
 
建設事業の発注見通し 

（平成３１年度予算分） 
 
 
この冊子は、平成３１年度予算における『さいたま市』(水道局を除く。)の発注する予定価格が２５０万円を超える建設

工事についての発注見通しをまとめたものです。なお、ここに掲載してある事項は、平成３１年４月１日現在の見通しであ

るため、実際に発注する工事と掲載内容が異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 

 
平成３１年４月１日 

さいたま市 
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37 建設局南部建設事務所道路維持課 31 ………… 59～61

38 建設局南部建設事務所河川整備課 10 ………… 62
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 総務局危機管理部防災課
さいたま市立病院移動系防災行政無線中継局・半固定局移
設工事

さいたま市緑区三室２４６０ 2019.10～2020.3 電気通信 さいたま市立病院の移転に伴う防災行政無線、中継局・半固定局移設 一般競争 2019.9

2 総務局危機管理部防災課 さいたま市河川水位観測局解体工事 さいたま市北区見沼２－７４外 2019.11～2020.3 解体 市内各地に設置してある水位観測局を解体する。 指名競争 2019.10
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 財政局財政部庁舎管理課 本庁舎７号エレベーター取替修繕 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 2019.9～2020.3
機械器具
設置

本庁舎別館に設置しているエレベーター（かご内法1400W×1350D×2250H、
出入口寸法900W×2100H、積載量750kg、停止箇所１～３階）の取替

一般競争 2019.8
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課 多目的広場整備工事（岩槻区黒谷） さいたま市岩槻区黒谷地内 2019.6～2020.1 土木 多目的広場整備工事　1か所 一般競争 2019.5

2 スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課 バスケットコート整備工事（南区辻） さいたま市南区辻地内 2019.8～2020.1 土木 バスケットコート整備工事　１か所 一般競争 2019.7

3 スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課 バスケットコート整備工事（緑区見沼） さいたま市緑区見沼地内 2019.10～2020.3 土木 バスケットコート整備工事　１か所 一般競争 2019.9
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1
スポーツ文化局文化部岩槻人形博物館開
設準備室

岩槻人形博物館施設案内サイン設置工事 さいたま市岩槻区内 2019.9～2019.12
とび・土

工
岩槻人形博物館の案内サイン（車両系）設置 一般競争 2019.8
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 環境局施設部環境施設整備課 サーマルエネルギーセンター整備事業プラザ棟改修工事 さいたま市見沼区大字膝子６２６番地１外 2019.7～2020.1 建築 東部環境センター管理棟移転に伴うプラザ棟改修 一般競争 2019.6

2 環境局施設部環境施設整備課
サーマルエネルギーセンター整備事業水路移設等工事（綾
９４）

さいたま市見沼区大字膝子６２６番地１外 2019.7～2020.3 土木
サーマルエネルギーセンター整備事業に伴う農業用用排水路の移設及
び撤去

一般競争 2019.5

5



様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 経済局農業政策部農業環境整備課 西区湯木町地区用水路整備工事（荒１２５） さいたま市西区湯木町地内 2019.12～2020.3 土木 Ｕ字フリューム　延長410m 一般競争 2019.11

2 経済局農業政策部農業環境整備課 緑区南部領辻地区用水路整備工事（FL－４０、FL－４３） さいたま市緑区大字南部領辻地内 2019.12～2020.3 土木 Ｕ字フリューム　延長250ｍ 一般競争 2019.11

3 経済局農業政策部農業環境整備課 岩槻区釣上地区用水路整備工事（綾１６６１） さいたま市岩槻区大字釣上地内 2019.12～2020.3 土木 Ｕ字フリューム　延長200m 一般競争 2019.11

4 経済局農業政策部農業環境整備課 西区湯木町地区用水路整備工事（荒１３０、荒１３１） さいたま市西区湯木町地内 2019.12～2020.3 土木 Ｕ字フリューム　延長290ｍ 一般競争 2019.11

5 経済局農業政策部農業環境整備課 農業水利施設等修繕工事（単価契約－２） さいたま市内（西区・見沼区・岩槻区主） 2019.6～2019.11 土木 単価契約による農業水利施設等修繕工事一式 指名競争 2019.5

6 経済局農業政策部農業環境整備課 農業水利施設等修繕工事（単価契約－３） さいたま市内（西区・見沼区・岩槻区主） 2019.11～2020.3 土木 単価契約による農業水利施設等修繕工事一式 指名競争 2019.10

7 経済局農業政策部農業環境整備課 西区指扇北地区道路補修工事 さいたま市西区大字清河寺地内 2019.6～2019.9 土木 舗装一式 指名競争 2019.5
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 都市局都市計画部交通政策課 長距離バスターミナル暫定施設建設工事（建築） さいたま市大宮区北袋町１丁目 2019.5～2020.3 建築 ターミナル施設・乗降場シェルターの建築 一般競争 2019.4

2 都市局都市計画部交通政策課 長距離バスターミナル暫定施設建設工事（電気） さいたま市大宮区北袋町１丁目 2019.5～2020.3 電気 受変電設備、急速充電器配線、バス運行システムの設置 一般競争 2019.4

3 都市局都市計画部交通政策課 長距離バスターミナル暫定施設建設工事（機械） さいたま市大宮区北袋町１丁目 2019.5～2020.3 管 空調システム、トイレ設備の設置 一般競争 2019.4

4 都市局都市計画部交通政策課 長距離バスターミナル暫定施設建設工事（土木） さいたま市大宮区北袋町１丁目 2019.5～2020.3 土木 舗装、緑化スペース、照明灯、駐車場ゲートの整備 一般競争 2019.4
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1
都市局都市計画部自転車まちづくり推進
課

北浦和臨時駐車場撤去工事 さいたま市浦和区北浦和５丁目４番１９ 2019.5～2019.8 解体 駐車場閉鎖に伴う撤去工事一式 指名競争 2019.5
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 都市局都市計画部都市公園課 常盤公園改修工事 さいたま市浦和区常盤１丁目地内外 2019.10～2021.3 造園

公園施設等撤去・移設工一式、伐採抜根処分工一式、公園土工一式、植栽工一式、給
水設備工一式、雨水排水設備工一式、汚水排水設備工一式、電気設備工一式、園路
広場整備工一式、修景施設整備工一式、遊戯施設整備工一式、サービス施設整備工
一式、管理施設整備工一式、建築施設組立設置工一式、仮設工一式

一般競争 2019.9

2 都市局都市計画部都市公園課 （仮称）三橋２丁目第二公園整備工事 さいたま市大宮区三橋２丁目地内 2019.6～2019.12 造園
施設等撤去工一式、公園土工一式、植栽工一式、雨水排水設備工一式、電気設備工
一式、園路広場整備工一式、遊戯施設整備工一式、サービス施設整備工一式、管理施
設整備工一式

一般競争 2019.5

3 都市局都市計画部都市公園課 平成31年度（仮称）浦和東部第一近隣公園整備工事 さいたま市緑区大字下野田地内外 2019.7～2020.3 造園
施設等撤去工一式、公園土工一式、植栽工一式、給水設備工一式、雨水排水設備工
一式、汚水排水設備工一式、電気設備工一式、園路広場整備工一式、遊戯施設整備
工一式、サービス施設整備工一式、管理施設整備工一式、建築施設組立設置工一式

一般競争 2019.6

4 都市局都市計画部都市公園課 （仮称）春日部税務署岩槻宿舎跡地公園整備工事 さいたま市岩槻区仲町２丁目地内 2019.10～2021.3 造園
公園土工一式、植栽工一式、給水設備工一式、雨水排水設備工一式、汚水排水設備
工一式、電気設備工一式、園路広場整備工一式、遊戯施設整備工一式、サービス施設
整備工一式、管理施設整備工一式、建築施設組立設置工一式

一般競争 2019.9

5 都市局都市計画部都市公園課 （仮称）大間木水深第２公園整備工事 さいたま市緑区大字大間木地内 2019.6～2020.3 造園
公園土工一式、植栽工一式、給水設備工一式、雨水排水設備工一式、汚水排水設備
工一式、電気設備工一式、園路広場整備工一式、遊戯施設整備工一式、サービス施設
整備工一式、管理施設整備工一式、建築施設組立設置工一式

一般競争 2019.5

6 都市局都市計画部都市公園課 （仮称）大宮駅西口第四地区公園整備工事 さいたま市大宮区桜木町１丁目地内 2019.8～2020.3 造園
施設撤去工一式、公園土工一式、植栽工一式、給水設備工一式、雨水排水設備工一
式、汚水排水設備工一式、電気設備工一式、園路広場整備工一式、遊戯施設整備工
一式、サービス施設整備工一式、管理施設整備工一式

一般競争 2019.7

7 都市局都市計画部都市公園課 荒川彩湖公園スロープ設置工事 さいたま市南区大字堤外地内外 2019.7～2020.3 土木
河川土工一式、舗装工一式、雨水排水設備工一式、汚水排水設備工一式、縁石工一
式、付帯施設工一式

一般競争 2019.6

8 都市局都市計画部都市公園課 （仮称）三室南宿１号公園整備工事 さいたま市緑区大字三室地内 2019.8～2020.3 造園

施設撤去・移設工一式、公園土工一式、植栽工一式、給水設備工一式、雨水排水設備
工一式、汚水排水設備工一式、電気設備工一式、園路広場整備工一式、遊戯施設整
備工一式、サービス施設整備工一式、管理施設整備工一式、建築施設組立設置工一
式

一般競争 2019.7

9 都市局都市計画部都市公園課 原殿公園・舟山公園トイレ設置工事 さいたま市北区宮原町２丁目地内外 2019.8～2020.2 土木
施設撤去・移設工一式、公園土工一式、植栽工一式、給水設備工一式、汚水排水設備
工一式、園路広場整備工一式、ユニットトイレ２基

一般競争 2019.7

10 都市局都市計画部都市公園課 （仮称）台・一ノ久保２号公園整備工事 さいたま市見沼区大字南中野地内 2019.8～2020.3 造園
施設等撤去工一式、公園土工一式、植栽工一式、給水設備工一式、雨水排水設備工
一式、汚水排水設備工一式、電気設備工一式、園路広場整備工一式、遊戯施設整備
工一式、サービス施設整備工一式、管理施設整備工一式、建築施設組立設置工一式

一般競争 2019.7

11 都市局都市計画部都市公園課 公園施設設置工事 さいたま市内 2019.10～2020.3 土木 パーゴラ１基、手摺一式 指名競争 2019.9

12 都市局都市計画部都市公園課 フェンス改修工事 さいたま市内 2019.10～2020.3 土木 フェンス一式 一般競争 2019.9

13 都市局都市計画部都市公園課 公園灯改修工事 さいたま市内 2019.10～2020.3 土木 ソーラー照明灯２基 指名競争 2019.9

14 都市局都市計画部都市公園課 水飲み設置工事 さいたま市内 2019.10～2020.3 造園 水飲み２基 指名競争 2019.9
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 都市局都市計画部みどり推進課 宮原町1丁目緑地整備工事 さいたま市北区宮原町1丁目地内 2019.9～2019.12 造園 敷地造成工、植栽工、柵工、舗装工、撤去工 一般競争 2019.8

2 都市局都市計画部みどり推進課 大牧特別緑地保全地区低地部整備工事 さいたま市緑区大字大牧地内 2019.11～2020.2 造園 敷地造成工、土留め工、柵工、撤去工 指名競争 2019.10
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 都市局都市計画部見沼田圃政策推進室 （仮称）三崎広場便益施設整備工事 さいたま市浦和区三崎地内 2019.8～2020.2 土木 広場整備に伴うトイレ設置ほか 一般競争 2019.7

2 都市局都市計画部見沼田圃政策推進室 さいたま市憩いの場整備工事 さいたま市見沼区加田屋二丁目地内外 2019.10～2020.2 土木 ベンチ設置2箇所8基 指名競争 2019.9
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 都市局まちづくり推進部区画整理支援課 田島大牧線道路築造工事 さいたま市緑区東浦和９丁目１番９外地内 2019.9～2020.3 土木 都市計画道路田島大牧線の歩道拡幅部分の築造工事 一般競争 2019.8
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1
都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺ま
ちづくり事務所

指扇土地区画整理事業　雨水管渠布設工事（Ｈ３１） さいたま市西区大字指扇地内 2019.9～2020.3 土木 雨水管渠◎400～700　Ｌ＝465ｍ 一般競争 2019.8

2
都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺ま
ちづくり事務所

指扇土地区画整理事業　区画道路築造工事（Ｈ３１） さいたま市西区大字指扇地内 2019.8～2020.1 土木 側溝布設Ｌ＝861ｍ 一般競争 2019.7

3
都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺ま
ちづくり事務所

指扇土地区画整理事業　指扇中央通線歩道外整備工事 さいたま市西区大字指扇地内 2019.9～2020.3 土木 街渠縦断管布設Ｌ＝565ｍ　アスファルト舗装1070㎡ 一般競争 2019.8

4
都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺ま
ちづくり事務所

指扇土地区画整理事業　維持管理工事（単契Ｈ３１－１） さいたま市西区大字指扇地内 2019.4～2019.12 土木 単価契約による修繕工事一式 指名競争 2019.4

5
都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺ま
ちづくり事務所

指扇土地区画整理事業　維持管理工事（単契Ｈ３１－２） さいたま市西区大字指扇地内 2019.11～2020.3 土木 単価契約による修繕工事一式 指名競争 2019.10

6
都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺ま
ちづくり事務所

指扇土地区画整理事業　公園予定地外整地工事 さいたま市西区大字指扇地内 2019.6～2019.10 造園 整地1700㎡　伐採・伐根処分一式　付帯工一式 一般競争 2019.6

7
都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺ま
ちづくり事務所

日進七夕通り道路美装化整備工事 さいたま市北区日進町２丁目地内 2019.7～2020.3 土木 車道舗装、歩道舗装、排水工、照明工　外　延長280m、幅員8m 一般競争 2019.5

8
都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺ま
ちづくり事務所

日進駅周辺事業用地維持修繕工事 さいたま市北区日進町２丁目地内 2019.5～2020.3 土木 単価契約による事業用地修繕工事 指名競争 2019.4

9
都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺ま
ちづくり事務所

大谷場高木線用地舗装工事 さいたま市西区西大宮１丁目地内 2019.7～2020.3 舗装 大谷場高木線用地の一部（約1600㎡）の舗装 一般競争 2019.6
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1
都市局まちづくり推進部浦和東部まちづく
り事務所

浦和東部第一特定土地区画整理事業　整地工事（Ｈ31） さいたま市緑区大字中野田地内外 2019.6～2019.12 土木 掘削工（ＩＣＴ）17400m3、路体盛土工（ＩＣＴ）800m3 一般競争 2019.5

2
都市局まちづくり推進部浦和東部まちづく
り事務所

浦和東部第一特定土地区画整理事業　擁壁設置工事（Ｈ
31）

さいたま市緑区大字中野田地内外 2019.10～2020.3 土木 擁壁設置工事一式 一般競争 2019.9

3
都市局まちづくり推進部浦和東部まちづく
り事務所

浦和東部第一特定土地区画整理事業　擁壁設置工事　単
価契約（Ｈ31）

さいたま市緑区大字中野田地内外 2019.6～2020.3 土木 擁壁設置工事一式 指名競争 2019.5

4
都市局まちづくり推進部浦和東部まちづく
り事務所

浦和東部第一特定土地区画整理事業　雨水管渠布設工事
（H31）

さいたま市緑区大字中野田地内外 2019.8～2020.3 土木 開削及び推進φ800～900　延長213m 一般競争 2019.7

5
都市局まちづくり推進部浦和東部まちづく
り事務所

浦和東部第一特定土地区画整理事業　区画道路築造工事
（H31-1）

さいたま市緑区大字中野田地内外 2019.10～2020.3 土木 区画道路築造工事　一式　側溝布設工事一式 一般競争 2019.9

6
都市局まちづくり推進部浦和東部まちづく
り事務所

浦和東部第一特定土地区画整理事業　区画道路築造工事
（H31-2）

さいたま市緑区大字中野田地内外 2019.10～2020.3 土木 区画道路築造工事　一式　側溝布設工事一式 一般競争 2019.9

7
都市局まちづくり推進部浦和東部まちづく
り事務所

浦和東部第一特定土地区画整理事業　美園2号線路形築
造工事（H31）

さいたま市緑区大字中野田地内 2019.9～2019.11 土木 路体盛土工　一式 一般競争 2019.8

8
都市局まちづくり推進部浦和東部まちづく
り事務所

浦和東部第一特定土地区画整理事業　道路等修繕工事
単価契約（H31-1）

さいたま市緑区大字中野田地内外 2019.4～2019.12 土木 道路等修繕工事　単価契約一式 指名競争 2019.4

9
都市局まちづくり推進部浦和東部まちづく
り事務所

浦和東部第一特定土地区画整理事業　道路等修繕工事
単価契約（H31-2）

さいたま市緑区大字中野田地内外 2019.10～2020.3 土木 道路等修繕工事　単価契約一式 指名競争 2019.9

10
都市局まちづくり推進部浦和東部まちづく
り事務所

大門下野田特定土地区画整理事業　道路等修繕工事　単
価契約（H31）

さいたま市緑区大字大門地内外 2019.4～2020.3 土木 道路等修繕工事　単価契約一式 指名競争 2019.4

11
都市局まちづくり推進部浦和東部まちづく
り事務所

大門上池調節池底面広場整備工事(その１) さいたま市緑区美園2丁目地内 2019.10～2020.3 土木 芝生広場整備 一般競争 2019.9

12
都市局まちづくり推進部浦和東部まちづく
り事務所

大門上池調節池底面広場整備工事(その２) さいたま市緑区美園2丁目地内 2019.10～2020.3 土木 舗装広場整備 一般競争 2019.9

13
都市局まちづくり推進部浦和東部まちづく
り事務所

遊歩道高質化工事
さいたま市岩槻区美園東美園東２丁目地内
外

2019.11～2019.12 土木 転落防止柵等工事一式 一般競争 2019.10

14
都市局まちづくり推進部浦和東部まちづく
り事務所

旧浦和東部まちづくり事務所解体工事 さいたま市緑区大字大門１６７８番地１ 2019.6～2019.9 解体 事務所移転に伴う旧事務所の解体工事 一般競争 2019.5
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1
都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり
事務所

東浦和第二土地区画整理事業道路整備工事（３１-１） さいたま市緑区大字中尾地内 2019.9～2020.3 土木
中尾3号線　延長60ｍ、幅員13ｍ　路盤工　区6-101号線　延長60ｍ、幅
員6ｍ　路盤工

一般競争 2019.8

2
都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり
事務所

東浦和第二土地区画整理事業道路整備工事（３１-２） さいたま市緑区大字中尾地内 2019.9～2020.3 土木
区6-82号線　延長40ｍ、幅員6ｍ　路盤工　区4-17号線　延長60ｍ、幅
員4ｍ　路盤工　区4.3-35号線　延長40ｍ、幅員4.3ｍ　路盤工

一般競争 2019.8

3
都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり
事務所

東浦和第二土地区画整理事業道路整備工事（３１-３） さいたま市緑区大字中尾地内 2019.9～2020.3 土木
区9-1号線　延長130ｍ、幅員9ｍ　路盤工　区6-1号線　延長120ｍ、幅
員6ｍ　路盤工　区6-7号線　延長30ｍ、幅員6ｍ　路盤工

一般競争 2019.8

4
都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり
事務所

東浦和第二土地区画整理事業道路整備工事（３１-４） さいたま市緑区大字中尾地内 2019.9～2020.3 土木
田島大牧線　延長120ｍ、幅員25ｍ　路盤工　区6-15号線　延長80ｍ、
幅員6ｍ　路盤工

一般競争 2019.8

5
都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり
事務所

東浦和第二土地区画整理事業道路整備工事（３１-５） さいたま市緑区大字中尾地内 2019.9～2020.3 土木
区6-43号線　延長50ｍ、幅員6ｍ　路盤工　区6-44号線　延長20ｍ、幅
員6ｍ　路盤工　区6-24号線　延長20ｍ、幅員6ｍ　路盤工

