ｍ

扇台土地区画整理地内配水管布設工事 ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ１００、Ｌ＝６５．０36 上下水道整備課 入間市豊岡四丁目 土木工事 指名競争入札 ６月 上旬 04.06 04.12（Ｒ４－２） ｍ

不老橋架け替えに伴う汚水管渠布設替
37 上下水道整備課 入間市大字下藤沢 土木工事 指名競争入札 ６月 上旬 04.06 05.02Ｌ＝３０．０ｍ工事

38 道路整備課 入間市大字根岸・大字中神地内市道幹２９号線舗装補修工事 ほ装工事 一般競争入札 ６月 下旬 04.07 04.11L=600ｍ、W=6.0ｍ

39 道路整備課 入間市大字野田地内市道幹４７号線舗装補修工事 土木工事 指名競争入札 ６月 下旬 04.07 04.11L=260ｍ、W=6.0ｍ

橋梁架換え工事（上部工）１橋��L=13.6m、W40 道路整備課 入間市大字下藤沢地内不老橋架換え工事（上部工） 土木工事 一般競争入札 ６月 下旬 04.07 05.03W=8.6m

41 道路整備課 入間市大字上藤沢地内富士見橋架換え工事（上部工） 土木工事 一般競争入札 ６月 下旬 04.07 05.03橋架換え工事（上部工）��L=12.6m、W=9.75m

学童保育室解体工事��鉄骨造 地上１階 延42 青少年課 入間市大字小谷田１４６５番地東金子学童保育室解体工事 解体工事 指名競争入札 ６月 下旬 04.07 04.11べ面積１６６㎡　建築面積１８４㎡

学童保育室解体工事 ��鉄骨造 地上１階43 青少年課 入間市向陽台一丁目１番地１４豊岡学童保育室解体工事 解体工事 指名競争入札 ６月 下旬 04.07 04.11延べ面積１６６㎡　建築面積１７７㎡

公共施設マネジメント事業計画に基づく、長
44 スポーツ推進課 黒須地区体育館黒須地区体育館改修工事 建築工事 一般競争入札 ６月 下旬 04.07 04.12寿命化及び非構造部材の耐震化を目的とした

黒須地区体育館の改修工事。
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市道Ａ２２号線外６路線汚水管渠更生
45 上下水道整備課 入間市黒須二丁目 土木工事 一般競争入札 ７月 上旬 04.08 05.02Ｌ＝９４５．０ｍ工事

市道Ｆ１９６号線外２路線配水管布設 ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ７５、Ｌ＝３８５．０46 上下水道整備課 入間市大字上藤沢 土木工事 一般競争入札 ７月 上旬 04.08 05.02替工事 ｍ

ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ１５０、Ｌ＝４１３．47 上下水道整備課 入間市大字上藤沢市道幹５６号線配水管布設替工事 土木工事 一般競争入札 ７月 上旬 04.08 05.03０ｍ

扇台土地区画整理地内配水管布設工事 ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ１００、Ｌ＝５３．０48 上下水道整備課 入間市扇台一丁目 土木工事 指名競争入札 ７月 上旬 04.07 04.10（Ｒ４－３） ｍ

入間ヶ丘団地内汚水管渠更生工事（第
49 上下水道整備課 入間市東町七丁目 土木工事 一般競争入札 ７月 上旬 04.08 05.02Ｌ＝８７０．０ｍ三工区）

武蔵藤沢台団地内汚水取付管布設替工
50 上下水道整備課 入間市宮寺 土木工事 指名競争入札 ７月 上旬 04.07 05.02取付管布設替１１２箇所事

ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ７５、Ｌ＝３６６．０
51 上下水道整備課 入間市宮寺武蔵藤沢台団地内配水管布設替工事 土木工事 一般競争入札 ７月 上旬 04.08 06.03ｍ　ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ１００、Ｌ＝１，

０８１．０ｍ

扇台地区街路築造工事（その８５）及 区6-11号線 街路築造W=6.0ｍ､L=50.0ｍ：公52 区画整理課 扇台土地区画整理地内び扇台地区汚水管整備工事（その７６ 土木工事 指名競争入札 ７月 中旬 04.08 04.12共下水道工事VUφ200㎜、L=50.0ｍ）

53 区画整理課 入間市駅北口土地区画整理地内北口地区２９街区２０画地擁壁工事 土木工事 一般競争入札 ７月 中旬 04.08 05.03擁壁工事 H=11.0ｍ、L=12.0ｍ

中央公園のテニスコートを現在のクレーコー
54 スポーツ推進課 中央公園中央公園テニスコート改修工事 土木工事 一般競争入札 ７月 中旬 04.08 05.02トから砂入人工芝コートへ改修。本事業はス

