
　　発注見通しに関する調書（令和４年度）

番号 工  　事  　名 工事場所 工　期 工事業種 工　事　概　要  契約方法 特記事項 発注時期

1 清川橋橋りょう架替工事（工場製作工） 大字前ケ貫地内外 R4.05～R5.01 鋼構造物工事 L=86.0ｍ　W=10.5ｍ 一般競争入札 R4.04入札

2
元加治駅南口駅前通り線道路整備工事（その2）（区画整理課・水
道工務課・下水道課発注有）

岩沢南部土地区画整
理事業地内

R4.06～R5.03 土木一式工事 延長365m、幅員16m 一般競争入札 R4.05入札

3
令和4年度公共下水道工事第2工区（岩北）
（水道工務課発注有）

大字岩沢地内 R4.06～R5.03 土木一式工事 内径Φ250㎜、延長148m 一般競争入札 R4.05入札

4 富士見小学校校舎東棟空調設備改修工事（機械設備工事） 富士見小学校地内 R4.05～R4.10 管工事 空調設備改修に伴う機械設備工事 一般競争入札 R4.05入札

5 美杉台小学校校舎南棟空調設備改修工事（機械設備工事） 美杉台小学校地内 R4.05～R4.10 管工事 空調設備改修に伴う機械設備工事 一般競争入札 R4.05入札

6 飯能大橋修繕工事 南町地内外 R4.06～R5.01 土木一式工事 橋りょう補修1式 一般競争入札 R4.05入札

7 災害復旧工事（1災225号）下原橋上部工 大字赤沢地内 R4.07～R5.03 土木一式工事 L=26.3ｍ　W=2.9ｍ 一般競争入札 R4.06入札

8 小岩井浄水場非常用発電機設置工事 大字小岩井地内 R4.07～R6.03 電気工事 非常用発電機設置 1台 一般競争入札 R4.07入札

9 阿須運動公園ホッケー場改修工事 阿須812-3地内 R4.09～R5.03 土木一式工事 人工芝張替　6,591㎡ 一般競争入札 R4.07入札

10 獺橋修繕工事 大字下名栗地内 R4.10～R5.03 土木一式工事 橋りょう補修1式 一般競争入札 R4.09入札

11 清川橋橋りょう架替工事（上部工その１） 大字前ケ貫地内外 R4.10～R5.03 土木一式工事 L=86.0ｍ　W=10.5ｍ 一般競争入札 R4.09入札

12 岩沢北部地区区6-105号線ほか道路整備工事
岩沢北部土地区画整
理事業地内

R4.04～R4.10 土木一式工事 延長205m、幅員6m 簡易公募型指名競争入札 参加促進型 R4.04入札

13
笠縫地区区6-10号線ほか道路整備工事（水道工務課・下水道課発
注有）

笠縫土地区画整理事
業地内

R4.04～R4.11 土木一式工事 延長205m、幅員6m 簡易公募型指名競争入札 R4.04入札

14 小岩井地内導送水管布設工事 大字小岩井地内 R4.05～R4.10 土木一式工事 φ600mm、延長＝180ｍ、 φ250mm、延長＝180ｍ 簡易公募型指名競争入札 受注機会確保型 R4.05入札

15 市道1-2712号線（飯能駅南口駅前通り線）舗装打換工事 美杉台地内 R4.05～R4.08 舗装工事 L=225m W=9.0m 簡易公募型指名競争入札 参加促進型 R4.05入札

16 令和4年度仲町・稲荷町地内配水管布設工事 仲町・稲荷町地内 R4.05～R4.10 土木一式工事 φ150㎜、延長＝240ｍ 簡易公募型指名競争入札 R4.05入札

17 阿須小久保線道路整備工事（安全施設工その2）
岩沢南部土地区画整
理事業地内

R4.05～R4.10 土木一式工事 延長92m、幅員16m 簡易公募型指名競争入札 R4.05入札

18 富士見小学校校舎東棟空調設備改修工事（建築工事） 富士見小学校地内 R4.05～R4.10 建築一式工事 空調設備改修に伴う建築工事 簡易公募型指名競争入札 R4.05入札