一般競争 2019.8

6
都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり
事務所

東浦和第二土地区画整理事業施設管理工事（単契３１－１）
さいたま市緑区大字中尾地内外（主に第二
産業道路より東側）

2019.4～2020.3 土木 単価契約による施設管理工事一式 指名競争 2019.4

7
都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり
事務所

東浦和第二土地区画整理事業施設管理工事（単契３１－２）
さいたま市緑区大字中尾地内外（主に第二
産業道路より西側）

2019.4～2020.3 土木 単価契約による施設管理工事一式 指名競争 2019.4

8
都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり
事務所

東浦和第二土地区画整理事業盛土造成工事 さいたま市緑区大字中尾地内 2019.7～2019.11 土木 宅地造成のための盛土工一式 一般競争 2019.6
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1
都市局まちづくり推進部与野まちづくり事
務所

南与野駅南通り線道路築造工事 さいたま市桜区西堀１０丁目外 2019.8～2020.3 土木 舗装工870m、排水工100m、地盤改良工150m、擁壁工50m 一般競争 2019.7

2
都市局まちづくり推進部与野まちづくり事
務所

本町通り交通社会実験実施工事 さいたま市中央区本町西２丁目外 2019.8～2019.11 塗装 区画線工2000m、区画線撤去工2000m 指名競争 2019.7

3
都市局まちづくり推進部与野まちづくり事
務所

与野駅西口土地区画整理事業　道路等修繕工事（単価契
約）

さいたま市中央区大字下落合、浦和区上木
崎１丁目

2019.4～2020.3 土木 単価契約による道路修繕工事一式 指名競争 2019.4

4
都市局まちづくり推進部与野まちづくり事
務所

南与野駅西口土地区画整理事業　南与野駅西通り線道路
整備外工事

さいたま市中央区鈴谷２丁目地内 2019.5～2019.12 土木
舗装工2500㎡、電線共同溝80ｍ、雨水管渠布設工150ｍ、汚水管渠布
設工150ｍ

一般競争 2019.4

5
都市局まちづくり推進部与野まちづくり事
務所

南与野駅西口土地区画整理事業　16街区外造成工事 さいたま市中央区鈴谷２丁目地内 2019.8～2019.11 土木 盛土工3800㎥、擁壁工63ｍ、舗装工71㎡ 一般競争 2019.7

6
都市局まちづくり推進部与野まちづくり事
務所

南与野駅西口土地区画整理事業　区6－5号線外道路築造
工事

さいたま市中央区鈴谷２丁目地内 2019.11～2020.2 土木 舗装工1740㎡、路盤工1030㎡、側溝工430ｍ 一般競争 2019.10

7
都市局まちづくり推進部与野まちづくり事
務所

南与野駅西口土地区画整理事業　区6－5号線外汚水管布
設工事

さいたま市中央区鈴谷２丁目地内 2019.11～2020.2 土木 汚水管布設工　開削174m、推進32m 一般競争 2019.10

8
都市局まちづくり推進部与野まちづくり事
務所

南与野駅西口土地区画整理事業　道路等修繕工事（単価
契約）

さいたま市中央区鈴谷２丁目地内 2019.4～2020.3 土木 単価契約による道路修繕工事一式 指名競争 2019.4
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1
都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事
務所

岩槻駅西口土地区画整理事業境堀水路改修工事(その1) さいたま市岩槻区大字加倉地内外 2019.5～2020.3 土木 水路改修90m 一般競争 2019.4

2
都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事
務所

岩槻駅西口土地区画整理事業仮排水管布設工事 さいたま市岩槻区西原地内外 2019.5～2019.10 土木 仮排水管60m 指名競争 2019.4

3
都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事
務所

岩槻駅西口土地区画整理事業西町諏訪線側溝整備工事 さいたま市岩槻区西町１丁目地内 2019.7～2019.12 土木 道路側溝140m 指名競争 2019.6

4
都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事
務所

岩槻駅西口土地区画整理事業1街区造成外工事 さいたま市岩槻区西原地内外 2019.7～2019.12 土木 盛土工890m3 指名競争 2019.6

5
都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事
務所

岩槻駅西口土地区画整理事業区21号線外道路築造工事 さいたま市岩槻区大字岩槻地内 2019.7～2019.12 土木 排水構造物68m、浸透トレンチ管68m、舗装450㎡ 一般競争 2019.6

6
都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事
務所

岩槻駅西口土地区画整理事業道路修繕等工事(単価契約
H３１)

さいたま市岩槻区西町1丁目地内外 2019.4～2020.3 土木 単価契約による道路修繕工事一式 指名競争 2019.4

7
都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事
務所

岩槻駅周辺観光案内サイン設置工事 さいたま市岩槻区本町４丁目地内外 2019.5～2019.12
とび・土

工
サイン設置工事一式 一般競争 2019.4

8
都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事
務所

江川土地区画整理事業南辻新曲輪線舗装修繕工事(Ｈ３１) さいたま市岩槻区大字南辻地内外 2019.11～2020.2 舗装 切削オーバーレイ工1700㎡ 一般競争 2019.10

9
都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事
務所

江川土地区画整理事業道路修繕等工事(単価契約Ｈ３１) さいたま市岩槻区大字南辻地内外 2019.4～2020.3 土木 単価契約による道路修繕工事一式 一般競争 2019.4

10
都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事
務所

江川土地区画整理事業調整池排水機場掘削工事(Ｈ３１) さいたま市岩槻区宮町1丁目地内外 2019.10～2020.3 土木 掘削工460m3 一般競争 2019.9
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 都市局都心整備部都心整備課 さいたま新都心サイン改修工事 さいたま市中央区新都心地内外 2019.10～2020.3
とび・土

工
さいたま新都心地区の歩行者系サイン改修工事 一般競争 2019.9

2 都市局都心整備部都心整備課 さいたま新都心西口駅前広場トイレ改修工事 さいたま市中央区新都心地内 2019.8～2020.3 建築 さいたま新都心西口駅前広場のトイレ改修工事 一般競争 2019.7

3 都市局都心整備部都心整備課 市道20252号線道路整備工事 さいたま市大宮区北袋町1丁目地内 2019.4～2019.7 土木 道路整備工事 一般競争 2019.4
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 都市局都心整備部氷川参道対策室 氷川参道関連施設等整備工事 さいたま市大宮区吉敷町一丁目地内外 2019.8～2020.3 土木 照明設備一式、排水構造物一式、舗装一式 一般競争 2019.6
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1
都市局まちづくり推進部浦和駅周辺まちづ
くり事務所

道路施設等維持修繕工事（31浦周辺まち単契） 浦和駅周辺まちづくり事務所管内 2019.4～2020.3 土木 単価契約による道路修繕工事一式 指名競争 2019.4
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1
都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり
事務所

氷川緑道西通線整備推進事業管理用地暫定整備工事（北
区間)

さいたま市大宮区宮町2丁目地内外 2019.4～2020.3 土木 単価契約による管理用地暫定整備工事 指名競争 2019.4

2
都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり
事務所

細街路拡幅整備事業道路整備工事 さいたま市大宮区大門町３丁目地内外 2019.10～2020.3 土木 細街路拡幅道路整備工事 一般競争 2019.10
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1
都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり
事務所

大宮駅西口第四地区雨水管布設外工事 さいたま市大宮区桜木町１丁目地内 2019.9～2020.2 土木
管きょ工（開削）　鉄筋コンクリート管φ450～φ600　86.7ｍ、排水施設工
一式、付帯工　一式

一般競争 2019.8

2
都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり
事務所

大宮駅西口第四地区22街区外整備工事 さいたま市大宮区桜木町１丁目地内 2020.1～2020.3 土木 整地工　1590m2、排水施設工一式、付帯工一式 指名競争 2019.12

3
都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり
事務所

大宮駅西口第四地区施設管理工事（単契３１－Ｓ０１） さいたま市大宮区桜木町１丁目地内 2019.4～2020.3 土木 単価契約による施設管理工事一式 指名競争 2019.4

4
都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり
事務所

大宮駅西口第四地区施設管理工事（単契３１－Ｓ０２） さいたま市大宮区桜木町１丁目地内 2019.9～2020.3 土木 単価契約による施設管理工事一式 指名競争 2019.8

5
都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり
事務所

大宮駅西口第四地区擁壁設置・整地工事(単契（単契３１－
Ｙ０１）

さいたま市大宮区桜木町１丁目地内 2019.6～2020.3 土木 単価契約による擁壁設置・整地工事一式 指名競争 2019.5

6
都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり
事務所

大宮駅西口第三地区街路事業用地管理工事 さいたま市大宮区桜木町２丁目地内 2019.8～2019.10 土木 舗装工、防護柵工一式 指名競争 2019.7
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 都市局北部都市・公園管理事務所管理課 寿能西公園擁壁外設置工事 さいたま市大宮区寿能町２丁目地内 2019.7～2019.10 土木 管理施設（土留擁壁、転落防止柵）設置 指名競争 2019.6

2 都市局北部都市・公園管理事務所管理課 岩槻城址公園わんぱく広場遊戯施設外改修工事 さいたま市岩槻区太田３丁目地内 2019.9～2020.3 造園 複合遊具・休養施設(ベンチ)設置 一般競争 2019.8
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 都市局南部都市・公園管理事務所管理課 公園遊具更新工事 さいたま市南部都市・公園管理事務所管内 2019.9～2020.3 造園 遊具更新36基 一般競争 2019.8

2 都市局南部都市・公園管理事務所管理課 大崎公園子供動物園更衣室設置工事 さいたま市緑区大字大崎地内 2019.8～2019.11 土木 ユニットハウス1棟　基礎工事1式 指名競争 2019.7
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 建設局建築部営繕課 下落合分団車庫改築工事 さいたま市中央区下落合７丁目 2019.6～2020.2 建築
既存建物（RC造、2階建て、延べ187.48㎡）の解体及び車庫、詰所（S
造、平屋建て、延べ99.8㎡）の建設工事

一般競争 2019.5

2 建設局建築部営繕課 中央区役所別館執務室改修（建築）工事 さいたま市中央区下落合５丁目 2019.6～2019.11 建築 別館１階の執務室を改修する工事 一般競争 2019.5

3 建設局建築部営繕課
児童発達支援センター（めぶき・わかば）便所改修（建築）工
事

さいたま市西区三橋６丁目 2019.7～2019.12 建築 児童発達支援センター内のトイレ改修工事（めぶき2箇所、わかば2箇所） 一般競争 2019.6

4 建設局建築部営繕課 さいたま市立慈恩寺小学校便所改修（建築）工事 さいたま市岩槻区大字慈恩寺 2019.6～2019.10 建築 校舎（12棟）の便所改修 一般競争 2019.5

5 建設局建築部営繕課 さいたま市立宮前小学校便所改修（建築）工事 さいたま市西区宮前町 2019.6～2019.10 建築 校舎（1棟）の便所改修 一般競争 2019.5

6 建設局建築部営繕課 さいたま市立植竹小学校便所改修（建築）工事 さいたま市北区植竹町２丁目 2019.6～2019.10 建築 校舎（26棟）の便所改修 一般競争 2019.5

7 建設局建築部営繕課 さいたま市立東大成小学校便所改修（建築）工事 さいたま市北区東大成町２丁目 2019.6～2019.10 建築 校舎（1棟）の便所改修 一般競争 2019.5

8 建設局建築部営繕課 さいたま市立馬宮東小学校便所改修（建築）工事 さいたま市西区大字西遊馬 2019.6～2019.10 建築 校舎（1-1、1-2棟）の便所改修 一般競争 2019.5

9 建設局建築部営繕課 さいたま市立河合小学校便所改修（建築）工事 さいたま市岩槻区大字平林寺 2019.6～2019.10 建築 校舎（12-1棟）の便所改修 一般競争 2019.5

10 建設局建築部営繕課 さいたま市立常盤北小学校便所改修（建築）工事 さいたま市浦和区針ヶ谷４丁目 2019.6～2019.10 建築 管理・特別・普通教室等、プール附属室、給食室の便所改修 一般競争 2019.5

11 建設局建築部営繕課 宮原小学校校舎間仕切改修工事 さいたま市北区宮原町４丁目 2019.7～2019.10 建築 間仕切の改修 一般競争 2019.6

12 建設局建築部営繕課 さいたま市立南浦和中学校便所改修（建築）工事 さいたま市南区辻６丁目 2019.6～2019.10 建築 校舎（10-1棟）の便所改修 一般競争 2019.5

13 建設局建築部営繕課 さいたま市立美園中学校便所改修（建築）工事 さいたま市緑区大字大崎 2019.6～2019.11 建築 校舎（17棟）の便所改修 一般競争 2019.5

14 建設局建築部営繕課 さいたま市立宮前中学校便所改修（建築）工事 さいたま市西区宮前町 2019.6～2019.10 建築 校舎（16棟）の便所改修 一般競争 2019.5

15 建設局建築部営繕課 さいたま市立土合中学校便所改修（建築）工事 さいたま市桜区町谷１丁目 2019.6～2019.10 建築 校舎（26-1棟）の便所改修 一般競争 2019.5
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

16 建設局建築部営繕課 さいたま市立春里中学校便所改修（建築）工事 さいたま市見沼区大字小深作 2019.6～2019.10 建築 校舎（16-3棟）の便所改修 一般競争 2019.5

17 建設局建築部営繕課 さいたま市立桜木中学校便所改修（建築）工事 さいたま市大宮区桜木町４丁目 2019.6～2019.10 建築 校舎（17棟）の便所改修 一般競争 2019.5

18 建設局建築部営繕課 宮原中学校防球ネット嵩上げ改修工事 さいたま市北区宮原町４丁目 2019.6～2019.9 建築 防球ネットの改修 一般競争 2019.5

19 建設局建築部営繕課 植水中学校屋内運動場外部改修工事 さいたま市西区大字三条町 2019.7～2019.11 建築 屋内運動場外部の改修 一般競争 2019.6

20 建設局建築部営繕課 大宮北高等学校外壁等改修工事 さいたま市北区奈良町 2019.7～2019.11 建築 校舎の外壁改修 一般競争 2019.6

21 建設局建築部営繕課 常盤小学校ブロック塀等改修工事 さいたま市浦和区常盤９丁目 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

22 建設局建築部営繕課 木崎小学校ブロック塀等改修工事 さいたま市浦和区領家４丁目 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

23 建設局建築部営繕課 三室小学校ブロック塀等改修工事 さいたま市緑区大字三室 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

24 建設局建築部営繕課 土合小学校ブロック塀等改修工事 さいたま市桜区西堀７丁目 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

25 建設局建築部営繕課 中島小学校ブロック塀等改修工事 さいたま市桜区中島１丁目 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

26 建設局建築部営繕課 大宮小学校ブロック塀等改修工事 さいたま市大宮区大門町３丁目 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 一般競争 2019.9

27 建設局建築部営繕課 大宮北小学校ブロック塀等改修工事 さいたま市大宮区宮町３丁目 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

28 建設局建築部営繕課 三橋小学校ブロック塀等改修工事 さいたま市大宮区三橋２丁目 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

29 建設局建築部営繕課 大砂土小学校ブロック塀等改修工事 さいたま市北区本郷町 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 一般競争 2019.9

30 建設局建築部営繕課 指扇小学校ブロック塀等改修工事 さいたま市西区西大宮１丁目 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9
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31 建設局建築部営繕課 蓮沼小学校ブロック塀等改修工事 さいたま市見沼区大字蓮沼 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

32 建設局建築部営繕課 大谷小学校ブロック塀等改修工事 さいたま市見沼区大字大谷 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

33 建設局建築部営繕課 島小学校ブロック塀等改修工事 さいたま市見沼区島町 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

34 建設局建築部営繕課 上落合小学校ブロック塀等改修工事 さいたま市中央区上落合４丁目 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

35 建設局建築部営繕課 下落合小学校ブロック塀等改修工事 さいたま市中央区上落合１丁目 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

36 建設局建築部営繕課 白幡中学校ブロック塀等改修工事 さいたま市南区白幡２丁目 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

37 建設局建築部営繕課 本太中学校ブロック塀等改修工事 さいたま市浦和区領家１丁目 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 一般競争 2019.9

38 建設局建築部営繕課 大宮北中学校ブロック塀等改修工事 さいたま市大宮区寿能町１丁目 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 一般競争 2019.9

39 建設局建築部営繕課 片柳中学校ブロック塀等改修工事 さいたま市見沼区大字御蔵 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 一般競争 2019.9

40 建設局建築部営繕課 指扇中学校ブロック塀等改修工事 さいたま市西区西大宮３丁目 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

41 建設局建築部営繕課 植竹中学校ブロック塀等改修工事 さいたま市北区土呂町 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

42 建設局建築部営繕課 大砂土中学校ブロック塀等改修工事 さいたま市見沼区東大宮１丁目 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

43 建設局建築部営繕課 七里中学校ブロック塀等改修工事 さいたま市見沼区東宮下１丁目 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

44 建設局建築部営繕課 馬宮中学校ブロック塀等改修工事 さいたま市西区大字二ツ宮 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9

45 建設局建築部営繕課 宮原中学校ブロック塀等改修工事 さいたま市北区宮原町４丁目 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9
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46 建設局建築部営繕課 城南中学校ブロック塀等改修工事 さいたま市岩槻区大字笹久保 2019.10～2020.2 建築 本設塀の設置 指名競争 2019.9
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1 建設局建築部保全管理課 岩槻駅東口コミュニティセンター中規模修繕（建築）工事 さいたま市岩槻区本町3丁目1番1号 2019.6～2020.2 建築 中規模修繕工事に伴う建築工事 一般競争 2019.5

2 建設局建築部保全管理課 仲本公民館中規模修繕（建築）工事
さいたま市浦和区本太2丁目12番40号

2019.8～2020.1 建築 中規模修繕工事に伴う建築工事 一般競争 2019.7

3 建設局建築部保全管理課 美園公民館中規模修繕（建築）工事
さいたま市緑区大字大門1973番地1

2019.8～2020.1 建築 中規模修繕工事に伴う建築工事 一般競争 2019.7

4 建設局建築部保全管理課 桜消防署大久保出張所大規模改修（建築）工事 さいたま市桜区大字五関762番地2 2019.6～2020.3 建築 大規模改修工事に伴う建築工事 一般競争 2019.5

5 建設局建築部保全管理課 みずき園中規模修繕工事 さいたま市中央区大戸2丁目7番21号 2019.7～2019.10 建築 中規模修繕工事に伴う建築、電気設備、機械設備工事 一般競争 2019.6

6 建設局建築部保全管理課 植水児童センター中規模修繕（建築）工事 さいたま市西区大字中野林174番地1 2019.7～2020.2 建築 中規模修繕工事に伴う建築工事 一般競争 2019.6

7 建設局建築部保全管理課 浦和別所児童センター中規模修繕（建築）工事 さいたま市南区別所2丁目15番6号 2019.7～2020.2 建築 中規模修繕工事に伴う建築工事 一般競争 2019.6

8 建設局建築部保全管理課 白幡保育園大規模改修（建築）工事 さいたま市南区白幡3丁目1番2号 2019.8～2020.9 建築 大規模改修工事に伴う建築工事 一般競争 2019.7

9 建設局建築部保全管理課 浦和駒場体育館中規模修繕（建築）工事
さいたま市浦和区駒場2丁目5番6号

2019.10～2020.12 建築 中規模修繕工事に伴う建築工事 一般競争 2019.5

10 建設局建築部保全管理課 与野本町小学校東校舎・南校舎大規模改修（建築）工事 さいたま市中央区本町東3丁目5番23号 2020.3～2021.3 建築 大規模改修工事に伴う建築工事 一般競争 2019.10
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1 建設局建築部設備課 市営道祖土戸崎団地建設（電気設備）工事
さいたま市緑区道祖土１丁目２６番１８号

