
令和４年度 狭山市建設工事発注見通しの公表について

　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第７条及び同法施行令第５条に基づき、令和４年度に狭山市が

発注する予定価格が２５０万円を超えると見込まれる建設工事の当初予定を別紙のとおり公表します。

令和４年４月１日

狭山市長　小谷野　　剛



所属
入札及び

契約の方法
工種業種 工事名 工事場所 工事概要 案件期間

発注・入札
予定時期

情報政策課 一般競争入札 電気 サーバ室改修工事 狭山市役所 サーバ室内電気設備及び自動ドアの工事 5ヶ月 2022/09

財産管理課 一般競争入札 建築一式 本庁舎トイレ等改修工事 狭山市入間川1丁目地内 本庁舎トイレ等の改修（低層棟地下1階～3階他） 6ヶ月 2022/05

財産管理課 指名競争入札 電気 本庁舎防犯カメラ設置工事 狭山市入間川1丁目地内 庁舎内防犯カメラの設置 5ヶ月 2022/05

財産管理課 一般競争入札 管 本庁舎個別空調設備等改修工事 狭山市入間川1丁目地内 本庁舎個別空調設備等の改修(低層棟3階他） 6ヶ月 2022/05

危機管理課 一般競争入札 建築一式 狭山市消防団第4分団第2部車庫新築工事 狭山市大字青柳地内 消防団車庫及びホース乾燥塔新築工事 7ヶ月 2022/07

危機管理課 一般競争入札 電気通信 狭山市防災行政無線（固定系）デジタル化工事 狭山市内 子局27局更新 9ヶ月 2022/06

危機管理課 一般競争入札 解体 狭山市消防団第4分団第2部第2班解体工事 狭山市大字東三ツ木地内 建物及びホース乾燥塔解体工事 4ヶ月 2022/09

資源循環推進課 一般競争入札 土木一式 浄化センター広場整備工事 狭山市柏原3467番地の5外 広場整備一式 6ヶ月 2022/06

入曽地区子育て支
援拠点等整備PT

一般競争入札 土木一式 市道B第352号線外1線道路改良工事 狭山市大字南入曽地内
工事延長 L=290m　道路土工、構造物撤去工、排水
構造物工、舗装工　一式

6ヶ月 2022/05

青少年課 一般競争入札 建築一式 狭山市立入間野小第三学童保育室整備工事 狭山市大字北入曽980番地
増築工事(木造平家85㎡)　他
※第三学童保育室（79㎡）渡り廊下（6㎡）

8ヶ月 2022/06

健康づくり支援課 一般競争入札 管 給水設備改修工事 狭山市急患センター
既設給水管の除却、新規給水管の設置及び付帯工
事

2ヶ月 2022/07

道路維持課 一般競争入札 土木一式 東三ツ木地内雨水対策工事（第3工区） 狭山市大字東三ツ木地内
工事延長L=130ｍ
管布設工1式、人孔工1式、取付管工1式、付帯工1式

5ヶ月 2022/04

道路維持課 指名競争入札 土木一式 市道C第853号線道路修繕工事 狭山市大字堀兼地内
工事延長L=30m　道路土工1式、排水構造物工1式、
舗装工1式、区画線工1式

2ヶ月 2022/05

道路維持課 一般競争入札 土木一式 市道幹第15号線沿い水路改良工事（第3工区） 狭山市大字水野地内 工事延長L=30m　管布設工1式、集水桝工1式 4ヶ月 2022/06

道路維持課 一般競争入札 土木一式 市道B第516号線道路修繕工事 狭山市大字水野地内
工事延長L=250m　道路土工1式、道路付属施設工1
式、舗装工1式、区画線工1式

5ヶ月 2022/08

道路維持課 一般競争入札 舗装 市道B第522号線舗装修繕工事 狭山市大字水野地内 工事延長L=200m　舗装工1式、区画線工1式 2ヶ月 2022/04

道路維持課 一般競争入札 舗装 市道幹第73号線外1線舗装修繕工事 狭山市広瀬東1・2・3丁目地内 工事延長L=310m　舗装工1式、区画線工1式 3ヶ月 2022/06

