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古河市 10 月公表分

第3四半期

工事の名称 工事の場所 工事の
期間

工事の
種別

入札・契
約の方法 工事の概要 担当課

R3 釈迦ストックヤード残土攪
拌・整地工事 釈迦 5 カ月 土木 指名競争

入札 残土攪拌 9000 立方ｍ 都市建設部
道路整備課

R3 不良土分別工事 釈迦 5 カ月 土木 指名競争
入札 不良土分別工 3000 立方ｍ 都市建設部

道路整備課

R3 市単補修第 9 号 H0112 東
泉町道路補修工事 東泉町 4 カ月 土木 指名競争

入札
延長 170 ｍ（土木一式、舗装工・路盤工・
排水工）

都市建設部
道路整備課

R3 道整舗装第 4 号谷貝 0129
舗装補修工事 谷貝 4 カ月 舗装 指名競争

入札 延長 490 ｍ　舗装工 2000㎡ 都市建設部
道路整備課

R3 市単補修第 10 号桜町排水
路整備工事 桜町 4 カ月 土木 指名競争

入札 延長 100 ｍ（土木一式、排水工・盛土工）都市建設部
道路整備課

R3 市単補修第 11 号横山町法
面修繕工事 横山町 4 カ月 土木 指名競争

入札 延長 20 ｍ（土木一式、擁壁工） 都市建設部
道路整備課

R3 市単補修第 12 号上辺見
H0174 道路補修工事 上辺見 4 カ月 土木 指名競争

入札
延長 50 ｍ（土木一式、舗装工・路盤工・
排水工）

都市建設部
道路整備課

R3 道整舗装第 2 号下大野
0233 舗装補修工事 下大野 5 カ月 舗装 指名競争

入札 延長 190 ｍ　舗装工 1400㎡ 都市建設部
道路整備課

R3 道整舗装第 6 号前林 0123
舗装補修工事 前林 4 カ月 舗装 指名競争

入札 延長 200 ｍ　舗装工 1200㎡ 都市建設部
道路整備課

古河市立総和北中学校体育館
照明改修工事

小堤 1775
番地 4 カ月 電気 指名競争

入札

体育館照明改修工事一式 
改修前：水銀灯他 
改修後：LED 照明

都市建設部
営繕住宅課

古河市立下辺見小学校体育館
照明改修工事

下辺見
2400 番地 4 カ月 電気 指名競争

入札

体育館照明改修工事一式 
改修前：水銀灯 
改修後：LED 照明

都市建設部
営繕住宅課

3 国市公下第 11 号三杉町地内
枝線管きょ工事 三杉町 4 カ月 土木 指名競争

入札 管路施設工　開削延長　120 ｍ 上下水道部
下水道課

3 国補汚交第 3 号恩名地区管
路施設工事 恩名 5 カ月 土木 一般競争

入札 管路施設工　600 ｍ 上下水道部
下水道課

3 国補汚交第 4 号恩名地区枝
線管きょ工事 江口・恩名 5 カ月 土木 一般競争

入札 管路施設工　400 ｍ 上下水道部
下水道課

令和 3 年度三和地区 3 号取水
井改修工事 仁連 3 カ月 水道 指名競争

入札

井戸内浚渫　1 式　各種洗浄　1 式　揚
水試験（改修前後）　1 式　機器撤去据
付　1 式

上下水道部
水道施設室

第4四半期

工事の名称 工事の場所 工事の
期間

工事の
種別

入札・契
約の方法 工事の概要 担当課

3 国補交付第 5 号－ 3 柳橋下
大野線道路改良工事

柳橋・下大
野 6 カ月 土木 一般競争

入札

延長 120 ｍ、幅員 15 ｍ、土工一式、
路床置換工 1000 立方ｍ、排水構造物
工 250 ｍ、路盤工 900㎡、舗装工
900㎡、構造物撤去工一式

都市建設部
都市計画課

3 国補交付第 5 号－ 4 柳橋下
大野線道路改良工事 下大野 5 カ月 土木 一般競争

入札

延長 100 ｍ、幅員 15 ｍ、土工一式、
路床置換工 730 立方ｍ、排水構造物工
200 ｍ、路盤工 760㎡、舗装工 760㎡、
構造物撤去工　一式

都市建設部
都市計画課

3 市単　3A113BL 不良土分
別工事

駅東区画　
3 工区内 7 カ月 土木 一般競争

入札
施工面積 1 万 500㎡、不良土分別、廃
棄物処理、仮設工一式

都市建設部
区画整理課

3 国都　3 Ａ 6 － 103、104、
109 ～ 110 号線道路改良・造
成外工事

駅東区画　
3 工区内 6 カ月 土木 一般競争

入札

延長 380 ｍ、幅員 6.10 ｍ、路床入替、
下層路盤、排水構造物、伐開 1500㎡、
路体盛土、仮設工一式

都市建設部
区画整理課

2 国交 3 国交　2、4A 西牛谷
辺見線道路改良舗装外工事

駅東区画　
4 工区内 7 カ月 土木 一般競争

入札

延長 420 ｍ、幅員 27 ｍ、路床入替、下層、
上層、舗装（基層、中間層、表層）歩道
路盤、歩車道境界ブロック、地先境界ブ
ロック設置、排水構造物

都市建設部
区画整理課

3 国都　1A 第 3 調整池整備工
事（第 2 期）

駅東区画　
1 工区内 8 カ月 土木 一般競争

入札

プレキャスト擁壁工 133 基、埋戻し
1900 立方ｍ、コンクリート 96 立方ｍ、
床版工 1260㎡、坂路工、仮設工一式

都市建設部
区画整理課

令和 3 年度三和浄水場管理棟
改修工事 仁連 6 カ月 建築 一般競争

入札
管理棟トイレ改修　1 式　屋上防水工事
1 式　建築付帯設備更新　1 式

上下水道部
水道施設室


