
令和４年4月現在

所属名称 工　　　　事　　　　名　　　　称 施工場所 予定工事期間 種別 工　　事　　概　　要 発注方法 発注予定月

ｽﾎﾟｰﾂ青少年課 総合体育館照明交換及び特定天井改修工事 和光市広沢３番１号 R4.5～R4.12 建築
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ、ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ ： 照明交換(ＬＥＤ化)、特
定天井改修

一般競争入札 R4.4

教育総務課 広沢小学校トイレ改修工事 和光市立広沢小学校地内 R4.5～R4.9 建築
学校内トイレをすべて乾式方法によるトイレに改
修

一般競争入札 R4.4

教育総務課 小学校特別教室空調機設置工事 和光市立各小学校地内 R4.5～R5.1 建築
下新倉小、新倉小を除く小学校の特別教室に
空調機を設置

一般競争入札 R4.4

教育総務課 中学校特別教室空調機設置工事 和光市立各中学校地内 R4.5～R5.1 建築 中学校３校の特別教室に空調機設置 一般競争入札 R4.4

道路安全課 市道245号線道路改良工事 和光市新倉1丁目地内 Ｒ4.4～Ｒ4.12 土木 土木工事　一式 一般競争入札 R4.4

道路安全課 市道412号線舗装修繕工事 和光市白子3丁目地内 Ｒ4.4～Ｒ4.8 ほ装 舗装工事 指名競争入札 R4.4

学校教育課 第五小学校給食室空調機増設工事 和光市立第五小学校地内 R4.5～R4.8 管 調理室、洗浄室、配膳室の空調機増設 一般競争入札 .R4.5

下水道課 22管渠補修工事（その１） 和光市内（南側） R4.5～R4.9 土木 管路内補修 指名競争入札 R4.5

下水道課 人孔蓋取替工事（汚水・雨水） 和光市内 R4.5～R4.9 土木 人孔蓋交換（雨水　2箇所　汚水　15箇所） 指名競争入札 R4.5

下水道課 越戸川第16排水区整備工事（市道222号線） 和光市本町地内 R4.5～R5.3 土木 雨水管Φ800　L=337ｍ 一般競争入札 R4.5

危機管理室 南１丁目防火貯水槽解体工事 和光市南１丁目３０番地内 R4.5～R4.9 解体 消防用防火貯水槽の解体工事 一般競争入札 R4.5

公共交通政策
室

（仮称）自動運転サービス導入に関する１期区間専用レーン整
備に伴う支障物撤去工事

和光市新倉１丁目34番地
先他

R4.5～R4.9 土木 支障物撤去工 一般競争入札 R4.5

水道施設課 市道1号線配水管布設替え工事（その１） 下新倉三丁目地内 Ｒ4.5～Ｒ5.3 土木 配水管布設工 一般競争入札 R4.5

水道施設課 市道364号線配水管布設替え工事 丸山台一丁目地内 Ｒ4.5～Ｒ5.3 土木 配水管布設工 一般競争入札 R4.5

水道施設課 市道91号線配水管布設替え工事 白子三丁目地内 Ｒ4.5～Ｒ5.3 土木 配水管布設工 一般競争入札 R4.5

水道施設課 市道1号線配水管布設替え工事（その2） 新倉二丁目地内 Ｒ4.5～Ｒ5.3 土木 配水管布設工 一般競争入札 R4.5

水道施設課 市道412号線配水管布設替え工事 白子二丁目地内 Ｒ4.5～Ｒ5.3 土木 配水管布設工 一般競争入札 R4.5

水道施設課 宮本清水線配水管新設工事
駅北口土地区画整理事業
地区内

Ｒ4.5～Ｒ5.3 土木 配水管布設工 一般競争入札 R4.5

水道施設課 市道1号線舗装本復旧工事 下新倉三丁目地内 Ｒ4.5～Ｒ5.3 ほ装 舗装工 一般競争入札 R4.5

水道施設課 市道32号線舗装本復旧工事 白子一丁目地内 Ｒ4.5～Ｒ5.3 ほ装 舗装工 指名競争入札 R4.5

水道施設課 市道412号線舗装本復旧工事 白子一丁目地内他 Ｒ4.5～Ｒ5.3 ほ装 舗装工 一般競争入札 R4.5

水道施設課 市道232号線舗装本復旧工事 新倉一丁目地内 Ｒ4.5～Ｒ5.3 ほ装 舗装工 一般競争入札 R4.5

水道施設課 水路125号線舗装本復旧工事 南一丁目地内 Ｒ4.5～Ｒ5.3 ほ装 舗装工 指名競争入札 R4.5

水道施設課 酒井浄水場No.3・4ポンプ盤更新工事 酒井浄水場内 Ｒ4.5～Ｒ5.3 電気 ポンプ盤更新 一般競争入札 R4.5

総務人権課 和光市民文化センター　光回線敷設工事
和光市民文化センター地
内  和光市広沢１－５

R4.6～R5.2 電気
和光市民文化センター内への光回線設備取付
工等

一般競争入札 R4.5

令和４年度 和光市建設工事発注見通し
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令和４年度 和光市建設工事発注見通し