道路維持課 一般競争入札 舗装 市道幹第35号線舗装修繕工事 狭山市新狭山1丁目地内 工事延長L=200m　舗装工1式、区画線工1式 3ヶ月 2022/06

道路維持課 一般競争入札 舗装 市道幹第3号線舗装修繕工事 狭山市入間川2丁目地内 工事延長L=150m　舗装工1式、区画線工1式 3ヶ月 2022/06

道路維持課 一般競争入札 舗装 市道幹第12号線舗装修繕工事 狭山市富士見2丁目地内 工事延長L=350m　舗装工1式、区画線工1式 2ヶ月 2022/06

道路維持課 一般競争入札 舗装 市道D第178号線外1線舗装修繕工事 狭山市大字上奥富地内 工事延長L=190m　舗装工1式、区画線工1式 2ヶ月 2022/06

令和４年度当初狭山市建設工事発注見通し

令和４年４月公表分
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道路維持課 一般競争入札 舗装 市道幹第48号線舗装補修工事 狭山市大字堀兼・大字上赤坂地内 工事延長L=340m　舗装工1式、区画線工1式 3ヶ月 2022/07

道路維持課 一般競争入札 舗装 市道幹第18号線舗装補修工事 狭山市大字水野地内 工事延長L=320m　舗装工1式、区画線工1式 3ヶ月 2022/07

道路維持課 一般競争入札 舗装 市道B第344号線舗装修繕工事 狭山市大字北入曽地内 工事延長L=180m　舗装工1式、区画線工1式 3ヶ月 2022/09

道路維持課 一般競争入札 舗装 東三ツ木地内雨水対策舗装復旧工事（その1）
狭山市新狭山3丁目・大字東三ツ木地
内

工事延長L=160m　舗装工1式、区画線工1式 3ヶ月 2022/10

道路維持課 指名競争入札 舗装 市道A第897号線舗装修繕工事 狭山市沢地内 工事延長L=120m　舗装工1式、区画線工1式 2ヶ月 2022/10

道路維持課 指名競争入札 舗装 市道C第1059号線舗装修繕工事 狭山市大字青柳地内 工事延長L=100m　舗装工1式、区画線工1式 2ヶ月 2022/10

道路整備課 一般競争入札 土木一式 市道幹第92号線道路改良工事（第1工区） 狭山市大字上広瀬・大字下広瀬地内
工事延長Ｌ＝260ｍ　道路土工、路床改良工、排水構
造物工、舗装工、縁石工、区画線工

6ヶ月 2022/04

道路整備課 一般競争入札 土木一式 市道A第922号線道路改良工事 狭山市入間川地内 工事延長Ｌ＝25ｍ　擁壁工他 6ヶ月 2022/04

道路整備課 一般競争入札 土木一式 市道幹第92号線道路改良工事（第2工区） 狭山市大字上広瀬・大字下広瀬地内
工事延長Ｌ＝320ｍ　道路土工、路床改良工、排水構
造物工、舗装工、縁石工、区画線工

6ヶ月 2022/08

道路整備課 一般競争入札 土木一式 市道B第296号線道路改良工事 狭山市大字南入曽地内
工事延長L=90m　道路土工1式、排水構造物工、道
路付属施設工1式、舗装工1式、区画線工1式

6ヶ月 2022/08

道路整備課 一般競争入札 土木一式 市道幹第90号線道路築造工事 狭山市入間川地内 工事延長Ｌ＝220ｍ　舗装工他 6ヶ月 2022/09

市街地整備課 一般競争入札 土木一式 入東区・管渠布設工事（その2） 狭山市大字南入曽地内
雨水管布設L=79m,汚水管布設L=149m,その他付帯
工事

3ヶ月 2022/05

市街地整備課 一般競争入札 土木一式 入東区・駅前広場等築造工事（その1） 狭山市大字南入曽地内
工事延長　140m  道路幅員12m,雨水浸透貯留槽設
置工,道路土工,排水構造物工,路床置換工,路盤工

5ヶ月 2022/06

市街地整備課 一般競争入札 土木一式 入東区・道路等築造工事（その3） 狭山市大字南入曽地内
工事延長　120m　道路幅員12m,舗装工,道路照明灯,
区画線工,歩道整備工

4ヶ月 2022/08

市街地整備課 一般競争入札 土木一式 入東区・市道B第299号線拡幅工事 狭山市大字南入曽地内
工事延長　105m  道路幅員4m,舗装版撤去工,排水
構造物設置工,舗装工

2ヶ月 2022/09

市街地整備課 一般競争入札 土木一式 入曽駅西口・管渠等築造工事 狭山市大字南入曽地内
雨水管布設L=151m,汚水管布設L=220m,雨水浸透貯
留槽設置工

5ヶ月 2022/10

市街地整備課 一般競争入札 土木一式 入東区・県道川越入間線歩道整備工事 狭山市大字南入曽地内
工事延長　50m  歩道2.5m,構造物撤去工,舗装版撤
去工,排水構造物設置工,舗装工