2019.6～2020.12 電気 鉄筋コンクリート造・５階建・２棟の建設に伴う電気設備工事を行う。 一般競争 2019.5

2 建設局建築部設備課 市営道祖土戸崎団地建設（機械設備）工事
さいたま市緑区道祖土１丁目２６番１８号

2019.6～2020.12 管 鉄筋コンクリート造・５階建・２棟の建設に伴う機械設備工事を行う。 一般競争 2019.5

3 建設局建築部設備課
岩槻駅東口コミュニティセンター中規模修繕（電気設備）工
事

さいたま市岩槻区本町３丁目１番１号 2019.6～2020.2 電気 中規模修繕における電気設備工事を行う。 一般競争 2019.5

4 建設局建築部設備課
岩槻駅東口コミュニティセンター中規模修繕（機械設備）工
事

さいたま市岩槻区本町３丁目１番１号 2019.6～2020.2 管 中規模修繕における機械設備工事を行う。 一般競争 2019.5

5 建設局建築部設備課 浦和駒場スタジアム照明灯改修工事 さいたま市浦和区駒場２丁目地内 2019.7～2020.12 電気 照明灯4基の改修工事を行う。 一般競争 2019.6

6 建設局建築部設備課 中央区役所別館執務室改修（電気設備）工事 さいたま市中央区下落合５－６－１１ 2019.6～2019.11 電気
中央区保健センター移転に伴い、別館１階の執務室を改修する工事を
行う。

一般競争 2019.5

7 建設局建築部設備課 中央区役所本館・別館空気調和設備改修工事 さいたま市中央区下落合５－７－１０外 2019.6～2020.2 管 中央区役所本館・別館の空気調和設備機器を更新する工事を行う。 一般競争 2019.5

8 建設局建築部設備課 浦和駒場体育館ハイパーエネルギーステーション設置工事 さいたま市浦和区駒場２丁目５番６号 2019.11～2020.12 電気
浦和駒場体育館の中規模修繕に合わせ、ハイパーエネルギーステー
ション（太陽光、蓄電池、VtoX機器）の設置工事を行う。

一般競争 2019.10

9 建設局建築部設備課
児童発達支援センター（めぶき・わかば）便所改修（機械設
備）工事

さいたま市西区三橋６丁目１５８７番地 2019.7～2019.12 管

児童発達支援センターに設置されているトイレ改修（機械設備・電気設
備）工事を行う
　めぶきトイレ　2箇所　東側　約16㎡　西側　約11㎡
わかばトイレ 2箇所 約23㎡

一般競争 2019.6

10 建設局建築部設備課 桜消防署大久保出張所大規模改修（電気設備）工事 さいたま市桜区大字五関７６２番２ 2019.6～2020.3 電気 大規模改修における電気設備工事を行う。 一般競争 2019.5

11 建設局建築部設備課 桜消防署大久保出張所大規模改修（機械設備）工事 さいたま市桜区大字五関７６２番２ 2019.6～2020.3 管 大規模改修における機械設備工事を行う。 一般競争 2019.5

12 建設局建築部設備課 みずき園中規模修繕（電気設備）工事 さいたま市中央区大戸２丁目７番２１号 2019.6～2019.11 電気 中規模修繕における（電気設備・機械設備）工事を行う。 指名競争 2019.5

13 建設局建築部設備課 植水児童センター中規模修繕（電気設備）工事 さいたま市西区中野林１７４－１ 2019.9～2020.2 電気 中規模修繕における電気設備工事を行う。 一般競争 2019.8

14 建設局建築部設備課 植水児童センター中規模修繕（機械設備）工事 さいたま市西区中野林１７４－１ 2019.9～2020.2 管 中規模修繕における機械設備工事を行う。 一般競争 2019.8

15 建設局建築部設備課 浦和別所児童センター中規模修繕（電気設備）工事 さいたま市南区別所２－１５－６ 2019.9～2020.2 電気 中規模修繕における電気設備工事を行う。 一般競争 2019.8
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16 建設局建築部設備課 浦和別所児童センター中規模修繕（機械設備）工事 さいたま市南区別所２－１５－６ 2019.9～2020.2 管 中規模修繕における機械設備工事を行う。 一般競争 2019.8

17 建設局建築部設備課 白幡保育園大規模改修（電気設備）工事 さいたま市南区白幡３丁目１番２号 2019.8～2020.9 電気 大規模改修における電気設備工事を行う。 一般競争 2019.7

18 建設局建築部設備課 白幡保育園大規模改修（機械設備）工事 さいたま市南区白幡３丁目１番２号 2019.8～2020.9 管 大規模改修における機械設備工事を行う。 一般競争 2019.7

19 建設局建築部設備課 浦和駒場体育館中規模修繕（電気設備）工事 さいたま市浦和区駒場２－５－６ 2019.11～2020.12 電気 大規模改修における電気設備工事を行う。 一般競争 2019.10

20 建設局建築部設備課 浦和駒場体育館中規模修繕（機械設備）工事 さいたま市浦和区駒場２－５－６ 2019.11～2020.12 管 大規模改修における機械設備工事を行う。 一般競争 2019.10

21 建設局建築部設備課 仲本公民館中規模修繕（電気設備）工事 さいたま市浦和区本太２－１２－４０ 2019.8～2020.1 電気
公民館施設リフレッシュ計画に基づく電気設備改修工事を行う。また太
陽光発電設備・蓄電池設置工事も併せて行う。

一般競争 2019.7

22 建設局建築部設備課 仲本公民館中規模修繕（機械設備）工事 さいたま市浦和区本太２－１２－４０ 2019.8～2020.1 管 公民館施設リフレッシュ計画に基づく機械設備改修工事を行う。 一般競争 2019.7

23 建設局建築部設備課 美園公民館中規模修繕（電気設備）工事 さいたま市緑区大字大門１９７３－１ 2019.8～2020.1 電気
公民館施設リフレッシュ計画に基づく電気設備改修工事を行う。また太
陽光発電設備・蓄電池設置工事も併せて行う。

一般競争 2019.7

24 建設局建築部設備課 美園公民館中規模修繕（機械設備）工事 さいたま市緑区大字大門１９７３－１ 2019.8～2020.1 管 公民館施設リフレッシュ計画に基づく機械設備改修工事を行う。 一般競争 2019.7

25 建設局建築部設備課 慈恩寺小学校便所改修（機械設備）工事 さいたま市岩槻区大字慈恩寺259番地 2019.6～2019.10 管 校舎（12棟）の便所改修 一般競争 2019.5

26 建設局建築部設備課 宮前小学校便所改修（機械設備）工事 さいたま市西区宮前町341番地 2019.6～2019.10 管 校舎（1棟）の便所改修 一般競争 2019.5

27 建設局建築部設備課 植竹小学校便所改修（機械設備）工事 さいたま市北区植竹町2丁目1番地 2019.6～2019.10 管 校舎（26棟）の便所改修 一般競争 2019.5

28 建設局建築部設備課 東大成小学校便所改修（機械設備）工事 さいたま市北区東大成町2丁目12番地 2019.6～2019.10 管 校舎（1棟）の便所改修 一般競争 2019.5

29 建設局建築部設備課 馬宮東小学校便所改修（機械設備）工事 さいたま市西区大字西遊馬189番地1 2019.6～2019.10 管 校舎（1-1、1-2棟）の便所改修 一般競争 2019.5

30 建設局建築部設備課 河合小学校便所改修（機械設備）工事 さいたま市岩槻区大字平林寺351番地 2019.6～2019.10 管 校舎（12-1棟）の便所改修 一般競争 2019.5
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31 建設局建築部設備課 常盤北小学校便所改修（機械設備）工事 さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目2番12号 2019.6～2019.10 管 管理・特別・普通教室等、プール附属室、給食室の便所改修 一般競争 2019.5

32 建設局建築部設備課 片柳小学校給水管改修工事 さいたま市見沼区大字東新井244番地1 2019.6～2019.11 管 給水管の改修 一般競争 2019.5

33 建設局建築部設備課 中島小学校受水槽・高架水槽改修工事 さいたま市桜区中島1丁目28番1号 2019.6～2019.10 管 受水槽・高架水槽の改修 一般競争 2019.5

34 建設局建築部設備課 大谷小学校受水槽改修工事 さいたま市見沼区大字大谷18番地 2019.6～2019.10 管 受水槽の改修 一般競争 2019.5

35 建設局建築部設備課
与野本町小学校東校舎及び南校舎大規模改修（電気設
備）工事

さいたま市中央区本町東3丁目5番23号 2020.3～2021.3 電気 東校舎及び南校舎大規模改修（電気設備） 一般競争 2020.2

36 建設局建築部設備課
与野本町小学校東校舎及び南校舎大規模改修（機械設
備）工事

さいたま市中央区本町東3丁目5番23号 2020.3～2021.3 管 東校舎及び南校舎大規模改修（機械設備） 一般競争 2020.2

37 建設局建築部設備課 南浦和中学校便所改修（機械設備）工事 さいたま市南区辻6丁目1番33号 2019.6～2019.10 管 校舎（10-1棟）の便所改修 一般競争 2019.5

38 建設局建築部設備課 美園中学校便所改修（機械設備）工事 さいたま市緑区大字大崎2550番地3 2019.6～2019.10 管 校舎（17棟）の便所改修 一般競争 2019.5

39 建設局建築部設備課 宮前中学校便所改修（機械設備）工事 さいたま市西区宮前町1467番地1 2019.6～2019.10 管 校舎（16棟）の便所改修 一般競争 2019.5

40 建設局建築部設備課 土合中学校便所改修（機械設備）工事 さいたま市桜区町谷1丁目19番1号 2019.6～2019.10 管 校舎（26-1棟）の便所改修 一般競争 2019.5

41 建設局建築部設備課 春里中学校便所改修（機械設備）工事 さいたま市見沼区大字小深作268番地19 2019.6～2019.10 管 校舎（16-3棟）の便所改修 一般競争 2019.5

42 建設局建築部設備課 桜木中学校便所改修（機械設備）工事 さいたま市大宮区桜木町4丁目219番地 2019.6～2019.10 管 校舎（17棟）の便所改修 一般競争 2019.5

43 建設局建築部設備課 大宮西中学校給水管改修工事 さいたま市西区三橋6丁目1558番地 2019.6～2019.11 管 給水管の改修 一般競争 2019.5

44 建設局建築部設備課 大宮北高等学校散水装置改修工事 さいたま市北区奈良町91番地1 2019.6～2019.10 管 散水装置の改修 一般競争 2019.5
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1 建設局北部建設事務所道路安全対策課 共栄橋補修工事 さいたま市西区大字内野本郷地内外 2019.9～2020.3 土木 伸縮装置取替　ひび割れ補修　床版防水　舗装 一般競争 2019.7

2 建設局北部建設事務所道路安全対策課 吉野陸橋補修工事（その１） さいたま市北区吉野町１丁目地内 2019.8～2020.3 土木 伸縮継手　ひび割れ補修　支承防錆　塗替塗装剥落防止 一般競争 2019.6

3 建設局北部建設事務所道路安全対策課 大宮駅西口デッキ補修工事（その２） さいたま市大宮区錦町地内 2019.6～2020.3 土木 塗替塗装　化粧パネル取替　根巻補修 一般競争 2019.4

4 建設局北部建設事務所道路安全対策課 物件撤去工事（大栄橋）（その３） さいたま市大宮区宮町１丁目地内 2019.12～2020.3 解体 物件撤去 指名競争 2019.11

5 建設局北部建設事務所道路安全対策課 加茂川橋耐震補強工事（その１） さいたま市大宮区三橋１丁目地内外 2019.8～2020.3 浚渫 浚渫　既設鋼矢板切断　仮桟橋 一般競争 2019.6

6 建設局北部建設事務所道路安全対策課 １０８７橋外１橋補修工事 さいたま市大宮区土手町１丁目地内外 2019.8～2020.3 土木 地覆補修　ひび割れ補修　断面修復　剥落防止 一般競争 2019.7

7 建設局北部建設事務所道路安全対策課 学校橋橋梁拡幅工事（その２） さいたま市大宮区三橋４丁目地内 2019.7～2020.3 土木 ＲＣ橋脚　仮締切　仮桟橋 一般競争 2019.5

8 建設局北部建設事務所道路安全対策課 中川橋補修工事 さいたま市見沼区上山口新田地内 2019.8～2020.3 土木 伸縮装置取替　ひび割れ補修　床版防水　舗装 一般競争 2019.7

9 建設局北部建設事務所道路安全対策課 戸井橋補修工事 さいたま市岩槻区笹久保新田地内 2019.8～2020.3 土木 伸縮装置取替　ひび割れ補修　床版防水　舗装 一般競争 2019.7

10 建設局北部建設事務所道路安全対策課 橋梁修繕工事（北建道安単契３１－２） さいたま市北部建設事務所管内 2019.7～2019.11 土木 単価契約による橋梁修繕工事一式 指名競争 2019.6

11 建設局北部建設事務所道路安全対策課 橋梁修繕工事（北建道安単契３１－３） さいたま市北部建設事務所管内 2019.10～2020.3 土木 単価契約による橋梁修繕工事一式 指名競争 2019.9

12 建設局北部建設事務所道路安全対策課 耐震性防火水そう設置工事（春日部税務署跡地公園） さいたま市岩槻区仲町２丁目地内 2019.5～2019.9 土木 耐震性防火水そう100ｍ3　1基 一般競争 2019.4

13 建設局北部建設事務所道路安全対策課 指扇中学校敷地境界擁壁新設工事 さいたま市西区西大宮３丁目地内 2019.7～2020.3 土木 地盤改良、擁壁設置、外構工事 一般競争 2019.5

14 建設局北部建設事務所道路安全対策課 （仮称）思い出の里市営霊園駐車場外整備工事 さいたま市見沼区大字大谷地内 2019.6～2019.12 土木 駐車場整備　3587ｍ2、カロート（防火水槽４０ｔ型）　1基 一般競争 2019.4

15 建設局北部建設事務所道路安全対策課 市道２２４８５号線（南ル－ト）道路整備工事 見沼区加田屋２丁目地内外 2019.7～2020.3 土木 道路整備、貯留施設　1箇所 一般競争 2019.5
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16 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道３３２５号線） さいたま市岩槻区大字柏崎地内 2019.9～2020.2 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長270ｍ　幅員4.5ｍ 一般競争 2019.7

17 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道３０２８号線） さいたま市岩槻区東町１丁目地内 2019.7～2019.12 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長48ｍ　幅員4ｍ 指名競争 2019.5

18 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道２０５５２号線外２路線） さいたま市見沼区大字蓮沼地内 2019.11～2020.3 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長215ｍ　幅員4～6ｍ 一般競争 2019.9

19 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道４０３６４号線） さいたま市西区大字水判土地内 2019.7～2020.1 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝（300～1500）　延長85ｍ　幅員4ｍ 一般競争 2019.5

20 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道２０８２６号線外１路線） さいたま市見沼区大字東新井地内 2019.7～2020.2 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長385ｍ　幅員4ｍ 一般競争 2019.5

21 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道２４４７号線） さいたま市岩槻区西町３丁目地内 2019.8～2020.2 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長100ｍ　幅員4～5ｍ 一般競争 2019.6

22 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道１００３６号線） さいたま市大宮区大成町２丁目地内 2019.6～2019.11 土木 舗装工、Ｌ型側溝　延長100ｍ　幅員4ｍ 一般競争 2019.4

23 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道３１３８７号線外２路線） さいたま市西区大字高木地内 2019.6～2019.12 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長120ｍ　幅員4ｍ 一般競争 2019.4

24 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道３２１４９号線その３） さいたま市西区大字中釘地内 2019.9～2020.3 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長320ｍ　幅員4ｍ 一般競争 2019.7

25 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道２１４９２号線外１路線） さいたま市見沼区大字大谷地内 2019.7～2019.12 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長200ｍ　幅員4ｍ 一般競争 2019.5

26 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道２０２９８号線） さいたま市大宮区北袋町２丁目地内 2019.7～2019.12 土木 舗装工、Ｌ型側溝　延長50ｍ　幅員4ｍ 指名競争 2019.5

27 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道３１７４１号線） さいたま市西区三橋６丁目地内 2019.8～2020.1 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長175ｍ　幅員4ｍ 一般競争 2019.6

28 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道４０５９９号線） さいたま市西区大字中野林地内 2019.10～2020.3 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長80ｍ　幅員4ｍ 一般競争 2019.8

29 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道３０６８２号線） さいたま市北区奈良町地内 2019.6～2019.11 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長70ｍ　幅員4ｍ 指名競争 2019.4

30 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道４０３４６号線） さいたま市西区三橋５丁目地内 2019.6～2019.12 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長85ｍ　幅員4ｍ 一般競争 2019.4
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31 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道４０１６０号線） さいたま市大宮区三橋２丁目地内 2019.8～2020.1 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長55ｍ　幅員4ｍ 指名競争 2019.6

32 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道４０４５５号線） さいたま市西区大字島根地内 2019.8～2020.1 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長30ｍ　幅員4ｍ 指名競争 2019.6

33 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道４２２５号線） さいたま市岩槻区城南５丁目地内 2019.9～2020.2 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長155ｍ　幅員4～5ｍ 一般競争 2019.7

34 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道２０４３８号線外２路線） さいたま市見沼区大字南中丸地内 2019.6～2019.11 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長140ｍ　幅員4ｍ 一般競争 2019.4

35 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道４０１３４号線外１路線） さいたま市大宮区三橋２丁目地内 2019.9～2020.2 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長180ｍ　幅員4ｍ 一般競争 2019.7

36 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道３２２５９号線外１路線） さいたま市西区大字宝来地内 2019.9～2020.2 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長155ｍ　幅員4ｍ 一般競争 2019.7

37 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道３０７９０号線外１路線） さいたま市北区日進町２丁目地内 2019.6～2020.1 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長290ｍ　幅員4ｍ 一般競争 2019.4

38 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道４０７８１号線外２路線） さいたま市西区大字佐知川地内 2019.9～2020.2 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長190ｍ　幅員4ｍ 一般競争 2019.7

39 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道４２７５号線外２路線） さいたま市岩槻区大字南下新井地内 2019.8～2020.1 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長180ｍ　幅員4～6ｍ 一般競争 2019.6

40 建設局北部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道２０９５６号線） さいたま市見沼区大字大谷地内 2019.7～2019.12 土木 舗装工、長尺Ｕ型側溝　延長60ｍ　幅員4ｍ 指名競争 2019.5

41 建設局北部建設事務所道路安全対策課 道路整備工事事業用地舗装等工事（北部管内） さいたま市北部建設事務所管内 2019.5～2020.3 土木 単価契約による道路整備工事一式 指名競争 2019.4

42 建設局北部建設事務所道路安全対策課 歩道整備工事（市道４０４７９号線） さいたま市西区大字島根 2019.10～2020.3 土木 延長70ｍ　幅員9.5ｍ　歩道整備（新設） 一般競争 2019.9

43 建設局北部建設事務所道路安全対策課 歩道整備工事（主要地方道川口上尾線） さいたま市北区本郷町 2019.9～2020.3 土木 延長160ｍ　幅員16ｍ　歩道整備（改修） 一般競争 2019.8

44 建設局北部建設事務所道路安全対策課 ゾ－ン３０対策工事（北区日進町２丁目外地区） さいたま市北区日進町２丁目外 2019.9～2020.1 塗装 地区面積55ｈａ　路面表示工　カラー舗装工 一般競争 2019.8

45 建設局北部建設事務所道路安全対策課
電線共同溝整備工事（主要地方道さいたま春日部線・桜木
町工区）

さいたま市大宮区桜木町４丁目外 2019.9～2020.3 土木 延長480ｍ　特殊部設置工　管路部設置工 一般競争 2019.8
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46 建設局北部建設事務所道路安全対策課 電線共同溝整備工事（一般県道鴻巣桶川さいたま線）その２ さいたま市大宮区北袋町１丁目外 2019.10～2020.3 土木 延長500ｍ　特殊部設置工　管路部設置工 一般競争 2019.9

47 建設局北部建設事務所道路安全対策課 歩道整備工事（市道１１０５５号線） さいたま市見沼区東大宮５丁目 2019.8～2020.3 土木 東大宮駅東口駅前広場の歩道整備（改修） 一般競争 2019.7

