
令和４年度　発注見通し一覧表　【建設工事】

№ 発注課名
工事名

（委託名）
工事場所
(履行場所)

工事期間
(履行期間)

種別 概要 入札及び契約の方法
入札を行う時期

（随意契約は契約締結時期）
備考

1 総務課
加須市役所本庁舎来庁
者用駐車場整備工事

加須市三俣二丁目６番地
１１ 3 土木 駐車場の整備工事 指名競争入札 第１四半期

2 障がい者福祉課
あけぼの園空調機更新
工事

北小浜800-1　あけぼの
園 5 電気

空調機室内機・室外機設置、配管接
続、配線工事及び電源配線工事

指名競争入札 第１四半期 繰越明許

3 人権・男女共同参画課 キュービクル更新工事
上崎2080-1 田ケ谷総合セ
ンター 8 機械器具設置

変圧器からの低濃度PCB検出及び変圧
器劣化に伴う変圧器の更新工事

指名競争入札 第１四半期

4 文化・学習センター
騎西文化・学習セン
ター空調室外機交換修
繕

加須市根古屋633番地10 10 電気 空調室外機の交換修繕 指名競争入札 第１四半期 繰越明許

5 教育総務課 トイレ洋式化改修工事 加須市内中学校 5 管 便器の洋式化改修工事（中学校） 指名競争入札 第１四半期

6 教育総務課
不動岡小学校校舎大規
模改造工事

加須市不動岡798番地 7 建築 校舎大規模改造工事（建築）1工区 指名競争入札 第１四半期

7 教育総務課
不動岡小学校校舎大規
模改造工事

加須市不動岡798番地 7 建築 校舎大規模改造工事（建築）2工区 指名競争入札 第１四半期

8 教育総務課
不動岡小学校校舎大規
模改造工事

加須市不動岡798番地 7 建築 校舎大規模改造工事（建築）3工区 指名競争入札 第１四半期

9 教育総務課
不動岡小学校校舎大規
模改造工事

加須市不動岡798番地 7 建築 校舎大規模改造工事（建築）4工区 指名競争入札 第１四半期

10 教育総務課
不動岡小学校校舎大規
模改造工事（電気）

加須市不動岡798番地 7 電気 校舎大規模改造工事（電気） 指名競争入札 第１四半期

11 教育総務課
不動岡小学校校舎大規
模改造工事（機械）

加須市不動岡798番地 7 管 校舎大規模改造工事（機械） 指名競争入札 第１四半期

12 教育総務課
加須小学校会議室エア
コン交換工事

加須市本町4番25号 4 電気 会議室のエアコン交換工事 指名競争入札 第１四半期

13 教育総務課
鴻茎小学校土壌油汚染
対策工事（雨水マス部
分掘削除去工事）

加須市鴻茎1596番地2 4 土木
油汚染された土壌の入れ替え工事
（雨水マス部分）

随意契約 第１四半期

14 文化・学習センター
トイレ手洗い自動水栓
取付工事

加須文化・学習センター 3 管
パストラルかぞ館内、28器の手洗い
器の自動水栓化

指名競争入札 第１四半期 繰越明許

設計金額が250万円以上の場合、公表対象
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15 文化・学習センター
喫茶室パッケージエア
コン改修工事

