
令和４年度 川越市建設工事発注見通し 

 

（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、実際に発注する工事
が記載事項と異なる場合や、ここに記載していない工事が発注されることがあります。  

 
２  予定価格が２５０万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建設工事については、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

市道００１６号線歩道整備工事 石原町１丁目地内ほか R4.5 ～ R4.11 土木 歩道整備 一般競争入札 R4.4 道路環境整備課

内水対策工事（側溝改修） 下小坂地内 R4.6 ～ R4.11 土木 側溝改修315ｍほか 一般競争入札 R4.5 河川課

水路安全対策工事（（35）小ヶ谷
用水路）

石原町2丁目地内 R4.6 ～ R4.10 土木 転落防止柵設置L=100m 一般競争入札 R4.5 河川課

水路整備工事（29-14） 福田地内ほか R4.6 ～ R4.9 土木 天端コンクリートL=90mほか 一般競争入札 R4.5 河川課

準用河川久保川改修工事（第６
１３号橋）

中台１丁目地内 R4.6 ～ R5.8 土木 橋りょう架替ほか 一般競争入札 R4.5 河川課

初雁公園広場整備工事（その
２）

郭町2丁目地内 R4.6 ～ R4.11 土木 広場舗装工、植栽工など 一般競争入札 R4.5 公園整備課

庚申橋補修工事 川越市大字笠幡地内 R4.6 ～ R5.3 土木 橋梁補修 一般競争入札 R4.5 道路街路課

準用河川久保川改修工事 岸町３丁目地内 R4.7 ～ R5.8 土木 ブロック積護岸60mほか 一般競争入札 R4.6 河川課

川越市立霞ケ関東中学校グラ
ウンド改修工事

大字的場２７０６ R4.7 ～ R4.10 土木 グラウンドを改修する 一般競争入札 R4.6 教育財務課

市道2359号線改良工事 山田 R4.7 ～ R5.1 土木 L=90m,W=9.5m 一般競争入札 R4.6 道路街路課

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

市道9001号線改良工事 下広谷 R4.7 ～ R4.11 土木 L=40m,W=6.0m 一般競争入札 R4.6 道路街路課

水路整備工事（（25）芳野用水
路）

北田島地内 R4.8 ～ R5.3 土木 Ｕ形水路1400×900　L=150mほか 一般競争入札 R4.7 河川課

水路整備工事（35-4） 小ケ谷地内 R4.8 ～ R5.2 土木 Ｕ形水路600×800　L=90mほか 一般競争入札 R4.7 河川課

水路整備工事（29-22） 福田地内 R4.8 ～ R5.2 土木 Ｕ形水路600×600　L=60mほか 一般競争入札 R4.7 河川課

市道0042号線改良工事 南田島 R4.8 ～ R5.1 土木 L=90m,W=8.0m 一般競争入札 R4.7 道路街路課

市道6563号線改良工事 下赤坂 R4.8 ～ R4.12 土木 L=80m,W=7.0m 一般競争入札 R4.7 道路街路課

市内循環線（新富町）交差点改
良工事

新富町２丁目地内ほか R4.8 ～ R5.3 土木 L=120ｍ 一般競争入札 R4.7 道路街路課

水路整備工事（36-14） 上野田町地内 R4.9 ～ R5.3 土木
Ｕ形水路2500×1800　L=100mほ
か

一般競争入札 R4.8 河川課

水路整備工事（（14）南田島用
水路）

南田島地内 R4.9 ～ R5.3 土木 Ｕ形水路2700×1300　L=50mほか 一般競争入札 R4.8 河川課

水路整備工事（39-6） 豊田本地内 R4.9 ～ R5.3 土木 Ｕ形水路1000×700　L=100mほか 一般競争入札 R4.8 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