48 建設局北部建設事務所道路安全対策課 歩道整備工事（市道１１０５７号線） さいたま市見沼区東大宮４丁目 2019.8～2020.3 土木 東大宮駅西口駅前広場の歩道整備（改修） 一般競争 2019.7

49 建設局北部建設事務所道路安全対策課 ゾ－ン３０対策工事（見沼区東大宮２丁目外地区） さいたま市見沼区東大宮２丁目外 2019.9～2020.1 塗装 地区面積66ｈａ　路面表示工　カラー舗装工 一般競争 2019.8

50 建設局北部建設事務所道路安全対策課 歩道整備工事（一般国道１２２号） さいたま市岩槻区西町５丁目外 2019.10～2020.3 土木 延長220ｍ　幅員12ｍ　歩道整備（新設） 一般競争 2019.9

51 建設局北部建設事務所道路安全対策課 歩道整備工事（主要地方道野田岩槻線） さいたま市岩槻区大字長宮 2019.10～2020.3 土木 交差点整備に伴う歩道整備（改修） 一般競争 2019.9

52 建設局北部建設事務所道路安全対策課 歩道整備工事（一般県道蒲生岩槻線） さいたま市岩槻区大字釣上 2019.9～2020.3 土木 延長220ｍ　幅員14ｍ　歩道整備（新設） 一般競争 2019.8

53 建設局北部建設事務所道路安全対策課 自転車通行環境整備工事（市道１２４８５号線外８路線） さいたま市見沼区春野３丁目外 2019.8～2019.12 塗装 延長4370ｍ　路面表示工 一般競争 2019.7

54 建設局北部建設事務所道路安全対策課
自転車通行環境整備工事（一般県道新方須賀さいたま線外
２路線）

さいたま市見沼区大字南中野外 2019.8～2019.12 塗装 延長1950ｍ　路面表示工 一般競争 2019.7

55 建設局北部建設事務所道路安全対策課 自転車通行環境整備工事（市道３０７９２号線外１０路線） さいたま市北区日進町２丁目外 2019.8～2019.12 塗装 延長4710ｍ　路面表示工 一般競争 2019.7

56 建設局北部建設事務所道路安全対策課 自転車通行環境整備工事（市道３２２２３号線外１路線） さいたま市西区大字宝来外 2019.8～2019.12 塗装 延長1470ｍ　路面表示工 一般競争 2019.7

57 建設局北部建設事務所道路安全対策課 交通安全施設整備工事（北建道安単契３１－６） さいたま市北部建設事務所管内（主に西区） 2019.9～2020.3 土木 単価契約による交通安全施設整備工事一式 指名競争 2019.8

58 建設局北部建設事務所道路安全対策課 交通安全施設整備工事（北建道安単契３１－７） さいたま市北部建設事務所管内（主に北区） 2019.9～2020.3 土木 単価契約による交通安全施設整備工事一式 指名競争 2019.8

59 建設局北部建設事務所道路安全対策課 交通安全施設整備工事（北建道安単契３１－８）
さいたま市北部建設事務所管内（主に大宮
区）

2019.9～2020.3 土木 単価契約による交通安全施設整備工事一式 指名競争 2019.8

60 建設局北部建設事務所道路安全対策課 交通安全施設整備工事（北建道安単契３１－９）
さいたま市北部建設事務所管内（主に見沼
区）

2019.9～2020.3 土木 単価契約による交通安全施設整備工事一式 指名競争 2019.8
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61 建設局北部建設事務所道路安全対策課 交通安全施設整備工事（北建道安単契３１－１０）
さいたま市北部建設事務所管内（主に岩槻
区）

2019.9～2020.3 土木 単価契約による交通安全施設整備工事一式 指名競争 2019.8

62 建設局北部建設事務所道路安全対策課 事故危険箇所等安全対策工事（北建道安単契３１－１） さいたま市北部建設事務所管内 2019.9～2020.3 土木 単価契約による事故対策工事一式 指名競争 2019.8
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1 建設局北部建設事務所道路建設課
道路改良工事（一般国道１２２号蓮田岩槻バイパス）平林寺
南工区

さいたま市岩槻区大字平林寺地内 2019.8～2020.3 土木 道路改良工事　Ｌ＝160ｍ　Ｗ＝11ｍ 一般競争 2019.7

2 建設局北部建設事務所道路建設課
道路改良工事（一般国道１２２号蓮田岩槻バイパス）加倉南
工区

さいたま市岩槻区加倉３丁目地内 2019.8～2020.3 土木 ボックスカルバート工　Ｌ＝100ｍ 一般競争 2019.7

3 建設局北部建設事務所道路建設課 道路改良工事（一般国道１２２号）箕輪工区 さいたま市岩槻区大字箕輪地内外 2019.8～2020.3 土木 道路改良工事　Ｌ＝235ｍ　Ｗ＝12ｍ 一般競争 2019.7

4 建設局北部建設事務所道路建設課 事業用地舗装工事主要地方道さいたま春日部線（岩槻橋） さいたま市岩槻区太田２丁目地内外 2019.10～2020.2 土木 事業用地舗装工事　A＝1500㎡ 指名競争 2019.9

5 建設局北部建設事務所道路建設課 大宮岩槻線１工区街路整備工事（H３１） さいたま市大宮区堀の内町３丁目地内 2019.10～2020.1 土木 街路整備工事　Ｌ＝50ｍ　Ｗ＝25ｍ 一般競争 2019.9

6 建設局北部建設事務所道路建設課 産業道路天沼工区街路整備工事（H３１－１） さいたま市大宮区天沼町２丁目地内外 2019.8～2020.3 土木 街路整備工事　Ｌ＝260ｍ　Ｗ＝25ｍ 一般競争 2019.7

7 建設局北部建設事務所道路建設課 産業道路天沼工区街路整備工事（H３１－２） さいたま市大宮区天沼町２丁目地内外 2019.9～2020.3 土木 街路整備工事　Ｌ＝130ｍ　Ｗ＝25ｍ 一般競争 2019.8

8 建設局北部建設事務所道路建設課 産業道路天沼工区街路整備工事（H３１－３） さいたま市大宮区天沼町２丁目地内外 2019.9～2020.3 土木 街路整備工事　Ｌ＝380ｍ　Ｗ＝25ｍ 一般競争 2019.8

9 建設局北部建設事務所道路建設課 南大通東線天沼工区街路整備工事（H３１） さいたま市大宮区天沼町２丁目地内 2019.9～2020.3 土木 街路整備工事　Ｌ＝140ｍ　Ｗ＝25ｍ 一般競争 2019.8

10 建設局北部建設事務所道路建設課 中山道街路整備工事（H３１） さいたま市北区東大成町２丁目地内外 2019.8～2020.3 土木 街路整備工事　Ｌ＝300ｍ　Ｗ＝16ｍ 一般競争 2019.7

11 建設局北部建設事務所道路建設課 大宮岩槻線芝川工区事業用地舗装工事（H３１） さいたま市大宮区堀の内町２丁目地内外 2020.1～2020.3 土木 事業用地舗装工事　A＝900㎡ 指名競争 2019.12

12 建設局北部建設事務所道路建設課 産業道路天沼２工区事業用地舗装工事（H３１） さいたま市大宮区天沼町１丁目地内 2019.8～2019.12 土木 事業用地舗装工事　A＝1200㎡ 指名競争 2019.7

13 建設局北部建設事務所道路建設課 三橋中央通線三橋工区ケーブル移設工事（H３１） さいたま市大宮区上小町地内 2019.8～2019.12 電気 ケーブル移設工事 一般競争 2019.7

14 建設局北部建設事務所道路建設課 三橋中央通線三橋工区事業用地舗装工事（H３１） さいたま市大宮区三橋２丁目地内 2019.11～2020.3 土木 事業用地舗装工事　A＝635㎡ 指名競争 2019.10

15 建設局北部建設事務所道路建設課 街路事業用地舗装修繕工事（北部単契３１－１）
さいたま市北部建設事務所管内（主に西側
区域）

2019.4～2019.10 土木 単価契約による街路事業用地舗装修繕工事1式 指名競争 2019.4
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16 建設局北部建設事務所道路建設課 街路事業用地舗装修繕工事（北部単契３１－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主に東側
区域）

2019.4～2019.10 土木 単価契約による街路事業用地舗装修繕工事1式 指名競争 2019.4

17 建設局北部建設事務所道路建設課 街路事業用地舗装修繕工事（北部単契３１－３）
さいたま市北部建設事務所管内（主に西側
区域）

2019.9～2020.3 土木 単価契約による街路事業用地舗装修繕工事1式 指名競争 2019.8

18 建設局北部建設事務所道路建設課 街路事業用地舗装修繕工事（北部単契３１－４）
さいたま市北部建設事務所管内（主に東側
区域）

2019.9～2020.3 土木 単価契約による街路事業用地舗装修繕工事1式 指名競争 2019.8
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1 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１主要地方道さいたま鴻巣線）その２ さいたま市西区大字中野林地内外 2019.8～2019.12 舗装 切削オーバーレイ　延長385ｍ　幅員7ｍ　表層・基層2695㎡ 一般競争 2019.7

2 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１主要地方道さいたま春日部線） さいたま市西区大字土屋地内 2019.9～2020.1 舗装 切削オーバーレイ　延長230ｍ　幅員7ｍ　表層・基層1610㎡ 一般競争 2019.8

3 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１主要地方道さいたまふじみ野所沢線） さいたま市西区大字水判土地内 2019.11～2020.3 舗装 切削オーバーレイ　延長210ｍ　幅員7ｍ　表層・基層1470㎡ 一般競争 2019.10

4 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１市道３０９１９号線） さいたま市西区三橋６丁目地内 2019.9～2020.1 舗装 切削オーバーレイ　延長370ｍ　幅員7ｍ　表層2590㎡ 一般競争 2019.8

5 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１一般県道鴻巣桶川さいたま線） さいたま市北区東大成町２丁目地内外 2019.8～2019.12 舗装 切削オーバーレイ　延長280ｍ　幅員7.5ｍ　表層・基層2100㎡ 一般競争 2019.7

6 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１市道３０４３２号線） さいたま市北区宮原４丁目地内 2019.11～2020.3 舗装 切削オーバーレイ　延長170ｍ　幅員7ｍ　表層・基層1190㎡ 一般競争 2019.10

7 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１一般県道大谷本郷さいたま線） さいたま市大宮区三橋２丁目地内 2019.10～2020.1 舗装 切削オーバーレイ　延長230ｍ　幅員7ｍ　表層1610㎡ 一般競争 2019.9

8 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１主要地方道さいたま菖蒲線） さいたま市見沼区大和田町１丁目地内 2019.9～2020.1 舗装 切削オーバーレイ　延長230ｍ　幅員8ｍ　表層1840㎡ 一般競争 2019.8

9 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１主要地方道さいたま幸手線） さいたま市見沼区大字大谷地内 2019.8～2019.12 舗装 切削オーバーレイ　延長340ｍ　幅員7ｍ　表層2380㎡ 一般競争 2019.7

10 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１一般県道さいたま鳩ケ谷線） さいたま市見沼区大字膝子地内 2019.8～2019.12 舗装 切削オーバーレイ　延長230ｍ　幅員6.5ｍ　表層1500㎡ 一般競争 2019.7

11 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１市道１１０２５号線） さいたま市見沼区東大宮５丁目地内外 2019.10～2020.2 舗装 切削オーバーレイ　延長240ｍ　幅員6.7ｍ　表層・基層1610㎡ 一般競争 2019.9

12 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１一般県道新方須賀さいたま線） さいたま市岩槻区大字笹久保地内 2019.10～2020.2 舗装 切削オーバーレイ　延長370ｍ　幅員6.5ｍ　表層・基層2400㎡ 一般競争 2019.9

13 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１市道５０９４号線） さいたま市岩槻区大字長宮地内 2019.10～2020.2 舗装 切削オーバーレイ　延長535ｍ　幅員6ｍ　表層3210㎡ 一般競争 2019.9

14 建設局北部建設事務所道路維持課 暫定流末管修繕工事 さいたま市北部建設事務所管内 2019.11～2020.3 土木 暫定流末管修繕工事一式 一般競争 2019.10

15 建設局北部建設事務所道路維持課 狭あい道路拡幅工事（３１北部単価契約－東）
さいたま市北部建設事務所管内（主に東の
地区）

2019.5～2020.3 土木 単価契約による舗装修繕工事一式 指名競争 2019.4
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16 建設局北部建設事務所道路維持課 狭あい道路拡幅工事（３１北部単価契約－西）
さいたま市北部建設事務所管内（主に西の
地区）

2019.5～2020.3 土木 単価契約による舗装修繕工事一式 指名競争 2019.4

17 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１北部単価契約１－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主に１の地
区）

2019.8～2020.3 土木 単価契約による舗装修繕工事一式 指名競争 2019.7

18 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１北部単価契約２－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主に２の地
区）

2019.8～2020.3 土木 単価契約による舗装修繕工事一式 指名競争 2019.7

19 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１北部単価契約３－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主に３の地
区）

2019.8～2020.3 土木 単価契約による舗装修繕工事一式 指名競争 2019.7

20 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１北部単価契約４－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主に４の地
区）

2019.8～2020.3 土木 単価契約による舗装修繕工事一式 指名競争 2019.7

21 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１北部単価契約５－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主に５の地
区）

2019.8～2020.3 土木 単価契約による舗装修繕工事一式 指名競争 2019.7

22 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１北部単価契約６－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主に６の地
区）

2019.8～2020.3 土木 単価契約による舗装修繕工事一式 指名競争 2019.7

23 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３０スマイルロード北部単価契約１） さいたま市北部建設事務所管内（主に西区） 2019.5～2020.3 土木 単価契約による舗装修繕工事一式 指名競争 2019.4

24 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３０スマイルロード北部単価契約２－１）
さいたま市北部建設事務所管内（主に北区
西側）

2019.5～2020.3 土木 単価契約による舗装修繕工事一式 指名競争 2019.4

25 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３０スマイルロード北部単価契約２－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主に北区
東側）

2019.5～2020.3 土木 単価契約による舗装修繕工事一式 指名競争 2019.4

26 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３０スマイルロード北部単価契約３）
さいたま市北部建設事務所管内（主に大宮
区）

2019.5～2020.3 土木 単価契約による舗装修繕工事一式 指名競争 2019.4

27 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３０スマイルロード北部単価契約４－１）
さいたま市北部建設事務所管内（主に見沼
区北側）

2019.5～2020.3 土木 単価契約による舗装修繕工事一式 指名競争 2019.4

28 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３０スマイルロード北部単価契約４－２）
さいたま市北部建設事務所管内（主に見沼
区南側）

2019.5～2020.3 土木 単価契約による舗装修繕工事一式 指名競争 2019.4

29 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３０スマイルロード北部単価契約５）
さいたま市北部建設事務所管内（主に岩槻
区）

2019.5～2020.3 土木 単価契約による舗装修繕工事一式 指名競争 2019.4

30 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１主要地方道さいたま春日部線） さいたま市西区大字指扇地内 2019.7～2019.12 舗装 切削オーバーレイ　延長210ｍ　幅員8ｍ　表層1680㎡ 一般競争 2019.6
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31 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１一般県道大谷本郷さいたま線） さいたま市西区三橋６丁目地内 2019.8～2020.2 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長260m　幅員5.5～6.5ｍ 一般競争 2019.7

32 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道３１９４９号線） さいたま市西区大字指扇地内 2019.6～2019.11 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長200m　幅員8ｍ 一般競争 2019.5

33 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道４１３０６号線外） さいたま市西区大字湯木町地内外 2019.6～2019.12 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長280m　幅員5.3～6.1ｍ 一般競争 2019.5

34 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道４１５３６号線） さいたま市西区大字指扇地内 2019.6～2019.11 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長104m　幅員6.5ｍ 一般競争 2019.5

35 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道４１４４０号線） さいたま市西区塚本町１丁目地内外 2019.11～2020.3 舗装 切削オーバーレイ　延長790ｍ　幅員3ｍ　表層2370㎡ 一般競争 2019.10

36 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道４０５８３号線） さいたま市西区大字島根地内 2019.11～2020.3 舗装 切削オーバーレイ　延長420ｍ　幅員4.5ｍ　表層1890㎡ 一般競争 2019.10

37 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道４０４７２号線） さいたま市西区大字島根地内 2019.11～2020.3 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長109m　幅員4.0ｍ 一般競争 2019.10

38 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道４１５４３号線） さいたま市西区大字飯田新田地内 2019.8～2019.12 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長130m　幅員4ｍ 一般競争 2019.7

39 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道４１３４５号線） さいたま市西区大字飯田新田地内 2019.8～2019.12 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長135m　幅員5ｍ 一般競争 2019.7

40 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道４０９４１号線） さいたま市西区大字飯田地内外 2019.11～2020.3 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長150m　幅員4.5ｍ 一般競争 2019.10

41 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道３２４９３号線外） さいたま市西区大字中釘地内 2019.8～2019.12 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長180m　幅員7ｍ 一般競争 2019.7

42 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１一般県道鴻巣桶川さいたま線） さいたま市北区宮原町４丁目地内 2019.11～2020.3 土木 舗装工　側溝蓋交換工　延長480m 一般競争 2019.10

43 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道３０４００号線外） さいたま市北区奈良町地内 2019.6～2019.11 舗装 切削オーバーレイ　延長325ｍ　幅員8ｍ　表層2600㎡ 一般競争 2019.5

44 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道３０４２４号線外） さいたま市北区宮原町４丁目地内 2019.7～2019.12 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長185m　幅員6ｍ 一般競争 2019.6

45 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道３０５１０号線外） さいたま市北区吉野町２丁目地内 2019.7～2019.12 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長230m　幅員6ｍ 一般競争 2019.6
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46 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１０８２７号線外） さいたま市北区吉野町２丁目地内 2019.6～2019.11 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長580m　幅員4・6・8ｍ 一般競争 2019.5

47 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１０７７１号線外） さいたま市北区吉野町１丁目地内 2019.7～2020.2 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長435m　幅員6ｍ 一般競争 2019.6

48 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１０８１０号線） さいたま市北区吉野町２丁目地内 2019.8～2020.1 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長145m　幅員6ｍ 一般競争 2019.7

49 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１０７４２号線） さいたま市北区吉野町１丁目地内 2019.7～2019.12 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長185m　幅員6ｍ 一般競争 2019.6

50 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１０５８０号線） さいたま市北区本郷町地内 2019.8～2019.12 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長100m　幅員6ｍ 一般競争 2019.7

51 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１０４８２号線外） さいたま市北区土呂町２丁目地内 2019.9～2019.12 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長230m　幅員6ｍ 一般競争 2019.8

52 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１０６３２号線） さいたま市北区宮原町２丁目地内 2019.6～2019.10 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長70m　幅員4ｍ 指名競争 2019.5

53 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１一般県道上野さいたま線） さいたま市大宮区大成町３丁目地内 2019.6～2019.12 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長190m　幅員9ｍ 一般競争 2019.5

54 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道４０２０２号線） さいたま市大宮区三橋４丁目地内 2019.8～2019.12 土木 舗装工　側溝蓋交換工　延長245m　幅員10ｍ 一般競争 2019.7

55 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道４００７１号線） さいたま市大宮区上小町地内 2019.9～2020.2 土木 舗装工　側溝蓋交換工　延長480m　幅員6ｍ 一般競争 2019.8

56 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１２１９３号線外） さいたま市見沼区宮ヶ谷塔１丁目地内外 2019.6～2019.11 舗装 切削オーバーレイ　延長760ｍ　幅員6・7ｍ　表層・基層4940㎡ 一般競争 2019.5

57 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１２１０３号線） さいたま市見沼区深作２丁目地内 2019.11～2020.3 舗装 切削オーバーレイ　延長180ｍ　幅員16ｍ　表層・基層1550㎡ 一般競争 2019.10