2ヶ月 2022/10

市街地整備課 一般競争入札 建築一式 広瀬団地2号棟外壁等改修工事 狭山市市営住宅広瀬団地2号棟 外壁改修及び屋上防水工事 5ヶ月 2022/09

市街地整備課 一般競争入札 管 広瀬団地2号棟給水管改修工事 狭山市市営住宅広瀬団地2号棟 給水管工事(16戸) 3ヶ月 2022/11

教育施設管理課 一般競争入札 土木一式 狭山市入間野小学校防球ネット設置工事 狭山市立入間野小学校 防球ネットの設置 3ヶ月 2022/06

教育施設管理課 一般競争入札 建築一式 狭山市立山王中学校トイレ改修工事 狭山市立山王中学校
1系統既存湿式トイレ（和便器）を乾式（洋便器）に改
修

4ヶ月 2022/05
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教育施設管理課 一般競争入札 建築一式 狭山市立入間野中学校トイレ改修工事 狭山市立入間野中学校
1系統既存湿式トイレ（和便器）を乾式（洋便器）に改
修

4ヶ月 2022/05

教育施設管理課 一般競争入札 建築一式 狭山市立狭山台中学校トイレ改修工事 狭山市立狭山台中学校
1系統既存湿式トイレ（和便器）を乾式（洋便器）に改
修

4ヶ月 2022/05

教育施設管理課 一般競争入札 建築一式 狭山市立柏原中学校トイレ改修工事 狭山市立柏原中学校
1系統既存湿式トイレ（和便器）を乾式（洋便器）に改
修

4ヶ月 2022/05

教育施設管理課 一般競争入札 建築一式 狭山市立奥富小学校特別支援教室整備工事 狭山市立奥富小学校 特別支援教室を整備 3ヶ月 2022/07

教育施設管理課 一般競争入札 建築一式 狭山市立狭山台中学校職員トイレ改修工事 狭山市立狭山台中学校
職員既存湿式トイレ（和便器）を乾式（洋便器）に改
修

3ヶ月 2022/10

教育施設管理課 一般競争入札 建築一式 狭山市立柏原中学校職員トイレ改修工事 狭山市立柏原中学校
職員既存湿式トイレ（和便器）を乾式（洋便器）に改
修

3ヶ月 2022/10

教育施設管理課 一般競争入札 建築一式 狭山市立山王中学校職員トイレ改修工事 狭山市立山王中学校
職員既存湿式トイレ（和便器）を乾式（洋便器）に改
修

3ヶ月 2022/10

教育施設管理課 一般競争入札 建築一式 狭山市立入間野中学校職員トイレ改修工事 狭山市立入間野中学校
職員既存湿式トイレ（和便器）を乾式（洋便器）に改
修

3ヶ月 2022/10

教育施設管理課 一般競争入札 建築一式 狭山市立入間川中学校特別支援教室整備工事 狭山市立入間川中学校 特別支援教室を整備 4ヶ月 2022/10

教育施設管理課 一般競争入札 管 狭山市立堀兼小学校公共下水道接続工事 狭山市立堀兼小学校 浄化槽処理から一般下水道へ切替 3ヶ月 2022/05

教育施設管理課 一般競争入札 管 狭山市立堀兼中学校公共下水道接続工事 狭山市立堀兼中学校 浄化槽処理から一般下水道へ切替 3ヶ月 2022/05

中央図書館 指名競争入札 電気 中央図書館受変電設備改修工事 狭山市入間川2-2-25　中央図書館内
中央図書館設置使用中の低濃度ＰＣＢ含有電気工
作物（変圧器2台）の交換工事

2ヶ月 2022/06

水道施設課 一般競争入札 管
国道16号狭山（3）電線共同溝工事に伴う移設工事（そ
の1）

狭山市入間川3丁目地内 DIPφ200㎜管布設　L=20ｍ 4ヶ月 2022/04

水道施設課 一般競争入札 管 市道Ａ第754号線外1線配給水管改良工事 狭山市入間川・中央3丁目地内 DIPφ100㎜管布設　L=365ｍ 6ヶ月 2022/05