水路整備工事（47-50） 平塚地内 R4.9 ～ R5.3 土木
コンクリート土留1500×700
L=120mほか

一般競争入札 R4.8 河川課

新河岸駅周辺地区整備に伴う
側溝整備工事

大字砂地内 R4.9 ～ R5.3 土木 工事延長　L=110m 一般競争入札 R4.8
新河岸駅周辺地区整

備事務所

市道0033号線防護桁工事 古谷本郷 R4.9 ～ R5.2 土木 車両防護桁設置工　一式 一般競争入札 R4.8 道路街路課

市道5066号線改良工事 南田島 R4.9 ～ R4.12 土木 L=60m,W=6.0m 一般競争入札 R4.8 道路街路課

市道0023号線暫定整備工事 府川 R4.9 ～ R5.1 土木 一式 一般競争入札 R4.8 道路街路課

市道００４６号線側溝整備工事 大字砂新田地内ほか R4.9 ～ R5.2 土木 側溝整備 一般競争入札 R4.8 道路環境整備課

県道川越栗橋線暫定整備工事 府川 R4.10 ～ R5.1 土木 一式 一般競争入札 R4.9 道路街路課

小規模補修工事 市内各所 R4.10 ～ R5.3 土木 小規模橋梁補修 一般競争入札 R4.9 道路街路課

木野目地区整備工事 大字木野目地内 R4.11 ～ R5.3 土木 地区整備 一般競争入札 R4.10 道路環境整備課

市道６５２５号線歩道整備工事 大字下松原地内ほか R4.11 ～ R5.3 土木 歩道整備 一般競争入札 R4.10 道路環境整備課
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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

道路維持補修工事 上期（単価
契約）

市内各所 R4.5 ～ R4.9 土木・舗装 維持補修 一般競争入札 R4.4 道路環境整備課

道路維持補修工事 下期（単価
契約）

市内各所 R4.10 ～ R5.3 土木・舗装 維持補修 一般競争入札 R4.9 道路環境整備課
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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

川越市農業ふれあいセンター改
修整備木質化工事

大字伊佐沼８８７ R4.5 ～ R4.10 建築
川越市農業ふれあいセンターの
木質化

一般競争入札 R4.4 農政課

川越市立中央小学校トイレ改修
工事

中原町１－２５ R4.6 ～ R4.10 建築 トイレを改修する 一般競争入札 R4.5 教育財務課

川越市立川越第一中学校大規
模改造工事

小仙波町５－６ R4.6 ～ R4.10 建築 校舎外部を改修する 一般競争入札 R4.5 教育財務課

川越市立新宿小学校大規模改
造工事

新宿町６－９－１ R4.6 ～ R4.10 建築 校舎外部を改修する 一般競争入札 R4.5 教育財務課

川越市立福原中学校大規模改
造工事

大字今福５１２ R4.6 ～ R4.10 建築 校舎外部を改修する 一般競争入札 R4.5 教育財務課

川越市立山田中学校大規模改
造工事

大字山田５５０ R4.6 ～ R4.10 建築 校舎外部を改修する 一般競争入札 R4.5 教育財務課

川越市立初雁中学校大規模改
造工事

宮下町１－２１－３ R4.6 ～ R4.10 建築 校舎外部を改修する 一般競争入札 R4.5 教育財務課

川越市立霞ケ関北小学校トイレ
改修工事

伊勢原町５－１－１ R4.6 ～ R4.10 建築 トイレを改修する 一般競争入札 R4.5 教育財務課

川越市立霞ケ関西小学校大規
模改造工事

大字笠幡３９７１－４ R4.6 ～ R4.10 建築 校舎外部を改修する 一般競争入札 R4.5 教育財務課

川越市立寺尾小学校大規模改
造工事

大字寺尾９７９－２ R4.6 ～ R4.10 建築
校舎外部（重層体育館含む）を改
修する

一般競争入札 R4.5 教育財務課
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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

南古谷公民館スライディング
ウォール改修工事

大字今泉地内 R4.7 ～ R4.12 建築
スライディングウォールを改修す
る

一般競争入札 R4.6 中央公民館

川越市農業ふれあいセンター改
修整備外便所その他工事

大字伊佐沼８８７ R4.7 ～ R4.11 建築
川越市農業ふれあいセンター外
便所の解体及び新築

一般競争入札 R4.6 農政課

市営住宅空室等改修工事 市内市営住宅 R4.8 ～ R4.10 建築 市営住宅の空室を改修する 一般競争入札 R4.7 建築住宅課

霞ケ関東学童保育室転用改築
整備工事

大字的場２７３５―２ R4.9 ～ R5.2 建築 保育室の改築を行う。 一般競争入札 R4.8 教育財務課

川越市立霞ケ関小学校屋上防
水改修工事

大字笠幡１７７ R4.10 ～ R5.3 建築 屋上を改修する 一般競争入札 R4.9 教育財務課

川越市市営住宅岸町３丁目団
地Ｋ１号棟外壁等改修工事

岸町３丁目１５番地４ R4.10 ～ R5.2 建築
岸町３丁目団地Ｋ１号棟の外壁等
を改修する

一般競争入札 R4.9 建築住宅課

鍛冶町広場東屋設置工事 仲町４番地６、７、８ R4.11 ～ R5.3 建築 鍛冶町広場へ東屋の設置 一般競争入札 R4.10 観光課

川越市民聖苑やすらぎのさと軒
天塗装工事

大字小仙波８６７番地１ R4.11 ～ R5.2 建築
軒天（木部）の保護塗装及び必要
な修繕

一般競争入札 R4.10 斎場
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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