18 美杉台小学校校舎南棟空調設備改修工事（建築工事） 美杉台小学校地内 R4.05～R4.10 建築一式工事 空調設備改修に伴う建築工事 簡易公募型指名競争入札 R4.05入札

20 清川橋橋りょう架替工事（道路改良工その１） 大字前ケ貫地内外 R4.06～R5.03 土木一式工事 L=217.0ｍ　W=10.0ｍ 簡易公募型指名競争入札 受注機会確保型 R4.05入札

21 市道1-977号線（大字青木地内）雨水排水対策工事 大字青木地内 R4.06～R4.09 土木一式工事 排水構造物工L=70m,舗装工310m2 簡易公募型指名競争入札 R4.05入札

22 令和4年度下水道工事第1工区（双南） 大字双柳地内 R4.06～R4.10 土木一式工事 内径Φ200㎜、延長126m 簡易公募型指名競争入札 R4.06入札

23 双柳南部地区暫定雨水管整備工事
双柳南部土地区画整
理事業地内

R4.06～R4.11 土木一式工事 内径600mm、延長130m 簡易公募型指名競争入札 R4.06入札

24
笠縫地区区6-19号線ほか道路整備工事（区画整理課・下水道課発
注有）

笠縫土地区画整理事
業地内

R4.06～R4.12 土木一式工事 延長170m、幅員6m 簡易公募型指名競争入札 R4.06入札

25
岩沢北部地区区9-5号線道路整備工事（区画整理課・水道工務課発
注有）

岩沢北部土地区画整
理事業地内

R4.06～R4.12 土木一式工事 延長80m、幅員9m 簡易公募型指名競争入札 R4.06入札

26 美杉台中学校校舎空調設備修繕 美杉台中学校地内 R4.07～R4.11 管工事
冷温水機の制御盤交換ほかオーバー
ホール修繕

簡易公募型指名競争入札 参加促進型 R4.07入札

27
トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園
森の家スレート瓦葺替工事

トーベ・ヤンソンあけぼの子ど
もの森公園地内 R4.07～R4.12 建築一式工事 スレート瓦葺替 158㎡ 簡易公募型指名競争入札 R4.07入札

28 笠縫地区区6-68号線ほか道路整備工事（水道工務課発注有）
笠縫土地区画整理事
業地内

R4.07～R5.01 土木一式工事 延長200m、幅員6m 簡易公募型指名競争入札 R4.07入札

29
岩沢南部地区区5-1号線道路整備工事（水道工務課・下水道課発注
有）

岩沢南部土地区画整
理事業地内

R4.07～R5.01 土木一式工事 延長110m、幅員5m 簡易公募型指名競争入札 R4.07入札
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30 岩沢北部地区区5-106号線ほか道路整備工事
岩沢北部土地区画整
理事業地内

R4.08～R5.02 土木一式工事 延長180m、幅員5m 簡易公募型指名競争入札 R4.08入札

31
岩沢南部地区区5-8号線ほか道路整備工事（水道工務課・下水道課
発注有）

岩沢南部土地区画整
理事業地内

R4.08～R5.02 土木一式工事 延長130m、幅員5m 簡易公募型指名競争入札 R4.08入札

32 市道5-6号線（石倉唐竹線）道路改良工事 大字唐竹地内 R4.09～R5.01 土木一式工事 L=150m W=5.2m 簡易公募型指名競争入札 R4.08入札