長寿あんしん課 和光市介護老人保健福祉施設　昇降機改修工事 新倉8-23-1 R4.6～R4.12 建築 昇降機の改修工事 一般競争入札 R4.5

道路安全課 市道365号線道路改良工事 和光市下新倉4丁目地内 Ｒ4.5～Ｒ5.3 土木 土木工事　一式 一般競争入札 R4.5

保育施設課
みなみ保育園

自動火災報知設備修繕工事 和光市南2-3-3 R4.6～R5.3 消防 自動火災報知設備の修繕交換工事 指名競争入札 R4.6

危機管理室 新倉２丁目防火貯水槽・鉄塔解体工事 和光市新倉２丁目地内 R4.6～R4.12 解体
鉄塔解体工事及び消防用防火貯水槽の解体工
事

指名競争入札 R4.6

教育総務課 第五小学校貯水槽更新工事 和光市立第五小学校地内 R4.6～R5.1 建築 貯水槽の老朽化による更新工事 一般競争入札 R4.6

公共交通政策
室

（仮称）自動運転サービス導入に関する１期区間専用レーン（第
１工区）整備工事

和光市新倉１丁目34番地
先

R4.6～R4.12 土木 道路改良工、舗装工 一般競争入札 R4.6

公共交通政策
室

（仮称）自動運転サービス導入に関する１期区間専用レーン（第
２工区）整備工事

和光市新倉１丁目31番地
先他

R4.6～R5.2 土木 道路改良工、舗装工 一般競争入札 R4.6

公共交通政策
室

（仮称）自動運転サービス導入に関する１期区間専用レーン（第
３工区）整備工事

和光市新倉２丁目10番地
先他

R4.6～R5.1 土木 道路改良工、舗装工 一般競争入札 R4.6

水道施設課 南浄水場高圧受電盤更新工事 南浄水場内 Ｒ4.6～Ｒ6.3 電気 高圧受電設備更新 一般競争入札 R4.6

総務人権課
和光市民文化センター　高圧コンデンサ盤劣化機器交換修繕
（NO.2）

和光市民文化センター地
内  和光市広沢１－５

R4.10～R5.1 電気
高圧受電設備（No.2）のVCS,コンデンサ,リアクト
ル交換工事

一般競争入札 R4.6

総務人権課 庁舎昇降機改修工事（１・２号機） 和光市広沢１番５号 R4.6～R5.3 機械 行政棟昇降機のリニューアル工事 指名競争入札 R4.6

総務人権課 庁舎敷地内通路整備工事 和光市広沢１番５号 R4.6～R5.3 土木 市役所駐車場内通路整備工事 一般競争入札 R4.6

中央公民館 中央公民館受変電設備高圧機器更新工事 中央公民館 R4.6～R5.2 電気 受変電設備高圧機器の更新 指名競争入札 R4.6

道路安全課 市道528号線舗装修繕工事 和光市新倉2丁目地内 Ｒ4.6～Ｒ5.3 ほ装 舗装工事 一般競争入札 R4.6

駅北口土地区画
整理事業事務所 宮本清水線外街路築造他工事(仮称)

和光市駅北口土地区画整
理事業地区内

R4.7～R5.3 土木 街路築造工事　  L=113m 一般競争入札 R4.7

下水道課 駅北口マンホールポンプ交換工事 和光市新倉1丁目地内 R4.7～R4.11 機械 マンホールポンプ交換　 指名競争入札 R4.7

下水道課 芝屋橋マンホールポンプ交換及び制御盤更新工事 和光市白子１丁目地内 R4.7～R5.3 機械 マンホールポンプ交換・制御盤更新 指名競争入札 R4.7

道路安全課 白藤橋雨水ポンプ場ポンプ設備改修工事 和光市白子３丁目地内 R4.8～R5.3 機械 ポンプ、制御盤、水位計更新 一般競争入札 R4.7

道路安全課 市道524号線舗装修繕工事 和光市南2丁目地内 Ｒ4.9～Ｒ5.3 ほ装 舗装工事 一般競争入札 R4.9

道路安全課 市道1号線舗装修繕工事 和光市新倉2丁目 Ｒ4.9～Ｒ5.3 ほ装 舗装工事 一般競争入札 R4.9

駅北口土地区画
整理事業事務所 区4.2-1号線外街路築造他工事(仮称)

和光市駅北口土地区画整
理事業地区内

R4.12～R5.2 土木 街路築造工事 L=71.4m 一般競争入札 R4.11

駅北口土地区画
整理事業事務所 区4.2-1号線配水管布設工事(仮称)

和光市駅北口土地区画整
理事業地区内

R4.12～R5.2 土木 配水管布設工事 φ75mm    L=43.5m 一般競争入札 R4.11

道路安全課 市道407号線歩道舗装補修工事 和光市西大和団地地内 Ｒ4.12～Ｒ5.3 ほ装 舗装工事 指名競争入札 R4.12

駅北口土地区画
整理事業事務所 特4-3号線外街路築造工事(仮称)

和光市駅北口土地区画整
理事業地区内

R5.2～R5.3 土木 街路築造工事   L=61.8m 一般競争入札 R5.1

駅北口土地区画
整理事業事務所 特4-3号線外水道管新設工事(仮称)

和光市駅北口土地区画整
理事業地区内

R5.2～R5.3 土木 配水管布設工事 φ100mm    L=104.5m 一般競争入札 R5.1

駅北口土地区画
整理事業事務所 区15-1号線雨水管新設工事(仮称)

和光市駅北口土地区画整
理事業地区内

R5.2～R5.3 土木 雨水管布設工事 □1200×1200mm    L=24.6m 一般競争入札 R5.1