加須文化・学習センター 3 電気
パストラルかぞ喫茶室エアコン室内
機、室外機ともに交換

指名競争入札 第１四半期 繰越明許

16 農政建設課（北川辺）
令和４年度　北川辺排
水機場大規模修繕

北川辺排水機場 6 機械器具設置
主ポンプ駆動用ディーゼル機関点検
整備

随意契約 第１四半期

17 農政建設課（北川辺）
令和４年度　道路維持
管理（単価契約）工事
（上半期）

北川辺全域 6 ほ装 道路維持補修 指名競争入札 第１四半期 単価契約

18 農政建設課（騎西）
市道騎302号線舗装修繕
工事【3補】

上種足 3 ほ装 舗装修繕 指名競争入札 第１四半期

19 農政建設課（騎西）
市道145号線道路改良工
事【3補】

外田ケ谷 6 土木 道路改良 指名競争入札 第１四半期

20 農政建設課（騎西）
令和4年度 道路維持管
理（単価契約)工事（上
半期）（騎西地域）

騎西全域 5 ほ装 道路維持補修 指名競争入札 第１四半期 単価契約

21 農政建設課（大利根）
市道大4221号線外通学
路安全対策工事【12
補】（国補）

琴寄・北下新井 3 土木 通学路安全対策工事 随意契約 第１四半期 繰越明許

22 農政建設課（大利根）
道路維持維持管理（単
価契約）工事（上半
期）

大利根地域 5 ほ装 舗装維持補修 指名競争入札 第１四半期 単価契約

23 水道課
令和4年度中央一丁目地
内石綿セメント管布設
替工事

中央一丁目地内 8 管 配水管布設替
一般競争入札

（事後審査型）
第１四半期 ６月

24 水道課
令和4年度小野袋地内石
綿セメント管布設替工
事その１

小野袋地内 8 管 配水管布設替
一般競争入札

（事後審査型）
第１四半期 ６月

25 水道課
令和4年度柳生地内石綿
セメント管布設替工事

柳生地内 8 管 配水管布設替
一般競争入札

（事後審査型）
第１四半期 ６月

26 水道課
令和4年度中樋遣川地内
配水管布設工事

中樋遣川地内 8 管 配水管新設整備
一般競争入札

（事後審査型）
第１四半期 ６月

27 水道課
令和4年度下三俣地内配
水管布設工事

下三俣地内 8 管 配水管新設整備
一般競争入札

（事後審査型）
第１四半期 ６月

28 水道課
令和4年度栄地内配水管
布設工事

栄地内 8 管 配水管新設整備
一般競争入札

（事後審査型）
第１四半期 ６月
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29 道路課
道路維持維持管理（単
価契約）工事（上半
期）

加須地域東部 5 ほ装 舗装維持補修 指名競争入札 第１四半期 単価契約

30 道路課
道路維持維持管理（単
価契約）工事（上半
期）

加須地域北部 5 ほ装 舗装維持補修 指名競争入札 第１四半期 単価契約

31 道路課
道路維持維持管理（単
価契約）工事（上半
期）

加須地域西部 5 ほ装 舗装維持補修 指名競争入札 第１四半期 単価契約

32 下水道課
令和４年度　公共下水
道川口地区舗装本復旧
工事（国補第１工区）

加須市　川口４丁目外
地内 4 ほ装 切削オーバーレイ工、区画線設置工 指名競争入札 第１四半期

33 下水道課
令和４年度　公共下水
道川口地区舗装本復旧
工事（国補第２工区）

加須市　川口３丁目　地
内 4 ほ装 表層工、区画線設置工 指名競争入札 第１四半期

34 下水道課
令和４年度　公共下水
道川口地区舗装本復旧
工事（国補第３工区）

加須市　川口４丁目　地
内 4 ほ装 表層工、区画線設置工 指名競争入札 第１四半期

35 下水道課
令和４年度　公共下水
道川口地区舗装本復旧
工事（国補第４工区）

加須市　川口２丁目　地
内 4 ほ装 表層工、区画線設置工 指名競争入札 第１四半期

36 下水道課
令和４年度　花崎ポン
プ場自家発電設備更新
工事

花崎北１丁目 9 機械器具設置 自家発電設備の更新 指名競争入札 第１四半期

37 資源リサイクル課
令和４年度　焼却炉内
耐火物修繕

大利根クリーンセンター
ごみ焼却施設 9 機械器具設置 ごみ焼却炉内耐火物修繕 指名競争入札 第１四半期

38 資源リサイクル課
令和４年度　受電盤修
繕

大利根クリーンセンター
ごみ焼却施設 6 電気 受電盤修繕 随意契約 第１四半期

39 資源リサイクル課
令和４年度１号・２号
焼却炉耐火物修繕及び
火格子取替修繕

加須市　馬内１７９０番
地　地内 9 機械器具設置

加須クリーンセンターごみ焼却炉の
炉内耐火物修繕と火格子の取替修繕

随意契約 第１四半期

40 資源リサイクル課
令和４年度ごみクレー
ンバケット更新及びレ
ベル計更新

加須市　馬内１７９０番
地　地内 10 機械器具設置

加須クリーンセンターごみ焼却施設の１
号・２号ごみクレーンバケットの更新と
マイクロ波式レベル計の更新修繕

随意契約 第１四半期

41 障がい者福祉課
あけぼの園外壁修繕工
事

北小浜800-1　あけぼの
園 5 塗装 外壁塗装 指名競争入札 第２四半期

42 教育総務課
トイレ手洗い自動水栓
交換工事

加須市内小学校 3 管
トイレ手洗い自動水栓の交換工事
（小学校）

指名競争入札 第２四半期
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43 教育総務課
元和小学校職員駐車場
整備工事