33 笠縫地区区6-101号線ほか道路整備工事（水道工務課発注有）
笠縫土地区画整理事
業地内

R4.09～R5.03 土木一式工事 延長220m、幅員6m 簡易公募型指名競争入札 R4.09入札

34
双柳南部地区六道巽原線道路整備工事（区画整理課・水道工務
課・下水道課発注有）

双柳南部土地区画整
理事業地内

R4.09～R5.03 土木一式工事 延長170m、幅員9m 簡易公募型指名競争入札 R4.09入札

35
岩沢北部地区16街区造成ほか工事（水道工務課・下水道課発注
有）

岩沢北部土地区画整
理事業地内

R4.09～R5.03 土木一式工事 造成面積1500㎡ 簡易公募型指名競争入札 R4.09入札

36 市道1-1829号線道路整備工事 飯能市岩沢地内 R4.09～R5.03 土木一式工事 延長190m、幅員5m 簡易公募型指名競争入札 R4.09入札

37
令和4年度公共下水道工事第2工区（双南）
（区画整理課・水道工務課発注有）

大字双柳地内 R4.09～R5.03 土木一式工事 内径Φ200㎜、延長378m 簡易公募型指名競争入札 R4.09入札

38 北川６号橋修繕工事 大字北川地内 R4.10～R5.02 土木一式工事 橋りょう補修1式 簡易公募型指名競争入札 R4.09入札

39 舗装復旧工事 仲町地内 R4.10～R5.03 土木一式工事 延長=190m、幅員=6.5ｍ 簡易公募型指名競争入札 R4.10入札

40 双柳南部地区区6-8号線ほか道路整備工事（区画整理課発注有）
双柳南部土地区画整
理事業地内

R4.10～R5.03 土木一式工事 延長150m、幅員6m 簡易公募型指名競争入札 R4.10入札

41 青木地内南小畔川河川整備工事 大字青木地内 R4.10～R5.03 土木一式工事 L=100ｍ 簡易公募型指名競争入札 R4.10入札

42 令和４年度公園施設長寿命化計画遊具更新工事 大字飯能地内外 R4.10～R5.03 土木一式工事 ３基 簡易公募型指名競争入札 R4.10入札

43 清川橋橋りょう架替工事（上部工その２） 大字前ケ貫地内外 R4.11～R5.03 土木一式工事 L=86.0ｍ　W=10.5ｍ 簡易公募型指名競争入札 R4.10入札

44 飯能市浄化センター主ポンプ設備修繕 征矢町地内 R4.05～R5.03 機械器具設置工事 分流汚水ポンプの分解整備 公募型指名競争入札 R4.05入札

45 富士見小学校校舎東棟空調設備改修工事（電気設備工事） 富士見小学校地内 R4.05～R4.10 電気工事 空調設備改修に伴う電気設備工事 公募型指名競争入札 R4.05入札

46 美杉台小学校校舎南棟空調設備改修工事（電気設備工事） 美杉台小学校地内 R4.05～R4.10 電気工事 空調設備改修に伴う電気設備工事 公募型指名競争入札 R4.05入札

47 上吾野浄水場ろ過池流量調節弁交換工事 大字北川地内 R4.07～R5.02 機械器具設置工事 ろ過池流量調節弁交換 2基 公募型指名競争入札 R4.07入札

48 飯能市浄化センター全窒素・全リン計測器更新工事 征矢町地内 R4.08～R5.03 電気工事 全窒素・全リン計測器の更新 公募型指名競争入札 R4.08入札

49 飯能市浄化センターＭＬＳＳ計測器更新工事 征矢町地内 R4.08～R5.03 電気工事 ＭＬＳＳ計測器の更新 公募型指名競争入札 R4.08入札

50 富士見団地１号棟屋上防水改修工事 富士見団地地内 R4.09～R4.12 防水工事 防水改修 平場618㎡ 立上り54㎡ 公募型指名競争入札 R4.09入札

51 本庁舎屋上防水改修工事（第１工区） 本庁舎地内 R4.09～R4.12 防水工事 防水改修 平場1,158㎡ 立上り99㎡ 公募型指名競争入札 R4.09入札

