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予算額
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1
総合社会福祉センター改修工事
（１階事務所空調設備更新）

蕨市錦町３丁目３番２
７号

約９カ月 建築工事 空調設備更新工事 指名競争入札 ４月頃 5,580 福祉総務課

2 錦町２丁目第２住宅解体工事
蕨市錦町２丁目６番２
０号

約１１カ月 建築工事 市営住宅解体工事 一般競争入札 ４月頃 79,100 建築課

3
錦町２丁目赤田住宅緊急呼出シ
ステム更新工事

蕨市錦町２丁目１９番
１９号

約５カ月 電気工事
緊急呼出システム更新工
事

指名競争入札 ４月 5,610 建築課

4 市道11-23号線側溝布設替工事 蕨市錦町１丁目地内 約３カ月 土木工事 側溝布設替工事　L=37m 指名競争入札 ４月頃 4,930 道路公園課

5 市道32-11号線舗装補修工事 蕨市中央２丁目地内 約３カ月 土木工事 舗装補修工事　L=80m 指名競争入札 第１四半期 8,860 道路公園課

6 市道41-22号線舗装補修工事
蕨市南町１丁目・２丁
目地内

約３カ月 土木工事 舗装補修工事　L=107m 指名競争入札 第１四半期 7,370 道路公園課

7 市道51-11号線舗装補修工事 蕨市塚越３丁目地内 約３カ月 土木工事 舗装補修工事　L=232m 指名競争入札 第１四半期 8,740 道路公園課

8
ちびっこ広場Ｎｏ.44トイレ等
改修工事

蕨市北町３丁目３番 約４カ月 建築工事 トイレ改修等 指名競争入札 ４月頃 5,300 道路公園課

9 区画街路15号線街路築造工事 蕨市錦町３丁目地内 約４カ月 土木工事 街路築造工事　L=52.0m 指名競争入札 第１四半期 6,860 区画整理課

10 区画街路112号線街路築造工事 蕨市錦町３丁目地内 約４カ月 土木工事 街路築造工事　L=60.2m 指名競争入札 第１四半期 8,450 区画整理課

11 区画街路111号線街路築造工事 蕨市錦町３丁目地内 約６カ月 土木工事 街路築造工事　L=70.8m 一般競争入札 第１四半期 17,600 区画整理課

12 仮排水路整備工事 蕨市錦町３丁目地内 約６カ月 土木工事 排水路整備工事　L=90.0m 一般競争入札 第１四半期 17,400 区画整理課

　　　　令和　４年度　　建設工事の発注見通し
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13
下水道管路改築修繕工事（R4-
1）

蕨市塚越４丁目地内 約５カ月 土木工事
本管管更生・取付管布設
替　他
φ500㎜　L=28m

指名競争入札 第１四半期 9,559 下水道課

14
下水道管路改築修繕工事（R4-
2）

蕨市南町２丁目地内 約６カ月 土木工事
本管布設替・取付管布設
替　他
φ900mm　L=50m

一般競争入札 第１四半期 23,441 下水道課

15
No.2汚水インバーター盤取替工
事

蕨市南町４丁目地内 4月～R5.3月 電気工事
インバーター盤取替　一
式

随意契約 ４月頃 38,940 下水道課

16
錦町雨水管渠築造工事
（Ｒ４－１工区）

蕨市錦町６丁目地内 5月～R5.3月 土木工事

口径＝1,000㎜ L=約156ｍ
推進工法　立坑築造（1箇
所）、マンホール工（1箇
所）

一般競争入札 ４月頃 106,400 下水道課

17
錦町雨水管渠築造工事
（Ｒ４－１工区）附帯工

蕨市錦町６丁目地内 5月～R5.3月 土木工事
立坑築造（1箇所）、舗装
撤去・復旧 他

随意契約 ５月頃 28,000 下水道課

18
蕨西部排水区下水道工事（その
１）

蕨市錦町３丁目地内 5月～8月 土木工事
口径＝200㎜ L=約125m
土工
開削工法

一般競争入札 ４月頃 15,000 下水道課

19 中央東小学校屋内消火栓配管工事
蕨市中央７丁目１８番
７号

約３カ月 管工事
屋内消火栓配管埋没部の
敷設替え

指名競争入札 第１四半期 3,520 教育総務課

20
学校給食センター換気設備更新
工事

蕨市錦町２丁目６番１
４号

7月～8月 建築工事
調理場内換気設備の更新
工事

一般競争入札
4月下旬～5
月上旬頃

36,800
学校給食セン
ター

21
錦町４丁目住宅給水方式切替改
修工事

蕨市錦町４丁目７番１
５号

約５カ月 設備工事 給水方式切替改修工事 指名競争入札 第２四半期 8,730 建築課

22 市営住宅空き住戸改修工事
蕨市錦町４丁目７番１
５号

約３カ月 建築工事
錦町４丁目住宅２号棟空
き住戸改修工事

指名競争入札 第２四半期 2,500 建築課

23 市道25-02号線舗装補修工事 蕨市北町４丁目地内 約３カ月 土木工事 舗装補修工事　L=120m 指名競争入札 第２四半期 9,950 道路公園課

24 区画街路165号線街路築造工事 蕨市錦町６丁目地内 約３カ月 土木工事 街路築造工事　L=132.0m 指名競争入札 第２四半期 3,500 区画整理課

25 区画街路308号線街路築造工事 蕨市錦町５丁目地内 約６カ月 土木工事 街路築造工事　L=134.7m 一般競争入札 第２四半期 16,600 区画整理課
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26 仮設住宅新築工事 蕨市錦町６丁目地内 約６カ月 建築工事
土地区画整理事業に伴う
仮設住宅の新築工事