加須市北下新井521番地1 4 土木 元和小学校の職員駐車場整備工事 指名競争入札 第２四半期

44 治水課
令和4年度　第14号雨水
幹線水路改修工事

南篠崎二丁目 6 土木 水路の改修工事 指名競争入札 第２四半期 繰越明許

45 治水課
令和4年度　深沼用排水
路改修工事

下三俣 6 土木 水路の改修工事 指名競争入札 第２四半期

46 治水課
令和4年度会の川フェン
ス改修工事

不動岡二丁目 5 土木 会の川沿いのフェンス設置工事 指名競争入札 第２四半期

47 農政建設課（北川辺）
令和４年度　市道北２
１０３号線舗装修繕工
事

栄地内 6 ほ装 道路修繕 指名競争入札 第２四半期

48 農政建設課（北川辺）
令和４年度　旧川しゅ
ん渫工事（２工区）

伊賀袋、駒場、栄地内 8 しゅんせつ 旧川堆積土砂の浚渫 指名競争入札 第２四半期

49 農政建設課（騎西）
市道騎3255号線舗装新
設工事【3補】

上高柳 4 ほ装 舗装新設 指名競争入札 第２四半期

50 農政建設課（騎西）
令和4年度 市道騎3486
号線道路改良工事

根古屋 6 土木 道路改良 指名競争入札 第２四半期

51 農政建設課（大利根）
令和4年度 市道大2250
号線側溝整備工事

中渡 5 土木 道路側溝の整備 指名競争入札 第２四半期

52 農政建設課（大利根）
市道大1053号線舗装新
設工事【3補】

砂原 5 ほ装 舗装新設工事 指名競争入札 第２四半期 繰越明許

53 農政建設課（大利根）
市道116号線通学路安全
対策工事【3補】（国
補）

中渡・新川通 5 土木 通学路安全対策工事 指名競争入札 第２四半期 繰越明許

54 農政建設課（大利根）
令和4年度 区画街路9-5
号線築造工事

野中土地区画整理事業 6 土木 街路築造工事 指名競争入札 第２四半期

55 農政建設課（大利根）
令和4年度 区画街路6-
81号線築造工事

野中土地区画整理事業 6 土木 街路築造工事 指名競争入札 第２四半期

56 農政建設課（大利根）
令和4年度第３揚水機場
整備補修工事

北大桑 8 機械器具設置 揚水機場整備補修 指名競争入札 第２四半期
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57 農業振興課
令和4年度小沢揚水機場
整備補修工事

下谷 8 機械器具設置 揚水機場整備補修 指名競争入札 第２四半期

58 農業振興課
令和4年度大道下揚水機
場整備補修工事

下谷 8 機械器具設置 揚水機場整備補修 指名競争入札 第２四半期

59 農業振興課
令和4年度内川揚水機場
整備補修工事

戸川 8 機械器具設置 揚水機場整備補修 指名競争入札 第２四半期

60 選挙管理委員会
第26回参議院議員通常選挙
選挙公営ポスター掲示場設
置撤去工事(加須地域）

加須市　加須地域　地内 1 土木
第26回参議院議員通常選挙公営ポス
ター掲示場の設置撤去の工事

随意契約 第２四半期

61 水道課
令和4年度諏訪一丁目ほ
か地内石綿セメント管
布設替工事

諏訪一丁目ほか地内 5 管 配水管布設替 指名競争入札 第２四半期 ９月

62 水道課
令和4年度久下一丁目地
内石綿セメント管布設
替工事

久下一丁目地内 5 管 配水管布設替 指名競争入札 第２四半期 ９月

63 水道課
令和4年度大室地内石綿
セメント管布設替工事

大室地内 5 管 配水管布設替 指名競争入札 第２四半期 ９月

64 水道課
令和4年度平永地内石綿
セメント管布設替工事

平永地内 5 管 配水管布設替 指名競争入札 第２四半期 ９月

65 水道課
令和4年度外川ほか地内
石綿セメント管布設替
工事

外川ほか地内 5 管 配水管布設替 指名競争入札 第２四半期 ９月

66 水道課
令和4年度正能ほか地内
石綿セメント管布設替
工事

正能ほか地内 5 管 配水管布設替 指名競争入札 第２四半期 ９月

67 水道課
令和4年度小野袋地内石
綿セメント管布設替工
事その２

小野袋地内 5 管 配水管布設替 指名競争入札 第２四半期 ９月

68 水道課
令和4年度阿佐間地内石
綿セメント管布設替工
事

阿佐間地内 5 管 配水管布設替 指名競争入札 第２四半期 ９月

69 水道課
令和4年度北平野地内配
水管布設工事

北平野地内 5 管 配水管新設整備 指名競争入札 第２四半期 ９月

70 水道課
令和4年度外記新田地内
配水管布設工事

外記新田地内 5 管 配水管新設整備 指名競争入札 第２四半期 ９月
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71 水道課
令和4年度阿佐間地内配
水管布設工事

