
令和4年度 工事発注の見通し一覧（上半期） No.1

番号 工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 所 属

1 バス車庫等解体工事 指名競争入札 建築 本城町 2か月 バス車庫解体工事N=1.0式 第1四半期 財政課

2 街頭防犯カメラ設置工事 指名競争入札 電気 市内 6か月 街頭防犯カメラ設置(4台) 第2四半期 消防交通課

3
04県単農基暗渠第1号
横断暗渠改修工事

指名競争入札 土木 高道祖 3か月
横断暗渠改修工
高密度ポリエチレン管φ600
N=1.0箇所

第2四半期 農政課

4
04県単安全施設第2号
ネットフェンス改修工事

指名競争入札 土木 小島 4か月
ネットフェンス改修工
L=270m

第2四半期 農政課

5 ビアスパークしもつま調理室屋上防水工事 指名競争入札 建築 長塚 2か月 ウレタン塗膜防水　90㎡ 第1四半期 商工観光課

6 ビアスパークしもつま機械室内温泉配管改修工事 指名競争入札 管 長塚 6か月

ｽﾃﾝﾚｽ製鋼管　64ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ制ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ　11個
ｽﾃﾝﾚｽ制ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　9個
ｽﾃﾝﾚｽ制ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　6個
FRPﾍｱｷｬｯﾁｬｰ　2台

第1四半期 商工観光課

7
03繰道新・道改第1号、
04道新・道改第1号
道路改良工事((南部環状線）

一般競争入札 土木 宗道・加養 6か月 道路改良工事　L=100ｍ 第2四半期 建設課

8
03繰道新・道改第2号
道路改良工事(南部環状線）

一般競争入札 土木 宗道・加養 6か月 道路改良工事　L=100ｍ 第2四半期 建設課

9
04道新・道改第2号
舗装新設工事（市道7161号線）

指名競争入札 土木 下栗 6か月 道路改良工事　L=160ｍ 第2四半期 建設課

10
04道新・排水第1号
排水整備工事 (市道205号線）

一般競争入札 土木 福田 4か月 排水整備工事　L=80ｍ 第2四半期 建設課

注）１　ここに掲載する内容は令和4年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又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。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



令和4年度 工事発注の見通し一覧（上半期） No.2

番号 工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 所 属

11
04道新・排水第2号
排水整備工事 (市道121号線）

一般競争入札 土木 村岡・五箇 5か月 排水整備工事　L=400ｍ 第2四半期 建設課

12
04道維 第1号
側溝改修工事 (市道4142号線）

指名競争入札 土木 高道祖 3か月 側溝改修工事　L=100ｍ 第2四半期 建設課

13
04道維 第2号
側溝整備工事 (市道3683号線）

指名競争入札 土木 若柳 3か月 側溝整備工事　L=70ｍ 第2四半期 建設課

14
04道維 第4号
道路改修工事 (市道1361・1364号線）

指名競争入札 土木 長塚 3か月 道路改修工事　L=30ｍ 第2四半期 建設課

15
04道維 第5号
路面再生工事 (市道2583号線）

一般競争入札 土木 黒駒 3か月 路面再生工事　L=100ｍ 第2四半期 建設課

16
04道維 第6号
路面再生工事 (市道3367号線）

一般競争入札 土木 堀篭 3か月 路面再生工事　L=270ｍ 第2四半期 建設課

17
04用排 第1号
排水路改修工事 (鯨排水路）

指名競争入札 土木 鯨 3か月 排水路改修工事　L=30ｍ 第1四半期 建設課

18
04用排 第2号
排水路改修工事 (下木戸排水路）

指名競争入札 土木 下木戸 3か月 排水路改修工事　N=1式 第2四半期 建設課

19
03繰橋維持第1号　橋梁修繕工事
00004橋（市道117号線）

一般競争入札 土木 鯨 3か月 橋梁修繕工事　N=1式 第2四半期 建設課

20
03繰橋維持第2号　橋梁修繕工事
00009橋（市道121号線）

一般競争入札 土木 村岡・五箇 3か月 橋梁修繕工事　N=1式 第2四半期 建設課

注）１　ここに掲載する内容は令和4年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又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。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