川越市役所本庁舎照明設備改
修工事

元町１－３－１ R4.7 ～ R5.2 電気
本庁舎の照明設備をＬＥＤ化する
もの。

一般競争入札 R4.6 管財課

川越市立川越小学校受変電設
備改修工事

郭町１－１－１ R4.7 ～ R4.8 電気 受変電設備を改修する 一般競争入札 R4.6 教育財務課

川越市立鯨井中学校受変電設
備改修工事

大字鯨井５６２－２ R4.7 ～ R4.8 電気 受変電設備を改修する 一般競争入札 R4.6 教育財務課

川越市立霞ケ関小学校受変電
設備改修工事

大字笠幡１７７ R4.7 ～ R4.8 電気 受変電設備を改修する 一般競争入札 R4.6 教育財務課

トランス盤工事（機器交換及び
移設）

元町１－３－１ R4.7 ～ R4.10 電気
マシン室内既設トランス盤の機器
交換及び移設

一般競争入札 R4.6 情報政策課

川越駅南大塚線信号通線工事 旭町２丁目地内 R4.7 ～ R5.2 電気 １箇所 一般競争入札 R4.6 道路街路課

川越市農業ふれあいセンター改
修整備防犯カメラ設置工事

大字伊佐沼８８７ R4.8 ～ R4.10 電気
川越市農業ふれあいセンターへ
の防犯カメラ設置

一般競争入札 R4.7 農政課

川越市立美術館不活性ガス消
火設備電装機器類更新工事

郭町２－３０－１ R4.8 ～ R5.2 電気
不活性ガス消火設備の電装機器
類更新

一般競争入札 R4.7 美術館

やまぶき会館音響調整卓改修
工事

川越市郭町1丁目18番地１ R4.9 ～ R5.1 電気 音響調整卓改修工事 随意契約 R4.8 文化芸術振興課

川越運動公園陸上競技場
屋外音響設備改修

大字下老袋３８８－１ R4.11 ～ R5.3 電気
陸上競技場音響設備メインスタン
ド上スピーカー撤去及びスピー
カー・アンプ装置更新工事

一般競争入札 R4.10 スポーツ振興課
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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

川越運動公園テニスコート
夜間照明ＬＥＤ更新

大字下老袋３８８－１ R4.11 ～ R5.3 電気
テニスコート既存照明設備（6面
分）ＬＥＤ化更新工事

一般競争入札 R4.10 スポーツ振興課

川越運動公園総合体育館
非常照明交換

大字下老袋３８８－１ R4.11 ～ R5.3 電気
総合体育館防災設備非常照明装
置一式更新工事

一般競争入札 R4.10 スポーツ振興課

市営住宅外灯改修工事 市内市営住宅 R4.11 ～ R5.3 電気 市営住宅の外灯を改修する 一般競争入札 R4.10 建築住宅課
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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

川越市立教育センター第一分
室（リベーラ）エアコン改修工事

的場2649-1 R4.6 ～ R5.3 管 空調機設備の改修等 一般競争入札 R4.5 教育センター

北部地域ふれあいセンター多目
的ホール系統空調更新工事

大字山田１５７８－１ R4.9 ～ R5.2 管 空調設備の更新を行う。 一般競争入札 R4.8 地域づくり推進課

中央図書館便所改修工事 三久保町２番地９ R4.9 ～ R5.3 管
トイレの洋式便器化、手洗い自動
水栓化及び照明の人感センサー
式ＬＥＤ照明化

一般競争入札 R4.8 中央図書館

クラッセ川越給水ポンプ改修工
事

菅原町２３番地１０ R4.9 ～ R5.3 管
劣化した給水ポンプ施設の改修
工事

一般競争入札 R4.8 中央図書館

川越市立霞ケ関東中学校特別
教室冷暖房設備設置工事

大字的場２７０６ R4.10 ～ R5.3 管 冷暖房設備を設置する 一般競争入札 R4.9 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

大字山田１６７ R4.10 ～ R5.3 管 冷暖房設備を設置する 一般競争入札 R4.9 教育財務課

川越市立山田中学校増級等に
伴う冷暖房設備設置工事

大字山田５５０ R4.10 ～ R5.3 管 冷暖房設備を設置する 一般競争入札 R4.9 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