52 森林管理道山中線道路改良工事 大字上名栗地内 R4.04～R4.06 土木一式工事 延長20m　幅員3.6m　路肩復旧工1式 指名競争入札 R4.04入札

53 市道1-3068号線ほか（東幹線）道路築造工事 飯能市岩沢地内 R4.04～R4.08 土木一式工事 延長70m、幅員9m 指名競争入札 R4.04入札

54 岩沢南部地区区4-22号線ほか道路整備工事
岩沢南部土地区画整
理事業地内

R4.04～R4.09 土木一式工事 延長200m、幅員4m 指名競争入札 R4.04入札

55 道路舗装修繕及び復旧工事（単価契約）Ａ地区 市内全域 R4.04～R5.03 土木一式工事 一式 指名競争入札 R4.04入札

56 道路舗装修繕及び復旧工事（単価契約）Ｂ地区 市内全域 R4.04～R5.03 土木一式工事 一式 指名競争入札 R4.04入札

57 中山・原町地内浚渫工事 大字中山地内 R4.05～R4.06 土木一式工事 L=100ｍ 指名競争入札 R4.05入札

58 双柳第１マンホールポンプ場ポンプ設備等撤去工事 大字双柳地内 R4.05～R4.08 機械器具設置工事 ポンプ設備ほか撤去 指名競争入札 R4.05入札
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59 市道1-1947-1号線道路整備工事 飯能市岩沢地内 R4.05～R4.09 土木一式工事 延長50m、幅員4m 指名競争入札 R4.05入札

60 飯能市浄化センター№1遠心脱水機修繕 征矢町地内 R4.05～R4.10 機械器具設置工事 遠心脱水機の分解整備 指名競争入札 R4.05入札

61 飯能市浄化センター水中曝気装置修繕 征矢町地内 R4.05～R4.10 機械器具設置工事 水中曝気装置の分解整備 指名競争入札 R4.05入札

62
双柳南部地区13-2街区造成ほか工事（水道工務課・下水道課発注
有）

双柳南部土地区画整
理事業地内

R4.05～R4.11 土木一式工事 造成面積1100㎡ 指名競争入札 R4.05入札

63 森林管理道横倉線道路改良工事 大字上名栗地内 R4.05～R4.12 土木一式工事 延長100m 幅員3.6m　路肩復旧工1式 指名競争入札 R4.05入札

