
令和４年度 川越市設計・調査・測量発注見通し 

 

（補足）  
 
１  ここに記載してある事項については、本年４月現在の見通しであるため、実際に発注する案件

が記載事項と異なる場合や、ここに記載していない案件が発注されることがあります。  
 
２  予定価格が５０万円を超えるものを掲載しています。  
 
３  川越市上下水道局発注の設計・調査・測量については、別に公表しております。  

 

※  こ の ｢発 注 見 通 し ｣は 、 川 越 市 ホ ー ム ペ ー ジ で も公 開中で す。  

［ URL］ http://www.city.kawagoe.saitama.jp/  
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調達案件名称 場所 業種 概要
入札及び

契約の方法
入札
時期

課名

農村地域防災減災事業（今福
上地区）に伴う測量業務委託

川越市大字今福地内 R4.6 ～ R4.9 測量 境界杭復元測量 一般競争入札 R4.5 農政課

地籍調査業務委託 大字木野目地内 R4.6 ～ R5.3 測量
細部図根測量、一筆地測量、一筆
地調査、現況測量、復元測量
（0.07平方キロメートル）

一般競争入札 R4.5 建設管理課

地籍図作成等業務委託 大字古谷本郷下組地内ほか R4.6 ～ R5.3 測量
原図作成等0.22平方キロメートル
地積測量0.22平方キロメートル

一般競争入札 R4.5 建設管理課

市道００７０号線地形測量業務
委託

大字豊田本 R4.6 ～ R4.12 測量 地形測量 一般競争入札 R4.5 道路街路課

路面性状調査業務委託 市内各所 R4.6 ～ R4.8 測量 路面性状調査 一般競争入札 R4.5 道路環境整備課

水路整備計画（33-10）に伴う測
量ほか業務委託

寺山地内 R4.6 ～ R4.11 測量
路線測量、用地測量、地形測量
L=130m

一般競争入札 R4.5 河川課

小仙波町２丁目地内市有地境
界確定測量業務委託

小仙波町２丁目地内 R4.7 ～ R4.12 測量
市有地の確定測量に伴う業務一
式

一般競争入札 R4.6 管財課

（仮称）川越市森林公園拡張測
量業務委託

砂新田地内 R4.8 ～ R4.12 測量 用地測量 一般競争入札 R4.7 公園整備課

舗装たわみ量調査業務委託 市内各所 R4.8 ～ R4.10 測量 舗装たわみ量調査 一般競争入札 R4.7 道路環境整備課

期間
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調達案件名称 場所 業種 概要
入札及び

契約の方法
入札
時期

課名期間

キャンプスペース測量業務 大字伊佐沼地内 R4.10 ～ R5.3 測量
キャンプスペース整備のための測
量

一般競争入札 R4.9 農政課

川越市道路台帳補正業務委託 市内全域 R4.11 ～ R5.3 測量 道路台帳の補正業務 一般競争入札 R4.10 建設管理課

素図作成業務委託 砂新田5丁目地内ほか R4.12 ～ R5.3 測量 地籍調査素図（案）作成 一般競争入札 R4.11 建設管理課
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調達案件名称 場所 業種 概要
入札及び

契約の方法
入札
時期

課名期間

川越市老人福祉センター東後
楽会館解体設計業務委託

川越市大字伊佐沼612番地 R4.5 ～ R4.12 建築設計 旧東後楽会館の解体設計を行う 一般競争入札 R4.4 高齢者いきがい課

川越市立山田中学校増級等に
伴う冷暖房設備設置工事設計
業務委託

大字山田５５０ R4.5 ～ R4.9 建築設計
冷暖房設備設置工事の設計業務
を行う

一般競争入札 R4.4 教育財務課

川越市立高階小学校35人学級
等に伴う冷暖房設備設置工事
設計業務委託

大字砂新田５８ R4.5 ～ R4.9 建築設計
冷暖房設備設置工事の設計業務
を行う

一般競争入札 R4.4 教育財務課

川越市立大東中学校増級等に
伴う冷暖房設備設置工事設計
業務委託

南大塚１－２０－１ R4.5 ～ R4.9 建築設計
冷暖房設備設置工事の設計業務
を行う

一般競争入札 R4.4 教育財務課

川越市立山田小学校35人学級
等に伴う冷暖房設備設置工事
設計業務委託

大字山田１６７ R4.5 ～ R4.9 建築設計
冷暖房設備設置工事の設計業務
を行う

一般競争入札 R4.4 教育財務課

川越市立名細中学校特別教室
冷暖房設備設置工事設計業務
委託

大字小堤１４ R4.5 ～ R4.9 建築設計
冷暖房設備設置工事の設計業務
を行う

一般競争入札 R4.4 教育財務課

川越市立霞ケ関東中学校特別
教室冷暖房設備設置工事設計
業務委託

大字笠幡７２ R4.5 ～ R4.9 建築設計
冷暖房設備設置工事の設計業務
を行う

一般競争入札 R4.4 教育財務課

中央図書館便所改修工事設計
業務委託

三久保町２番地９ R4.5 ～ R4.7 建築設計 トイレ洋式便器化等の設計 一般競争入札 R4.4 中央図書館

中央図書館建築物及び建築設
備定期点検

三久保町２番地９ R4.5 ～ R4.9 建築設計
建築基準法第１２条に基づく定期
点検業務

一般競争入札 R4.4 中央図書館
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調達案件名称 場所 業種 概要
入札及び

