
2022年度　市町村等公共工事発注見通し2022年度　市町村等公共工事発注見通し

第1四半期
工事名 入札方法 種別 工事場所 工事期間 工事概要 担当課

避難所窓用網戸設置工事 指名競争入札 建築一式工事 下館南中学校
外 4 校 90日間 網戸設置 消防防災課

防犯灯新設工事① 指名競争入札 電気工事

子思儀、森添
島、五所宮、
掉ヶ島及び小
塙地内

100日間
下館北中統廃合によって
変更になる通学路に防犯
灯を設置する

市民安全課

玉戸大田郷地内道路舗装工事 指名競争入札 舗装工事 玉戸地内 60日間 工事延長Ｌ100ｍ 土木課
玉戸東地内道路改良舗装工事 指名競争入札 土木一式工事 玉戸地内 60日間 工事延長Ｌ80ｍ 土木課
折本地内道路改良舗装工事 指名競争入札 土木一式工事 折本地内 60日間 工事延長Ｌ70ｍ 土木課
藤ケ谷地内（東側）道路改良舗装
工事 指名競争入札 土木一式工事 藤ケ谷地内 90日間 工事延長Ｌ100ｍ 土木課

谷永島地内道路改良舗装工事 指名競争入札 土木一式工事 谷永島地内 90日間 工事延長Ｌ100ｍ 土木課
鷹ノ巣市営住宅高架水槽・受水槽
撤去工事 指名競争入札 その他 樋口地内 90日間 高架水槽・受水槽撤去 建築課

下館地区枝線管渠工事 一般競争入札 土木一式工事 折本地内 200日間 開削工事　Ｌ460ｍ 下水道課
明野地区枝線管渠・舗装本復旧工
事 一般競争入札 土木一式工事 海老ヶ島地内 200日間 開削工事　Ｌ500ｍ 

舗装本復旧　Ａ1400㎡ 下水道課

下館水処理センター機械設備改築
工事 一般競争入札 その他 西石田地内 400日間 機械設備　一式 下水道課

下館水処理センター電気設備改築
工事 一般競争入札 電気工事 西石田地内 400日間 電気設備　一式 下水道課

樋口・折本・中舘地内配水管布設
替工事（4 工区） 一般競争入札 水道施設工事 樋口地内 150日間 PEφ100他　Ｌ400ｍ 水道課

樋口・折本・中舘地内配水管布設
替工事（5 工区） 一般競争入札 水道施設工事 樋口地内 150日間 PEφ100他　Ｌ300ｍ 水道課

樋口・折本・中舘地内配水管布設
替工事（6 工区） 一般競争入札 水道施設工事 樋口地内 150日間 PEφ100他　Ｌ450ｍ 水道課

樋口・折本・中舘地内配水管布設
替工事（7 工区） 一般競争入札 水道施設工事 樋口地内 150日間 PEφ100他　Ｌ300ｍ 水道課

樋口・折本・中舘地内配水管布設
替工事（8 工区） 一般競争入札 水道施設工事 樋口地内 150日間 PEφ150他　Ｌ650ｍ 水道課

小川・伊佐山地内配水管布設替工
事（1 工区） 一般競争入札 水道施設工事 小川地内 150日間 PEφ150他　Ｌ350ｍ 水道課

小川・伊佐山地内配水管布設替工
事（3 工区） 一般競争入札 水道施設工事 小川地内 150日間 PEφ75他　Ｌ400ｍ 水道課

小川・伊佐山地内配水管布設替工
事（5 工区） 一般競争入札 水道施設工事 小川地内 150日間 PEφ75他　Ｌ250ｍ 水道課

女方地内配水管布設替工事（2 工
区） 一般競争入札 水道施設工事 女方地内 150日間 PEφ150他　Ｌ200ｍ 水道課

外塚地内配水管布設替工事 一般競争入札 水道施設工事 外塚地内 120日間 PEφ100他　Ｌ100ｍ 水道課
女方地内配水管布設替工事（1 工
区） 一般競争入札 水道施設工事 女方地内 150日間 PEφ150他　Ｌ300ｍ 水道課