水道施設課 一般競争入札 管 市道B第37号線下水道工事に伴う配給水管仮設工事 狭山市大字南入曽地内 PPφ50㎜管布設　L=220ｍ 4ヶ月 2022/05

水道施設課 一般競争入札 管 県道堀兼根岸線配水管布設工事 狭山市柏原地内 DIPφ300㎜管布設　L=600ｍ 6ヶ月 2022/06

水道施設課 一般競争入札 管 市道H第35号線外3線配給水管改良工事 狭山市狭山台2丁目地内
DIPφ75㎜管布設　L=225ｍ
DIPφ100㎜管布設　L=305ｍ

6ヶ月 2022/06

水道施設課 一般競争入札 管 市道D第460号線外3線配給水管改良工事 狭山市大字上奥富・東三ツ木地内 DIPφ100㎜管布設　L=260ｍ 6ヶ月 2022/06

水道施設課 一般競争入札 管 市道E第442号線外2線配給水管改良工事 狭山市柏原地内
DIPφ75㎜管布設　L=35ｍ
DIPφ100㎜管布設　L=130ｍ

6ヶ月 2022/06

水道施設課 一般競争入札 管 狭山市駅加佐志線配給水管改良工事 狭山市入間川地内
DIPφ100㎜管布設　L=250ｍ
DIPφ200㎜管布設　L=250ｍ

5ヶ月 2022/06

水道施設課 一般競争入札 管 県道川越入間線配給水管改良工事 狭山市大字中新田地内 DIPφ100㎜管布設　L=510ｍ 6ヶ月 2022/06
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水道施設課 指名競争入札 管
市道C第576号線外1線下水道工事に伴う給水管仮設工
事

狭山市大字堀兼地内 PPφ50㎜管布設　L=70ｍ 3ヶ月 2022/06

水道施設課 一般競争入札 管 市道Ｈ第72号線外1線配給水管改良工事 狭山市狭山台4丁目地内 DIPφ75㎜管布設　L=485ｍ 6ヶ月 2022/07

水道施設課 指名競争入札 管 笹井柏原線配水管布設工事 狭山市大字上広瀬地内 DIPφ150㎜管布設　L=85ｍ 3ヶ月 2022/07

水道施設課 指名競争入札 管
国道16号狭山（3）電線共同溝工事に伴う移設工事（そ
の2）

狭山市入間川3丁目地内 DIPφ100㎜管布設　L=20ｍ 4ヶ月 2022/07

水道施設課 一般競争入札 管 市道H第62号線外4線配給水管改良工事 狭山市狭山台4丁目地内
DIPφ75㎜管布設　L=290ｍ
DIPφ100㎜管布設　L=30ｍ

6ヶ月 2022/08

水道施設課 一般競争入札 管 市道A第825号線配給水管改良工事 狭山市入間川2丁目地内 DIPφ75㎜管布設　L=150ｍ 4ヶ月 2022/09

水道施設課 一般競争入札 管 入曽駅東口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事 狭山市大字南入曽地内 DIPφ100㎜管布設　L=190ｍ 4ヶ月 2022/09

水道施設課 一般競争入札 管
市道B第300号線不老川改修工事に伴う配給水管移設
工事

狭山市大字北入曽・南入曽地内
DIPφ150㎜管布設　L=15ｍ
SUSφ150㎜管布設　L=25ｍ

5ヶ月 2022/09

水道施設課 一般競争入札 管 市道C第263号線外1線配給水管改良工事 狭山市大字東三ツ木地内 DIPφ75㎜管布設　L=90ｍ 4ヶ月 2022/10

水道施設課 一般競争入札 舗装 市道B第346号線舗装復旧工事 狭山市大字水野地内 舗装復旧　ｔ＝5㎝　1,600㎡ 4ヶ月 2022/04

水道施設課 一般競争入札 舗装 市道A第825号線外1線舗装復旧工事 狭山市入間川2丁目地内 舗装復旧　ｔ＝5㎝　700㎡ 3ヶ月 2022/04

水道施設課 一般競争入札 舗装 市道H第38号線外2線舗装復旧工事 狭山市狭山台4丁目地内 舗装復旧　ｔ＝5㎝　2,000㎡ 4ヶ月 2022/06

水道施設課 一般競争入札 舗装 市道E第485号線外1線舗装復旧工事 狭山市柏原地内 舗装復旧　ｔ＝5㎝　1,000㎡ 4ヶ月 2022/07

水道施設課 指名競争入札 舗装 県道所沢狭山線舗装復旧工事 狭山市富士見1丁目地内 舗装復旧　ｔ＝5㎝　500㎡ 3ヶ月 2022/07

水道施設課 一般競争入札 舗装 市道E第207号線外1線舗装復旧工事 狭山市柏原地内 舗装復旧　ｔ＝11㎝　2,700㎡　　ｔ＝5㎝　500㎡ 5ヶ月 2022/09

