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第3四半期
工事名 契約方法 種別 工事場所 工期 工事概要 担当課 備考

おおみや広域聖苑火葬炉設備
工事 随意契約 タイ

ル 東野 約5カ月
台車ブロック交換工　Ｎ 3 基
炉内ブロック更新工　一式 
機械設備更新工　一式

市民生活部 
生活環境課

万平地区農道改良工事 随意契約 土木 上小瀬 約3カ月 排水構造物工　Ｌ 10.0 ｍ 産業観光部 
農林振興課

道の駅常陸大宮遊具設置工事 指名競争 とび 岩崎 約4カ月 遊具設置　Ｎ 3 基 産業観光部 
農林振興課 追加

常陸大宮済生会病院外壁改修
工事 指名競争 防水 田子内町 約6カ月 躯体目地シール打替工　一式 

サッシ周りシール打替工　一式
建設部 
都市計画課

美和支所庁舎外構工事 一般競争 土木 高部　 約6カ月 外構工事　一式 建設部 
都市計画課

総合保健福祉センター空調設
備改修工事 一般競争 管 北町　 約5カ月 空調設備改修工　一式 建設部 

都市計画課
道の駅みわ防犯カメラ設置工
事 指名競争 電気 鷲子　 約3カ月 防犯カメラ設置工　一式 建設部 

都市計画課
くりえーとセンタートイレ改
修工事 指名競争 管 工業団地 約3カ月 トイレ改修工　一式 建設部 

都市計画課

若林住宅解体工事 指名競争 解体 若林　 約3カ月 若林住宅解体工　Ｎ 1 棟 建設部 
都市計画課

大原住宅解体工事 指名競争 解体 下檜沢　 約4カ月 大原住宅解体工　Ｎ 8 棟 建設部 
都市計画課

旧大宮学校給食センター解体
工事 一般競争 解体 下村田　 約5カ月 給食センター解体工　一式 建設部 

都市計画課
図書情報館照明ＬＥＤ化改修
工事 一般競争 電気 中富町　 約4カ月 LED 交換工　一式 建設部 

都市計画課
美和工芸ふれあいセンター外
構工事 指名競争 土木 高部　 約4カ月 屋外スロープ工　一式 

駐車場整備工事　Ａ 882㎡
建設部 
都市計画課

分離
発注

大宮中学校北校舎改修工事 指名競争 建築 抽ヶ台町 約5カ月 内装改修工　一式 建設部 
都市計画課 追加

市道 11219 号線道路改良舗
装工事（第 1 工区） 指名競争 土木 下町　 約5カ月 改良工　Ｌ 45 ｍ　Ｗ 10 ｍ

建設部 
駅周辺整備
推進課

追加

市道 11219 号線道路改良舗
装工事（第 2 工区） 一般競争 土木 下町　 約5カ月 改良工　Ｌ 215 ｍ　Ｗ 10 ｍ

建設部 
駅周辺整備
推進課

追加

安全施設設置工事 指名競争 塗装 上村田　 約4カ月 区画線工　一式 建設部 
土木建設課

道路補修用材料置場整備工事 指名競争 建築 鷹巣　 約4カ月 鉄骨造平屋建倉庫　Ａ 92.4㎡ 建設部 
土木建設課

中平橋橋梁補修工事 指名競争 土木 山方　 約3カ月 主桁補修、床版防水、下部工補修、高
欄再塗装・補修、伸縮装置取替工一式

建設部 
土木建設課

犬塚橋橋梁補修工事 指名競争 土木 下檜沢　 約5カ月 主桁補修工　一式 建設部 
土木建設課

60419 － 1 号橋橋梁補修工事 一般競争 土木 野口　 約3カ月 主桁補修、下部工補修、高欄再塗装工
一式

建設部 
土木建設課

金砂橋橋梁補修工事 指名競争 土木 千田　 約5カ月 床版防水、下部工補修、伸縮装置補修
工一式