64 原市場中学校正門門扉設置工事 原市場中学校地内 R4.06～R4.09 土木一式工事 正門門扉の設置 指名競争入札 R4.06入札

65 美杉台小学校給食室搬入口改修工事 美杉台小学校地内 R4.06～R4.09 建築一式工事 給食備品設置に伴う搬入口の改修 指名競争入札 R4.06入札

66 双柳小学校図工室空調設備改修工事 双柳小学校地内 R4.06～R4.09 管工事 図工室の空調設備改修工事 指名競争入札 R4.06入札

67
令和4年度下水道工事第3工区（笠縫）
（水道工務課発注有）

大字川寺地内 R4.06～R4.10 土木一式工事 内径Φ200㎜、延長30m 指名競争入札 R4.06入札

68 飯能市浄化センターブロワー盤進相コンデンサ修繕 征矢町地内 R4.06～R4.12 電気工事 進相コンデンサーの取替 指名競争入札 R4.06入札

69 精明小学校空調設備撤去工事 精明小学校地内 R4.07～R4.09 管工事 既存空調設備の撤去 指名競争入札 R4.07入札

70 東吾野医療介護センター外壁修繕
東吾野医療介護セン
ター地内

R4.07～R4.10 建築一式工事
施設外壁タイルの浮き、ひび割れ等の
修繕

指名競争入札 R4.07入札

71 岩沢南部地区区4-64号線ほか道路整備工事（水道工務課発注有）
岩沢南部土地区画整
理事業地内

R4.07～R4.11 土木一式工事 延長180m、幅員4m 指名競争入札 R4.07入札

72 東吾野医療介護センター地下タンク電気防食工事
東吾野医療介護セン
ター地内

R4.07～R4.12 電気工事
地下タンクの腐食防止のための電極設
置工事

指名競争入札 R4.07入札

73 原市場浄化センター曝気ブロワー等更新工事 大字原市場地内 R4.07～R5.01 機械器具設置工事 曝気ブロワーほかの更新 指名競争入札 R4.07入札

74 長尾坂野口入１号橋橋梁修繕工事 大字平戸地内 R4.07～R5.02 土木一式工事 延長5m 幅員4m　主桁断面修復1式 指名競争入札 R4.07入札

75 尾長入口、名郷バス停車帯工事（附帯工） 大字原市場地内外 R4.08～R4.10 土木一式工事 土工1式 指名競争入札 R4.07入札

76
岩沢北部地区区4.2-2号線道路整備工事（下水道課発注有※250万
円未満）

岩沢北部土地区画整
理事業地内

R4.08～R4.12 土木一式工事 延長60m、幅員4.2m 指名競争入札 R4.08入札

77 令和4年度下水道工事第1工区（双柳） 大字双柳地内 R4.08～R4.12 土木一式工事 内径Φ200㎜、延長23m 指名競争入札 R4.08入札

78 岩沢南部地区A20街区造成ほか工事（水道工務課発注有）
岩沢南部土地区画整
理事業地内

R4.08～R5.01 土木一式工事 造成面積1200㎡ 指名競争入札 R4.08入札

79 大河原配水場№２揚水ポンプ電動弁修繕工事 茜台地内 R4.08～R5.01 機械器具設置工事
揚水ポンプ用電動吸込弁300A・電動吐
出弁200A　分解整備 各1台

指名競争入札 R4.08入札

80 飯能市浄化センター返送汚泥ポンプ修繕 征矢町地内 R4.08～R5.01 水道施設工事 返送汚泥ポンプの分解整備 指名競争入札 R4.08入札

81 阿須運動公園東側崩落土砂撤去工事 大字阿須地内 R4.09～R4.12 土木一式工事 L=30ｍ 指名競争入札 R4.09入札

82 市道1-5号線（平松地内）道路改良工事 大字平松地内 R4.10～R5.02 土木一式工事 L=250m W=10.25m 指名競争入札 R4.09入札

83 マンホールポンプ場仕切弁等修繕 大字中居地内ほか R4.10～R5.02 水道施設工事 仕切弁ほか修繕 指名競争入札 R4.10入札

84 マンホールポンプ場ポンプ設備更新工事 大字川寺地内ほか R4.10～R5.02 水道施設工事 ポンプ設備の更新 指名競争入札 R4.10入札

85 笠縫第２マンホールポンプ場ポンプ設備等撤去工事 大字笠縫地内 R4.10～R5.02 機械器具設置工事 汚水管布設、ポンプ設備ほか撤去 指名競争入札 R4.10入札

86 わんぱく池池底改修工事 大字阿須地内 R4.10～R5.03 機械器具設置工事 A=60㎡ 指名競争入札 R4.10入札

87 道路反射鏡設置工事 市内各所 R4.11～R5.01 土木一式工事 鏡体直径80㎝独立柱8基ほか 指名競争入札 R4.11入札

3 / 5 ページ



　　発注見通しに関する調書（令和４年度）

番号 工  　事  　名 工事場所 工　期 工事業種 工　事　概　要  契約方法 特記事項 発注時期

88 飯能河原周辺案内看板工事 飯能河原 R4.11～R5.03 建築一式工事 看板装置１基 指名競争入札 R4.10入札

89 法面石積設置工事 大字阿須地内 R4.12～R5.03 土木一式工事 一式 指名競争入札 R4.12入札

90 浅間第２マンホールポンプ場ポンプ設備等撤去工事 大字双柳地内 R4.12～R5.03 機械器具設置工事 ポンプ設備ほか撤去 指名競争入札 R4.12入札

91 農道双柳線舗装打換工事 大字平松地内 R4.12～R5.03 土木一式工事 延長70ｍ、幅員6.3ｍ 指名競争入札 R4.11入札

92 令和4年度原市場地内配水管布設工事（その1） 大字原市場地内 R4.05～R4.09 土木一式工事
φ200mm、延長＝140ｍ、
φ75mm、延長＝18ｍ