伊佐山・小川地内配水管布設替工
事（2 工区） 一般競争入札 水道施設工事 小川地内 150日間 PEφ100他　Ｌ500ｍ 水道課

伊佐山・小川地内配水管布設替工
事（3 工区） 指名競争入札 水道施設工事 小川地内 150日間 PEφ100他　Ｌ200ｍ 水道課

伊佐山・小川地内配水管布設替工
事（4 工区） 一般競争入札 水道施設工事 伊佐山地内 150日間 PEφ75他　Ｌ150ｍ 水道課

伊佐山・小川地内配水管布設替工
事（5 工区） 指名競争入札 水道施設工事 伊佐山地内 150日間 PEφ100他　Ｌ100ｍ 水道課

小川・伊佐山地内配水管布設替工
事（2 工区） 一般競争入札 水道施設工事 小川地内 150日間 PEφ75他　Ｌ250ｍ 水道課

小川・伊佐山地内配水管布設替工
事（4 工区） 一般競争入札 水道施設工事 小川地内 150日間 PEφ75他　Ｌ300ｍ 水道課

伊佐山・布川・女方地内配水管布
設替工事（1 工区） 一般競争入札 水道施設工事 女方地内 150日間 PEφ200他　Ｌ150ｍ 水道課

女方地内配水管布設替工事 指名競争入札 水道施設工事 女方地内 120日間 PEφ100他　Ｌ50ｍ 水道課
明野浄水場配水ポンプ設備更新工
事 一般競争入札 電気工事 成井地内 