水道施設課 指名競争入札 舗装 市道B第252号線舗装復旧工事 狭山市大字南入曽地内 舗装復旧　ｔ＝5㎝　650㎡ 3ヶ月 2022/10

水道施設課 一般競争入札 防水 笹井配水場管理棟屋根防水工事 狭山市大字笹井719番地地内 管理棟屋根改修370㎡ 5ヶ月 2022/08

水道施設課 一般競争入札
機械器具設
置

柏原浄水場機械設備等更新工事 狭山市柏原612番地地内 ろ水機機械設備更新 10ヶ月 2022/04

水道施設課 一般競争入札
機械器具設
置

堀兼浄水場次亜塩素攪拌機更新工事 狭山市大字堀兼1975番地地内 次亜塩素攪拌機更新 7ヶ月 2022/06

下水道施設課 一般競争入札 土木一式 不5-9汚水枝線築造工事（第15-11工区） 狭山市大字堀兼地内 工事延長L＝644ｍ　φ200㎜管布設 6ヶ月 2022/04

下水道施設課 一般競争入札 土木一式 不老川雨水管築造工事（第5工区） 狭山市大字南入曽地内 工事延長L＝240m　φ350㎜からφ900㎜管布設工 10ヶ月 2022/04
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下水道施設課 一般競争入札 土木一式 不4中原第4汚水枝線築造工事（第28-17工区） 狭山市大字南入曽地内 工事延長L＝176m　φ200㎜管布設 4ヶ月 2022/05

下水道施設課 一般競争入札 土木一式 久7-1-2汚水枝線築造工事（第2工区） 狭山市大字青柳地内 工事延長L＝130m　φ200㎜管布設 4ヶ月 2022/05

下水道施設課 一般競争入札 土木一式 久7-3-1汚水枝線築造工事（第34-6工区） 狭山市大字青柳地内 工事延長L＝75m　φ200㎜管布設 3ヶ月 2022/05

下水道施設課 一般競争入札 土木一式 新8汚水枝線築造工事（第1工区） 狭山市柏原地内 工事延長L＝97m　φ200㎜管布設 3ヶ月 2022/06

下水道施設課 指名競争入札 土木一式 新1汚水枝線築造工事（第6工区） 狭山市笹井1丁目地内 工事延長L＝219m　φ200㎜管布設 4ヶ月 2022/06

下水道施設課 一般競争入札 土木一式 今宿雨水管人孔部改築工事（第1工区） 狭山市広瀬東1丁目地内 特殊人孔改築　一式 6ヶ月 2022/08

下水道施設課 一般競争入札 土木一式 中川原雨水管耐震化工事（第1工区） 狭山市大字上奥富地内 管更生　一式 6ヶ月 2022/08

下水道施設課 一般競争入札 舗装 不2南入曽汚水枝線舗装復旧工事（その1） 狭山市大字南入曽地内 舗装A=940㎡　附帯工一式 4ヶ月 2022/04

下水道施設課 指名競争入札 舗装 不4富士見第1汚水枝線舗装復旧工事（その3） 狭山市入間川地内 舗装A=540㎡　附帯工一式 3ヶ月 2022/04

下水道施設課 指名競争入札 舗装 不3北入曽汚水枝線舗装復旧工事（その1） 狭山市大字南入曽地内 舗装A=420㎡　附帯工一式 3ヶ月 2022/05

下水道施設課 一般競争入札 舗装 不4中原第4汚水枝線舗装復旧工事（その1） 狭山市大字北入曽地内 舗装A=1,170㎡　附帯工一式 4ヶ月 2022/07

下水道施設課 一般競争入札 舗装 久7-1汚水枝線舗装復旧工事（その1） 狭山市大字下奥富地内 舗装A=440㎡　附帯工一式 3ヶ月 2022/07

下水道施設課 指名競争入札 舗装 久5下窪汚水枝線舗装復旧工事（その2） 狭山市沢地内 舗装A=670㎡　附帯工一式 3ヶ月 2022/07

下水道施設課 指名競争入札 舗装 久4-2-5汚水枝線舗装復旧工事（その1） 狭山市大字下奥富地内 舗装A=390㎡　附帯工一式 3ヶ月 2022/07

下水道施設課 一般競争入札 舗装 不3逃水第1汚水枝線舗装復旧工事（その1） 狭山市大字水野地内 舗装A=830㎡　附帯工一式 4ヶ月 2022/09


