
NO 種別 工事の名称 工事の場所 工事の期間
入札等の

方法
入札予定
時期(月)

工事概要

1 電気通信 杉戸町防災行政無線デジタル化整備工事 杉戸町全域 平成31年6月～平成33年3月 一般 平成31年5月 防災行政無線デジタル化整備

2 塗装 路面標示設置工事 杉戸町全域地内 平成31年5月～平成32年3月 指名 平成31年5月 路面標示

NO 種別 工事の名称 工事の場所 工事の期間
入札等の

方法
入札予定
時期(月)

工事概要

1 管
杉戸町立学校給食センター炉筒煙管

ボイラー改修工事
杉戸町大字椿349番地 平成31年11月～平成32年9月 一般 平成31年10月 ボイラーの改修

NO 種別 工事の名称 工事の場所 工事の期間
入札等の

方法
入札予定
時期(月)

工事概要

1
機械器具

設置
焼却炉外耐火材補修工事 杉戸町大字木津内地内 平成31年11月～平成32年3月 随意 平成31年10月 焼却炉ほか耐火材補修

2
機械器具

設置
ガス冷却室ダスト危急ゲート外更新

工事
杉戸町大字木津内地内 平成31年11月～平成32年3月 随意 平成31年7月 ダスト危急ゲートほか更新

3
機械器具

設置
２号バグフィルタ改修工事 杉戸町大字木津内地内 平成32年2月～平成32年3月 随意 平成31年8月 バグフィルタケーシング補修

4
機械器具

設置
１号煙突及び２号煙道ダクト改修工

事
杉戸町大字木津内地内 平成31年11月～平成32年3月 随意 平成31年9月 1号煙突及び２号煙道の補修

5
機械器具

設置
灰混練機本体ケーシング更新工事 杉戸町大字木津内地内 平成32年2月～平成32年3月 随意 平成31年5月

灰混練機本体ケーシングの更
新

6
機械器具

設置
２号熱風循環送風機更新工事 杉戸町大字木津内地内 平成32年2月～平成32年3月 随意 平成31年9月 ２号熱風循環送風機の更新

7 舗装 倉松集積所舗装工事 杉戸町大字清地地内 平成31年6月～平成31年9月 指名 平成31年5月 倉松集積所未舗装部分の舗装

NO 種別 工事の名称 工事の場所 工事の期間
入札等の

方法
入札予定
時期(月)

工事概要

1 建築
杉戸町立杉戸小学校 教室棟・特殊教

室棟屋上防水、外壁改修工事
杉戸町内田2-9-28地内 平成31年7月～平成31年9月 一般 平成31年4月

校舎屋上防水、及び外壁改修工事
（平成３０年度繰越工事）

2 建築
杉戸中学校管理・特別教室棟等トイレ改修
Ⅱ期工事（建築工事・特別教室棟等）

杉戸町内田1-5-35地内 平成31年7月～平成31年9月 一般 平成31年4月
トイレ改修工事のうち、建築工事

（平成３０年度繰越工事）

3 管
杉戸中学校管理・特別教室棟等トイレ改修
Ⅱ期工事（機械設備工事・特別教室棟等）

杉戸町内田1-5-35地内 平成31年7月～平成31年9月 一般 平成31年4月
トイレ改修工事のうち、機械設備工

事（平成３０年度繰越工事）

4 電気
杉戸中学校管理・特別教室棟等トイレ改修
Ⅱ期工事（電気設備工事・特別教室棟等） 杉戸町内田1-5-35地内 平成31年7月～平成31年9月 指名 平成31年4月

トイレ改修工事のうち、電気設備工事
（平成３０年度繰越工事）

5 電気 杉戸町立杉戸小学校高圧受変電設備改修工事 杉戸町内田2-9-28地内 平成31年6月～平成31年7月 一般 平成31年4月 高圧受変電設備の改修工事

6 建築
杉戸町立杉戸第二小学校第１音楽室

アスベスト除却工事
杉戸町大字倉松600-1 平成31年7月～平成31年8月 指名 平成31年4月 アスベスト除去工事

NO 種別 工事の名称 工事の場所 工事の期間
入札等の

方法
入札予定
時期(月)