（明野浄水場） 2年間 配水ポンプ及び制御盤の
更新 水道課

川澄配水場自家用発電設備等更新
工事 一般競争入札 電気工事 川澄地内 

（川澄配水場） 270日間 自家用発電設備 
及び計装設備の更新 水道課

茂田第一地区農業集落排水処理施
設スクリーンユニット改築工事 指名競争入札 その他 茂田地内 180日間 スクリーンユニット改築 農業集落排

水課
筑西市立伊讃小学校屋内運動場長
寿命化改良工事（建築） 一般競争入札 建築一式工事 西谷貝地内 240日間 長寿命化改良工事 施設整備課

筑西市立伊讃小学校屋内運動場長
寿命化改良工事（電気設備） 一般競争入札 電気工事 西谷貝地内 240日間 長寿命化改良工事 施設整備課

筑西市立伊讃小学校屋内運動場長
寿命化改良工事（機械設備） 一般競争入札 管工事 西谷貝地内 240日間 長寿命化改良工事 施設整備課

筑西市立養蚕小学校屋内運動場長
寿命化改良工事（建築） 一般競争入札 建築一式工事 下中山地内 240日間 長寿命化改良工事 施設整備課

筑西市立養蚕小学校屋内運動場長
寿命化改良工事（電気設備） 一般競争入札 電気工事 下中山地内 240日間 長寿命化改良工事 施設整備課

筑西市立養蚕小学校屋内運動場長
寿命化改良工事（機械設備） 一般競争入札 管工事 下中山地内 240日間 長寿命化改良工事 施設整備課

筑西市立五所小学校屋内運動場長
寿命化改良工事（建築） 一般競争入札 建築一式工事 山崎地内 240日間 長寿命化改良工事 施設整備課

筑西市立五所小学校屋内運動場長
寿命化改良工事（電気設備） 一般競争入札 電気工事 山崎地内 240日間 長寿命化改良工事 施設整備課

筑西市立五所小学校屋内運動場長
寿命化改良工事（機械設備） 一般競争入札 管工事 山崎地内 240日間 長寿命化改良工事 施設整備課

筑西市立大村小学校プール解体工
事 一般競争入札 その他 海老ヶ島地内 90日間 プール解体工事 施設整備課

筑西市立鳥羽小学校プール解体工
事 一般競争入札 その他 鷺島地内 90日間 プール解体工事 施設整備課

筑西市立下館南中学校プール改築
工事（建築） 一般競争入札 建築一式工事 一本松地内 360日間 プール改築工事 施設整備課

筑西市立下館南中学校プール改築
工事（電気設備） 一般競争入札 電気工事 一本松地内 360日間 プール改築工事 施設整備課

筑西市立下館南中学校プール改築
工事（機械設備） 一般競争入札 管工事 一本松地内 360日間 プール改築工事 施設整備課

明野図書館吸収式冷温水機更新工
事 一般競争入札 管工事 海老ヶ島

2120 番地 7 180日間 吸収式冷温水機の更新 生涯学習課

明野公民館屋根外壁改修工事 一般競争入札 建築一式工事 海老ヶ島地内 210日間 屋根外壁改修 明野公民館
明野公民館変電設備更新工事 一般競争入札 電気工事 海老ヶ島地内 150日間 変電設備更新 明野公民館

第2四半期
工事名 入札方法 種別 工事場所 工事期間 工事概要 担当課

野殿地内防火貯水槽撤去工事 指名競争入札 土木一式工事 野殿地内 120日間 撤去工事 消防防災課

防犯カメラ設置工事 指名競争入札 電気工事 市内 120日間 筑西市内10か所に防犯
カメラ10台を設置する 市民安全課

川島地内道路舗装修繕工事 指名競争入札 舗装工事 川島地内 90日間 工事延長Ｌ100ｍ 土木課
上藤ケ谷地内道路改良舗装工事 指名競争入札 土木一式工事 藤ケ谷地内 90日間 工事延長Ｌ60ｍ 土木課

藤ケ谷地内（西側）道路改良舗装
工事 指名競争入札 土木一式工事 藤ケ谷地内 120日間 工事延長Ｌ100ｍ 土木課

蓬田地内道路改良舗装工事（その
1） 一般競争入札 土木一式工事 蓬田地内 120日間 工事延長Ｌ500ｍ 土木課

蓬田地内道路改良舗装工事（その
2） 一般競争入札 土木一式工事 蓬田地内 120日間 工事延長Ｌ500ｍ 土木課

門井地内（中央病院南）道路改良
舗装工事 一般競争入札 土木一式工事 門井地内 90日間 工事延長Ｌ100ｍ 土木課

船玉地内排水整備工事 指名競争入札 土木一式工事 船玉地内 120日間 工事延長Ｌ50ｍ 土木課
第 1 号玉戸・一本松線道路改良工
事 一般競争入札 土木一式工事 玉戸地内 180日間 工事延長Ｌ210ｍ 土木課

第 2 号玉戸・一本松線道路改良工
事 一般競争入札 土木一式工事 玉戸地内 180日間 工事延長Ｌ210ｍ 土木課

玉戸西市営住宅解体工事 指名競争入札 その他 玉戸地内 60日間 解体工事（3棟3戸） 建築課
下館駅前駐車場耐火被覆改修工事 一般競争入札 建築一式工事 丙地内 180日間 耐火被覆改修 都市整備課
下館駅前駐車場移動式粉末消火設
備改修工事 一般競争入札 その他 丙地内 180日間 移動式粉末消火設備改修 都市整備課

下館地区枝線管渠工事 一般競争入札 土木一式工事 女方地内 200日間 開削工事　Ｌ450ｍ 下水道課
下館地区枝線管渠・舗装本復旧工
事 一般競争入札 土木一式工事 稲野辺地内 150日間 開削工事　Ｌ60ｍ 

舗装本復旧　Ａ1900㎡ 下水道課

関城地区幹線管渠・舗装本復旧工
事 一般競争入札 土木一式工事 藤ケ谷地内 150日間 開削工事　Ｌ70ｍ 

舗装本復旧　Ａ1100㎡ 下水道課

明野地区舗装本復旧工事 指名競争入札 舗装工事 村田地内 100日間 舗装本復旧　Ａ1400㎡ 下水道課
協和地区枝線管渠工事 一般競争入札 土木一式工事 門井地内 150日間 開削工事　Ｌ145ｍ 下水道課
協和地区舗装本復旧工事 指名競争入札 舗装工事 蓮沼地内 100日間 舗装本復旧　Ａ1200㎡ 下水道課
玉戸地内国道 50 号線横断配水管
推進工事 一般競争入札 水道施設工事 玉戸地内 150日間 推進管φ300他　