一般競争入札 第２四半期 89,500 区画整理課

27 区画道路6号道路整備工事
蕨市中央三丁目19番地
先

約３カ月 土木工事
道路整備工事　舗装面積
A=150㎡
L型側溝等新設 L=24m

指名競争入札 第２四半期 3,140
まちづくり推進
室

28
蕨西部排水区下水道工事（その
２）

蕨市錦町６丁目地内 9月～R5.1月 土木工事
口径＝200㎜ L=約100m
土工
開削工法

一般競争入札 ９月頃 11,800 下水道課

29 屋内運動場空調設備設置工事（北小）
蕨市北町２丁目１１番
６号

３カ月 建築工事
屋内運動場アリーナ空調
設備の設置工事

一般競争入札 ４月頃 41,200 教育総務課

30 屋内運動場空調設備設置工事（中央小）
蕨市中央６丁目８番２
５号

３カ月 建築工事
屋内運動場アリーナ空調
設備の設置工事

一般競争入札 ４月頃 55,000 教育総務課

31 校舎トイレ改修工事（南小）
蕨市南町１丁目３６番
６号

３カ月 建築工事
小、大便器交換・床のド
ライ化・パーテション改
造　等

指名競争入札 第２四半期 7,882 教育総務課

32 校舎トイレ改修工事（中央東小）
蕨市中央７丁目１８番
７号

３カ月 建築工事
小、大便器交換・床のド
ライ化・パーテション改
造　等

指名競争入札 第２四半期 4,841 教育総務課

33 西小学校外構改修工事
蕨市錦町５丁目１１番
３０号

３カ月 建築工事
区画整理事業に係る西小
学校外構フェンス工事

一般競争入札 ４月頃 26,700 教育総務課

34 東小学校屋上防水改修工事
蕨市塚越３丁目１０番
３６号

３カ月 建築工事 校舎屋上の防水改修工事 一般競争入札 第２四半期 58,100 教育総務課

35 校舎トイレ改修工事（一中）
蕨市南町３丁目１番２
９号

３カ月 建築工事
小、大便器交換・床のド
ライ化・パーテション改
造　等

一般競争入札 第２四半期 10,550 教育総務課

36 区画街路146号線街路築造工事 蕨市錦町６丁目地内 約３カ月 土木工事 街路築造工事　L=13.0m 指名競争入札 第３四半期 3,240 区画整理課

37 区画街路145号線街路築造工事 蕨市錦町６丁目地内 約６カ月 土木工事 街路築造工事　L=55.2m 一般競争入札 第３四半期 13,900 区画整理課

38 区画街路307号線街路築造工事 蕨市錦町６丁目地内 約4か月 土木工事 街路築造工事　L=37.6m 指名競争入札 第３四半期 7,870 区画整理課
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39 区画街路314号線街路築造工事 蕨市錦町３丁目地内 約3か月 土木工事 街路築造工事　L=19.6m 指名競争入札 第３四半期 4,170 区画整理課

40 区画街路160号線街路築造工事 蕨市錦町３丁目地内 約4か月 土木工事 街路築造工事　L=28.5m 指名競争入札 第３四半期 6,060 区画整理課

41 区画街路116号線街路築造工事 蕨市錦町３丁目地内 約4か月 土木工事 街路築造工事　L=26.8m 指名競争入札 第３四半期 5,110 区画整理課

42 区画街路114号線街路築造工事 蕨市錦町３丁目地内 約5か月 土木工事 街路築造工事　L=42.2m 指名競争入札 第３四半期 9,150 区画整理課

43 さいたま市境街路築造工事 蕨市錦町６丁目地内 約3か月 土木工事 街路築造工事　L=130.9m 指名競争入札 第３四半期 2,550 区画整理課

44 区画街路215号線街路築造工事 蕨市錦町６丁目地内 約3か月 土木工事 街路築造工事　L=16.6m 指名競争入札 第３四半期 3,440 区画整理課

45 区画街路144号線街路築造工事 蕨市錦町６丁目地内 約6か月 土木工事 街路築造工事　L=104.3m 一般競争入札 第３四半期 25,300 区画整理課

46 区画街路148号線街路築造工事 蕨市錦町６丁目地内 約5か月 土木工事 街路築造工事　L=30.5m 指名競争入札 第３四半期 7,580 区画整理課

47
錦町雨水管布設替工事（その
１）

蕨市錦町２丁目地内 約４カ月 土木工事
口径＝450㎜～600mm L=約
50m　土工 開削工法

一般競争入札 第３四半期 10,000 下水道課

48
蕨西部排水区下水道工事（その
３）

蕨市錦町３丁目地内
10月～R5.2
月

土木工事
口径＝200㎜ L=約120ｍ
土工
開削工法

一般競争入札 １０月頃 14,400 下水道課