随意契約 R4.05見積

93
笠縫土地区画整理地内配水管布設工事（第1工区）
（区画整理課・下水道課発注有）

大字川寺地内 R4.05～R4.11 土木一式工事 φ100㎜、延長＝51ｍ 随意契約 R4.05見積

94
令和4年度下水道工事第1工区（笠縫）
（区画整理課・水道工務課発注有）

大字川寺地内 R4.05～R4.11 土木一式工事 内径Φ200㎜、延長54m 随意契約 R4.05見積

95
清川橋上水道管橋りょう添架工事（支持架台工場製作工）
（道路公園課・下水道課発注有）

大字前ケ貫・落合地内 R4.05～R5.01 鋼構造物工事 可動架台15組、固定架台1組 随意契約 R4.05見積

96
清川橋下水道管橋りょう添架工事（支持架台工場製作工）
（道路公園課・水道工務課発注有）

大字前ケ貫地内外 R4.05～R5.01 鋼構造物工事 可動架台15組、固定架台1組 随意契約 R4.05見積

97
笠縫土地区画整理地内配水管布設工事（第5工区）
（下水道課発注有）

大字川寺地内 R4.06～R4.10 土木一式工事 φ75㎜、延長＝25ｍ 随意契約 R4.06見積

98
双柳南部土地区画整理地内配水管布設工事（第1工区）
（区画整理課・下水道課発注有）

大字双柳地内 R4.06～R4.11 土木一式工事 φ75㎜、延長＝34ｍ 随意契約 R4.06見積

99
令和4年度下水道工事第3工区（双南）
（区画整理課・水道工務課発注有）

大字双柳地内 R4.06～R4.11 土木一式工事 内径Φ200㎜、延長30m 随意契約 R4.06見積

100
笠縫地区区6-19号線ほか道路整備工事（附帯工）（区画整理課発
注有）

笠縫土地区画整理事
業地内

R4.06～R4.12 土木一式工事 延長170m、幅員6m 随意契約 R4.06見積

101
岩沢北部地区区9-5号線道路整備工事（附帯工）（区画整理課発注
有）

岩沢北部土地区画整
理事業地内

R4.06～R4.12 土木一式工事 延長80m、幅員9m 随意契約 R4.06見積

102
岩沢北部土地区画整理地内配水管布設工事（第2工区）
（区画整理課発注有）

大字岩沢地内 R4.06～R4.12 土木一式工事
φ100㎜、延長＝82ｍ、
φ75㎜、延長＝12ｍ

随意契約 R4.06見積

103
令和4年度下水道工事第2工区（笠縫）
（区画整理課発注有）

大字笠縫地内 R4.06～R4.12 土木一式工事 内径Φ200㎜、延長142m 随意契約 R4.06見積

104
令和4年度岩沢北部土地区画整理地内配水管布設工事（第3工区）
（下水道課発注有）

大字岩沢地内 R4.06～R5.03 土木一式工事
φ150㎜、延長＝91ｍ、
φ75㎜、延長＝13ｍ

随意契約 R4.06見積

105
元加治駅南口駅前通り線道路整備工事（その2附帯工）（区画整理
課発注有）

岩沢南部土地区画整
理事業地内

R4.06～R5.03 土木一式工事 延長360m、幅員16m 随意契約 R4.06見積

106 クリーンセンター破砕処理施設修繕 飯能市大字下畑７６８番地の１ R4.06～R5.03 機械器具設置工事 破砕処理施設修繕一式 随意契約 R4.06見積

107 クリーンセンター水処理施設修繕 飯能市大字下畑７６８番地の１ R4.06～R5.03 機械器具設置工事 水処理施設修繕一式 随意契約 R4.06見積

108
岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事（第3工区）
（区画整理課・下水道課発注有）

大字岩沢地内 R4.06～R5.03 土木一式工事
φ150㎜、延長＝72ｍ、φ100㎜、延長
＝195ｍ、φ75㎜、延長＝21ｍ

随意契約 R4.06見積

109
令和4年度下水道工事第3工区（岩南）
（区画整理課・水道工務課発注有）

大字岩沢地内 R4.06～R5.03 土木一式工事 内径Φ200㎜、延長275m 随意契約 R4.06見積

110
岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事（第5工区）
（区画整理課発注有）

大字岩沢地内 R4.07～R4.11 土木一式工事 φ75㎜、延長＝56ｍ 随意契約 R4.07見積

111
笠縫土地区画整理地内配水管布設工事（第2工区）
（区画整理課発注有）

大字川寺地内 R4.07～R5.01 土木一式工事 φ150㎜、延長＝48ｍ 随意契約 R4.07見積

112
岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事（第1工区）
（区画整理課・下水道課発注有）

