
令和4年度 建設工事発注見通し
令和4年4月1日現在

番号 所属名 工事名 工事場所
工期

(日数)
工事種別 工事概要 入札(契約)方式 入札（随意契

約）予定時期

1 下水道課 ⻄⼩路第1号管渠布設工事 ⼩城市⼩城町地内 198 土木   開削L=730.0m推進L= 65.0m 条件付一般競争入札 第１四半期

2 下水道課 岡町・大手町第1号管渠布設工事 ⼩城市⼩城町地内 197 土木
 開削L=365.0m

推進L= 15.0m
指名競争入札 第１四半期

3 下水道課 舗装復旧第1号工事 ⼩城市三日月町久米地内 86 ほ装 As舗装A=1,500㎡ 指名競争入札 第３四半期

4 下水道課 舗装復旧第2号工事 ⼩城市三日月町樋口地内 86 土木 As舗装A=1,000㎡ 指名競争入札 第３四半期

5 下水道課 ⻄⼩路都市下水路補修工事 ⼩城市⼩城町地内 121 土木 補修工 L=125ｍ 指名競争入札 第３四半期

7 下水道課 砥川地区マンホールポンプ施設更新工事 ⼩城市牛津町下砥川 地内 181 機械
マンホールポンプ更新  N=1基
水位計更新       N=1台

指名競争入札 第２四半期

8 下水道課 砥川地区浄化センター機械設備更新工事 ⼩城市牛津町上砥川 地内 184 機械
自動荒目スクリーン Ｎ=1台、流量調整ポンプ N=1台
水中撹拌ポンプ(流量調整槽) N=2台、ばっ気ブロワ
N=1台、汚泥貯留槽 N=1台

指名競争入札 第２四半期

9 下水道課 砥川地区浄化センター防食工事 ⼩城市牛津町上砥川 地内 184 機械
汚水処理施設 防食被覆工
流入水路 21㎡、ばっ気沈砂槽 19㎡
排砂槽  4㎡、流量調整槽   243㎡

指名競争入札 第２四半期

10 下水道課 久米第1号管渠布設工事 ⼩城市⼩城町地内 222 土木   開削 L=465m推進 L=202m 指名競争入札 第１四半期

11 下水道課 本告第1号管渠布設工事 ⼩城市⼩城町地内 313 土木   開削 L=350m推進 L=135m 条件付一般競争入札 第３四半期

12 下水道課 舗装復旧第1号工事 ⼩城市牛津町柿樋瀬地内 240 ほ装   A=2,500㎡公共桝 6箇所 指名競争入札 第１四半期

13 下水道課 久米第1号管渠布設工事 ⼩城市三日月町久米地内 198 土木   推進 L= 95.0m開削 L=274.0m 指名競争入札 第１四半期

14 下水道課 久米・本告管渠布設工事 ⼩城市三日月町久米地内 208 土木   推進 L=109.0m開削 L=391.0m 指名競争入札 第１四半期

15 下水道課 舎人第1号管渠布設工事 ⼩城市芦刈町芦溝地内 205 土木   推進 L=284.5m開削 L=20.0m 条件付一般競争入札 第１四半期

16 下水道課 舗装復旧第1号工事 ⼩城市三日月町三ヶ島地内 131 ほ装 A=1150㎡ 指名競争入札 第２四半期
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17 下水道課 舗装復旧第2号工事 ⼩城市三日月町⻑神⽥地内 72 ほ装 A=1000㎡ 指名競争入札 第３四半期