ポーツ振興くじ助成金の活用を予定。

機械器具設置工55 管財課 入間市役所本庁舎Ｃ棟昇降機改修工事 随意契約 ７月 下旬 04.08 05.03本庁舎Ｃ棟昇降機の改修事
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安川新道線街路築造工事（第２－１工 入間市東町六・七丁目・大字上藤沢・
56 道路整備課 土木工事 随意契約 ７月 下旬 04.08 05.03付帯工事　１式区）に伴う付帯工事 大字下藤沢地内

57 道路整備課 入間市大字黒須地内市道幹２号線道路改良工事 土木工事 一般競争入札 ７月 下旬 04.08 05.03L=310m、W=9.5m

扇台地区街路築造工事（その８７）及 区6-97号線 街路築造W=6.0ｍ､L=68.0ｍ：公58 区画整理課 扇台土地区画整理地内び扇台地区汚水管整備工事（その７８ 土木工事 指名競争入札 ７月 下旬 04.08 04.11共下水道工事VUφ200㎜、L=68.0ｍ）

屋根材の貼替、既存トラス塗装、雨水排水設59 青少年課 児童センター児童センター玄関ポーチ等改修工事 建築工事 一般競争入札 ８月 上旬 04.09 05.03備改修等

公共下水道管路施設耐震化工事（Ｒ４
60 上下水道整備課 入間市大字下藤沢 土木工事 指名競争入札 ８月 上旬 04.09 05.03マンホール１箇所－２）

ＤＩＰ－ＮＳφ３５０、Ｌ＝８．０ｍ ＤＩ
Ｐ－ＮＳφ３００、Ｌ＝１２６．５ｍ ＤＩ西武支所線バックアップ管整備工事（

61 上下水道整備課 入間市大字仏子 土木工事 一般競争入札 ８月 上旬 04.09 05.03－Ｋφ２５０、Ｌ＝３．０ｍ ＳＵＳφ３０第一工区－１）
０、Ｌ＝１１．８ｍ ＧＸφ７５、Ｌ＝３．
ｍ 外

機械器具設置工62 上下水道管理課 鍵山浄水場鍵山浄水場改修工事 一般競争入札 ８月 上旬 04.08 06.03機械設備等の耐用年数経過による更新・改修事

豊岡小学校外１５校職員便所大便器改
63 教育総務課 市内小学校 管工事 指名競争入札 ８月 下旬 04.09 05.02職員便所の大便器改修工事を行う。修工事

北口地区区６－１号、区６－２号線側
64 区画整理課 入間市駅北口土地区画整理地内 土木工事 指名競争入札 ９月 上旬 04.09 04.12W=6.0ｍ、L=73.0ｍ溝布設工事

宮寺１５号橋配水管布設替に伴う舗装
65 上下水道整備課 入間市宮寺 ほ装工事 指名競争入札 ９月 上旬 04.10 05.03ほ装面積２３９．４㎡本復旧工事

公共下水道管路施設耐震化工事（Ｒ４
66 上下水道整備課 入間市河原町 土木工事 一般競争入札 ９月 上旬 04.10 05.03Ｌ＝２９９．３２ｍ、マンホール１箇所－１）



建設工事等発注計画書（　　　）
入 間 市

工 期入札・契約No. 課(所･局)名 工事（業務）名称 入札時期工事（業務）場所 種 別 概 要 方法 開始 完了

当初令和４年度

市道Ｂ３６１・Ｂ３８７号線配水管布
67 上下水道整備課 入間市大字小谷田・小谷田四丁目 ほ装工事 指名競争入札 ９月 上旬 04.10 05.03ほ装面積９８０．０㎡設替に伴う舗装本復旧工事

市道Ｂ５９０号線配水管布設替に伴う
68 上下水道整備課 入間市小谷田一丁目 ほ装工事 指名競争入札 ９月 上旬 04.10 05.03ほ装面積１，３００．０㎡舗装本復旧工事

市道Ｃ４５１号線配水管布設替に伴う
69 上下水道整備課 入間市大字寺竹 ほ装工事 指名競争入札 ９月 上旬 04.10 05.03ほ装面積９００．０㎡舗装本復旧工事

市道Ｆ２２号線配水管布設替に伴う舗
70 上下水道整備課 入間市大字下藤沢・東町五丁目 ほ装工事 指名競争入札 ９月 上旬 04.10 05.03ほ装面積３，２６０．０㎡装本復旧工事