阿佐間地内 5 管 配水管新設整備 指名競争入札 第２四半期 ９月

72 道路課
市道138号線舗装修繕工
事【3補】

下高柳外 4 ほ装 舗装打換え
一般競争入札

（事後審査型）
第２四半期 ３月補正

73 道路課
市道5382号線道路改良
工事【9補】

川口 6 土木 道路改良 指名競争入札 第２四半期 ３月補正

74 道路課
市道149号線道路通学路
安全対策工事【3補】

水深 5 土木 側溝整備 指名競争入札 第２四半期 ３月補正

75 下水道課
令和４年度　公共下水
道汚水枝線管渠築造工
事（国補第１工区）

加須市　川口２丁目外
地内 8 土木 管渠築造（推進工、開削工）

一般競争入札
（事後審査型）

第２四半期

76 下水道課
令和４年度　公共下水
道汚水枝線管渠築造工
事（国補第２工区）

加須市　川口３丁目　地
内 8 土木 管渠築造（開削工） 指名競争入札 第２四半期

77 下水道課
令和４年度　公共下水
道汚水枝線管渠築造工
事（国補第３工区）

加須市　川口３丁目　地
内 8 土木 管渠築造（開削工）

一般競争入札
（事後審査型）

第２四半期

78 下水道課
令和４年度　公共下水
道汚水枝線管渠築造工
事（国補第４工区）

加須市　川口４丁目　地
内 8 土木 管渠築造（開削工）

一般競争入札
（事後審査型）

第２四半期

79 下水道課
令和４年度　公共下水
道汚水枝線管渠築造工
事（国補第５工区）

加須市　川口２丁目　地
内 8 土木 管渠築造（開削工） 指名競争入札 第２四半期

80 下水道課
令和４年度　公共下水
道汚水枝線管渠築造工
事（国補第６工区）

加須市　川口２丁目　地
内 8 土木 管渠築造（開削工） 指名競争入札 第２四半期

81 下水道課
令和４年度　公共下水
道汚水枝線管渠築造工
事（国補第７工区）

加須市　川口２丁目　地
内 8 土木 管渠築造（開削工） 指名競争入札 第２四半期

82 資源リサイクル課
令和４年度　し尿処理
施設機械設備修繕工事

大利根クリーンセンター
し尿処理施設 6 機械器具設置

曝気ブロワ　有機汚濁モニターUV計　乾
燥汚泥コンベア　希釈調整槽　地下ポン
プ室バルブ　中央制御盤　修繕

指名競争入札 第２四半期

83 資源リサイクル課
令和４年度　集塵機バ
グフィルター交換修繕

大利根クリーンセンター
ごみ焼却施設 6 機械器具設置 集塵機バグフィルター交換修繕 指名競争入札 第２四半期

84 資源リサイクル課
令和４年度　焼却灰搬
出室シャッター修繕

大利根クリーンセンター
ごみ焼却施設 6 機械器具設置 焼却灰搬出室シャッター修繕 指名競争入札 第２四半期



令和４年度　発注見通し一覧表　【建設工事】

№ 発注課名
工事名

（委託名）
工事場所
(履行場所)

工事期間
(履行期間)