契約の方法
入札
時期

課名期間

川越市蔵造り資料館店蔵耐震
化工事設計業務委託

川越市幸町７-9,11,14,15 R4.5 ～ R5.3 建築設計
蔵造り資料館店蔵の耐震化等の
設計業務委託

随意契約 R4.4 博物館

川越市立霞ケ関東中学校体育
館照明改修工事設計業務委託

新宿町６－９－１ R4.6 ～ R4.8 建築設計
体育館照明改修工事の設計業務
を行う

一般競争入札 R4.5 教育財務課

川越市立今成小学校ほか３校
体育館照明改修工事設計業務
委託

今成２－４２－１ほか３箇所 R4.6 ～ R4.8 建築設計
体育館照明改修工事の設計業務
を行う

一般競争入札 R4.5 教育財務課

公共施設の保全に関わる躯体
調査業務委託

川越市内 R4.7 ～ R4.12 建築設計
公共施設の構造体部分の劣化状
況の調査。

一般競争入札 R4.6
社会資本マネジメント

課

高階市民センターほか２箇所建
築物等定期点検業務委託

大字藤間２７－１ほか R4.8 ～ R4.12 建築設計
建築基準法第１２条に基づく定期
点検業務

一般競争入札 R4.7 地域づくり推進課

川越市霞ケ関北公民館改築工
事基本設計

霞ケ関北６丁目３０番地２ R4.8 ～ R5.2 建築設計
霞ケ関北公民館改築工事に伴う
基本設計

一般競争入札 R4.7 地域教育支援課

川越市市営住宅耐震診断調査
業務委託

市内市営住宅 R4.9 ～ R5.3 建築設計 耐震診断 一般競争入札 R4.8 建築住宅課

川越市中央公民館ほか５箇所
建築設備定期点検業務委託

川越市三久保町１８番地３ほ
か５箇所

R4.9 ～ R5.3 建築設計
建築基準法第１２条に基づく定期
点検業務

一般競争入札 R4.8 中央公民館

川越市芳野公民館ほか６箇所
建築設備定期点検業務委託

川越市大字北田島１１９番地
２ほか６箇所

R4.9 ～ R5.3 建築設計
建築基準法第１２条に基づく定期
点検業務

一般競争入札 R4.8 中央公民館
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調達案件名称 場所 業種 概要
入札及び

契約の方法
入札
時期

課名期間

川越市立南古谷中学校大規模
改造工事設計業務委託

大字久下戸３７２１ R4.10 ～ R5.3 建築設計 外壁改修工事の設計業務を行う 一般競争入札 R4.9 教育財務課

川越市立野田中学校大規模改
造工事設計業務委託

野田町２－１９－１４ R4.10 ～ R5.3 建築設計 外壁改修工事の設計業務を行う 一般競争入札 R4.9 教育財務課

川越市立霞ケ関西小学校大規
模改造工事設計業務委託

大字笠幡３９７１－４ R4.10 ～ R5.3 建築設計 外壁改修工事の設計業務を行う 一般競争入札 R4.9 教育財務課

川越市立芳野中学校大規模改
造工事設計業務委託

大字石田本郷７３３ R4.10 ～ R5.3 建築設計 外壁改修工事の設計業務を行う 一般競争入札 R4.9 教育財務課

川越市立川越第一中学校大規
模改造工事設計業務委託

小仙波町５－６ R4.10 ～ R5.3 建築設計 外壁改修工事の設計業務を行う 一般競争入札 R4.9 教育財務課

川越市立新宿小学校大規模改
造工事設計業務委託

新宿町６－９－１ R4.10 ～ R5.3 建築設計 外壁改修工事の設計業務を行う 一般競争入札 R4.9 教育財務課

中央図書館管理者用エレベー
ター改修工事設計業務委託

三久保町２番地９ R4.10 ～ R5.2 建築設計
管理者用エレベーター改修工事
の設計

一般競争入札 R4.9 中央図書館

川越市老人福祉センター西後
楽会館ほか2施設建築設備等
の定期点検業務委託

川越市大字笠幡3574番地ほ
か

R4.11 ～ R5.2 建築設計
建築基準法第１２条に基づく定期
点検業務

一般競争入札 R4.10 高齢者いきがい課

川越市立保育園建築設備等定
期点検業務委託

小仙波町２－４９－１
ほか１９箇所

R4.11 ～ R5.3 建築設計
建築基準法第１２条に基づく定期
点検業務

一般競争入札 R4.10 保育課
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調達案件名称 場所 業種 概要
入札及び

