
平成２９年度      発注見通し一覧（埼玉県羽生市）
平成２９年４月１日現在

種別 № 工事の名称 工事場所
期間
(ヶ月)

概　要
入札･契約

の方法
入札の
時期

課名

土木 1 水路蓋架渡工事 羽生市南４丁目地内 4
L=63.0ｍ、W=1.4ｍ
水路蓋掛け工40ｍ

簡易公募 第１四半期 建設課

土木 2 側溝新設工事
羽生市下新郷(３区)地内
(市道０１０７号線)

4
L=150m
側溝工30ｍ
蓋掛け工120ｍ

簡易公募 第１四半期 建設課

土木 3 側溝改修工事
羽生市上新郷(９区)地内
(市道１１９７号線)

4
L=90m
側溝工90ｍ

簡易公募 第１四半期 建設課

土木 4 側溝改修工事
羽生市大字桑崎地内
(市道１１０１号線)

4
L=80m
土留工80ｍ

簡易公募 第１四半期 建設課

土木 5 側溝新設工事
羽生市大字小須賀地内
(市道２４７２号線)

4
L=100m
側溝工100ｍ

簡易公募 第１四半期 建設課

土木 6 側溝改修工事
羽生市大字発戸(尾崎団地)地内
(市道２３１４号線)

4
L=80m
側溝工80ｍ

簡易公募 第１四半期 建設課

土木 7 側溝新設工事
羽生市大字中手子林地内
(市道９３０６号線)

4
L=180ｍ
側溝工160ｍ

簡易公募 第１四半期 建設課

土木 8 側溝新設工事
羽生市大字与兵ェ新田地内
(市道７３８８号線)

4
L=100m
側溝工100ｍ

簡易公募 第１四半期 建設課

土木 9 羽生第２－１幹線管渠布設工事
岩瀬土地区画整理事業地内
(南工区)

8 φ200塩ビ管推進工事　Ｌ＝367ｍ 一般競争 第１四半期 下水道課

土木 10
羽生第２幹線枝線管渠布設工事
（その１）

岩瀬土地区画整理事業地内
(南工区)

9 φ200塩ビ管布設工事　　Ｌ＝1,106ｍ 一般競争 第１四半期 下水道課
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平成２９年度      発注見通し一覧（埼玉県羽生市）
平成２９年４月１日現在

種別 № 工事の名称 工事場所
期間
(ヶ月)

概　要
入札･契約

の方法
入札の
時期

課名

土木 11
井泉グラウンド南面フェンス設置
工事

羽生市藤井上組地内 3 フェンス設置工事　L=120m 指名競争 第１四半期
スポーツ
振興課

土木 12 公園遊具整備工事 羽生市西５丁目地内外２箇所 3 大型ブランコ設置　３基 簡易公募 第２四半期 建設課

土木 13 内谷橋補修工事
羽生市大字弥勒地内
(市道０１１２号線)

5
伸縮装置取替工、床版防水工、
舗装打換工、ひび割れ補修工

簡易公募 第２四半期 建設課

土木 14 側溝改修工事
羽生市大字小松地内
(市道０１２４号線)

4 L＝150ｍ、側溝改修工150ｍ 簡易公募 第２四半期 建設課

土木 15 側溝改修工事
羽生市大字須影地内
(市道０２１４号線)

4 L＝120ｍ、側溝改修工120ｍ 簡易公募 第２四半期 建設課

土木 16 交差点改良工事
羽生市大字下川崎地内
(市道０１１４号線外)

5
L＝180ｍ、W＝7.0～9.7ｍ
側溝工90ｍ、舗装工1,400㎡、
歩車道境界工１式

簡易公募 第２四半期 建設課

土木 17 側溝新設等工事
羽生市大字下手子林地内
(市道０１２１号線)

4
L=170ｍ、W＝6.5ｍ
側溝工110ｍ、舗装工1,100㎡

簡易公募 第２四半期 建設課

土木 18 側溝新設工事
羽生市大字下新郷地内
(市道０１０７号線)

4 L=140ｍ、側溝工140ｍ 簡易公募 第２四半期 建設課

土木 19 側溝新設等工事
羽生市大字神戸地内
(市道８３０９号線外)