工事概要

1 管 三本木団地浴室等改修工事（Ⅲ期） 杉戸町清地三丁目地内 平成31年7月～平成31年11月 指名 平成31年7月 団地（３号棟）の浴室等改修

NO 種別 工事の名称 工事の場所 工事の期間
入札等の

方法
入札予定
時期(月)

工事概要

1 建築
すぎとピア多目的ホール天井耐震改

修工事
杉戸町堤根地内 平成31年9月～平成31年12月 一般 平成31年7月 天井耐震改修工事

平成31年度建設工事等発注工事予定表

主管課名　　くらし安全課　　　担当　消防・防災担当、交通・防犯担当　　

主管課名　　　教育総務課　　　担当　　　学校給食センター　

主管課名　　　環境課　　担当　　廃棄物資源担当

主管課名 高齢介護課　　担当　高齢者福祉担当　　

主管課名　　　教育総務課　　　担当　　　庶務管理担当　　

主管課名　　　建築課　　　　　　担当　　　　営繕担当　　　　　　　　



NO 種別 工事の名称 工事の場所 工事の期間
入札等の

方法
入札予定
時期(月)

工事概要

1 電気 第二配水場県水受水流量計更新工事 杉戸町大字椿地内 平成31年5月～平成31年8月 指名 平成31年4月 流量計更新（φ100mm）

2 電気 第一配水場自家発電機更新工事 杉戸町杉戸一丁目地内 平成31年7月～平成32年3月 一般 平成31年6月
自家発電機更新工事
（300ｋVA、6.6ｋV）

3 土木
むさし堤団地内公共下水道工事に伴
う配水支管布設替工事(第1工区)

杉戸町大字下高野地内 平成31年8月～平成31年11月 一般 平成31年7月 PE-EFφ100mm外　L=263.2ｍ

4 土木
むさし堤団地内公共下水道工事に伴
う配水支管布設替工事(第2工区)

杉戸町大字下高野地内 平成31年8月～平成31年11月 一般 平成31年7月 PE-EFφ100mm外　L=297.4ｍ

5 土木
むさし堤団地内公共下水道工事に伴
う配水支管布設替工事(第3工区)

杉戸町大字下高野地内 平成31年11月～平成32年3月 一般 平成31年10月
DIP(GX)φ150mm外　L=302.3

ｍ

6 土木
むさし堤団地内公共下水道工事に伴
う配水支管布設替工事(第4工区)