契約の方法
入札
時期

課名期間

総合保健センター（特定施設）
に関する建築基準法第１２条設
備・消防点検

川越市大字小ケ谷８１７番地
１

R4.11 ～ R5.3 建築設計
建築基準法第１２条に基づく定期
点検業務

一般競争入札 R4.10 保健総務課
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調達案件名称 場所 業種 概要
入札及び

契約の方法
入札
時期

課名期間

市道００３３号線家屋等事後調
査

大字古谷本郷 R4.5 ～ R4.9 補償 家屋工作物等調査 一般競争入札 R4.4 道路街路課
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調達案件名称 場所 業種 概要
入札及び

契約の方法
入札
時期

課名期間

個別施設計画(橋りょう編）計画
更新業務委託

市内各所 R4.6 ～ R5.3 土木設計
国の指導による橋りょうの統廃合
と新技術導入等の計画更新

一般競争入札 R4.5 道路街路課

橋梁点検業務委託（その１） 市内各所 R4.6 ～ R5.3 土木設計
橋りょう長寿命化修繕計画に基づ
く橋りょう点検

一般競争入札 R4.5 道路街路課

市道0023・3571号線道路詳細
設計業務委託

府川ほか R4.6 ～ R5.2 土木設計
道路詳細設計ほか
L=1.3km ,W=14.5m

一般競争入札 R4.5 道路街路課

市道１３４２号線修繕検討業務
委託

新富町２丁目地内ほか R4.6 ～ R5.3 土木設計 修繕検討 一般競争入札 R4.5 道路環境整備課

天の川整備計画に伴う予備設
計業務委託

小堤地内 R4.6 ～ R5.3 土木設計 護岸予備設計 一般競争入札 R4.5 河川課

（都）中央通り線無電柱化方策
検討業務委託

連雀町・仲町地内 R4.7 ～ R5.3 土木設計
無電柱化の方策について検討す
るもの

一般競争入札 R4.6 都市計画課

橋梁補修詳細設計業務委託（そ
の１）

川越市大字今福地内ほか R4.7 ～ R5.3 土木設計
橋りょう点検に基づく補修設計委
託

一般競争入札 R4.6 道路街路課

橋梁補修詳細設計業務委託（そ
の２）

川越市大字上野田地内 R4.7 ～ R5.3 土木設計
橋りょう点検に基づく補修設計委
託

一般競争入札 R4.6 道路街路課

橋梁点検業務委託（その2） 市内各所 R4.7 ～ R5.3 土木設計
橋りょう長寿命化修繕計画に基づ
く橋りょう点検

一般競争入札 R4.6 道路街路課
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調達案件名称 場所 業種 概要
入札及び

契約の方法
入札
時期

課名期間

川越市駅周辺まちづくり検討業
務委託

川越市駅周辺 R4.8 ～ R5.3 土木設計
川越市駅周辺部のまちづくりにつ
いて検討するもの

一般競争入札 R4.7 都市計画課

橋梁点検業務委託（その3） 市内各所 R4.8 ～ R5.3 土木設計
橋りょう長寿命化修繕計画に基づ
く橋りょう点検

一般競争入札 R4.7 道路街路課

水路整備計画（33-10）に伴う設
計業務委託

寺山地内 R4.8 ～ R5.2 土木設計 水路詳細設計 L=130m 一般競争入札 R4.7 河川課
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調達案件名称 場所 業種 概要
入札及び

契約の方法
入札
時期

課名期間

市道3571号線ほか１路線土地
評価

市内大字菅間地内 R4.5 ～ R4.8 その他 土地評価 一般競争入札 R4.4 用地課

霞ケ関駅周辺まちづくり検討業
務委託

川越市大字的場地内ほか R4.7 ～ R5.3 その他 まちづくり検討業務 一般競争入札 R4.6 都市整備課

的場駅周辺まちづくり検討業務
委託

川越市大字的場地内ほか R4.7 ～ R5.3 その他 まちづくり検討業務 一般競争入札 R4.6 都市整備課

川越運動公園陸上競技場
漏水劣化対策調査委託

大字下老袋３８８－１ R4.11 ～ R5.2 その他
競技場メインスタンド（管理棟）に
おける降雨時の建物漏水劣化対
策調査委託

一般競争入札 R4.10 スポーツ振興課
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