4
L=120ｍ
舗装工200㎡、路盤工200㎡
側溝工70ｍ

簡易公募 第２四半期 建設課

土木 20 側溝新設等工事
羽生市大字名地内
(市道３２３６号線)

4
L=60m
表層工240㎡路盤工240㎡
側溝工60ｍ

簡易公募 第２四半期 建設課
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平成２９年度      発注見通し一覧（埼玉県羽生市）
平成２９年４月１日現在

種別 № 工事の名称 工事場所
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(ヶ月)
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入札の
時期
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土木 21 側溝新設工事
羽生市大字羽生地内
(市道２０６２号線)

4
L=115ｍ、W=6.2ｍ
側溝工100ｍ

簡易公募 第２四半期 建設課

土木 22 道路改良工事
羽生市下新田(４・５区)地内
(市道４１４２号線)

4
L=120ｍ、W=6.0ｍ
側溝工240ｍ、舗装工600㎡

簡易公募 第２四半期 建設課

土木 23 土留新設工事
羽生市上新郷(７区)地内
(市道０２０６号線)

4
L=80ｍ
土留工80ｍ

簡易公募 第２四半期 建設課

土木 24 側溝新設工事
羽生市大字須影地内
(市道８１４４号線)

4
L=75ｍ、W=4.0ｍ
側溝工75ｍ

簡易公募 第２四半期 建設課

土木 25 水路改修工事 羽生市大字中岩瀬(下)地内 4
L=150ｍ
水路工150ｍ

簡易公募 第２四半期 建設課

土木 26 側溝新設工事
羽生市大字上川俣地内
(市道２０９８号線)

4
L=100m
側溝工100ｍ

簡易公募 第２四半期 建設課

土木 27 側溝新設工事
羽生市大字本川俣(東)地内
(市道２１５５号線)

4
L=60m
側溝工60ｍ

簡易公募 第２四半期 建設課

土木 28 側溝新設工事
羽生市大字藤井上組(西)地内
(市道６０５６号線)

4
L=70m
側溝工140ｍ

簡易公募 第２四半期 建設課

土木 29 側溝新設工事
羽生市大字町屋地内
(９３２０号線)

4
L=95.0ｍ
側溝工95.0ｍ

簡易公募 第２四半期 建設課

土木 30
四ヶ村用水路転落防止柵改修工
事

羽生市西４丁目地内
(市道５１４３号線)

3 既設柵撤去240ｍ、柵新設210ｍ 簡易公募 第２四半期 建設課
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平成２９年度      発注見通し一覧（埼玉県羽生市）
平成２９年４月１日現在
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概　要
入札･契約
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時期
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土木 31
羽生第２幹線枝線管渠布設工事
（その２）

岩瀬土地区画整理事業地内
(南工区)

7 φ200塩ビ管布設工事　Ｌ＝700ｍ 簡易公募 第２四半期 下水道課

土木 32
羽生第２幹線枝線管渠布設工事
（その３）

岩瀬土地区画整理事業地内
(南工区)

6 φ200塩ビ管布設工事　Ｌ＝525ｍ 簡易公募 第２四半期 下水道課

土木 33
羽生第２幹線枝線管渠布設工事
（その４）

岩瀬土地区画整理事業地内
(南工区)

5 φ200塩ビ管布設工事　Ｌ＝509ｍ 簡易公募 第２四半期 下水道課

土木 34 国道122号交差点改良工事
羽生市大字下岩瀬地内
(国道１２２号)

6
Ｌ＝260ｍ、路床工620㎥、基層工700㎡、
表層工1,200㎡、路側工１式、
安全施設工１式

簡易公募 第２四半期
企業誘致
推進課

土木 35 道路改良工事
羽生市大字下岩瀬地内
(市道０２０８号線)