71 上下水道整備課 入間市大字寺竹寺竹加圧場解体工事 解体工事 一般競争入札 ９月 上旬 04.10 06.03解体工事

西武１４号橋架替に伴う配水管布設替
72 上下水道整備課 入間市大字仏子 土木工事 指名競争入札 ９月 上旬 04.10 05.03ＤＩＰ－ＮＳφ２００、Ｌ＝３５．０ｍ工事

藤沢橋架替配水管布設替に伴う舗装本
73 上下水道整備課 入間市大字上藤沢・大字下藤沢 ほ装工事 指名競争入札 ９月 上旬 04.10 05.03ほ装面積３７５．０㎡復旧工事

入間市駅北口土地区画整理地内配水管 ＤＩＰ－ＮＳφ２００、Ｌ＝６５．０ｍ　Ｄ74 上下水道整備課 入間市河原町 土木工事 指名競争入札 ９月 上旬 04.09 04.12布設工事（Ｒ４－１） ＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ１５０、Ｌ＝１６．０ｍ

75 道路整備課 入間市宮寺地内宮寺地内排水整備工事 土木工事 指名競争入札 ９月 下旬 04.10 05.03L=180m

76 道路整備課 入間市黒須二丁目地内市道Ａ２２号線舗装補修工事 ほ装工事 指名競争入札 ９月 下旬 04.10 05.03L=400ｍ、W=5.0ｍ

77 道路整備課 入間市春日町二丁目地内市道Ａ４１号線舗装補修工事 ほ装工事 指名競争入札 ９月 下旬 04.10 05.03L=236ｍ、W=4.5ｍ



建設工事等発注計画書（　　　）
入 間 市

工 期入札・契約No. 課(所･局)名 工事（業務）名称 入札時期工事（業務）場所 種 別 概 要 方法 開始 完了

当初令和４年度

市道幹２号線道路改良工事に伴う付帯
78 道路整備課 入間市大字黒須地内 土木工事 随意契約 ９月 下旬 04.10 05.03付帯工事　１式工事

79 道路整備課 入間市大字南峯地内市道幹３６号線舗装補修工事 ほ装工事 一般競争入札 ９月 下旬 04.10 05.03L=605ｍ、W=6.0ｍ

80 道路整備課 入間市大字西三ツ木地内西三ツ木橋補修工事 土木工事 指名競争入札 ９月 下旬 04.10 05.03L=27.3ｍ、W=7.0ｍ

81 道路整備課 入間市大字中神地内中神３号橋補修工事 土木工事 指名競争入札 ９月 下旬 04.10 05.03L=27.3ｍ、W=7.0ｍ

扇台地区街路築造工事（その８６）及 区6-67号線 街路築造W=6.0ｍ､L=51.0ｍ：公82 区画整理課 扇台土地区画整理地内び扇台地区汚水管整備工事（その７７ 土木工事 指名競争入札 ９月 下旬 04.10 05.01共下水道工事VUφ200㎜､L=51.0ｍ）

ＤＩＰ－ＮＳφ４００、Ｌ＝６４．０ｍ　Ｄ
ＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ１５０、Ｌ＝９８．０ｍ黒須出張所線配水管布設替工事（第一

83 上下水道整備課 入間市河原町・鍵山一丁目 土木工事 一般競争入札 １０月上旬 04.11 05.05　ＳＵＳφ４００、Ｌ＝４６．０ｍ　ＧＸφ工区）
２５０、Ｌ＝３．０ｍ

市道Ｃ２０・Ｃ２３号線外３路線配水 ＤＩＰ－ＮＳ（Ｅ）φ７５、Ｌ＝４１１．０84 上下水道整備課 入間市大字中神 土木工事 一般競争入札 １０月上旬 04.11 05.03管布設替工事 ｍ

西武１４号橋配水管布設替に伴う舗装
85 上下水道整備課 入間市大字仏子 ほ装工事 指名競争入札 １０月上旬 04.10 05.03ほ装面積２２７．７㎡本復旧工事

北口地区北口中央通り線雨水管布設工
86 区画整理課 入間市駅北口土地区画整理地内 土木工事 指名競争入札 １０月下旬 04.11 05.03BOX300㎜*300㎜ L=58.0ｍ事

学童保育室解体工事��鉄骨造 地上1階 延87 青少年課 入間市高倉四丁目６番１７号高倉学童保育室解体工事 解体工事 指名競争入札 １０月下旬 04.11 05.03べ面積１６６㎡ 建築面積１８４㎡�

学童保育室解体工事��鉄骨造 地上１階 延88 青少年課 入間市東町七丁目１０番２０号藤沢北学童保育室解体工事 解体工事 指名競争入札 １０月下旬 04.11 05.03べ面積１６６㎡　建築面積１７２㎡