建設部 
土木建設課

小久保橋外橋梁補修工事 一般競争 土木 下伊勢畑
外 約5カ月 床版防水、下部工補修、高欄再塗装工

一式
建設部 
土木建設課

野口地内排水整備工事 指名競争 土木 野口　 約5カ月 側溝工・路盤工・舗装工　Ｌ 170ｍ 建設部 
土木建設課

市道 1 － 23 号線（盛金）道
路改良工事 指名競争 舗装 盛金　 約3カ月 舗装工　Ｌ 340 ｍ 建設部 

土木建設課
市道 1 － 27 号線（氷之沢）
道路改良工事 指名競争 土木 氷之沢　 約5カ月 側溝工・路盤工・舗装工　Ｌ 90 ｍ 建設部 

土木建設課
市道 1 － 3 号線（泉）道路改
良工事 指名競争 土木 泉　 約5カ月 側溝工・縁石工・舗装工　Ｌ 150ｍ 建設部 

土木建設課

小河川護岸工事 指名競争 土木 東野　 約5カ月 護岸工　Ｌ 30 ｍ 建設部 
土木建設課

普通河川江川（上大賀）河川
浚渫工事 指名競争 土木 上大賀　 約4カ月 しゅんせつ工　Ｌ 200 ｍ 建設部 

土木建設課
市道 1 － 14 号線（上大賀）
道路改良工事 一般競争 土木 上大賀　 約6カ月 側溝工・置換工・路盤工・舗装工　Ｌ

135 ｍ
建設部 
土木建設課 追加

市道 40041 号線（鷲子）道
路舗装工事 指名競争 舗装 鷲子　 約4カ月 舗装工　Ｌ 160 ｍ 建設部 

土木建設課 追加

市道 21608 号線（若林）道
路舗装工事 指名競争 舗装 若林　 約4カ月 舗装工　Ｌ 150 ｍ 建設部 

土木建設課 追加

市道 1 － 22 号線（盛金）道
路舗装工事 指名競争 舗装 盛金　 約4カ月 舗装工　Ｌ 300 ｍ 建設部 

土木建設課 追加

市道 10300 号線（石沢）道
路改良工事 指名競争 土木 石沢　 約4カ月 側溝工・路盤工・舗装工　Ｌ 80 ｍ 建設部 

土木建設課 追加

市道 1 － 36 号線（長倉）道
路舗装工事 指名競争 舗装 長倉　 約4カ月 舗装工　Ｌ 80 ｍ 建設部 

土木建設課 追加

若林地内県道常陸大宮御前山
線配水管布設替工事 一般競争 水道 若林　 約5カ月 配水管φ 150　Ｌ 300 ｍ 

仮設配管　一式
上下水道部 
施設管理課

小場地内県道長沢水戸線配水
管布設替工事 一般競争 水道 小場　 約5カ月 配水管φ 75　Ｌ 360 ｍ 

仮設配管　一式
上下水道部 
施設管理課

家和楽地内市道 30184 号線
配水管布設替工事 一般競争 水道 家和楽　 約4カ月 配水管φ 100　Ｌ 80 ｍ 

国道推進含む
上下水道部 
施設管理課

諸沢地内県道山方水府線配水
管布設替工事（2 工区） 指名競争 水道 諸沢　 約4カ月 配水管φ 150　Ｌ 200 ｍ 上下水道部 

施設管理課
氷之沢地内市道 1 － 27 号線
配水管布設替工事 指名競争 水道 氷之沢　 約4カ月 配水管φ 75　Ｌ 170 ｍ 上下水道部 

施設管理課
下檜沢地内県道常陸太田那須
烏山線配水管布設替工事 指名競争 水道 下檜沢　 約5カ月 配水管φ 150　Ｌ 200 ｍ 上下水道部 

施設管理課
小瀬沢地内県道山内上小瀬線
配水管布設替工事 指名競争 水道 小瀬沢　 約5カ月 配水管φ 150　Ｌ 100 ｍ 上下水道部 

施設管理課

上伊勢畑地内市道 61043 号
線外配水管布設替工事 指名競争 水道 上伊勢畑 約4カ月