Ｌ200ｍ 水道課

一本松地内配水管布設替工事（1
工区） 一般競争入札 水道施設工事 一本松地内 150日間 PEφ150他　Ｌ150ｍ 水道課

みどり町・一本松地内配水管布設
替工事（2 工区） 一般競争入札 水道施設工事 みどり町地内 150日間 GXφ300他　Ｌ100ｍ 水道課

蕨・徳持地内養蚕橋水管橋工事 一般競争入札 水道施設工事 徳持地内 180日間 水管橋φ150他　
Ｌ350ｍ 水道課

女方・船玉緊急時連絡管布設工事 一般競争入札 水道施設工事 女方・船玉地
内 120日間 PEφ100　Ｌ170ｍ 水道課

関城浄水場定電圧定周波数装置更
新工事 一般競争入札 電気工事 辻地内 

（関城浄水場） 180日間 定電圧定周波数装置の更
新 水道課

小栗・蓬田浄水場送水管布設工事 一般競争入札 水道施設工事 蓬田地内 150日間 PEφ75　Ｌ600ｍ 水道課
東石田地区農業集落排水処理施設
曝気撹拌機交換工事 指名競争入札 その他 東石田地内 150日間 曝気撹拌機交換 農業集落排

水課

第3四半期
工事名 入札方法 種別 工事場所 工事期間 工事概要 担当課

第 18 分団消防車庫詰所新築工事 一般競争入札 建築一式工事 西石田地内 120日間 新築工事 消防防災課
防火貯水槽新設工事 一般競争入札 土木一式工事 知行地内 120日間 新設工事 消防防災課

自転車等駐車場防犯カメラ設置工
事 指名競争入札 電気工事 乙地内 90日間

下館駅北口自転車等駐車
場に防犯カメラ3台を設
置する

市民安全課

R4 深見地区排水路整備工事 指名競争入札 土木一式工事 深見地内 100日間 排水フリューム敷設　
Ｌ130ｍ

ふるさと整
備課

伊讃美地内道路改良舗装工事 一般競争入札 土木一式工事 伊讃美地内 120日間 工事延長Ｌ300ｍ 土木課
玉戸地内道路改良舗装工事 指名競争入札 土木一式工事 玉戸地内 90日間 工事延長Ｌ100ｍ 土木課
稲野辺地内道路改良舗装工事 指名競争入札 土木一式工事 稲野辺地内 60日間 工事延長Ｌ60ｍ 土木課
嘉家佐和地内道路改良舗装工事 指名競争入札 土木一式工事 嘉家佐和地内 60日間 工事延長Ｌ40ｍ 土木課
山崎西地内道路改良舗装工事 指名競争入札 土木一式工事 山崎地内 60日間 工事延長Ｌ100ｍ 土木課
伊讃美地内交差点改良工事 指名競争入札 土木一式工事 伊讃美地内 90日間 工事延長Ｌ20ｍ 土木課
上平塚地内道路改良舗装工事 指名競争入札 土木一式工事 上平塚地内 90日間 工事延長Ｌ100ｍ 土木課
飯島地内道路改良舗装工事 一般競争入札 土木一式工事 飯島地内 120日間 工事延長Ｌ100ｍ 土木課
舟生地内道路改良舗装工事 一般競争入札 土木一式工事 舟生地内 90日間 工事延長Ｌ100ｍ 土木課
新治駅前（東）道路改良舗装工事 指名競争入札 土木一式工事 新治地内 60日間 工事延長Ｌ100ｍ 土木課
細田地内道路改良舗装工事 指名競争入札 土木一式工事 細田地内 90日間 工事延長Ｌ130ｍ 土木課
井出蛯沢（南）道路改良舗装工事 一般競争入札 土木一式工事 井出蛯沢地内 120日間 工事延長Ｌ100ｍ 土木課
古郡地内道路改良舗装工事 指名競争入札 土木一式工事 古郡地内 90日間 工事延長Ｌ90ｍ 土木課
倉持地内道路改良舗装工事 一般競争入札 土木一式工事 倉持地内 100日間 工事延長Ｌ70ｍ 土木課
猫島地内排水路整備工事 一般競争入札 土木一式工事 猫島地内 150日間 工事延長Ｌ160ｍ 土木課
第 1 号玉戸・一本松線通学路整備
工事 一般競争入札 土木一式工事 一本松地内 120日間 工事延長Ｌ174ｍ 土木課