種別 概要 入札及び契約の方法
入札を行う時期

（随意契約は契約締結時期）
備考

設計金額が250万円以上の場合、公表対象

85 資源リサイクル課
令和４年度家族クリーンセ
ンター粗大ごみ処理施設Ｎ
ｏ．１破砕物コンベヤ修繕

加須市　馬内１７９０番
地　地内 6 機械器具設置

加須クリーンセンター粗大ごみ処理
施設の№１破砕物コンベアのプー
リー、コンベヤベルト等交換修繕

随意契約 第２四半期

86 資源リサイクル課
令和４年度加須クリー
ンセンターし尿処理施
設修繕

加須市　馬内１７９０番
地　地内 8 機械器具設置

加須クリーンセンターし尿処理施設
のポンプ類点検整備、撹拌機更新、
汚泥コンベア修繕を総合的に実施

随意契約 第２四半期

87 教育総務課
トイレ手洗い自動水栓
交換工事

加須市内中学校 3 管
トイレ手洗い自動水栓の交換工事
（中学校）

指名競争入札 第３四半期

88 農政建設課（北川辺）
令和４年度　道路維持
管理（単価契約）工事
（下半期）

北川辺全域 6 ほ装 道路維持補修 指名競争入札 第３四半期 単価契約

89 農政建設課（騎西）
令和4年度 道路維持管
理（単価契約)工事（下
半期）（騎西地域）

騎西全域 5 ほ装 道路維持補修 指名競争入札 第３四半期 単価契約

90 農政建設課（大利根）
道路維持維持管理（単
価契約）工事（下半
期）

大利根地域 5 ほ装 舗装維持補修 指名競争入札 第３四半期 単価契約

91 農政建設課（大利根）
令和4年度 107街区整地
工事

野中土地区画整理事業 4 土木 整地工事 指名競争入札 第３四半期

92 水道課
令和4年度中樋遣川地内
石綿セメント管布設替
工事

中樋遣川地内 5 管 配水管布設替 指名競争入札 第３四半期 １０月

93 水道課
令和4年度北辻地内配水
管布設工事

北辻地内 4 管 配水管新設整備 指名競争入札 第３四半期 １０月

94 水道課
令和4年度平永地内配水
管布設工事

平永地内 4 管 配水管新設整備 指名競争入札 第３四半期 １０月

95 水道課
令和4年度町屋新田地内
配水管布設工事

町屋新田地内 4 管 配水管新設整備 指名競争入札 第３四半期 １０月

96 水道課
令和4年度日出安ほか地
内配水管布設工事

日出安ほか地内 4 管 配水管新設整備 指名競争入札 第３四半期 １０月

97 水道課
令和4年度野中土地区画
整理事業に伴う配水管
布設工事

野中地区 4 管 配水管新設整備 指名競争入札 第３四半期 １１月

98 水道課
自家発始動用ほか蓄電
池交換工事

大利根第２浄水場 4 電気 蓄電池交換
一般競争入札

（事後審査型）
第３四半期 １２月



令和４年度　発注見通し一覧表　【建設工事】

№ 発注課名
工事名

（委託名）
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種別 概要 入札及び契約の方法
入札を行う時期

（随意契約は契約締結時期）
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設計金額が250万円以上の場合、公表対象

99 道路課
令和4年度 加8004号橋
(不動橋）長寿命化修繕
工事

大門町外 6 土木 橋りょう修繕 指名競争入札 第３四半期

100 道路課
令和4年度 大85号橋長
寿命化修繕工事

陽光台二丁目 6 土木 橋りょう修繕 指名競争入札 第３四半期

101 道路課
道路維持維持管理（単
価契約）工事（下半
期）

加須地域東部 5 ほ装 舗装維持補修 指名競争入札 第３四半期 単価契約

102 道路課
道路維持維持管理（単
価契約）工事（下半
期）

加須地域北部 5 ほ装 舗装維持補修 指名競争入札 第３四半期 単価契約

103 道路課
道路維持維持管理（単
価契約）工事（下半
期）

加須地域西部 5 ほ装 舗装維持補修 指名競争入札 第３四半期 単価契約



令和４年度　発注見通し一覧表　【設計調査測量】

№ 発注課名
工事名

（委託名）
工事場所
(履行場所)

工事期間
(履行期間)