令和4年度 工事発注の見通し一覧（上半期） No.3

番号 工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 所 属

21 市営本宿住宅解体工事 指名競争入札 建築 本宿 3か月 解体工事　N=1式 第1四半期 建設課

22 市営新堀住宅解体工事 指名競争入札 建築 小島 3か月 解体工事　N=1式 第1四半期 建設課

23 小貝川ふれあい公園遊具設置工事 指名競争入札 その他 堀篭 3か月 複合遊具　1基 第2四半期 都市整備課

24
市単上水第1号
砂沼浄水場 浄水施設更新配管工事
(1工区)

一般競争入札 水道施設 長塚 6か月
開削工
DIPφ150㎜ L=200m
DIPφ200㎜ L=200m

第2四半期
上下水道課
（上水道）

25
市単上水第2号
砂沼浄水場 浄水施設更新配管工事
(2工区)

一般競争入札 水道施設 長塚 6か月
開削工
DIPφ200㎜ L=120m
DIPφ250㎜ L=120m

第2四半期
上下水道課
（上水道）

26
市単上水第3号
砂沼浄水場 浄水施設更新配管工事
(3工区)

一般競争入札 水道施設 長塚 6か月
開削工
DIPφ200㎜ L=60m
DIPφ200㎜ L=100m

第2四半期
上下水道課
（上水道）

27
市単上水第4号
配水管布設工事

一般競争入札 水道施設 高道祖 4か月
開削工
HPPEφ75㎜ L=400m

第1四半期
上下水道課
（上水道）

28 大形配水場 監視設備工事 一般競争入札 電気 別府 9か月 電気設備工事 N=1.0式 第2四半期
上下水道課
（上水道）

29 宗道浄水場 受水設備工事 一般競争入札 電気 原 9か月 電気設備工事 N=1.0式 第2四半期
上下水道課
（上水道）

30 下妻7号井さく井工事 一般競争入札 その他 長塚 9か月 新規さく井工事 φ300×300m 第1四半期
上下水道課
（上水道）

注）１　ここに掲載する内容は令和4年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又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。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



令和4年度 工事発注の見通し一覧（上半期） No.4

番号 工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 所 属

31
04国補公下第1-1号
04市単公下第1-1号合併
汚水管布設工事

一般競争入札 土木 小島 5か月 開削工VUφ150mm　L=559m 第2四半期
上下水道課
（下水道）

32
04国補公下第1-2号
汚水管布設工事

一般競争入札 土木 小島 5か月
推進工VUφ150mm　L=54m
開削工VUφ150mm　L=46m

第2四半期
上下水道課
（下水道）

33
04国補公下第1-3号
04市単公下第1-2号合併
汚水管布設工事

一般競争入札 土木 小島 3か月 開削工VUφ150mm　L=601m 第2四半期
上下水道課
（下水道）

34
04国補公下第1-4号
04市単公下第1-3号合併
舗装復旧工事

指名競争入札 土木 小島 3か月 道路舗装工事　A＝1,000㎥ 第2四半期
上下水道課
（下水道）

35
04国補公下第1-5号
流量計設置工事

一般競争入札 土木 小島 3か月 流量計　N=1箇所 第2四半期
上下水道課
（下水道）

36
04国補公下第3-1号
汚水管布設工事

一般競争入札 土木 高道祖 5か月 開削工VUφ150mm　L=297m 第2四半期
上下水道課
（下水道）

37 小学校受電設備更新工事 指名競争入札 電気 高道祖他 3か月 受電設備更新N=1式 第2四半期 学校教育課

38 下妻小学校プール改修工事（建築） 一般競争入札 建築 下妻乙 7か月 建築工事N=1.0式 第1四半期 学校教育課

39 下妻小学校プール改修工事（機械設備） 一般競争入札 管 下妻乙 7か月 機械設備工事N=1.0式 第1四半期 学校教育課

40 下妻小学校プール改修工事（電気設備） 一般競争入札 電気 下妻乙 7か月 電気設備工事N=1.0式 第1四半期 学校教育課

注）１　ここに掲載する内容は令和4年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又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。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



令和4年度 工事発注の見通し一覧（上半期） No.5

番号 工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 所 属

41
豊加美市民センター
浄化槽改修工事

指名競争入札 その他 豊加美 6か月 合併浄化槽設置工事一式 第1四半期 公民館

注）１　ここに掲載する内容は令和4年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又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。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。