18 下水道課 三日月浄化センター周辺護岸工事 ⼩城市三日月町樋口地内 154 土木 コンクリート杭柵 L=60m 指名競争入札 第２四半期

19 下水道課 舗装復旧第1号工事 ⼩城市芦刈町東⼾崎地内 112 ほ装 A=1390㎡ 指名競争入札 第２四半期

20 下水道課 舗装復旧第2号工事 ⼩城市芦刈町新村地内 72 ほ装 A=1070㎡ 指名競争入札 第３四半期

21 下水道課 第２号浄化槽設置工事 ⼩城市⼩城町畑⽥地内 16 浄化槽設置 合併浄化槽 5人槽 Ｎ＝２基 指名競争入札 第１四半期

22 下水道課 第３号浄化槽設置工事 ⼩城市⼩城町畑⽥地内 16 浄化槽設置 合併浄化槽 ５人槽 Ｎ＝２基 指名競争入札 第１四半期

23 下水道課 第４号浄化槽設置工事
三日月町⻑神⽥、牛津町上砥
川 地内

37 浄化槽設置 合併浄化槽 ５人槽 Ｎ＝３基 指名競争入札 第１四半期

24 下水道課 第５号浄化槽設置工事
⼩城市⼩城町畑⽥、松尾、晴
気地内

43 浄化槽設置 合併浄化槽 ５人槽 Ｎ＝４基 指名競争入札 第１四半期

25 下水道課 第６号浄化槽設置工事 ⼩城市牛津町牛津地内 72 浄化槽設置
 合併浄化槽 21人槽 Ｎ＝１基

      28人槽 Ｎ＝３基
指名競争入札 第１四半期

26 下水道課 第７号浄化槽設置工事 ⼩城市⼩城町畑⽥地内 54 浄化槽設置
合併浄化槽 ５人槽 Ｎ＝２基
      ７人槽 Ｎ＝１基

指名競争入札 第１四半期

27 下水道課 第８号浄化槽設置工事 ⼩城市⼩城町畑⽥地内 43 浄化槽設置 合併浄化槽 ５人槽 Ｎ＝３基 指名競争入札 第２四半期

28 企画政策課 芦刈地区光ファイバーケーブル撤去工事【第1期】 ⼩城市芦刈町 198 通信 現在、利用していない区間の撤去を2年間で実施 指名競争入札 第２四半期

29 健康増進課 芦刈保健福祉センター空調機更新 ⼩城市芦刈町三王崎 114 管工
特殊浴室ほか第10系統空調機更新
厨房空調機更新

指名競争入札 第２四半期

30 健康増進課 三日月保健福祉センター井水ろ過装置ろ過材交換 ⼩城市三日月町⻑神⽥ 63 管工 井水ろ過装置ろ過材交換 指名競争入札 第１四半期

31 健康増進課 牛津保健福祉センター空調機更新 ⼩城市牛津町勝 111 管工 多目的室ほか空調機更新(第3系統) 指名競争入札 第２四半期

32 健康増進課 牛津保健福祉センター揚湯ポンプ更新 ⼩城市牛津町勝 106 水道 揚湯ポンプの更新 随意契約 第１四半期

33 建設課 須ノ木・焼山線他舗装補修工事 ⼩城市⼩城町・三日月町一円 122 ほ装

 須ノ木・焼山線舗装補修   L=150ｍ  
 三ヶ島・緑2号線舗装補修  L=200ｍ  

 四条・三ヶ島2号線舗装補修 L=100ｍ
指名競争入札 第１四半期
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34 建設課 柿樋瀬線他舗装補修工事 ⼩城市牛津町一円 121 ほ装

 柿樋瀬線舗装補修工事    L=220ｍ
 上江良線舗装補修工事    L=80ｍ
 江津・柿樋瀬線舗装補修工事 L=160ｍ

指名競争入札 第３四半期

35 建設課 ⼩路・中村線他舗装補修工事 ⼩城市芦刈町一円 150 ほ装
 ⼩路・中村線舗装補修工事 L=220ｍ

中村・弁財線舗装補修工事 L=210ｍ
指名競争入札 第１四半期

36 建設課 交通安全施設整備第1号工事 ⼩城市市内一円 180 とび
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置N=4基、区画線設置工L=3897.4ｍ
転落防止柵設置L=37.0ｍ、ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ設置N=14本
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置 L=36.0ｍ

指名競争入札 第１四半期

37 建設課 交通安全施設整備第2号工事 ⼩城市市内一円 120 とび 交通安全施設整備工事1式 指名競争入札 第３四半期

38 建設課 ⼩城公園・本告線歩道設置工事 ⼩城市⼩城町岡町地内 120 土木 歩道設置L=21ｍ 随意契約 第３四半期

39 建設課 大井手・平原線安全施設整備工事 ⼩城市⼩城町鷺ノ原地内 92 とび
区画線設置L=1,400ｍ、カラー舗装A=57㎡
カラー区画線設置L=900ｍ、車線分離標設置Ｎ=50本

指名競争入札 第１四半期

40 建設課 ⻄⼩路・平原線他2路線安全施設整備工事 ⼩城市三日月町甘木地内 92 とび   区画線設置L=400ｍカラー舗装工A=500㎡ 指名競争入札 第１四半期