58 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道２２０３２号線） さいたま市見沼区染谷２丁目地内外 2019.11～2020.3 舗装 切削オーバーレイ　延長250ｍ　幅員6ｍ　表層・基層1500㎡ 一般競争 2019.10

59 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１２４２９号線） さいたま市見沼区東大宮７丁目地内 2019.7～2019.12 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長125m　幅員6ｍ 一般競争 2019.6

60 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１２４１１号線外） さいたま市見沼区東大宮７丁目地内 2019.7～2019.12 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長362m　幅員6ｍ 一般競争 2019.6
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61 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１１００８号線外） さいたま市見沼区東大宮１丁目地内 2019.10～2020.3 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長250m　幅員6ｍ 一般競争 2019.9

62 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１２０６０号線外） さいたま市見沼区深作２丁目地内 2019.7～2020.1 土木 舗装工　長尺U型側溝　延長270m　幅員6ｍ 一般競争 2019.6

63 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道２０９７６号線外） さいたま市見沼区大字大谷地内 2019.11～2020.3 舗装 舗装工　延長700ｍ　幅員4～4.4ｍ　表層2600㎡ 一般競争 2019.10

64 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１２００９号線外） さいたま市見沼区深作３丁目地内 2019.9～2020.1 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長255m　幅員6ｍ 一般競争 2019.8

65 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１１０５３号線） さいたま市見沼区東大宮５丁目地内 2019.11～2020.3 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長120m　幅員6ｍ 一般競争 2019.10

66 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１２４４５号線外） さいたま市見沼区東大宮７丁目地内 2019.9～2020.3 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長350m　幅員4・6ｍ 一般競争 2019.8

67 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１２４５１号線外） さいたま市見沼区東大宮５丁目地内外 2019.9～2020.3 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長260m　幅員6ｍ 一般競争 2019.8

68 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１２０３０号線外） さいたま市見沼区深作３丁目地内 2019.7～2019.12 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長180m　幅員6ｍ 一般競争 2019.6

69 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１１１２４号線外） さいたま市見沼区丸ヶ崎町地内 2019.7～2019.12 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長420m　幅員4・6ｍ 一般競争 2019.6

70 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１２０５７号線外） さいたま市見沼区深作１丁目地内 2019.10～2020.3 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長155m　幅員6ｍ 一般競争 2019.9

71 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１２３９１号線） さいたま市見沼区東大宮７丁目地内 2019.8～2020.1 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長155m　幅員6ｍ 一般競争 2019.7

72 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１１１２２号線外） さいたま市見沼区丸ヶ崎町地内 2019.8～2020.1 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長200m　幅員6ｍ 一般競争 2019.7

73 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１１１１３号線） さいたま市見沼区東大宮５丁目地内 2019.7～2019.12 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長110m　幅員6ｍ 一般競争 2019.6

74 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道２０６７９号線） さいたま市見沼区大字南中野地内 2019.11～2020.3 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長125m　幅員4.0～6.5ｍ 一般競争 2019.10

75 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道２１８８６号線） さいたま市見沼区片柳１丁目地内 2019.10～2020.3 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長190m　幅員7ｍ 一般競争 2019.9
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76 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１２２５２号線） さいたま市見沼区深作５丁目地内 2019.9～2020.2 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長250m　幅員6.8～8ｍ 一般競争 2019.8

77 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１２３１３号線外） さいたま市見沼区宮ヶ谷塔１丁目地内 2019.9～2020.2 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長200m　幅員5.2～11ｍ 一般競争 2019.8

78 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１２４６９号線） さいたま市見沼区大和田町２丁目地内 2019.9～2020.2 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長250m　幅員5.7～10.7ｍ 一般競争 2019.8

79 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道２０３０５号線） さいたま市見沼区大字上山口新田地内 2019.8～2020.1 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長180m　幅員12ｍ 一般競争 2019.7

80 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１一般県道越谷岩槻線外） さいたま市岩槻区大字末田地内 2019.9～2020.3 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長240m　幅員6・10ｍ 一般競争 2019.8

81 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道５０１２号線） さいたま市岩槻区南平野３丁目地内 2019.10～2020.3 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長326m　幅員8ｍ 一般競争 2019.9

82 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道イワ２３０号線） さいたま市岩槻区大字南下新井地内外 2019.10～2020.3 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長175m　幅員6ｍ 一般競争 2019.9

83 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道４３５１号線外） さいたま市岩槻区大字南下新井地内 2019.9～2020.3 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長240m　幅員6.5ｍ 一般競争 2019.8

84 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道１７１７号線外） さいたま市岩槻区大字古ケ場地内 2019.6～2019.12 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長321m　幅員4ｍ 一般競争 2019.5

85 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道３５０４号線） さいたま市岩槻区大字横根地内 2019.6～2019.12 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長150m　幅員4.5～5.9ｍ 一般競争 2019.5

86 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道イワ２０７号線） さいたま市岩槻区大字表慈恩寺地内 2019.10～2020.3 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長200m　幅員6ｍ 一般競争 2019.9

87 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道５１９２号線外） さいたま市岩槻区大字大戸地内 2019.6～2019.12 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長475m　幅員4・6ｍ 一般競争 2019.5

88 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道２２９１号線） さいたま市岩槻区大字掛地内 2019.10～2020.3 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長160m　幅員7ｍ 一般競争 2019.9

89 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道２２４７号線外） さいたま市岩槻区大字掛地内 2019.7～2019.12 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長310m　幅員6～7ｍ 一般競争 2019.6

90 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道４０８０号線） さいたま市岩槻区本町４丁目地内 2019.10～2020.3 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長280m　幅員4～7.7ｍ 一般競争 2019.9
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91 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道イワ１１８号線） さいたま市岩槻区大字南下新井地内 2019.10～2020.3 舗装 舗装工　延長450ｍ　幅員8ｍ　表層3600㎡ 一般競争 2019.9

92 建設局北部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道２６０６号線外） さいたま市岩槻区本町３丁目地内 2019.7～2019.12 土木 舗装工、長尺U型側溝　延長120m　幅員9～12.3ｍ 一般競争 2019.6

93 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１一般県道蒲生岩槻線） さいたま市岩槻区仲町２丁目地内外 2019.5～2019.9 舗装 切削オーバーレイ　延長170ｍ　幅員8ｍ　表層・基層1360㎡ 一般競争 2019.4

94 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１主要地方道さいたま春日部線） さいたま市西区大字指扇地内 2019.5～2019.9 舗装 切削オーバーレイ　延長250ｍ　幅員8ｍ　表層2000㎡ 一般競争 2019.4

95 建設局北部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１主要地方道川口上尾線） さいたま市大宮区北袋町１丁目地内外 2019.5～2019.9 舗装 切削オーバーレイ　延長350ｍ　幅員7ｍ　表層2450㎡ 一般競争 2019.4
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1 建設局北部建設事務所河川整備課 河川緊急補修工事（北河単契３１ー西ー１） さいたま市北部建設事務所管内（主に西部） 2019.4～2019.9 土木 単価契約による河川緊急補修工事一式 指名競争 2019.4

2 建設局北部建設事務所河川整備課 河川緊急補修工事（北河単契３１ー中央ー１）
さいたま市北部建設事務所管内（主に中央
部）

2019.4～2019.9 土木 単価契約による河川緊急補修工事一式 指名競争 2019.4

3 建設局北部建設事務所河川整備課 河川緊急補修工事（北河単契３１ー東ー１） さいたま市北部建設事務所管内（主に東部） 2019.4～2019.9 土木 単価契約による河川緊急補修工事一式 指名競争 2019.4

4 建設局北部建設事務所河川整備課 河川緊急補修工事（北河単契３１ー西ー２） さいたま市北部建設事務所管内（主に西部） 2019.10～2020.3 土木 単価契約による河川緊急補修工事一式 指名競争 2019.9

5 建設局北部建設事務所河川整備課 河川緊急補修工事（北河単契３１ー中央ー２）
さいたま市北部建設事務所管内（主に中央
部）

2019.10～2020.3 土木 単価契約による河川緊急補修工事一式 指名競争 2019.9

6 建設局北部建設事務所河川整備課 河川緊急補修工事（北河単契３１ー東ー２） さいたま市北部建設事務所管内（主に東部） 2019.10～2020.3 土木 単価契約による河川緊急補修工事一式 指名競争 2019.9

7 建設局北部建設事務所河川整備課 排水路補修工事 さいたま市北部建設事務所管内 2019.9～2020.3 土木 排水路補修工事一式 指名競争 2019.8

8 建設局北部建設事務所河川整備課 準用河川新川改修工事 さいたま市西区大字飯田地内 2019.8～2020.3 土木 橋梁下部工　2基 一般競争 2019.6

9 建設局北部建設事務所河川整備課 準用河川新川飯田橋取付道路舗装工事 さいたま市西区大字飯田地内 2019.7～2019.12 土木 工事延長＝20ｍ　舗装工 一般競争 2019.6

10 建設局北部建設事務所河川整備課 準用河川黒谷川改修工事 さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎新田地内 2019.10～2020.3 土木 工事延長＝右岸60ｍ、左岸100m　堤脚水路工 一般競争 2019.8

11 建設局北部建設事務所河川整備課 普通河川宝来川改修工事 さいたま市西区大字宝来地内 2019.10～2020.3 土木 工事延長＝75ｍ　ボックスカルバート工 一般競争 2019.8

12 建設局北部建設事務所河川整備課 普通河川宝来川舗装工事 さいたま市西区大字宝来地内 2019.7～2019.12 土木 工事延長＝700ｍ　舗装工 一般競争 2019.6

13 建設局北部建設事務所河川整備課 金重排水路改修工事 さいたま市岩槻区大字本宿地内 2019.9～2020.3 土木 工事延長＝180ｍ　土留工 一般競争 2019.7

14 建設局北部建設事務所河川整備課 けやき台調整池連通管設置工事 さいたま市西区大字指扇地内 2019.11～2020.3 土木 工事延長＝14ｍ　推進工 一般競争 2019.10

15 建設局北部建設事務所河川整備課 滝沼川改修工事 さいたま市西区西大宮4丁目地内 2019.10～2020.3 土木 工事延長＝20ｍ　護岸工 一般競争 2019.8
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16 建設局北部建設事務所河川整備課 流域貯留浸透施設整備工事（徳力小学校） さいたま市岩槻区大字徳力地内 2019.9～2020.3 土木 流貯施設一式 一般競争 2019.7

17 建設局北部建設事務所河川整備課 水位計増設工事（東徳力団地） さいたま市岩槻区大字徳力地内 2019.11～2020.3
機械器具
設置

水位計設置工一式 指名競争 2019.10

18 建設局北部建設事務所河川整備課 準用河川滝沼川排水機場1号原動機交換工事 さいたま市西区大字宝来地内 2019.8～2020.3
機械器具
設置

原動機交換工一式 一般競争 2019.6

19 建設局北部建設事務所河川整備課 流域貯留浸透施設整備工事（東大成２丁目公園） さいたま市北区東大成町2丁目地内 2019.11～2020.3 土木 流貯施設一式 一般競争 2019.9

20 建設局北部建設事務所河川整備課 流域貯留浸透施設整備工事（櫛引公園） さいたま市北区櫛引町2丁目地内 2019.11～2020.3 土木 流貯施設一式 一般競争 2019.9

21 建設局北部建設事務所河川整備課 前原橋ポンプ場操作盤更新工事 さいたま市北区日進町2丁目地内 2019.6～2019.11
機械器具
設置

操作盤更新一式 一般競争 2019.4

22 建設局北部建設事務所河川整備課 天沼1丁目ポンプ場ゲートポンプ交換工事 さいたま市見沼区天沼1丁目地内 2019.6～2019.12
機械器具
設置

ポンプ交換工一式 一般競争 2019.4
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1 建設局北部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契北管―３１―Ｓ５５） さいたま市北部建設事務所管内（主に西区） 2019.6～2019.11 土木 下水道取付管の新設工事 指名競争 2019.5

2 建設局北部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契北管―３１―Ｓ５６）
さいたま市北部建設事務所管内（主に北区・
大宮区）

2019.6～2019.11 土木 下水道取付管の新設工事 指名競争 2019.5

3 建設局北部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契北管―３１―Ｓ５７）
さいたま市北部建設事務所管内（主に見沼
区）

2019.6～2019.11 土木 下水道取付管の新設工事 指名競争 2019.5

4 建設局北部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契北管―３１―Ｓ５８）
さいたま市北部建設事務所管内（主に岩槻
区）

2019.6～2019.11 土木 下水道取付管の新設工事 指名競争 2019.5

5 建設局北部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契北管―３１―Ｓ５９） さいたま市北部建設事務所管内（主に西区） 2019.10～2020.3 土木 下水道取付管の新設工事 指名競争 2019.9

6 建設局北部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契北管―３１―Ｓ６０）
さいたま市北部建設事務所管内（主に北区・
大宮区）

2019.10～2020.3 土木 下水道取付管の新設工事 指名競争 2019.9

7 建設局北部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契北管―３１―Ｓ６１）
さいたま市北部建設事務所管内（主に見沼
区）

2019.10～2020.3 土木 下水道取付管の新設工事 指名競争 2019.9

8 建設局北部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契北管―３１―Ｓ６２）
さいたま市北部建設事務所管内（主に岩槻
区）

2019.10～2020.3 土木 下水道取付管の新設工事 指名競争 2019.9

9 建設局北部建設事務所下水道管理課 下水道マンホール蓋安全対策工事（単契北管－３１－Ｓ２１） さいたま市北部建設事務所管内 2019.6～2019.11 土木 下水道マンホール蓋の取替工事 指名競争 2019.5

10 建設局北部建設事務所下水道管理課 下水道マンホール蓋安全対策工事（単契北管－３１－Ｓ２２） さいたま市北部建設事務所管内 2019.10～2020.3 土木 下水道マンホール蓋の取替工事 指名競争 2019.9

11 建設局北部建設事務所下水道管理課 下水道マンホール蓋安全対策工事（北管－３１－Ｓ２３） さいたま市北区東大成町１丁目地内 2019.10～2020.3 土木 下水道マンホール蓋の取替工事 一般競争 2019.9

12 建設局北部建設事務所下水道管理課 排水路緊急補修工事（単契北管－３１－８００４） さいたま市北部建設事務所管内（主に西） 2019.6～2020.3 土木 防護柵、水路構造物等の補修工事 指名競争 2019.5

13 建設局北部建設事務所下水道管理課 排水路緊急補修工事（単契北管－３１－８００５） さいたま市北部建設事務所管内（主に中央） 2019.6～2020.3 土木 防護柵、水路構造物等の補修工事 指名競争 2019.5

14 建設局北部建設事務所下水道管理課 排水路緊急補修工事（単契北管－３１－８００６） さいたま市北部建設事務所管内（主に東） 2019.6～2020.3 土木 防護柵、水路構造物等の補修工事 指名競争 2019.5

15 建設局北部建設事務所下水道管理課
南中丸Aマンホールポンプ制御盤更新工事（下維－31－
P11）

さいたま市見沼区大字南中野地内 2019.10～2020.3
機械器具
設置

マンホールポンプ制御盤の更新工事 指名競争 2019.9
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16 建設局北部建設事務所下水道管理課 宮原1Aマンホールポンプ外更新工事（下維－31－P12） さいたま市北区宮原1丁目地内外 2019.10～2020.3
機械器具
設置

マンホールポンプの交換工事 指名競争 2019.9

17 建設局北部建設事務所下水道管理課
合流改善スクリーン遠隔監視システム更新工事（下維－31
－P13）

さいたま市大宮区寿能町２丁目地内 2019.10～2020.3
機械器具
設置

合流改善スクリーン遠隔監視システムの更新工事 指名競争 2019.9

18 建設局北部建設事務所下水道管理課 下水道緊急修繕（単契北管―３１―Ｓ２０４） さいたま市北部建設事務所管内（主に西） 2019.7～2020.3 土木 下水道の補修工事 指名競争 2019.6

19 建設局北部建設事務所下水道管理課 下水道緊急修繕（単契北管―３１―Ｓ２０５） さいたま市北部建設事務所管内（主に中央） 2019.7～2020.3 土木 下水道の補修工事 指名競争 2019.6

20 建設局北部建設事務所下水道管理課 下水道緊急修繕（単契北管―３１―Ｓ２０６） さいたま市北部建設事務所管内（主に東） 2019.7～2020.3 土木 下水道の補修工事 指名競争 2019.6

21 建設局北部建設事務所下水道管理課 下水道雨水施設緊急修繕（単契北管―３１―Ｓ９０１） さいたま市北部建設事務所管内（主に西） 2019.6～2020.3 土木 下水道雨水施設の補修工事 指名競争 2019.5

22 建設局北部建設事務所下水道管理課 下水道雨水施設緊急修繕（単契北管―３１―Ｓ９０２） さいたま市北部建設事務所管内（主に東） 2019.6～2020.3 土木 下水道雨水施設の補修工事 指名競争 2019.5
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1 建設局北部建設事務所下水道再整備課 南部処理区下水道工事（北再－３１－３０１） さいたま市大宮区天沼町２丁目 2019.10～2020.3 土木 管更生◎2000　150m 一般競争 2019.10

2 建設局北部建設事務所下水道再整備課 鴨川第１６処理分区下水道工事（北再－３１－３００６） さいたま市大宮区三橋２丁目 2019.6～2019.12 土木 布設替え◎250　92m 指名競争 2019.5

3 建設局北部建設事務所下水道再整備課 芝川第8処理分区外下水道工事（北再－３１－３００７） さいたま市北区植竹町１丁目外 2019.9～2020.3 土木 管更生◎250～900　354m　耐震継手◎250～900　36箇所 一般競争 2019.9

4 建設局北部建設事務所下水道再整備課 南部処理区下水道工事（北再－３１－３００８） さいたま市大宮区天沼町１丁目外 2019.7～2020.1 土木 舗装　766m2　取付管15箇所　集水桝13箇所 指名競争 2019.6

5 建設局北部建設事務所下水道再整備課 中島雨水幹線護岸工事（北再－３１－３００９） さいたま市北区本郷町 2019.8～2020.3 土木 護岸ブロック張り工　183m 一般競争 2019.8

6 建設局北部建設事務所下水道再整備課 岩槻第4処理分区下水道工事（北再－３１－３０１０） さいたま市岩槻区東岩槻２丁目 2019.7～2020.3 土木 布設替え・撤去◎200～350　752m 一般競争 2019.7

7 建設局北部建設事務所下水道再整備課 芝川第8処理分区下水道工事（北再－３１－３０１１） さいたま市北区植竹町１丁目外 2019.6～2020.1 土木 布設替え◎300　40m　取付管95箇所 一般競争 2019.6

8 建設局北部建設事務所下水道再整備課 南部処理区外下水道工事（北再－３１－４０１） さいたま市大宮区宮町２丁目外 2019.9～2020.2 土木 耐震継手◎250～350　52箇所　目地ずれ28基 一般競争 2019.8

9 建設局北部建設事務所下水道再整備課 芝川第５処理分区下水道工事（北再－３１－４０３） さいたま市北区吉野町１丁目 2019.10～2020.3 土木
管更生◎700～1000　493m　耐震継手◎700～1000　10箇所　　浮上防
止4基

一般競争 2019.10

10 建設局北部建設事務所下水道再整備課 芝川第８処理分区下水道工事（北再－３１－４０４） さいたま市北区土呂町２丁目外 2019.8～2020.2 土木
耐震継手◎250～600　30箇所　管更生◎250～600　5m　浮上防止5基
目地ずれ4基

一般競争 2019.7

11 建設局北部建設事務所下水道再整備課 南部処理区外下水道工事（北再－３１－４０５） さいたま市大宮区土手宿１丁目外 2019.9～2020.1 土木 耐震継手◎250～500　74箇所　浮上防止4基　目地ずれ24基 一般競争 2019.9

12 建設局北部建設事務所下水道再整備課 南部処理区下水道工事（北再－３１－４００２） さいたま市浦和区大原５丁目 2019.10～2020.3 土木 管更生◎1100～1650　139m　耐震継手◎1100～1650　12箇所 一般競争 2019.10