大字砂新田５８ R4.10 ～ R5.3 管 冷暖房設備を設置する 一般競争入札 R4.9 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

南大塚１－２０－１ R4.10 ～ R5.3 管 冷暖房設備を設置する 一般競争入札 R4.9 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

大字小堤１４ R4.10 ～ R5.3 管 冷暖房設備を設置する 一般競争入札 R4.9 教育財務課
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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

川越市立今成保育園便所等改
修工事

今成２－５－１０ R4.10 ～ R5.2 管 便器、汚物流しほか改修工事 一般競争入札 R4.9 保育課

川越市立西図書館喫茶室系統
冷暖房設備改修工事

伊勢原町５丁目１番地１ R4.11 ～ R5.3 管 冷暖房設備の改修 一般競争入札 R4.10 中央図書館

10



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０００６号線舗装整備工事 脇田本町地内 R4.5 ～ R4.10 舗装 舗装整備 一般競争入札 R4.4 道路環境整備課

連雀町新富町通線舗装工事 連雀町地内 R4.6 ～ R4.12 舗装 L=110ｍ 一般競争入札 R4.5 道路街路課

市道００９８号線舗装整備工事 中台１丁目地内ほか R4.7 ～ R4.10 舗装 舗装整備 一般競争入札 R4.6 道路環境整備課
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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

みよしの支援センター屋上防水
改修工事

宮下町１－１９－１３ R4.10 ～ R5.3 防水 屋上防水を改修するもの 一般競争入札 R4.9 障害者福祉課

川越市立今成保育園バルコ
ニー防水等改修工事

今成２－５－１０ R4.10 ～ R5.2 防水 バルコニー床材等の改修工事 一般競争入札 R4.9 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

川越市岸町１丁目北団地受水
槽ポンプ改修工事

岸町１丁目１４番地１０ R4.5 ～ R4.9 機械
岸町１丁目北団地の受水槽を改
修する

一般競争入札 R4.4 建築住宅課

全窒素・全リン・ＣＯＤ計更新工
事

鴨田農業集落排水処理施設 R4.5 ～ R4.12 機械 全窒素・全リン・ＣＯＤ計更新 一般競争入札 R4.4 農政課

13



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

防災行政無線屋外拡声子局増
設工事

大字笠幡地内 R4.6 ～ R4.8 電気通信
防災行政無線屋外拡声子局の増
設

随意契約 R4.5 防災危機管理室

防災行政無線屋外拡声子局移
設工事

岸町２丁目地内 R4.6 ～ R4.8 電気通信
防災行政無線屋外拡声子局の移
設

随意契約 R4.5 防災危機管理室

川越運動公園総合体育館
非常業務放送盤交換

大字下老袋３８８－１ R4.11 ～ R5.3 電気通信
総合体育館防災設備壁掛式非常
放送アンプ20回線更新工事

一般競争入札 R4.10 スポーツ振興課
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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

（仮称）川越市農業ふれあいセ
ンター植栽工事

大字伊佐沼８８７ R4.6 ～ R4.11 造園 植栽工事 一般競争入札 R4.5 環境政策課

川越市農業ふれあいセンター緑
地広場木質ベンチ設置工事

大字伊佐沼８８７ R4.7 ～ R4.10 造園
川越市農業ふれあいセンター緑
地広場への木質ベンチ設置

一般競争入札 R4.6 農政課
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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

川越運動公園総合体育館
防災監視盤交換

大字下老袋３８８－１ R4.11 ～ R5.3 消防
総合体育館防災設備自動火災報
知設備複合盤自立型70回線更新
工事

一般競争入札 R4.10 スポーツ振興課

川越運動公園総合体育館
消防設備感知器交換

大字下老袋３８８－１ R4.11 ～ R5.3 消防
総合体育館防災設備火災煙感知
器256個等更新工事

一般競争入札 R4.10 スポーツ振興課
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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

資源化センター熱回収施設定
期整備工事

大字鯨井７８２-３ R4.6 ～ R5.1 清掃 プラント機械設備の補修 随意契約 R4.5 環境施設課

東清掃センター焼却施設定期
整備工事

芳野台２丁目８番地１８ R4.10 ～ R5.3 清掃 焼却施設の定期整備 随意契約 R4.9 環境施設課

資源化センターリサイクル施設
定期整備工事

大字鯨井７８２-３ R4.10 ～ R5.3 清掃
プラント機械設備の部品交換、補
修

随意契約 R4.9 環境施設課

17