杉戸町大字下高野地内 平成31年11月～平成32年3月 一般 平成31年10月 PE-EFφ100mm外　L=332.2ｍ

7 土木
杉戸5丁目地内町道483号線外配水支

管布設替工事
杉戸町杉戸5丁目地内外 平成31年9月～平成32年1月 一般 平成31年8月

HIVP(RR)φ100mm外　L=262.9
ｍ

8 土木
大島地内外町道829号線配水支管布設

工事
杉戸町大字大島地内外 平成31年8月～平成31年11月 一般 平成31年7月 DIP(GX)φ100㎜外　L=258.9m

9 土木
大島地内町道Ⅱ級1号線配水管布設替

工事
杉戸町大字大島地内 平成31年8月～平成31年11月 一般 平成31年7月

DIP(GX)φ150mm外　L=317.5
ｍ

10 土木
内田3丁目地内町道221号線外配水支

管布設替工事
杉戸町内田3丁目地内外 平成31年9月～平成32年1月 一般 平成31年8月

HIVP(RR)φ100mm外　L=319.1
ｍ

11 土木
下高野地内町道581号線外配水支管布

設替工事に伴う舗装本復旧工事
杉戸町大字下高野地内

外
平成31年9月～平成31年11月 指名 平成31年8月 町道　Ａ＝1920.5㎡

12 土木
鷲巣地内町道2091号線配水支管布設

替工事に伴う舗装本復旧工事
杉戸町大字鷲巣地内 平成31年8月～平成31年10月 指名 平成31年7月 町道　Ａ＝1549.4㎡

13 土木
鷲巣地内町道2051号線外配水支管布
設替工事に伴う舗装本復旧工事

杉戸町大字鷲巣地内 平成31年8月～平成31年10月 一般 平成31年7月 町道　Ａ＝2018.5㎡

14 土木
堤根地内町道1074号線外配水支管布
設替工事に伴う舗装本復旧工事

杉戸町大字堤根地内 平成31年9月～平成31年11月 一般 平成31年8月 町道　Ａ＝2529.3㎡

15 土木
佐左エ門地内町道1522号線外配水支
管布設替工事に伴う舗装本復旧工事

杉戸町大字佐左エ門地
内外

平成31年9月～平成31年10月 指名 平成31年8月 町道　Ａ＝519㎡

16 土木 杉戸第2-1414号線外枝線布設工事 内田4丁目地内 平成31年5月～平成31年10月 一般 平成31年4月
下水道工事

開削　φ200　L=279.1ｍ

17 土木 杉戸第2-1426号線外枝線布設工事 内田4丁目地内 平成31年5月～平成31年10月 一般 平成31年4月
下水道工事

開削　φ200　L=249.3ｍ

18 土木 杉戸第2-1413号線外枝線布設工事 内田4丁目地内 平成31年10月～平成32年3月 一般 平成31年9月
下水道工事

開削　φ200　L=406.9ｍ

19 土木 杉戸第2-1471号線外枝線布設工事 内田4丁目地内 平成31年10月～平成32年3月 一般 平成31年9月
下水道工事

開削　φ200　L=388.7ｍ

20 土木 杉戸第2-1473号線外枝線布設工事 内田4丁目地内 平成31年10月～平成32年3月 一般 平成31年9月
下水道工事

開削　φ200　L=323.2ｍ

NO 種別 工事の名称 工事の場所 工事の期間
入札等の

方法
入札予定
時期(月)

工事概要

1 土木 南側水路環境整備工事 杉戸町大字堤根地内 平成31年10月～平成32年3月 一般 平成31年9月 水路護岸工事

2 土木
フレッシュタウン調節池釜場改修工

事
杉戸町大字杉戸地内 平成31年5月～平成31年7月 指名 平成31年5月 釜場改修工事

3 電気
フレッシュタウン調節池排水ポンプ

改修工事
杉戸町大字杉戸地内 平成32年1月～平成32年3月 指名 平成31年12月 排水ポンプ交換工事

1 土木 町道Ⅱ級1号線歩道整備工事 杉戸町下高野地内 未定 一般 未定
歩道整備工事
（L=232m)

2 土木 ①-61号水路改修工事 杉戸町杉戸2丁目地内 未定 一般 未定
水路整備
（L=50.6m)

3 土木 町道Ⅱ級18号線道路改良工事 杉戸町木野川地内 未定 一般 未定
道路改良工事
（L=63m)

4 未定
町道795号線日光側歩道橋

補強補修工事
杉戸町高野台東1丁目地

内
未定 未定 未定 未定

NO 種別 工事の名称 工事の場所 工事の期間
入札等の

方法
入札予定
時期(月)

工事概要

1 土木 桜井排水機場補修整備工事 杉戸町大字椿地内 平成31年10月～平成32年3月 一般 平成31年10月
ポンプ制御盤更新及び

屋外外壁塗装工事

主管課名　　農業振興課　　　　　担当　　　基盤整備担当　　　

主管課名　　　上下水道課　　　担当　　　水道・下水道担当　

主管課名 都市施設整備課　　担当　　都市計画整備担当・道路治水担当