13 建設局北部建設事務所下水道再整備課 けやき台ポンプ場再構築工事 さいたま市西区大字指扇 2019.9～2021.3 土木 土木・建築　機械設備　電気設備 一般競争 2019.9

14 建設局北部建設事務所下水道再整備課 大宮プラザポンプ場再構築工事 さいたま市西区プラザ 2019.9～2020.3 電気 電気設備 一般競争 2019.8

15 建設局北部建設事務所下水道再整備課 芝川第５処理分区下水道工事（北再－３０－４５１） さいたま市北区吉野町１丁目 2019.7～2020.3 土木
管更生◎1350～1500　300m　耐震継手◎1350～1500　5箇所　目地ず
れ5基

一般競争 2019.7
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1 建設局北部建設事務所下水道建設課 鴨川第14処理分区下水道工事（北建-31-1005） さいたま市西区大字指扇地内 2019.9～2020.2 土木 開削工　φ200　437.5m 一般競争 2019.7

2 建設局北部建設事務所下水道建設課 荒川第3-2処理分区下水道工事（北建-31-1006） さいたま市西区三橋5丁目地内外 2019.7～2019.12 土木 開削工　φ200　140.8m 一般競争 2019.5

3 建設局北部建設事務所下水道建設課 荒川第3-3処理分区下水道工事（北建-31-1007） さいたま市西区大字西遊馬地内 2019.7～2020.3 土木 開削工　φ200　466.9m 一般競争 2019.5

4 建設局北部建設事務所下水道建設課 荒川第3-3処理分区下水道工事（北建-31-1008） さいたま市西区大字土屋地内 2019.6～2019.11 土木 開削工　φ200　268.4m 一般競争 2019.4

5 建設局北部建設事務所下水道建設課 荒川第3-3処理分区下水道工事（北建-31-1009） さいたま市西区大字西遊馬地内 2019.9～2020.2 土木 開削工　φ200　435.1m 一般競争 2019.7

6 建設局北部建設事務所下水道建設課 荒川第2処理分区下水道工事（北建-31-1010） さいたま市西区大字峰岸地内 2019.8～2019.12 土木 開削工　φ200　192.5m 一般競争 2019.6

7 建設局北部建設事務所下水道建設課 鴨川第12処理分区下水道工事（北建-31-1011） さいたま市西区大字清河寺地内 2019.7～2020.3 土木
開削工　φ200　431.0m　推進工　φ200　130.0m　圧送管　φ75
150.0m　MP2基

一般競争 2019.5

8 建設局北部建設事務所下水道建設課 荒川第2処理分区下水道工事（北建-31-1029） さいたま市西区大字中釘地内 2019.9～2020.1 土木 開削工　φ200　140.0m　推進工　φ200　110.0m 一般競争 2019.7

9 建設局北部建設事務所下水道建設課 鴨川第14処理分区下水道工事（北建-31-1032） さいたま市西区大字指扇地内 2019.9～2020.3 土木 開削工　φ200　404.5m　推進工　φ200　70.0m 一般競争 2019.7

10 建設局北部建設事務所下水道建設課 鴨川第14処理分区下水道工事（北建-31-1033） さいたま市西区大字指扇地内 2019.9～2020.3 土木 開削工　φ200　417.5m 一般競争 2019.7

11 建設局北部建設事務所下水道建設課 滝沼川第1-10排水区下水道工事（北建-31-2007） さいたま市西区大字指扇領別所地内 2019.8～2019.12 土木 U-800×800～1100　51.0m 一般競争 2019.6

12 建設局北部建設事務所下水道建設課 三橋排水区下水道工事（北建-31-2010） さいたま市西区三橋5丁目地内 2019.9～2020.3 土木 □800×800　34.2m 一般競争 2019.7

13 建設局北部建設事務所下水道建設課 鴨川第24処理分区下水道工事（北建-31-1012） さいたま市大宮区桜木町1丁目地内 2019.9～2020.2 土木 開削工　φ200　326.0m 一般競争 2019.7

14 建設局北部建設事務所下水道建設課 芝川第8処理分区下水道工事（北建-31-1013） さいたま市大宮区堀の内町3丁目地内 2019.7～2020.3 土木 開削工　φ200　124.0m　推進工　φ200　320.0m 一般競争 2019.5

15 建設局北部建設事務所下水道建設課 南部処理区下水道工事（北建-31-1030） さいたま市大宮区天沼町2丁目地内外 2020.1～2020.3 土木
開削工　φ200　350.0m　開削工　φ300　170.0m　開削工　φ350
30.0m

一般競争 2019.11
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16 建設局北部建設事務所下水道建設課 南部処理区下水道工事（北建-31-1031） さいたま市大宮区天沼町2丁目地内 2020.1～2020.3 土木 開削工　φ250　210.0m 一般競争 2019.11

17 建設局北部建設事務所下水道建設課 鴨川第6排水区下水道工事（北建-31-2002） さいたま市大宮区三橋4丁目地内 2019.7～2020.1 土木 開削工　φ600　115.0m　推進工　φ540　32.6m 一般競争 2019.5

18 建設局北部建設事務所下水道建設課 鴨川第6排水区下水道工事（北建-31-2003） さいたま市大宮区三橋4丁目地内 2019.9～2020.2 土木 推進工　φ450　111.5m 一般競争 2019.7

19 建設局北部建設事務所下水道建設課 大門浅間6号幹線付帯工事（北建-31-2013） さいたま市大宮区宮町1丁目地内 2019.10～2020.3 土木 未定 一般競争 2019.8

20 建設局北部建設事務所下水道建設課 芝川第8処理分区下水道工事（北建-31-6301） さいたま市大宮区堀の内町3丁目地内外 2019.6～2019.12 土木 開削工　φ250　80.0m　既設管撤去工　φ250　80.0m 一般競争 2019.4

21 建設局北部建設事務所下水道建設課 芝川第10-3処理分区下水道工事（北建-31-6201） さいたま市大宮区北袋町1丁目地内 2019.10～2020.2 土木 開削工　φ450　60.0m　既設管撤去工　φ450　60.0m 一般競争 2019.8

22 建設局北部建設事務所下水道建設課 芝川第8処理分区下水道工事（北建-31-1014） さいたま市北区土呂町地内 2019.9～2019.12 土木 開削工　φ200　184.5m 一般競争 2019.7

23 建設局北部建設事務所下水道建設課 大成排水区下水道工事（北建-31-2004） さいたま市北区大成町4丁目地内 2019.9～2020.2 土木 圧送管14.0m　MP3基 一般競争 2019.7

24 建設局北部建設事務所下水道建設課 鴨川第14排水区下水道工事（北建-31-2005） さいたま市北区日進3丁目地内 2019.10～2020.3 土木
開削工　φ600　50.0m　開削工　φ300　50.0m　管更生工　φ1500
32.0m

一般競争 2019.8

25 建設局北部建設事務所下水道建設課 鴨川第9排水区下水道工事（北建-31-2006） さいたま市北区別所町地内 2019.9～2020.3 土木
開削工　φ500　71.5m　開削工　φ800　50.0m　開削工　φ200　75.5m
既設管撤去工　125.5m

一般競争 2019.7

26 建設局北部建設事務所下水道建設課 芝川第9-1処理分区下水道工事（北建-31-1015） さいたま市見沼区染谷1丁目地内外 2019.8～2020.3 土木 開削工　φ200　203.9m　推進工　φ200　477.5m 一般競争 2019.6

27 建設局北部建設事務所下水道建設課 芝川第9-1処理分区下水道工事（北建-31-1016） さいたま市見沼区染谷3丁目地内外 2019.9～2020.2 土木 開削工　φ200　298.1m 一般競争 2019.7

28 建設局北部建設事務所下水道建設課 芝川第9-1処理分区下水道工事（北建-31-1017） さいたま市見沼区染谷3丁目地内 2019.6～2019.12 土木 開削工　φ200　163.4m　推進工　φ200　231.2m 一般競争 2019.4

29 建設局北部建設事務所下水道建設課 芝川第9-1処理分区下水道工事（北建-31-1018） さいたま市見沼区大字中川地内 2019.9～2019.12 土木 開削工　φ200　164.9m 一般競争 2019.7

30 建設局北部建設事務所下水道建設課 芝川第6処理分区下水道工事（北建-31-1019） さいたま市見沼区島町地内 2019.9～2020.3 土木 開削工　φ200　605.2m　推進工　φ200　50.0m 一般競争 2019.7
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31 建設局北部建設事務所下水道建設課 芝川第9-1処理分区下水道工事（北建-31-1020） さいたま市見沼区大和田1丁目地内 2019.9～2020.3 土木 開削工　φ200　733.0m　推進工　φ200　85.0m 一般競争 2019.7

32 建設局北部建設事務所下水道建設課 芝川第9-1処理分区下水道工事（北建-31-1027） さいたま市見沼区宮ケ谷塔3丁目地内 2019.9～2020.3 土木 開削工　φ200　151.0m　推進工　φ200　172.0m 一般競争 2019.7

33 建設局北部建設事務所下水道建設課 芝川第9-1処理分区下水道工事（北建-31-1028） さいたま市見沼区御蔵地内 2019.9～2019.12 土木 開削工　φ200　420.0m 一般競争 2019.7

34 建設局北部建設事務所下水道建設課 芝川左岸第６排水区下水道工事（北建-31-2008） さいたま市見沼区上山口新田地内 2019.7～2020.3 土木 開削工　φ600　261.6m　開削工　φ500　55.4m 一般競争 2019.5

35 建設局北部建設事務所下水道建設課 第１内田排水区下水道工事（北建-31-2009） さいたま市見沼区大和田1丁目地内 2019.9～2020.2 土木 開削工　φ800　49.2m　開削工　φ700　47.9m 一般競争 2019.7

36 建設局北部建設事務所下水道建設課 深作第１排水区下水道工事（北建-31-2012） さいたま市見沼区丸ケ崎町地内 2019.9～2020.2 土木 開削工　φ400　110.0m　開削工　φ500　160.0m 一般競争 2019.7

37 建設局北部建設事務所下水道建設課 芝川第9-1処理分区下水道工事（北建-31-6101） さいたま市見沼区御蔵地内 2019.8～2020.2 土木 開削工　φ200　207.8m　既設管撤去工　φ200　124.0m 一般競争 2019.6

38 建設局北部建設事務所下水道建設課 岩槻第3処理分区下水道工事（北建-31-1021） さいたま市岩槻区西町1丁目地内 2019.9～2019.12 土木 開削工　φ200　132.2m 一般競争 2019.7

39 建設局北部建設事務所下水道建設課 岩槻第1-2処理分区下水道工事（北建-31-1022） さいたま市岩槻区大字金重地内 2019.7～2020.3 土木 開削工　φ200　362.5m　推進工　φ200　225.3m 一般競争 2019.5

40 建設局北部建設事務所下水道建設課 岩槻第4処理分区下水道工事（北建-31-1023） さいたま市岩槻区大字表慈恩寺地内 2019.9～2020.2 土木 開削工　φ200　127.5m　開削工　φ150　92.5m 一般競争 2019.7

41 建設局北部建設事務所下水道建設課 岩槻第4処理分区下水道工事（北建-31-1024） さいたま市岩槻区大字徳力地内 2019.7～2020.3 土木 開削工　φ200　280.0m　推進工　φ200　220.0m 一般競争 2019.5

42 建設局北部建設事務所下水道建設課 岩槻第4処理分区下水道工事（北建-31-1025） さいたま市岩槻区大字小溝地内 2019.6～2020.3 土木 開削工　φ200　619.6m 一般競争 2019.4

43 建設局北部建設事務所下水道建設課 岩槻第4処理分区下水道工事（北建-31-1026） さいたま市岩槻区大字小溝地内 2019.7～2020.3 土木 開削工　φ200　667.5m 一般競争 2019.5

44 建設局北部建設事務所下水道建設課 西町排水区下水道工事（北建-31-201） さいたま市岩槻区美幸町地内外 2019.8～2020.3 土木 □1800×2000　128.0m 一般競争 2019.6

45 建設局北部建設事務所下水道建設課 東岩槻第１排水区下水道工事（北建-31-202） さいたま市岩槻区諏訪4丁目地内外 2019.8～2023.3 土木 調整池　17,800m³　流入管　分水人孔　放流管　排水ポンプ 一般競争 2019.6
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46 建設局北部建設事務所下水道建設課 東岩槻第2排水区下水道工事（北建-31-2011） さいたま市岩槻区東岩槻6丁目地内 2019.9～2020.3 土木 開削工　□600×600　250m　既設管撤去工　φ200　912.0m 一般競争 2019.7

47 建設局北部建設事務所下水道建設課 東岩槻第1排水区下水道工事（北建-31-2014） さいたま市岩槻区上里2丁目地内外 2019.9～2020.3 土木 開削工　φ1200(予定)　160.0m　既設管撤去工　φ200　870.0m 一般競争 2019.7

48 建設局北部建設事務所下水道建設課 岩槻第2処理分区下水道工事（北建-31-6102） さいたま市岩槻区西町3丁目地内外 2019.8～2020.2 土木 開削工　φ200　219.0m　既設管撤去工　φ250　108.8m 一般競争 2019.6
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1 建設局南部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道Ｊ２５０号線外１路線） さいたま市緑区道祖土４丁目地内 2019.6～2019.9 土木 延長70m、幅員4m、長尺U型側溝工、舗装工 指名競争 2019.5

2 建設局南部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道Ｋ２３６号線） さいたま市南区大字円正寺地内 2019.6～2019.9 土木 延長20m、幅員4m、長尺U型側溝工、舗装工 指名競争 2019.5

3 建設局南部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（市道Ｎ２６１号線） さいたま市緑区大字大崎地内 2019.7～2019.12 土木 延長150m、幅員4m、長尺U型側溝工、舗装工 一般競争 2019.6

4 建設局南部建設事務所道路安全対策課 暮らしの道路整備工事（南建道安単契３１－１） さいたま市南部建設事務所管内 2019.5～2020.3 土木 単価契約による道路整備工事一式 指名競争 2019.4

5 建設局南部建設事務所道路安全対策課
交通バリアフリー道路特定工事（主要地方道さいたまふじみ
野所沢線外）

さいたま市中央区上落合１丁目地内外 2019.8～2019.12 土木 延長1,010m、視覚障害者誘導ブロック1,010m 一般競争 2019.7

6 建設局南部建設事務所道路安全対策課 電線共同溝整備工事（一般県道鴻巣桶川さいたま線）その１ さいたま市浦和区針ヶ谷1丁目地内 2019.9～2020.3 土木 延長240m、特殊部設置工、管路部設置工 一般競争 2019.8

7 建設局南部建設事務所道路安全対策課 歩道整備工事（一般国道４６３号）その１ さいたま市緑区原山1丁目地内外 2019.8～2019.12 土木 延長240m、幅員10m、歩道整備（改良） 一般競争 2019.7

8 建設局南部建設事務所道路安全対策課 歩道整備工事（市道Ｄ１６１号線） さいたま市南区鹿手袋２丁目地内外 2019.6～2019.9 土木 延長240m、幅員7m、歩道整備（新設） 一般競争 2019.5

9 建設局南部建設事務所道路安全対策課 歩道整備工事（市道Ｃ１９６号線） さいたま市南区関１丁目地内 2019.6～2019.9 土木 延長40m、幅員12m、歩道整備（新設） 指名競争 2019.5

10 建設局南部建設事務所道路安全対策課 ゾーン３０対策工事（浦和区針ヶ谷地区） さいたま市浦和区針ヶ谷３丁目地内外 2019.10～2020.2 塗装 地区面積21ha、路面標示工 一般競争 2019.9

11 建設局南部建設事務所道路安全対策課 ゾーン３０対策工事（緑区東浦和地区） さいたま市緑区東浦和１丁目地内外 2019.10～2020.2 塗装 地区面積18ha、路面標示工 一般競争 2019.9

12 建設局南部建設事務所道路安全対策課 ゾーン３０対策工事（中央区鈴谷地区） さいたま市中央区鈴谷４丁目地内外 2019.10～2020.2 塗装 地区面積25ha、路面標示工 一般競争 2019.9

13 建設局南部建設事務所道路安全対策課 自転車通行環境整備工事（一般県道大間木蕨線外６路線） さいたま市緑区東浦和１丁目地内外 2019.5～2019.8 塗装 延長3590ｍ、路面標示工 一般競争 2019.4

14 建設局南部建設事務所道路安全対策課 自転車通行環境整備工事（市道Ｌ－１１１２号線外６路線） さいたま市緑区松木１丁目地内外 2019.9～2019.12 塗装 延長2850ｍ、路面標示工 一般競争 2019.8

15 建設局南部建設事務所道路安全対策課 自転車通行環境整備工事（市道Ｐ－５９３号線外５路線） さいたま市緑区大字下野田地内外 2019.5～2019.8 塗装 延長2070ｍ、路面標示工 一般競争 2019.4
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16 建設局南部建設事務所道路安全対策課 自転車通行環境整備工事（市道Ｍ－２４８号線外６路線） さいたま市緑区東浦和１丁目地内外 2019.10～2020.1 塗装 延長3880ｍ、路面標示工 一般競争 2019.9

17 建設局南部建設事務所道路安全対策課 車両防護柵設置工事（一般県道さいたま鳩ヶ谷線） さいたま市緑区大字上野田地内外 2019.8～2019.11
とび・土

工
延長240m、ガードパイプ設置工 一般競争 2019.7

18 建設局南部建設事務所道路安全対策課 交通安全施設整備工事（南建道安単契３１－２） さいたま市南部建設事務所管内 2019.9～2020.3 土木 単価契約による交通安全施設整備工事一式 指名競争 2019.8

19 建設局南部建設事務所道路安全対策課 事故危険個所等安全対策工事（南建道安単契３１－１） さいたま市南部建設事務所管内 2019.6～2020.3 土木 単価契約による交通安全施設整備工事一式 指名競争 2019.5

20 建設局南部建設事務所道路安全対策課 さくら草橋耐震補強及び補修工事その１ さいたま市桜区大字田島地内外 2019.10～2020.3 土木 耐震補強工、橋梁補修工 一般競争 2019.9

21 建設局南部建設事務所道路安全対策課 大道橋耐震補強及び補修工事その２ さいたま市緑区大字三浦地内外 2019.10～2020.3 土木 耐震補強工、橋梁補修工 一般競争 2019.9

22 建設局南部建設事務所道路安全対策課 羽根倉橋（上り線）床版補強工事その２ さいたま市桜区大字下大久保地内外 2019.5～2020.3 土木 床版補強工 一般競争 2019.4

23 建設局南部建設事務所道路安全対策課 羽根倉橋（上り線）床版補強工事その３ さいたま市桜区大字下大久保地内外 2019.6～2020.3 土木 床版補強工、切回し道路復旧工 一般競争 2019.5

24 建設局南部建設事務所道路安全対策課 大原陸橋（歩道部）外補修工事 さいたま市中央区大字下落合地内外 2019.11～2020.3 土木 橋梁補修工、沓座補修工 一般競争 2019.10

25 建設局南部建設事務所道路安全対策課 中川橋補修工事 さいたま市緑区大字三浦地内外 2019.11～2020.2 土木 橋面防水工、橋梁補修工 一般競争 2019.10

26 建設局南部建設事務所道路安全対策課 高畑陸橋（歩道部）補修工事 さいたま市緑区大字高畑地内 2019.11～2020.2 土木 高欄塗替塗装工、断面修復工 一般競争 2019.10

27 建設局南部建設事務所道路安全対策課 橋梁修繕工事（南建道安単契３１－２） さいたま市南部建設事務所管内 2019.8～2020.3 土木 単価契約による橋梁修繕工事 指名競争 2019.7

28 建設局南部建設事務所道路安全対策課 田島臨時グラウンド法面復旧工事
さいたま市桜区田島１０丁目（田島臨時グラウ
ンド）

2019.6～2019.10 土木 法面復旧工 一般競争 2019.5

29 建設局南部建設事務所道路安全対策課 電線共同溝工事（一般県道大間木蕨線）その６ さいたま市緑区東浦和５丁目地内 2019.5～2019.12 土木 延長250m、特殊部設置工、管路部設置工 一般競争 2019.4