6
Ｌ＝140ｍ、排水工200ｍ、表層工1,400
㎡、路側工１式、安全施設工１式

簡易公募 第２四半期
企業誘致
推進課

土木 36 用排水路整備工事（その２）
羽生市大字加羽ヶ崎字久保田地
内

3 水路整備　延長310m 簡易公募 第２四半期 農政課

土木 37 用排水路整備工事（その３） 羽生市大字下羽生字谷地内 3 水路整備　延長260m 簡易公募 第２四半期 農政課

土木 38 用排水路整備工事（その６） 羽生市大字常木字辻地内 3 水路整備　延長250m 簡易公募 第２四半期 農政課

土木 39 排水路改修工事 羽生市大字上村君字新田前地内 3 水路整備　延長150m 簡易公募 第２四半期 農政課

土木 40 防火水槽撤去工事
羽生市西１・４丁目地内
(県道熊谷羽生線ほか)

4
既設防火水槽撤去工　1式
舗装復旧工　1式

簡易公募 第２四半期
消防

総務課
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平成２９年度      発注見通し一覧（埼玉県羽生市）
平成２９年４月１日現在

種別 № 工事の名称 工事場所
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(ヶ月)

概　要
入札･契約

の方法
入札の
時期

課名

土木 41
羽生中央公園自由広場
防球ネット設置工事

羽生市東９丁目地内 4
防球ﾈｯﾄ(H=3m)　75m
金網ﾌｪﾝｽ(H=2m)　10m

簡易公募 第３四半期 建設課

土木 42 道路拡幅工事
羽生市大字発戸地内
(市道２３９９号線)

4
L＝150ｍ、W＝4.0ｍ
側溝工150ｍ、舗装工600㎡

簡易公募 第３四半期 建設課

土木 43 歩道整備等工事
羽生市北１丁目地内外
(市道５０４４号線)

3
L＝120ｍ、W＝8.5ｍ
歩車道境界工50ｍ、舗装工800㎡

簡易公募 第３四半期 建設課

土木 44 土留新設工事
羽生市大字北荻島地内
(市道９２６７号線)

3
L=100m
土留工100ｍ

簡易公募 第３四半期 建設課

土木 45 土留新設工事
羽生市大字小松地内
(市道４３１３号線)

4
L=120ｍ
土留工120ｍ

簡易公募 第３四半期 建設課

土木 46 用排水路整備工事（その１） 羽生市大字上新郷字富士宮地内 3 水路整備　延長160m 簡易公募 第３四半期 農政課

土木 47 用排水路整備工事（その４） 羽生市大字三田ヶ谷字本村地内 3 水路整備　延長180m 簡易公募 第３四半期 農政課

土木 48 用排水路整備工事（その５） 羽生市大字上村君字新田地内 3 水路整備　延長230m 簡易公募 第３四半期 農政課

ほ装 49 舗装補修工事
羽生市大字下川崎地内
(市道０１１６号線)

2
L=70ｍ、W＝5.0～8.0ｍ
基層工430㎡、表層工430㎡

簡易公募 第１四半期 建設課

ほ装 50 舗装補修工事
羽生市大字本川俣地内
(市道０１０２号線)

3
L=200ｍ、W＝5.5ｍ
基層工1,100㎡、表層工1,100㎡

簡易公募 第１四半期 建設課
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平成２９年度      発注見通し一覧（埼玉県羽生市）
平成２９年４月１日現在

種別 № 工事の名称 工事場所
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入札･契約
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入札の
時期
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ほ装 51 舗装補修工事
羽生市中央２・３丁目地内外
(市道５０９５号線外)

3
L=290ｍ、W=2.9～12.0ｍ
切削オーバーレイ工1,210㎡
不陸整正工280㎡、表層工280㎡

簡易公募 第１四半期 建設課

ほ装 52 舗装補修工事
羽生市西１丁目地内外
(市道２０５２号線)

3 L=200ｍ、W=5.0ｍ、表層工1,000㎡ 簡易公募 第２四半期 建設課

ほ装 53 舗装補修工事
羽生市大字藤井上組地内
(市道０１１２号線)

3
L=550ｍ、W=4.0～8.0ｍ
切削オーバレイ工4,000㎡

簡易公募 第２四半期 建設課

ほ装 54 舗装補修工事
羽生市上新郷(１０区)地内
(市道０２０４号線)

3
L=80.0ｍ、W=3.55～4.47ｍ
切削オーバーレイ工670㎡

簡易公募 第２四半期 建設課

ほ装 55 舗装補修工事
羽生市大字砂山地内
(市道４１０９号線外)