41 建設課 友⽥5号橋他橋りょう補修工事 ⼩城市牛津町一円 160 とび
 友⽥5号橋補修工事 1式
 友⽥7号橋補修工事 1式

 ⻄水柿樋瀬3号橋補修工事 1式
指名競争入札 第２四半期

42 建設課 ⻄平川4号橋他橋りょう補修工事 ⼩城市三日月町一円 162 とび
 ⻄平川4号橋橋りょう補修工事 1式

 ⻄分2号橋橋りょう補修工事 1式
⻄水三ヶ島6号橋橋りょう補修工事 1式

指名競争入札 第２四半期

43 建設課 安心橋架け替えに伴う工事用道路設置工事 ⼩城市⼩城町畑⽥地内 177 とび
 仮橋設置工  L=14ｍ、W=4.0ｍ

 工事用道路設置工 L=110ｍ、W=4.0ｍ
 旧橋撤去工 1式

指名競争入札 第２四半期

44 建設課 寺浦川河床コンクリート設置工事 ⼩城市⼩城町寺浦地内 110 土木   寺浦川底張りコンクリート設置L=50ｍ（t=20ｃｍ） 指名競争入札 第３四半期

45 社会福祉課 ⼩城市児童センターキャノピー屋根補修等改修工事 ⼩城市三日月町 90 建築
児童センターキャノピー葺き替え、塗装、利用者駐車
場の一部舗装

指名競争入札 第２四半期

46 生涯学習課 三日月ふれあい公園照明改修工事 ⼩城市三日月町⻑神⽥ 135 電気 照明器具をLEDに改修 指名競争入札 第１四半期

47 総合戦略課 二次造成工事 ⼩城市牛津町勝 180 土木 二次造成、舗装、電気、下水道 条件付一般競争入札 第２四半期

48 総合戦略課 クラブハウス・便益施設新築工事 ⼩城市牛津町勝 180 建築 クラブハウス1棟、便益施設1棟 指名競争入札 第２四半期

49 総合戦略課 更衣室工事 ⼩城市牛津町勝 180 建築 改修工事 指名競争入札 第２四半期

50 農村整備課 平原水路整備工事 ⼩城市⼩城町平原地内 233 土木
 施工延⻑L=65.0ｍ

  二面水路工（1500×1000）L=35.1ｍ
  笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工 L=10.0ｍ

指名競争入札 第１四半期
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51 農村整備課 ⼩城3期地区 下江良揚水機P1改修工事 ⼩城市牛津町下江良地区 181 鋼構 揚水機補修 N=1箇所 指名競争入札 第２四半期

52 農村整備課 ⼩城3期地区 岡本井堰改修工事 ⼩城市⼩城町吉⽥地区 181 鋼構 シリンダー交換 一式 指名競争入札 第２四半期

53 農村整備課 橋内地区 下久須水路③整備工事 ⼩城市⼩城町池上地内 181 土木 用排水路整備 Ｌ＝203ｍ 指名競争入札 第２四半期

54 農林水産課 林道江里山線災害復旧工事 ⼩城市⼩城町岩蔵 地内 122 土木 盛土工 V＝107㎥、植生工　A＝156㎡、丸太筋工　L＝72ｍ指名競争入札 第１四半期

55 農林水産課 林天山線排水施設災害復旧工事 ⼩城市⼩城町岩蔵 地内 152 土木 掘削工 Ｖ＝410㎥、残土処理工　Ｖ＝410㎥、

排水構造物工　Ｌ＝110ｍ、集水桝工 Ｎ＝2ヶ箇所
随意契約 第１四半期

56 農林水産課 (繰越)林道川内線他災害復旧工事 ⼩城市⼩城町畑⽥地内 106 ほ装
【川内線】ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A=301.6㎡、アスカーブL=42.0ｍ
【八丁線】ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A=59.7㎡
【桑鶴線】盛土工V=18㎥、人工張芝A=16.8㎡、暗渠工L=3.3ｍ、ふとんかごL=2.0ｍ、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工A=106.1㎡
【八丁地区】 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A=279.0㎡

指名競争入札 第１四半期

57 農林水産課 芦刈漁港照明灯灯具更新工事 ⼩城市芦刈町永⽥地内 53 電気 照明灯灯具更新 N=10基 指名競争入札 第１四半期

58 防災対策課 芦刈拠点消防格納庫新築工事 ⼩城市芦刈町 180 建築 消防格納庫 １棟 指名競争入札 第２四半期

59 水道課 ⿊原橋架替えに伴う水管橋布設工事 ⼩城市⼩城町⿊原 120 管工 県河川工事に伴う水管橋布設工事 指名競争入札 第１四半期

60 水道課 市道畑⽥南・⻄⼩路線配水管布設工事 ⼩城市⼩城町畑⽥ 90 管工 ダクタイル鋳鉄管φ150mm L=91.25ｍ 指名競争入札 第２四半期

61 都市計画課 牛津駅前広場工事 ⼩城市牛津町 171 土木 ロータリー整備、広場整備 条件付一般競争入札 第２四半期

62 都市計画課 市道駅前支線2号線道路工事 ⼩城市牛津町 142 土木 Ⅼ＝101.2ｍ 指名競争入札 第２四半期