30 建設局南部建設事務所道路安全対策課 新浦和橋耐震補強及び補修工事その３ さいたま市浦和区常盤２丁目地内 2019.5～2019.12 土木 耐震補強工、橋梁補修工 一般競争 2019.4

57



様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 建設局南部建設事務所道路建設課 鶴巻IC橋梁下部工事（Ｈ３１） さいたま市緑区大字大門地内 2019.11～2020.3 土木 道路改良工事　橋梁下部工　3基 一般競争 2019.9

2 建設局南部建設事務所道路建設課 鶴巻IC橋梁補強工事（Ｈ３１） さいたま市緑区大字大門地内 2019.7～2019.12 土木 道路改良工事　既設下部工補強　１基 一般競争 2019.5

3 建設局南部建設事務所道路建設課 さいたま鴻巣線バイパス工区道路改良工事（Ｈ３１） さいたま市桜区中島３丁目地内外 2019.7～2020.3 土木 道路改良工事　電線共同溝　街路築造工事　Ｌ＝70ｍ　Ｗ＝30ｍ 一般競争 2019.6

4 建設局南部建設事務所道路建設課 岸町常盤線道路改良工事（Ｈ３１） さいたま市浦和区高砂２丁目地内外 2019.7～2020.3 土木 道路改良工事　Ｌ＝83ｍ　Ｗ＝8ｍ 一般競争 2019.6

5 建設局南部建設事務所道路建設課 道場三室線２工区（仮称）西堀日向トンネル築造工事 さいたま市桜区西堀９丁目地内外 2019.10～2020.3 土木 街路築造工事　Ｌ＝290ｍ　Ｗ＝30ｍ 一般競争 2019.5

6 建設局南部建設事務所道路建設課 田島大牧線２工区街路整備工事（Ｈ３１） さいたま市浦和区岸町７丁目地内 2019.10～2020.3 土木 電線共同溝工事　Ｌ＝80ｍ　Ｗ＝25ｍ 一般競争 2019.9

7 建設局南部建設事務所道路建設課 田島大牧線太田窪工区電線共同溝工事（Ｈ３１） さいたま市南区太田窪２丁目地内外 2019.8～2020.3 土木 電線共同溝工事　Ｌ＝650ｍ　Ｗ＝25ｍ 一般競争 2019.7

8 建設局南部建設事務所道路建設課 産業道路原山工区街路整備工事（Ｈ３１） さいたま市緑区原山１丁目地内外 2019.7～2020.3 土木 街路築造工事　Ｌ＝250ｍ　Ｗ＝25ｍ 一般競争 2019.6

9 建設局南部建設事務所道路建設課 道場三室線２工区事業用地舗装工事（Ｈ３１） さいたま市桜区南元宿２丁目地内外 2019.11～2020.3 土木 事業用地舗装工事　Ａ＝1500㎡ 一般競争 2019.10

10 建設局南部建設事務所道路建設課 街路緊急工事（単契Ｈ３１－１） 南部建設事務所管内 2019.4～2019.12 土木 単価契約による道路緊急工事一式 指名競争 2019.4

11 建設局南部建設事務所道路建設課 街路緊急工事（単契Ｈ３１－２） 南部建設事務所管内 2019.10～2020.3 土木 単価契約による道路緊急工事一式 指名競争 2019.9

12 建設局南部建設事務所道路建設課 電線共同溝工事（産業道路原山工区）（H30） さいたま市緑区原山１丁目地内外 2019.5～2020.1 土木 電線共同溝工事　Ｌ＝250ｍ　Ｗ＝25ｍ 一般競争 2019.4
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1 建設局南部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道第５５号線） さいたま市中央区上落合６丁目地内 2019.6～2019.9 舗装 舗装打ち替え工　延長100.0ｍ　幅員3.0ｍ　路盤300㎡　表層300㎡ 指名競争 2019.5

2 建設局南部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道第６６号線） さいたま市中央区上落合６丁目地内外 2019.6～2019.10 舗装 舗装打ち替え工　延長90ｍ　幅員5.3ｍ　路盤480㎡　表層480㎡ 一般競争 2019.6

3 建設局南部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道第７７号線） さいたま市中央区本町東６丁目地内 2019.7～2019.11 舗装 舗装打ち替え工　延長142.0ｍ　幅員2.8ｍ　路盤400㎡　表層400㎡ 一般競争 2019.7

4 建設局南部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道第３０２号線） さいたま市中央区八王子５丁目地内外 2019.8～2020.1 舗装 舗装打ち替え工　延長200.0ｍ　幅員5.6ｍ　路盤1,120㎡　表層1,120㎡ 一般競争 2019.8

5 建設局南部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道第４７５号線) さいたま市中央区下落合２丁目地内 2019.9～2020.1 舗装 舗装打ち替え工　延長150.0ｍ　幅員4.0ｍ　路盤600㎡　表層600㎡ 一般競争 2019.9

6 建設局南部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道第５１６号線) さいたま市中央区鈴谷５丁目地内外 2019.9～2020.3 土木 舗装工　延長90.0ｍ　幅員4.0～4.4m　長尺Ｕ型側溝　延長90.0ｍ 一般競争 2019.9

7 建設局南部建設事務所道路維持課
スマイルロード整備工事（３１一般県道大谷本郷さいたま線）
その２

さいたま市中央区本町東６丁目地内外 2019.6～2019.10 舗装 切削オーバーレイ　延長230.0ｍ　幅員6.5ｍ　表層1,500㎡ 一般競争 2019.5

8 建設局南部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道Ｉ４１２号線） さいたま市浦和区東仲町地内 2019.7～2019.12 舗装 舗装打ち替え工　延長100.0ｍ　幅員6.3ｍ　表層700㎡ 一般競争 2019.6

9 建設局南部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道Ｈ１４号線） さいたま市浦和区北浦和１丁目地内 2019.8～2020.1 舗装 舗装打ち替え工　延長115.0ｍ　幅員4.8ｍ　路盤560㎡　表層560㎡ 一般競争 2019.7

10 建設局南部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１主要地方道さいたま幸手線） さいたま市浦和区木崎５丁目地内外 2019.9～2020.1 舗装 切削オーバーレイ　延長200ｍ　幅員7.2ｍ　表層1,500㎡ 一般競争 2019.8

11 建設局南部建設事務所道路維持課
スマイルロード整備工事（３１主要地方道さいたま幸手線）そ
の2

さいたま市浦和区領家５丁目地内外 2019.9～2020.3 舗装 舗装打ち替え工　延長280.0ｍ　幅員6.0ｍ　路盤1,700㎡　表層1,700㎡ 一般競争 2019.9

12 建設局南部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事（３１市道Ｉ２８８号線) さいたま市南区太田窪５丁目地内 2019.6～2019.9 舗装 舗装打ち替え工　延長113.0ｍ　幅員6.0ｍ　表層680㎡ 指名競争 2019.6

13 建設局南部建設事務所道路維持課 スマイルロード整備工事(３１市道Ｍ２８号線) さいたま市緑区大字中尾地内 2019.9～2020.3 舗装 舗装打ち替え工　延長100.0ｍ　幅員10.0ｍ　路盤1,000㎡　表層1,000㎡ 一般競争 2019.8

14 建設局南部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１市道Ｈ５号線） さいたま市浦和区元町２丁目外 2019.8～2019.12 舗装 切削オーバーレイ　延長140.0ｍ　幅員8.0ｍ　表層1,200㎡ 一般競争 2019.7

15 建設局南部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１市道第１号線） さいたま市中央区区下落合７丁目地内 2019.6～2019.10 舗装 切削オーバーレイ　延長250.0ｍ　幅員8.5ｍ　表層2,200㎡ 一般競争 2019.5
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16 建設局南部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１一般県道北浦和停車場線） さいたま市浦和区北浦和４丁目地内 2019.6～2019.10 舗装 切削オーバーレイ　延長80.0ｍ　幅員14.5ｍ　表層1200㎡ 一般競争 2019.5

17 建設局南部建設事務所道路維持課 道路修繕工（３１一般国道４６３号外） さいたま市浦和区東仲町地内外 2019.10～2020.3 舗装 切削オーバーレイ　延長110.0ｍ　幅員10.0ｍ　表層1,100㎡ 一般競争 2019.9

18 建設局南部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１一般国道４６３号バイバス）その2 さいたま市緑区美園４丁目地内外 2019.8～2020.1 舗装 切削オーバーレイ　延長220.0ｍ　幅員18.0ｍ　表層3,960㎡ 一般競争 2019.7

19 建設局南部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１主要地方道さいたま川口線） さいたま市緑区道祖土２丁目地内外 2019.9～2020.2 舗装 切削オーバーレイ　延長300.0ｍ　幅員7.0ｍ　表層2,100㎡ 一般競争 2019.8

20 建設局南部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１一般国道４６３号） さいたま市桜区栄和３丁目地内外 2019.9～2020.2 土木 植樹桝補修　22箇所 一般競争 2019.8

21 建設局南部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１主要地方道さいたま草加線） さいたま市南区大字太田窪地内 2019.6～2019.9 舗装 切削オーバーレイ　延長160.0ｍ　幅員8.8ｍ　表層1,500㎡ 一般競争 2019.5

22 建設局南部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１市道Ｊ１４６号線) さいたま市浦和区瀬ケ崎1丁目地内 2019.9～2020.3 土木 排水管布設工　延長200.0ｍ 一般競争 2019.8

23 建設局南部建設事務所道路維持課 道路側溝・舗装整備工事（３１南部単価契約１－１） さいたま市南部建設事務所管内（主に東側） 2019.5～2019.10 土木 単価契約による道路側溝・舗装整備一式 指名競争 2019.4

24 建設局南部建設事務所道路維持課 道路側溝・舗装整備工事（３１南部単価契約２－１) さいたま市南部建設事務所管内（主に西側） 2019.5～2019.10 土木 単価契約による道路側溝・舗装整備一式 指名競争 2019.4

25 建設局南部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１南部単価契約１－２） さいたま市南部建設事務所管内（主に東側） 2019.8～2020.3 土木 単価契約による道路修繕工事一式 指名競争 2019.7

26 建設局南部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１南部単価契約２‐２） さいたま市南部建設事務所管内（主に西側） 2019.8～2020.3 土木 単価契約による道路修繕工事一式 指名競争 2019.7

27 建設局南部建設事務所道路維持課 道路側溝・舗装整備工事（３１南部単価契約１－２） さいたま市南部建設事務所管内（主に東側） 2019.9～2020.3 土木 単価契約による道路側溝・舗装整備一式 指名競争 2019.8

28 建設局南部建設事務所道路維持課 道路側溝・舗装整備工事（３１南部単価契約２－２） さいたま市南部建設事務所管内（主に西側） 2019.9～2020.3 土木 単価契約による道路側溝・舗装整備一式 指名競争 2019.8

29 建設局南部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１南部単価契約１－３） さいたま市南部建設事務所管内（主に東側） 2019.11～2020.3 土木 単価契約による道路修繕工事一式 指名競争 2019.10

30 建設局南部建設事務所道路維持課 市道Ｌ７１７号線道路照明灯設置工事 さいたま市緑区大字南部領辻地内外 2019.9～2020.3 土木 街路照明設置　15基 指名競争 2019.8
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31 建設局南部建設事務所道路維持課 道路修繕工事（３１主要地方道さいたま川口線） さいたま市緑区道祖土２丁目外 2019.5～2019.10 舗装 切削オーバーレイ　延長300ｍ　幅員7.0ｍ　表層2,100㎡ 一般競争 2019.4
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1 建設局南部建設事務所河川整備課 河川緊急補修工事(南河単契31-1-1) さいたま市南部建設事務所管内 2019.4～2019.9 土木 緊急補修工事単価契約一式 指名競争 2019.4

2 建設局南部建設事務所河川整備課 河川緊急補修工事(南河単契31-1-2) さいたま市南部建設事務所管内 2019.4～2019.9 土木 緊急補修工事単価契約一式 指名競争 2019.4

3 建設局南部建設事務所河川整備課 河川緊急補修工事(南河単契31-2-1) さいたま市南部建設事務所管内 2019.10～2020.3 土木 緊急補修工事単価契約一式 指名競争 2019.9

4 建設局南部建設事務所河川整備課 河川緊急補修工事(南河単契31-2-2) さいたま市南部建設事務所管内 2019.10～2020.3 土木 緊急補修工事単価契約一式 指名競争 2019.9

5 建設局南部建設事務所河川整備課 準用河川油面川排水機場吐出水槽築造工事 さいたま市桜区道場5丁目地内 2019.6～2020.3 土木 吐出水槽工一式 一般競争 2019.5

6 建設局南部建設事務所河川整備課 準用河川油面川排水機場建築工事 さいたま市桜区道場5丁目地内 2019.12～2020.3 建築 上屋建築工一式 一般競争 2019.11

7 建設局南部建設事務所河川整備課 排水路改修工事（FF-7） さいたま市緑区大字見沼地内 2019.8～2020.1 土木 工事延長＝220ｍ　U型水路工 一般競争 2019.7

8 建設局南部建設事務所河川整備課 排水路改修工事（高沼用水路東縁その１） さいたま市中央区大戸2丁目地内 2019.10～2020.3 土木 工事延長＝150ｍ　多自然型護岸工 一般競争 2019.9

9 建設局南部建設事務所河川整備課 排水路改修工事（高沼用水路東縁その２） さいたま市南区鹿手袋1丁目地内 2019.10～2020.3 土木 工事延長＝250ｍ　多自然型護岸工 一般競争 2019.9

10 建設局南部建設事務所河川整備課 排水路改修工事（高沼用水路東縁その３） さいたま市南区鹿手袋1丁目地内 2019.10～2020.3 土木 工事延長＝190ｍ　多自然型護岸工 一般競争 2019.9
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1 建設局南部建設事務所下水道管理課 下水道マンホール蓋安全対策工事（単契南管-30-S21） さいたま市南部建設事務所管内（主に東側） 2019.6～2020.1 土木 単価契約によるマンホール蓋交換工事一式 指名競争 2019.5

2 建設局南部建設事務所下水道管理課 下水道マンホール蓋安全対策工事（単契南管-30-S22） さいたま市南部建設事務所管内（主に西側） 2019.6～2020.1 土木 単価契約によるマンホール蓋交換工事一式 指名競争 2019.5

3 建設局南部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契南管－３1－S５６）
さいたま市南部建設事務所管内（主に中央
区・桜区）

2019.7～2020.1 土木 単価契約による下水道取付管工事一式 指名競争 2019.6

4 建設局南部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契南管－３1－S５７）
さいたま市南部建設事務所管内（主に浦和
区）

2019.7～2020.1 土木 単価契約による下水道取付管工事一式 指名競争 2019.6

5 建設局南部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契南管－３1－S５８） さいたま市南部建設事務所管内（主に南区） 2019.7～2020.1 土木 単価契約による下水道取付管工事一式 指名競争 2019.6

6 建設局南部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契南管－３1－S５９）
さいたま市南部建設事務所管内（主に緑区
西部）

2019.7～2020.1 土木 単価契約による下水道取付管工事一式 指名競争 2019.6

7 建設局南部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契南管－３1－S６０）
さいたま市南部建設事務所管内（主に緑区
東部）

2019.7～2020.1 土木 単価契約による下水道取付管工事一式 指名競争 2019.6

8 建設局南部建設事務所下水道管理課 排水路緊急補修工事（単契南管-31-8003） さいたま市南部建設事務所管内（主に東側） 2019.8～2020.3 土木 単価契約による排水路補修工事一式 指名競争 2019.7

9 建設局南部建設事務所下水道管理課 排水路緊急補修工事（単契南管-31-8004） さいたま市南部建設事務所管内（主に西側） 2019.8～2020.3 土木 単価契約による排水路補修工事一式 指名競争 2019.7

10 建設局南部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契南管－３1－S６１）
さいたま市南部建設事務所管内（主に中央
区・桜区）

2019.10～2020.3 土木 単価契約による下水道取付管工事一式 指名競争 2019.9

11 建設局南部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契南管－３1－S６２）
さいたま市南部建設事務所管内（主に浦和
区）

2019.10～2020.3 土木 単価契約による下水道取付管工事一式 指名競争 2019.9

12 建設局南部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契南管－３1－S６３） さいたま市南部建設事務所管内（主に南区） 2019.10～2020.3 土木 単価契約による下水道取付管工事一式 指名競争 2019.9

13 建設局南部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契南管－３1－S６４）
さいたま市南部建設事務所管内（主に緑区
西部）

2019.10～2020.3 土木 単価契約による下水道取付管工事一式 指名競争 2019.9

14 建設局南部建設事務所下水道管理課 下水道取付管工事（単契南管－３1－S６５）
さいたま市南部建設事務所管内（主に緑区
東部）

2019.10～2020.3 土木 単価契約による下水道取付管工事一式 指名競争 2019.9

15 建設局南部建設事務所下水道管理課 大門ポンプ場自家発電設備更新工事（南管31-P11） さいたま市緑区美園6丁目14番 2019.9～2020.3 電気 大門ポンプ場における自家発電設備用直流電源盤更新工事 一般競争 2019.8
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1 建設局南部建設事務所下水道再整備課 鴨川第４２処理分区下水道工事（南再－３１－３０１） さいたま市浦和区常盤８丁目地内外 2019.10～2020.3 土木
管更生□2250～2700×2250～2700㎜　延長150ｍ　耐震継手□2700×
2700㎜　2箇所

一般競争 2019.9

2 建設局南部建設事務所下水道再整備課 南部第１０処理分区下水道工事（南再－３１－４０２） さいたま市南区辻６丁目地内外 2019.10～2020.3 土木 耐震継手◎250～1800㎜　26箇所　耐震補強（人孔）5基 一般競争 2019.9

3 建設局南部建設事務所下水道再整備課 南部第１０処理分区下水道工事（南再－３１－４０４） さいたま市南区白幡１丁目地内外 2019.7～2020.2 土木 管更生◎250～300㎜　延長60ｍ　　耐震継手◎250～500㎜　19箇所 一般競争 2019.6

4 建設局南部建設事務所下水道再整備課 鴨川第３８・３９処理分区下水道工事（南再－３１－４０５） さいたま市中央区新中里１丁目地内外 2019.7～2020.2 土木 管更生◎250～450㎜　延長472ｍ　　耐震継手◎250～450㎜　26箇所 一般競争 2019.6

5 建設局南部建設事務所下水道再整備課 鴨川第２７処理分区下水道工事（南再－３１－４０６） さいたま市中央区上落合４丁目地内外 2019.9～2020.3 土木 耐震継手◎500～1350㎜　33箇所 一般競争 2019.8

6 建設局南部建設事務所下水道再整備課 南部第１０処理分区下水道工事（南再－３１－４０７） さいたま市南区別所３丁目地内外 2019.11～2020.3 土木 管更生◎250～400㎜　延長293ｍ　　耐震継手◎250～700㎜　41箇所 一般競争 2019.10

7 建設局南部建設事務所下水道再整備課 鴨川第３８処理分区下水道工事（南再－３１－４０８） さいたま市中央区下落合３丁目地内外 2019.9～2020.3 土木 耐震継手◎400～1650㎜　81箇所 一般競争 2019.8

8 建設局南部建設事務所下水道再整備課 南部第１０処理分区下水道工事（南再－３１－４１０） さいたま市南区南本町１丁目地内外 2019.10～2020.3 土木
管更生◎1800～2000㎜　延長175ｍ　　耐震継手◎1800～2000㎜　6箇
所　耐震補強（人孔）3基

一般競争 2019.9

9 建設局南部建設事務所下水道再整備課 鴨川第４２処理分区下水道工事（南再－３１－４１１） さいたま市浦和区常盤９丁目地内外 2019.10～2020.3 土木 管更生◎800～900㎜　延長152ｍ　　耐震継手◎800～900㎜　6箇所 一般競争 2019.9