3
L=260ｍ
表層工840㎡、路盤工840㎡

簡易公募 第２四半期 建設課

ほ装 56 舗装補修工事
羽生市大字秀安地内
(市道８０７７号線外)

3
L=330m,W=2.00～3.30ｍ
表層工950㎡、路盤工950㎡

簡易公募 第２四半期 建設課

ほ装 57 舗装補修工事
羽生市大字三田ヶ谷(１区)地内
(市道７３５３号線)

3
L=320m
表層工740㎡、路盤工740㎡

簡易公募 第２四半期 建設課

ほ装 58 舗装新設工事
羽生市上新郷(６区)地内
(市道１２８０号線)

3
L=210ｍ、W=3.00～6.05ｍ
表層工650㎡、路盤工650㎡

簡易公募 第３四半期 建設課

管 59
岩瀬落排水ポンプ車
排水ホース交換工事

羽生市南６丁目地内 1 排水ポンプ車用排水ホース交換（6本） 指名競争 第１四半期 建設課

管 60
柳堀川排水機場
排水ポンプ交換工事

羽生市東８丁目地内 4
既設排水ポンプ（8t/分）撤去
排水ポンプ（25t/分）新設

指名競争 第１四半期 建設課
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平成２９年度      発注見通し一覧（埼玉県羽生市）
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種別 № 工事の名称 工事場所
期間
(ヶ月)
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入札･契約

の方法
入札の
時期

課名

管 61 排水ポンプ施設改修工事 羽生市東７丁目地内 1 排水ポンプ施設（4箇所）の自動運転化 指名競争 第１四半期 建設課

管 62 配水管布設替工事（その３）
羽生市大字桑崎地内
　(市道１１０１号線)

4 DIPφ250　L=300ｍ 簡易公募 第１四半期 水道課

管 63 配水管布設替工事（その５）
羽生市大字北袋地内
　(市道９０２４号線)

4 DIPφ250　L=130ｍ 簡易公募 第１四半期 水道課

管 64 配水管布設替工事（その６）
羽生市大字羽生地内
　(市道５０４４号線)

5 DIPφ150　L＝74ｍ 簡易公募 第１四半期 水道課

管 65 配水管布設替工事（その８）
羽生市大字上川俣地内
(市道０２０２号線)

4 DIPφ250　L＝270ｍ 簡易公募 第１四半期 水道課

管 66 配水管切廻し工事（その１３）
羽生市大字羽生・上川俣地内
　(市道２４３７号線外)

4 DIPφ100　L＝630ｍ 簡易公募 第１四半期 水道課

管 67 配水管布設工事（その１４）
羽生市大字下手子林地内
(市道０１２１号線)

4 DIPφ150　L=100ｍ 簡易公募 第１四半期 水道課

管 68 配水管布設替工事（その１）
羽生市大字下岩瀬地内
(市道４０１６号線外)

4 DIPφ150　L=190ｍ 簡易公募 第２四半期 水道課

管 69 配水管布設替工事（その２）
羽生市東２丁目地内
(市道６１３３号線外)

4 DIPφ75　L＝160ｍ 簡易公募 第２四半期 水道課

管 70 配水管布設替工事（その４）
羽生市大字本川俣地内
(市道２１１１号線、２１２０号線)

4 DIPφ250　L＝360ｍ 簡易公募 第２四半期 水道課
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平成２９年度      発注見通し一覧（埼玉県羽生市）
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管 71 配水管布設替工事（その１１）
羽生市南６丁目地内
(主要地方道羽生栗橋線外)

5
アラミドがい装ポリエチレン管
φ100　L＝55ｍ

簡易公募 第２四半期 水道課

管 72 配水管布設工事（南-４） 岩瀬土地区画整理事業地内 6
HPPEφ75、φ100
L＝320m、L＝225ｍ

簡易公募 第２四半期 水道課

管 73 配水管布設工事（南-５） 岩瀬土地区画整理事業地内 6
HPPEφ75、φ100
L＝170m、L＝320ｍ

簡易公募 第２四半期 水道課

管 74 配水管布設工事（南-６） 岩瀬土地区画整理事業地内 6
HPPEφ75、φ100　L＝280m、L＝85ｍ
DIPφ200　L＝360ｍ

簡易公募 第２四半期 水道課

管 75 配水管布設工事（南-７） 岩瀬土地区画整理事業地内 6
HPPEφ75、φ100　L＝335m、L＝80ｍ
DIPφ150、φ200　L＝85ｍ、L＝285ｍ