種別 概要 入札及び契約の方法
入札を行う時期

（随意契約は契約締結時期）
備考

1 総務課
加須市役所本庁舎劣化等
調査業務委託

加須市三俣二丁目１番地
１ 6 建築関連 本庁舎の劣化調査業務 指名競争入札 第１四半期

2 教育総務課
トイレ洋式化改修工事監
理業務委託

加須市内中学校 5 建築関連 トイレ洋式化改修工事の監理業務 随意契約 第１四半期

3 教育総務課
不動岡小学校校舎大規模
改造工事監理業務委託

加須市不動岡798番地 7 建築関連 校舎大規模改造工事の監理業務 随意契約 第１四半期

4 教育総務課
トイレ手洗い自動水栓交
換工事設計業務

加須市内小中学校 6 建築関連
トイレ手洗い器自動水栓交換工事の
設計業務

指名競争入札 第１四半期

5 教育総務課
元和小学校校舎増築工事
地質調査業務

加須市北下新井521番地1 5 地質調査 地質調査業務 指名競争入札 第１四半期

6 教育総務課
元和小学校校舎増築工事
敷地測量

加須市北下新井521番地1 6 測量 敷地測量業務 指名競争入札 第１四半期

7 教育総務課
元和小学校校舎増築工事
設計業務

加須市北下新井521番地1 11 建築関連 元和小学校校舎増築の設計業務 指名競争入札 第１四半期

8 教育総務課
鴻茎小学校土壌油汚染状
況調査（深度調査：水路
部分）

加須市鴻茎1596番地2 4 その他 鴻茎小学校土壌油汚染状況調査業務 随意契約 第１四半期

9 教育総務課
鴻茎小学校土壌油汚染状
況調査（深度調査：雨水
マス部分）

加須市鴻茎1596番地2 4 その他 鴻茎小学校土壌油汚染状況調査業務 随意契約 第１四半期

10 環境政策課
令和4年度ダイオキシン
類環境測定業務委託

加須市下樋遣川　外　地
内 8 その他 大気中のダイオキシン類濃度測定 指名競争入札 第１四半期

11 農政建設課（大利根）
令和4年度 道路及び雨水
幹線組替設計業務委託

野中土地区画整理事業 7 建設コンサル 組替設計 随意契約 第１四半期

12 農政建設課（大利根）
令和4年度 建物等補償調
査積算業務委託

野中土地区画整理事業 7 補償 補償調査積算 指名競争入札 第１四半期

13 農政建設課（大利根）
令和4年度 街区・画地確
定杭設置業務委託（単価
契約）

野中土地区画整理事業 10 測量 街区及び画地測量 指名競争入札 第１四半期 単価契約

14 水道課
令和4年度諏訪一丁目ほか
地内石綿セメント管布設替
工事実施設計委託

諏訪一丁目・久下一丁
目・大室地内 3 建設コンサル 石綿セメント管布設替工事実施設計 指名競争入札 第１四半期 ５月

設計金額が250万円以上の場合、公表対象
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15 水道課
令和4年度平永ほか地内
石綿セメント管布設替工
事実施設計委託

平永・外川・正能・小野
袋地内 3 建設コンサル 石綿セメント管布設替工事実施設計 指名競争入札 第１四半期 ５月

16 水道課
令和4年度町屋新田ほか
地内配水管布設工事実施
設計委託

町屋新田・北平野・外記
新田・阿佐間地内 3 建設コンサル 配水管布設工事実施設計（水圧） 指名競争入札 第１四半期 ６月

17 水道課
令和4年度加須市上水道
洗管作業業務委託

加須市騎西地内 10 その他 上水道洗管計画・洗管作業 指名競争入札 第１四半期 ５月

18 水道課
令和4年度加須市漏水調
査維持管理業務委託

加須市全域 11 その他 漏水調査 指名競争入札 第１四半期 ５月

19 水道課
令和4年度加須市上水道
情報管理システム補正・
保守等業務委託

加須市全域 11 その他
給水情報構築・前年度施工分のシス
テム補正・情報管理監視

随意契約 第１四半期 ４月

20 道路課
市道144号線道路改良事
業測量委託【3補】

馬内 5 測量 測量 指名競争入札 第１四半期 ３月補正

21 下水道課
令和４・５年度加須市農業
集落排水事業公営企業会計
移行支援業務委託

加須市全域 23 建設コンサル
公営企業会計への移行に関する支援
業務

指名競争入札 第１四半期 債務負担行為

22 農政建設課（北川辺）
令和４年度　地籍調査業
務委託

麦倉、柳生地内 8 測量
麦倉５地区（後半工程）
柳生１地区（前半工程）

指名競争入札 第２四半期

23 農政建設課（北川辺）
令和４年度　長狭物調査
業務委託

柳生地内 8 測量 道路・水路の測量 指名競争入札 第２四半期

24 農政建設課（北川辺）
道路台帳補正委託（北川
辺地域）

北川辺全域 8 測量 道路台帳の補正業務 指名競争入札 第２四半期

25 水道課
令和4年度間口地内配水
管布設工事実施設計委託

間口地内 8 建設コンサル 配水管布設工事実施設計（水圧） 指名競争入札 第２四半期 ７月

26 水道課
令和4年度野中土地区画
整理事業に伴う配水管布
設工事実施設計委託

野中地区 5 建設コンサル 配水管布設工事実施設計（新設） 指名競争入札 第２四半期 ９月

27 水道課
令和4年度加須市アイス
ピグ管内洗浄作業業務委
託

加須市全域 6 その他 上水道管内洗浄作業 指名競争入札 第２四半期 ７月

28 道路課
市道149号線道路通学路
安全対策測量設計委託
【3補】

水深 4 測量 測量設計 指名競争入札 第２四半期 ３月補正
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29 道路課
令和4年度 市道4189号線
道路改良事業物件調査委
託