配水管φ 75　Ｌ 100 ｍ 
水管橋φ 75　Ｌ 19 ｍ 
仮設配管　一式

上下水道部 
施設管理課

上大賀地内市道 1 － 14 号線
道路改良工事に伴う配水管布
設替工事

指名競争 水道 上大賀　 約5カ月 配水管φ 150　Ｌ 64 ｍ 
仮設配管　一式

上下水道部 
施設管理課

下檜沢地内市営大原住宅解体
工事に伴う配水管布設替工事 指名競争 水道 下檜沢　 約4カ月 配水管φ 75　Ｌ 120 ｍ 上下水道部 

施設管理課
野中町地内国道 118 号配水管
布設替工事 指名競争 水道 野中町　 約3カ月 配水管φ 75　Ｌ 70 ｍ 上下水道部 

施設管理課 追加

下町地内駅周辺開発に伴う配
水管布設替工事 指名競争 水道 下町　 約5カ月 配水管φ 100　Ｌ 185 ｍ 上下水道部 

施設管理課 追加

高渡取水場 5 号取水ポンプ及
び鷹巣増圧ポンプ場増圧ポン
プ更新工事

指名競争 水道 高渡町　
外 約4カ月 取水ポンプ更新工　Ｎ 1 基 

増圧ポンプ更新工　Ｎ 1 基
上下水道部 
施設管理課

第 1 浄水場送水ポンプイン
バータ更新工事 指名競争 電気 宇留野　 約3カ月 インバータ更新工　一式 上下水道部 

施設管理課
第 1 浄水場ＰＡＣ貯蔵タンク
更新工事 一般競争 水道 宇留野　 約4カ月 ＰＡＣ貯蔵タンク更新工　一式 上下水道部 

施設管理課
美和浄水場 2 系№ 2 ろ過ポン
プ更新及び鷲子第 1・第 2 増
圧ポンプ場流量計更新工事

指名競争 水道 高部　外 約4カ月 ろ過ポンプ更新工　Ｎ 1 基 
流量計更新工　Ｎ 2 基

上下水道部 
施設管理課

緒川地域上水道遠隔監視装置
移設工事 指名競争 電気 上小瀬　 約4カ月 遠隔監視装置移設工　一式 上下水道部 

施設管理課
緒川浄水場場外テレメータ及
び水位計更新工事 指名競争 電気 上小瀬　

外 約5カ月 テレメータ更新工　Ｎ 1 組 
水位計更新工　Ｎ 2 基

上下水道部 
施設管理課

高区配水場屋上防水工事 指名競争 防水 鷹巣　 約5カ月 屋上防水工　Ａ 246㎡ 上下水道部 
施設管理課

入本郷増圧ポンプ場次亜注入
調節盤増設工事 指名競争 電気 入本郷　 約5カ月

次亜注入調節盤増設工　一式 
配水残留塩素計更新工　Ｎ 1 基 
次亜注入ポンプ更新工　一式

上下水道部 
施設管理課

長倉第 1 配水場野田系テレ
メータ更新及び長倉第 2 配水
場水位計更新工事

指名競争 電気 長倉　外 約5カ月 テレメータ更新工　Ｎ 1 組 
水位計更新工　Ｎ 1 基

上下水道部 
施設管理課

仲河戸高区配水場水位計更新
工事 指名競争 電気 高部　 約3カ月 水位計更新工　Ｎ 1 基 上下水道部 

施設管理課 追加

下町地内管渠布設工事 指名競争 土木 下町　 約4カ月 汚水管φ 200㎜布設工事　Ｌ185ｍ 上下水道部 
施設管理課 追加

第4四半期
工事名 契約方法 種別 工事場所 工期 工事概要 担当課 備考

諸沢地内県道諸沢西金停車場
線配水管布設替工事 指名競争 水道 諸沢　 約2カ月 配水管φ 100　Ｌ 100 ｍ 

仮設配管　一式
上下水道部 
施設管理課

盛金地内県道下小川停車場線
災害復旧工事 一般競争 水道 盛金　 約2カ月 配水管φ 150　Ｌ 67 ｍ 

配水管φ 75　Ｌ 285 ｍ
上下水道部 
施設管理課

常陸大宮市 10 月公表分