簡易公募 第２四半期 水道課

管 76 導・配水管布設替工事（その７）
羽生市大字下羽生地内
(市道８０８３号線、８０８９号線)

5
DIPφ250　L=270ｍ
DIPφ200　L＝270ｍ

簡易公募 第３四半期 水道課

管 77 配水管布設替工事（その９）
羽生市大字下手子林地内
(市道９３２８号線)

4 DIPφ150　L=570ｍ 簡易公募 第３四半期 水道課

管 78 配水管布設替工事（その１２）
羽生市南１丁目、南３丁目地内
(主要地方道羽生外野栗橋線)

5 DIPφ150　L=200ｍ 簡易公募 第３四半期 水道課

建築 79
羽生市立西中学校校舎3号館大
規模改造工事

羽生市大字羽生１２０番地
羽生市立西中学校

4
外壁劣化・損傷個所補修及び塗料吹
付、屋上ウレタン防水、床・壁・天井ペン
キ塗替え　等

一般競争 第１四半期
まちづくり
政策課

建築 80
羽生市立手子林小学校屋内運
動場屋根・外壁等改修工事

羽生市大字下手子林５５５番地
羽生市立手子林小学校

3
大屋根・下屋根カバー工法、外壁塗装、
樋交換、強化ガラス入替、内部天井落下
防止ネット新設、照明器具交換

総合評価 第１四半期
まちづくり
政策課
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建築 81
羽生市立岩瀬小学校屋内運動
場天井材落下防止ネット設置等
工事

羽生市大字上岩瀬１７５６番地
羽生市立岩瀬小学校

3
強化ガラス入替、内部天井落下防止ネッ
ト新設、照明器具交換

簡易公募 第３四半期
まちづくり
政策課

電気 82
中岩瀬配水場無停電電源装置
及び直流電源盤更新工事

羽生市大字中岩瀬１５０番地 8
充電器盤１面、インバータ盤１面、
直流電源盤１面

指名競争 第２四半期 水道課

機械
器具
設置

83
自家発電設備オーバーホール修
繕

羽生市大沼２丁目地内 1 各消耗部品の交換・主要部の点検 随意契約 第１四半期 下水道課

機械
器具
設置

84
南羽生第２調整池
№２排水ポンプ修繕

羽生市南羽生２丁目地内 4
南羽生第２調整池
№２排水ポンプオーバーホール

指名競争 第３四半期 建設課

消防
施設

85
羽生市立須影小学校屋内消火
栓設備改修工事

羽生市大字須影６７２番地
須影小学校

3 消火栓配管の改修　等 簡易公募 第１四半期
教育

総務課

清掃
施設

86
羽生市清掃センター灰クレーン
修繕

羽生市大字三田ヶ谷1863
羽生市清掃センター

6 灰クレーン修繕 随意契約 第１四半期 環境課

清掃
施設

87
羽生市清掃センター焼却施設修
繕

羽生市大字三田ヶ谷1863
羽生市清掃センター

5 焼却施設設備修繕 随意契約 第３四半期 環境課

清掃
施設

88
羽生市清掃センター粗大ごみ処
理施設修繕

羽生市大字三田ヶ谷1863
羽生市清掃センター

5 粗大ごみ処理施設設備修繕 随意契約 第３四半期 環境課

清掃
施設

89
羽生市汚泥再生処理センター設
備機器修繕

羽生市大字下村君字中谷1252
羽生市汚泥再生処理センター

4 汚泥再生処理センター設備機器修繕 随意契約 第３四半期 環境課

水道
施設

90
羽生市一般廃棄物最終処分場
水処理設備修繕

羽生市大字弥勒553－1
羽生市一般廃棄物最終処分場

4 最終処分場水処理設備修繕 随意契約 第３四半期 環境課
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