10 建設局南部建設事務所下水道再整備課 鴨川第４２処理分区下水道工事（南再－３１－３００４） さいたま市浦和区常盤９丁目地内外 2019.11～2020.3 土木 管更生◎250～700㎜　延長343ｍ　　耐震継手◎250～700㎜　20箇所 一般競争 2019.10

11 建設局南部建設事務所下水道再整備課 鴨川第４０処理分区下水道工事（南再－３１－３００５） さいたま市中央区鈴谷１丁目地内 2019.10～2020.2 土木 布設替え◎250～400㎜　延長91ｍ 一般競争 2019.9

12 建設局南部建設事務所下水道再整備課 南部第１０処理分区下水道工事（南再－３１－３００６） さいたま市南区南浦和２丁目地内外 2019.11～2020.3 土木 管更生◎250～500㎜　延長1097ｍ　　耐震継手◎250～500㎜　66箇所 一般競争 2019.10

13 建設局南部建設事務所下水道再整備課 南部第１０処理分区下水道工事（南再－３１－３００７） さいたま市南区白幡３丁目地内外 2019.11～2020.3 土木 管更生◎250～400㎜　延長920ｍ　　耐震継手◎250～400㎜　60箇所 一般競争 2019.10

14 建設局南部建設事務所下水道再整備課 南部第１０処理分区下水道工事（南再－３１－３００８） さいたま市南区根岸２丁目地内外 2019.11～2020.3 土木 管更生◎250～500㎜　延長584ｍ　　耐震継手◎250～500㎜　34箇所 一般競争 2019.10

15 建設局南部建設事務所下水道再整備課 南部第１０処理分区下水道工事（南再－３１－３００９） さいたま市南区根岸１丁目地内 2019.12～2020.3 土木 管更生◎900㎜　延長65ｍ　　耐震継手◎900㎜　8箇所 一般競争 2019.11
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16 建設局南部建設事務所下水道再整備課 南部第１０処理分区下水道工事（南再－３０－４５１） さいたま市南区白幡 2019.5～2019.11 土木 管更生◎1000～1200mm　延長185m 一般競争 2019.5

17 建設局南部建設事務所下水道再整備課 南部第１０処理分区下水道工事（南再－３０－４５２） さいたま市浦和区高砂 2019.5～2019.10 土木 管更生◎350～800mm延長206m 一般競争 2019.5

18 建設局南部建設事務所下水道再整備課 鴨川第４２処理分区下水道工事（南再－３０－４５３） さいたま市浦和区常盤外 2019.7～2020.1 土木 耐震継手◎250～900　188箇所 一般競争 2019.7

65



様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 建設局南部建設事務所下水道建設課 浦和第１処理分区下水道工事（南建－３１－１００９） さいたま市緑区美園東４丁目地内 2020.1～2020.3 土木 開削φ250、350.0ｍ 一般競争 2019.12

2 建設局南部建設事務所下水道建設課 荒川第６処理分区下水道工事（南建－３１－１０１０） さいたま市桜区道場３丁目地内 2019.11～2020.3 土木 開削・推進φ200、92.4m 一般競争 2019.10

3 建設局南部建設事務所下水道建設課 芝川第１３処理分区下水道工事（南建－３１－１０１１） さいたま市緑区大字下山口新田地内 2020.1～2020.3 土木 開削・推進φ200、712.5ｍ 一般競争 2019.12

4 建設局南部建設事務所下水道建設課 荒川第７－１処理分区下水道工事（南建－３１－１０１２） さいたま市桜区新開３丁目地内外 2019.8～2020.3 土木 開削・推進φ200、78.3ｍ 一般競争 2019.7

5 建設局南部建設事務所下水道建設課 芝川第１２処理分区下水道工事（南建－３１－１０１５） さいたま市緑区大字中尾地内 2019.8～2020.3 土木 開削φ200、383.8ｍ 一般競争 2019.7

6 建設局南部建設事務所下水道建設課 芝川第１３処理分区下水道工事（南建－３１－１０１７） さいたま市緑区大字中尾地内 2019.8～2020.3 土木 開削φ200、660.3ｍ 一般競争 2019.7

7 建設局南部建設事務所下水道建設課 浦和第１処理分区下水道工事（南建－３１－１０１９） さいたま市緑区大字大門地内外 2019.8～2020.3 土木 開削φ200、85.9ｍ 一般競争 2019.7

8 建設局南部建設事務所下水道建設課 鴨川第４５処理分区下水道工事（南建－３１－１０２２） さいたま市南区沼影１丁目地内 2019.11～2020.3 土木 推進φ200、30.0ｍ 一般競争 2019.10

9 建設局南部建設事務所下水道建設課 浦和第１処理分区下水道工事（南建－３１－１０２３） さいたま市緑区大字大門地内 2019.8～2020.3 土木 開削φ200、190.6ｍ 一般競争 2019.7

10 建設局南部建設事務所下水道建設課 公共下水道工事（単契南建－３１－５０１） 南部建設事務所管内 2019.5～2019.10 土木 単価契約による下水道工事一式 指名競争 2019.4

11 建設局南部建設事務所下水道建設課 公共下水道工事（単契南建－３１－５０２） 南部建設事務所管内 2019.8～2020.3 土木 単価契約による下水道工事一式 指名競争 2019.7

12 建設局南部建設事務所下水道建設課 鴻沼第３－２排水区下水道工事（南建－３１－２００２） さいたま市桜区西堀１０丁目地内 2019.11～2020.3 土木 開削φ600、90.0ｍ 一般競争 2019.10

13 建設局南部建設事務所下水道建設課 南部第１０処理区下水道工事（南建－３１－２００３）
さいたま市浦和区岸町３丁目地内外、南区南
本町１丁目地内外

2019.11～2020.3 土木 推進φ300 一般競争 2019.10

14 建設局南部建設事務所下水道建設課 芝川右岸第１－２排水区下水道工事（南建－３１－２００４） さいたま市大宮区北袋町２丁目地内 2019.8～2020.3 土木 開削□1200×1700、40.0ｍ 一般競争 2019.7

15 建設局南部建設事務所下水道建設課 芝川左岸第４排水区下水道工事（南建－３１－２００５） さいたま市緑区大字大門地内 2020.1～2020.3 土木 開削φ1100、108.0ｍ 一般競争 2019.12
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16 建設局南部建設事務所下水道建設課 谷田排水区下水道工事（南建－３１－２００６） さいたま市南区太田窪２丁目地内外 2019.11～2020.3 土木 水路改良15ｍ 一般競争 2019.10

17 建設局南部建設事務所下水道建設課 谷田排水区下水道工事（南建－３１－２００８） さいたま市浦和区領家４丁目地内 2019.11～2020.3 土木 開削□1200×1000、411.0ｍ 一般競争 2019.10

18 建設局南部建設事務所下水道建設課 鴻沼第１－１排水区下水道工事（南建－３１－２００９） さいたま市中央区本町西６丁目地内外 2019.11～2020.3 土木 開削φ300、50.0ｍ 一般競争 2019.10

19 建設局南部建設事務所下水道建設課 芝川右岸第１－２排水区下水道工事（南建－３１－２０１０） さいたま市大宮区北袋町２丁目地内外 2020.1～2020.3 土木 開削□800×800、146.0ｍ 一般競争 2019.12

20 建設局南部建設事務所下水道建設課 南部第１０処理区下水道工事（南建－３１－６３０１） さいたま市浦和区岸町７丁目地内 2019.11～2020.3 土木 開削φ300、62.8ｍ 指名競争 2019.10

21 建設局南部建設事務所下水道建設課 南部第７処理分区外下水道工事（南建－３１－６１０１）
さいたま市緑区太田窪１丁目地内外、南区太
田窪２丁目地内

2019.8～2020.3 土木 開削φ250・200、197.0ｍ 一般競争 2019.7
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1 西区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１西区単価契約－１） さいたま市西区役所管内（北側） 2019.4～2019.9 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.4

2 西区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１西区単価契約－２） さいたま市西区役所管内（南側） 2019.4～2019.9 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.4

3 西区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１西区単価契約－３） さいたま市西区役所管内 2019.9～2020.3 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.9

4 西区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（西区単価契約その１） さいたま市西区役所管内 2019.5～2019.9 電気 単価契約による道路照明灯設置工事一式 指名競争 2019.5

5 西区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（西区単価契約その１） さいたま市西区役所管内 2019.5～2019.9
とび・土

工
単価契約による交通安全施設設置工事一式 指名競争 2019.5

6 西区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（西区単価契約その２） さいたま市西区役所管内 2019.10～2020.3 電気 単価契約による道路照明灯設置工事一式 指名競争 2019.10

7 西区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（西区単価契約その２） さいたま市西区役所管内 2019.10～2020.3
とび・土

工
単価契約による交通安全施設設置工事一式 指名競争 2019.10

68



様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 北区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（北区単価契約その１） さいたま市北区役所管内 2019.5～2019.9 電気 単価契約による道路照明施設工事一式 指名競争 2019.4

2 北区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（北区単価契約その１） さいたま市北区役所管内 2019.5～2019.9
とび・土

工
単価契約による交通安全施設工事一式 指名競争 2019.4

3 北区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（北区単価契約その２） さいたま市北区役所管内 2019.10～2020.3 電気 単価契約による道路照明施設工事一式 指名競争 2019.9

4 北区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（北区単価契約その２） さいたま市北区役所管内 2019.10～2020.3
とび・土

工
単価契約による交通安全施設工事一式 指名競争 2019.9

5 北区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１北区単価契約－１） さいたま市北区役所管内（東側） 2019.4～2019.9 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.4

6 北区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１北区単価契約－２） さいたま市北区役所管内（西側） 2019.4～2019.9 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.4

7 北区役所くらし応援室 土木修繕工事（元北区単価契約－３） さいたま市北区役所管内（東側） 2019.8～2020.3 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.7

8 北区役所くらし応援室 土木修繕工事（元北区単価契約－４） さいたま市北区役所管内（西側） 2019.8～2020.3 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.7
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1 大宮区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１大宮区単価契約－１） さいたま市大宮区役所管内 2019.4～2019.9 土木 単価契約による道路修繕工事一式 指名競争 2019.4

2 大宮区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１大宮区単価契約－２） さいたま市大宮区役所管内 2019.9～2020.3 土木 単価契約による道路修繕工事一式 指名競争 2019.8

3 大宮区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（大宮区単価契約その１） さいたま市大宮区役所管内 2019.5～2019.9
とび・土

工
単価契約による交通安全施設設置工事一式 指名競争 2019.4

4 大宮区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（大宮区単価契約その２） さいたま市大宮区役所管内 2019.9～2020.3
とび・土

工
単価契約による交通安全施設設置工事一式 指名競争 2019.8

5 大宮区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（大宮区単価契約その１） さいたま市大宮区役所管内 2019.5～2019.9 電気 単価契約による道路照明施設設置工事一式 指名競争 2019.4

6 大宮区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（大宮区単価契約その２） さいたま市大宮区役所管内 2019.9～2020.3 電気 単価契約による道路照明施設設置工事一式 指名競争 2019.8
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1 見沼区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１見沼区単価契約ー１） さいたま市見沼区役所管内（北側） 2019.4～2019.9 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.4

2 見沼区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１見沼区単価契約ー２） さいたま市見沼区役所管内（南側） 2019.4～2019.9 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.4

3 見沼区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（見沼区単価契約その１） さいたま市見沼区役所管内 2019.4～2019.10
とび・土

工
単価契約による道路安全施設工事一式 指名競争 2019.4

4 見沼区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（見沼区単価契約その１） さいたま市見沼区役所管内 2019.4～2019.10 電気 単価契約による道路照明灯工事一式 指名競争 2019.4

5 見沼区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１見沼区単価契約ー３） さいたま市見沼区役所管内（北側） 2019.10～2020.3 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.10

6 見沼区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１見沼区単価契約ー４） さいたま市見沼区役所管内（南側） 2019.10～2020.3 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.10

7 見沼区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（見沼区単価契約その２） さいたま市見沼区役所管内 2019.10～2020.3
とび・土

工
単価契約による道路安全施設工事一式 指名競争 2019.10

8 見沼区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（見沼区単価契約その２） さいたま市見沼区役所管内 2019.10～2020.3 電気 単価契約による道路照明灯工事一式 指名競争 2019.10
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1 中央区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１中央区単価契約－１） さいたま市中央区役所管内 2019.4～2019.10 土木 単価契約による道路修繕工事一式 指名競争 2019.4

2 中央区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１中央区単価契約－２） さいたま市中央区役所管内 2019.9～2020.3 土木 単価契約による道路修繕工事一式 指名競争 2019.9

3 中央区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（中央区その１） さいたま市中央区役所管内 2019.5～2019.9
とび・土

工
単価契約による交通安全施設設置工事一式 指名競争 2019.5

4 中央区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（中央区その２） さいたま市中央区役所管内 2019.10～2020.3
とび・土

工
単価契約による交通安全施設設置工事一式 指名競争 2019.10

5 中央区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（中央区その１） さいたま市中央区役所管内 2019.5～2019.9 電気 単価契約による道路照明施設設置工事一式 指名競争 2019.5

6 中央区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（中央区その２） さいたま市中央区役所管内 2019.10～2020.3 電気 単価契約による道路照明施設設置工事一式 指名競争 2019.10
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1 桜区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１桜区単価契約－１） さいたま市桜区役所管内 2019.4～2019.9 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.4

2 桜区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１桜区単価契約－２） さいたま市桜区役所管内 2019.9～2020.3 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.8

3 桜区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（桜区単価契約その１） さいたま市桜区役所管内 2019.5～2019.9
とび・土

工
単価契約による交通安全施設設置工事一式 指名競争 2019.4

4 桜区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（桜区単価契約その１） さいたま市桜区役所管内 2019.5～2019.9 電気 単価契約による道路照明施設設置工事一式 指名競争 2019.4

5 桜区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（桜区単価契約その２） さいたま市桜区役所管内 2019.10～2020.3
とび・土

工
単価契約による交通安全施設設置工事一式 指名競争 2019.9

6 桜区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（桜区単価契約その２） さいたま市桜区役所管内 2019.10～2020.3 電気 単価契約による道路照明施設設置工事一式 指名競争 2019.9
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1 浦和区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（浦和区単価契約その１） さいたま市浦和区役所管内 2019.5～2019.9
とび・土

工
単価契約による区画線設置一式　単価契約による道路付属施設設置一
式

指名競争 2019.4

2 浦和区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（浦和区単価契約その１） さいたま市浦和区役所管内 2019.5～2019.9 電気 単価契約による道路照明施設設置一式 指名競争 2019.4

3 浦和区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（浦和区単価契約その２） さいたま市浦和区役所管内 2019.10～2020.3
とび・土

工
単価契約による区画線設置一式　単価契約による道路付属施設設置一
式

指名競争 2019.9

4 浦和区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（浦和区単価契約その２） さいたま市浦和区役所管内 2019.10～2020.3 電気 単価契約による道路照明施設設置一式 指名競争 2019.9

5 浦和区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１浦和区単価契約－１） さいたま市浦和区役所管内（東側） 2019.4～2019.9 土木 単価契約による道路施設緊急修繕工事一式 指名競争 2019.4

6 浦和区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１浦和区単価契約－２） さいたま市浦和区役所管内（西側） 2019.4～2019.9 土木 単価契約による道路施設緊急修繕工事一式 指名競争 2019.4

7 浦和区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１浦和区単価契約－３） さいたま市浦和区役所管内（東側） 2019.9～2020.3 土木 単価契約による道路施設緊急修繕工事一式 指名競争 2019.8

8 浦和区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１浦和区単価契約－４） さいたま市浦和区役所管内（西側） 2019.9～2020.3 土木 単価契約による道路施設緊急修繕工事一式 指名競争 2019.8
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 南区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（南区単価契約その１） さいたま市南区役所管内 2019.5～2019.9
とび・土

工
単価契約による交通安全施設設置工事一式 指名競争 2019.5

2 南区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（南区単価契約その１) さいたま市南区役所管内 2019.5～2019.9 電気 単価契約による道路照明施設設置工事一式 指名競争 2019.5

3 南区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（南区単価契約その２） さいたま市南区役所管内 2019.9～2020.3
とび・土

工
単価契約による交通安全施設設置工事一式 指名競争 2019.9

4 南区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（南区単価契約その２) さいたま市南区役所管内 2019.9～2020.3 電気 単価契約による道路照明施設設置工事一式 指名競争 2019.9

5 南区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１南区単価契約―１） さいたま市南区役所管内 2019.4～2019.9 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.4

6 南区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１南区単価契約―２） さいたま市南区役所管内 2019.4～2019.9 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.4

7 南区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１南区単価契約―３） さいたま市南区役所管内 2019.9～2020.3 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.9

8 南区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１南区単価契約―４） さいたま市南区役所管内 2019.9～2020.3 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.9
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 緑区役所くらし応援室 土木修繕工事（31緑区単価契約－１） さいたま市緑区役所管内（東側） 2019.4～2019.9 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.4

2 緑区役所くらし応援室 土木修繕工事（31緑区単価契約－２） さいたま市緑区役所管内（西側） 2019.4～2019.9 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.4

3 緑区役所くらし応援室 土木修繕工事（31緑区単価契約－３） さいたま市緑区役所管内（東側） 2019.9～2020.3 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.8

4 緑区役所くらし応援室 土木修繕工事（31緑区単価契約－４） さいたま市緑区役所管内（西側） 2019.9～2020.3 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.8

5 緑区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（緑区単価契約その１） さいたま市緑区役所管内 2019.5～2019.9 電気 単価契約による道路照明施設設置工事一式 指名競争 2019.4

6 緑区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（緑区単価契約その２） さいたま市緑区役所管内 2019.10～2020.3 電気 単価契約による道路照明施設設置工事一式 指名競争 2019.9

7 緑区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（緑区単価契約その１） さいたま市緑区役所管内 2019.5～2019.9
とび・土

工
単価契約による交通安全施設設置工事一式 指名競争 2019.4

8 緑区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（緑区単価契約その２） さいたま市緑区役所管内 2019.10～2020.3
とび・土

工
単価契約による交通安全施設設置工事一式 指名競争 2019.9
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1 岩槻区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（岩槻区単価契約その1） さいたま市岩槻区役所管内 2019.5～2019.9
とび・土

工
単価契約による交通安全施設設置工事一式 指名競争 2019.4

2 岩槻区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（岩槻区単価契約その1） さいたま市岩槻区役所管内 2019.5～2019.9 電気 単価契約による道路照明施設設置工事一式 指名競争 2019.4

3 岩槻区役所くらし応援室 交通安全施設設置工事（岩槻区単価契約その2） さいたま市岩槻区役所管内 2019.10～2020.3
とび・土

工
単価契約による交通安全施設設置工事一式 指名競争 2019.10

4 岩槻区役所くらし応援室 道路照明施設設置工事（岩槻区単価契約その2） さいたま市岩槻区役所管内 2019.10～2020.3 電気 単価契約による道路照明施設設置工事一式 指名競争 2019.10

5 岩槻区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１岩槻区単価契約-１） さいたま市岩槻区役所管内(北側） 2019.4～2019.9 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.4

6 岩槻区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１岩槻区単価契約-２） さいたま市岩槻区役所管内(南側） 2019.4～2019.9 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.4

7 岩槻区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１岩槻区単価契約-３） さいたま市岩槻区役所管内(北側） 2019.9～2020.3 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.9

8 岩槻区役所くらし応援室 土木修繕工事（３１岩槻区単価契約-４） さいたま市岩槻区役所管内(南側） 2019.9～2020.3 土木 単価契約による土木修繕工事一式 指名競争 2019.9
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様式第２号 建設事業の発注見通し一覧（平成31年度当初分）

ＮＯ 課所名 案件名称 案件場所 工期 種別 案件概要 入札方法 発注時期

1
教育委員会事務局生涯学習部文化財保
護課

見沼通船堀(東縁)再整備園路工事その２ さいたま市緑区大字下山口新田地内 2019.8～2020.3 土木 国指定史跡見沼通船堀の再整備事業の一環、・舗装工・側溝工・その他 一般競争 2019.6
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