大字岩沢地内 R4.07～R5.01 土木一式工事 φ100㎜、延長＝104ｍ 随意契約 R4.07見積

113
令和4年度下水道工事第1工区（岩南）
（区画整理課・水道工務課発注有）

大字岩沢地内 R4.07～R5.01 土木一式工事 内径Φ200㎜、延長112m 随意契約 R4.07見積

114 環境センター回転平膜分離装置修繕 飯能市征矢町３１番地１ R4.07～R5.03 機械器具設置工事 回転平膜分離装置修繕一式 随意契約 R4.07見積

115
岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事（第4工区）
（区画整理課発注有）

大字岩沢地内 R4.08～R5.01 土木一式工事
φ100㎜、延長＝51ｍ、
φ75㎜、延長＝24ｍ

随意契約 R4.08見積

116
岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事（第2工区）
（区画整理課・下水道課発注有）

大字岩沢地内 R4.08～R5.02 土木一式工事
φ150㎜、延長＝84ｍ、
φ100㎜、延長＝77ｍ

随意契約 R4.08見積
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117
令和4年度下水道工事第2工区（岩南）
（区画整理課・水道工務課発注有）

大字岩沢地内 R4.08～R5.02 土木一式工事 内径Φ200㎜、延長55m 随意契約 R4.08見積

118
双柳南部地区六道巽原線道路整備工事（附帯工）（区画整理課発
注有）

双柳南部土地区画整
理事業地内

R4.09～R5.03 土木一式工事 延長170m、幅員9m 随意契約 R4.09見積

119 環境センターＮｏ2し渣コンベヤ修繕 飯能市征矢町３１番地１ R4.09～R5.03 機械器具設置工事 Ｎｏ2し渣コンベヤ修繕一式 随意契約 R4.09見積

120
原市場地内配水管布設工事（その2）
（飯能県土整備事務所発注有）

大字原市場地内 R4.09～R5.03 土木一式工事 φ200㎜、延長＝232ｍ 随意契約 R4.09見積

121
笠縫土地区画整理地内配水管布設工事（第4工区）
（区画整理課）

大字笠縫地内 R4.09～R5.03 土木一式工事
φ100㎜、延長＝21ｍ、
φ75㎜、延長＝22ｍ

随意契約 R4.09見積

122
双柳南部土地区画整理地内配水管布設工事（第2工区）
（区画整理課・下水道課発注有）

大字双柳地内 R4.09～R5.03 土木一式工事
φ100㎜、延長＝110ｍ、
φ75㎜、延長＝193ｍ

随意契約 R4.09見積

123
岩沢北部土地区画整理地内配水管布設工事（第1工区）
（区画整理課・下水道課発注有）

大字岩沢地内 R4.09～R5.03 土木一式工事 φ100㎜、延長＝110ｍ 随意契約 R4.09見積

124
令和4年度下水道工事第1工区（岩北）
（区画整理課・水道工務課発注有）

大字岩沢地内 R4.09～R5.03 土木一式工事 内径Φ200㎜、延長108m 随意契約 R4.09見積

125
双柳南部地区区6-8号線ほか道路整備工事（附帯工）（区画整理課
発注有）

双柳南部土地区画整
理事業地内

R4.10～R5.03 土木一式工事 延長150m、幅員6m 随意契約 R4.10見積

126
清川橋上水道管橋りょう添架工事
（道路公園課・下水道課発注有）

大字前ケ貫地内外 R4.10～R5.03 土木一式工事 φ250㎜、延長 90ｍ 随意契約 R4.10見積

127
清川橋下水道管橋りょう添架工事
（道路公園課・水道工務課発注有）

大字前ケ貫地内外 R4.10～R5.03 土木一式工事 内径Φ250㎜、延長90m 随意契約 R4.10見積
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