多門寺 4 補償 補償 指名競争入札 第２四半期

30 道路課
令和4年度 市道5582号線
道路改良事業物件調査委
託

南篠崎 4 補償 補償 指名競争入札 第２四半期

31 道路課
令和4年度 橋りょう定期
点検

全域 7 建設コンサル 橋りょう点検 指名競争入札 第２四半期

32 道路課
令和4年度 橋りょう長寿
命化修繕設計

全域 7 建設コンサル 橋りょう修繕設計 指名競争入札 第２四半期

33 下水道課
公共下水道家屋等事前調
査委託（加－１）

川口２丁目外 6 地質調査 地盤変動影響事前調査 指名競争入札 第２四半期

34 下水道課
令和４年度　加須公共下
水道事業計画変更認可申
請書類作成委託

加須騎西処理区 8 その他 事業計画B（単独公共）（汚水計画のみ）950ha
都計法認可B（単独公共）（汚水計画のみ）950ha 指名競争入札 第２四半期

35 農政建設課（騎西）
令和4年度 道路台帳補正
委託（騎西地域）

騎西地域 6 測量 台帳補正 指名競争入札 第３四半期

36 農政建設課（大利根）
令和4年度 道路台帳補正
委託（大利根地域）

大利根地域 5 測量 道路台帳の補正業務 指名競争入札 第３四半期

37 農政建設課（大利根）
市道大3067･3070号線測
量業務委託【3補】

北大桑 4 測量 道路改良工事の測量 指名競争入札 第３四半期 繰越明渠

38 税務課
令和４年度航空写真撮影
業務委託

加須市全域 5 測量
航空写真撮影、オルソ画像作成及び
家屋異動判読業務

指名競争入札 第３四半期

39 税務課
固定資産税標準宅地鑑定
評価業務委託（その１）

加須市全域 7 その他
令和６年度評価替えに用いる標準宅
地の不動産鑑定評価業務

指名競争入札 第３四半期 単価契約

40 税務課
固定資産税標準宅地鑑定
評価業務委託（その２）

加須市全域 7 その他
令和６年度評価替えに用いる標準宅
地の不動産鑑定評価業務

指名競争入札 第３四半期 単価契約

41 税務課
固定資産税標準宅地鑑定
評価業務委託（その３）

加須市全域 7 その他
令和６年度評価替えに用いる標準宅
地の不動産鑑定評価業務

指名競争入札 第３四半期 単価契約

42 税務課
固定資産税標準宅地鑑定
評価業務委託（その４）

加須市全域 7 その他
令和６年度評価替えに用いる標準宅
地の不動産鑑定評価業務

指名競争入札 第３四半期 単価契約



令和４年度　発注見通し一覧表　【設計調査測量】

№ 発注課名
工事名

（委託名）
工事場所
(履行場所)

工事期間
(履行期間)

種別 概要 入札及び契約の方法
入札を行う時期

（随意契約は契約締結時期）
備考

設計金額が250万円以上の場合、公表対象

43 税務課
固定資産税標準宅地鑑定
評価業務委託（その５）

加須市全域 7 その他
令和６年度評価替えに用いる標準宅
地の不動産鑑定評価業務

指名競争入札 第３四半期 単価契約

44 道路課
令和4年度 道路台帳補正
委託

加須地域 6 測量 道路台帳補正 指名競争入札 第３四半期



令和４年度　発注見通し一覧表　【土木施設維持管理】

№ 発注課名
工事名

（委託名）
工事場所
(履行場所)

工事期間
(履行期間)