第 2 号玉戸・一本松線通学路整備
工事 一般競争入札 土木一式工事 一本松地内 120日間 工事延長Ｌ63ｍ 土木課

橋梁補修工事 一般競争入札 土木一式工事 下中山地内 120日間 橋梁補修工事 道路維持課
橋梁補修工事 一般競争入札 土木一式工事 甲地内 120日間 橋梁補修工事 道路維持課
道路維持補修工事 一般競争入札 舗装工事 上平塚地内 90日間 舗装打替工 道路維持課
道路維持補修工事 一般競争入札 舗装工事 乙地内 90日間 舗装打替工 道路維持課
道路維持補修工事 一般競争入札 舗装工事 野田地内 90日間 舗装打替工 道路維持課
道路維持補修工事 一般競争入札 舗装工事 野殿地内 90日間 舗装打替工 道路維持課
道路維持補修工事 一般競争入札 舗装工事 井上地内 90日間 舗装打替工 道路維持課
道路維持補修工事 一般競争入札 舗装工事 木戸地内 90日間 舗装打替工 道路維持課
道路維持補修工事 一般競争入札 舗装工事 鍋山地内 90日間 舗装打替工 道路維持課
道路維持補修工事 一般競争入札 舗装工事 桑山地内 90日間 舗装打替工 道路維持課
中舘市営住宅屋根改修工事（1 号） 指名競争入札 建築一式工事 中舘地内 60日間 屋根改修工事（3棟3戸） 建築課
中舘市営住宅屋根改修工事（2 号） 指名競争入札 建築一式工事 中舘地内 60日間 屋根改修工事（2棟2戸） 建築課
玉戸南市営住宅外壁塗装工事 一般競争入札 その他 玉戸地内 90日間 外壁改修工事（1棟1戸） 建築課
R4 社総交第 1 号小川線西工区道
路改良舗装工事 一般競争入札 土木一式工事 伊佐山地内 170日間 道路改良Ｌ43.6ｍ　

交差点改良Ｌ92.2ｍ 都市整備課

下館地区枝線管渠工事 一般競争入札 土木一式工事 折本地内 150日間 開削工事　Ｌ460ｍ 下水道課

関城浄水場中間ポンプ更新工事 指名競争入札 その他 辻地内 
（関城浄水場） 120日間 中間ポンプの更新 水道課

関城浄水場沈殿池仕切弁等更新工
事 指名競争入札 その他 辻地内 

（関城浄水場） 120日間 仕切弁の更新 水道課

下館中学校駐輪場増設工事 一般競争入札 建築一式工事 岡芹地内 150日間 駐輪場増設工事
義務教育学
校整備推進
課

下館中学校スクールバスひぐち駅
駐輪場整備工事 指名競争入札 建築一式工事 折本地内 100日間 駐輪場整備工事

義務教育学
校整備推進
課

下館中学校スクールバス第 9 分団
駐輪場整備工事 指名競争入札 建築一式工事 下高田地内 100日間 駐輪場整備工事

義務教育学
校整備推進
課

アルテリオ雨漏り改修工事 指名競争入札 その他 丙地内 100日 雨漏り改修一式 地域交流セ
ンター

第4四半期
工事名 入札方法 種別 工事場所 工事期間 工事概要 担当課

避難所看板設置工事 指名競争入札 その他 避難場所 13
か所 100日間 看板設置 消防防災課

筑西市� ４月公表分