種別 概要 入札及び契約の方法
入札を行う時期

（随意契約は契約締結時期）
備考

1 治水課
令和4年度第4～14号・
六郷堀雨水幹線水路雑
草刈払い委託

礼羽外 8 河川 幹線水路の雑草刈払い作業 指名競争入札 第１四半期

2 治水課
令和4年度花崎北調整池
雑草刈払い委託

花崎北四丁目 7 河川 調整池の雑草刈払い作業 指名競争入札 第１四半期

3 農政建設課（北川辺）
令和４年度　街路樹維
持管理作業委託

北川辺全域 12 道路 街路樹剪定刈込 随意契約 第１四半期

4 農政建設課（北川辺）
令和４年度　水路維持
管理作業委託

北川辺全域 12 河川 雑草刈払い 随意契約 第１四半期

5 農政建設課（騎西）
令和4年度 道路維持管
理業務委託

騎西地域 12 道路 道路維持補修 随意契約 第１四半期

6 農政建設課（騎西）
令和4年度 騎西中央公
園外38箇所　公園除草
業務委託

騎西外 12 苑地 雑草刈払い 随意契約 第１四半期

7 農政建設課（騎西）
令和4年度 騎西中央公
園外38箇所　刈込・剪
定作業等業務委託

騎西外 12 苑地 樹木剪定刈込 随意契約 第１四半期

8 農政建設課（騎西）
令和4年度 玉敷公園大
藤管理業務委託

騎西 12 苑地 藤管理 随意契約 第１四半期

9 農政建設課（大利根）
令和4年度 豊野台テク
ノタウン工業団地植栽
管理業務委託

豊野台1丁目外 11 道路 街路樹維持管理 随意契約 第１四半期

10 農政建設課（大利根）
令和4年度 施行者管理
地除草業務委託

野中土地区画整理事業 7 苑地 除草業務 指名競争入札 第１四半期

11 農政建設課（大利根）
令和4年度 路肩等除草
業務委託

野中土地区画整理事業 8 苑地 除草業務 随意契約 第１四半期

12 農政建設課（大利根）
令和4年度 都市公園等
除草植栽管理業務委託

大利根地域 11 苑地 除草業務、低木剪定 随意契約 第１四半期

13 農政建設課（大利根）
令和4年度 童謡のふる里お
おとねカスリーン公園等除
草管理業務委託

新川通外 8 苑地 除草業務 指名競争入札 第１四半期

14 農政建設課（大利根）
都市公園等薬剤散布業
務委託（単価契約）

大利根地域 6 苑地 薬剤散布 指名競争入札 第１四半期

設計金額が250万円以上の場合、公表対象



令和４年度　発注見通し一覧表　【土木施設維持管理】

№ 発注課名
工事名

（委託名）
工事場所
(履行場所)

工事期間
(履行期間)

種別 概要 入札及び契約の方法
入札を行う時期

（随意契約は契約締結時期）
備考

設計金額が250万円以上の場合、公表対象

15 まちづくり課
令和4年度 加須駅花崎
駅 駅前広場樹木維持管
理委託

中央一丁目外 9 苑地 樹木剪定業務 指名競争入札 第１四半期

16 まちづくり課
令和4年度 不動岡公園
外60箇所除草委託

不動岡外 12 苑地 除草業務 随意契約 第１四半期

17 まちづくり課
令和4年度 下高柳1号～
6号緑地除草委託

下高柳外 7 苑地 除草業務 指名競争入札 第１四半期

18 まちづくり課
令和4年度 利根川河川
敷緑地公園除草委託（2
回目）

大越 3 河川 除草業務 指名競争入札 第１四半期

19 道路課
道路側溝等清掃及び汚
泥運搬委託（単価契
約）

加須・騎西・大利根地域
（道路・水路） 12 道路 側溝清掃汚泥浚渫運搬 指名競争入札 第１四半期 単価契約

20 道路課
道路側溝等汚泥処理委
託（単価契約）

加須市全域(道路・水
路） 12 道路 側溝清掃汚泥処理 随意契約 第１四半期 単価契約

21 道路課
【令和4年度】街路樹維
持管理委託（例年管理
分）

加須地域 12 道路 街路樹維持管理 指名競争入札 第１四半期

22 道路課
【令和4年度】市道6553
号線外雑草刈払業務委
託

常泉外 5 道路 路肩除草 指名競争入札 第１四半期

23 道路課
【令和4年度】市道2213
号線葛西用水路管理用
道路河川維持管理委託

戸川外 5 道路 路肩除草 指名競争入札 第１四半期

24 道路課
【令和4年度】市道2004
号線外除草業務委託

戸川外（側道） 5 道路 路肩除草 指名競争入札 第１四半期

25 道路課
【令和4年度】道路照明
灯ＬＥＤ更新工事

加須市全域 12 道路 道路照明灯 随意契約 第１四半期 単価契約

26 まちづくり課
令和4年度 栄楽公園外
16箇所 樹木維持管理委
託

東栄二丁目外 9 苑地 樹木剪定業務 指名競争入札 第２四半期

27 まちづくり課
令和4年度 城山公園外
17箇所 樹木維持管理委
託

花崎二丁目外 9 苑地 樹木剪定業務 指名競争入札 第２四半期

28 まちづくり課
令和4年度 川口中央公
園外18箇所 樹木維持管
理委託

川口四丁目外 9 苑地 樹木剪定業務 指名競争入札 第２四半期



令和４年度　発注見通し一覧表　【土木施設維持管理】

№ 発注課名
工事名

（委託名）
工事場所
(履行場所)

工事期間
(履行期間)

種別 概要 入札及び契約の方法
入札を行う時期

（随意契約は契約締結時期）
備考

設計金額が250万円以上の場合、公表対象

29 まちづくり課
令和4年度 北部公園外
14箇所 樹木維持管理委
託

古川一丁目外 9 苑地 樹木剪定業務 指名競争入札 第２四半期

30 農政建設課（大利根）
都市公園等植栽管理業
務委託

大利根地域 4 苑地 樹木維持管理 指名競争入札 第３四半期

31 まちづくり課
令和4年度 利根川河川
敷緑地公園除草委託（3
回目）

大越 3 河川 除草業務 指名競争入札 第３四半期

32 下水道課
令和４年度　公共下水
道管渠清掃委託

三俣二丁目外　地内 3 下水道 管渠清掃 指名競争入札 第３四半期


