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第1四半期
件名 場所 工期 業種 契約の方法 内容 担当課

庁舎案内看板・ライン等改
修工事 東石川2丁目 90日 塗装工事 指名競争入札 庁舎内の看板・ライン等更新工事

1式 資産経営課

第3分庁舎段差解消改修工
事 東石川2丁目 90日 機械器具

設置工事 指名競争入札 昇降機設置　1式 資産経営課

休日夜間診療所空調機更新
工事 石川町 150日 管工事 指名競争入札 経年劣化に伴う空調機の更新工

事 健康推進課

第27分団コミュニティ消
防センター建設工事 高場 210日 建築一式

工事 一般競争入札 木造2階建て　70㎡ 生活安全課

子育て支援・多世代交流施
設防水及び外壁改修工事 石川町 210日 塗装工事 一般競争入札 屋上防水更新　1式外壁改修工事

1式 生涯学習課

資源リサイクルセンター
シャッター修繕 足崎 120日 建具工事 指名競争入札 シャッター修繕　1式 廃棄物対策

課
勤労者総合福祉センター多
目的ホール舞台吊物機構設
備改修工事

東石川 260日 電気工事 指名競争入札 舞台吊物機構設備改修　1式 商工振興課

卸売市場1階船員控え室・
計算室空調機更新工事 和田町3丁目 60日 管工事 指名競争入札 空調機更新　1式 水産課

津田枝川144号線舗装新設
工事（Ｒ4舗新第 2号） 津田 110日 舗装工事 指名競争入札 Ｌ100.0 ｍ　Ｗ 2.7 ｍ 道路建設課

市管理道路道路改良工事（Ｒ
4道改第 6号） 足崎 200日 土木一式

工事 一般競争入札 Ｌ190.0 ｍ　Ｗ 4.0 ｍ 道路建設課

歩道整備工事（Ｒ4道管交
安第1号） 中根 160日 土木一式

工事 指名競争入札 段差解消　Ｂ型　6箇所Ｌ 46ｍ 道路管理課

舗装補修工事（Ｒ4道管補
修第6号） 高野外1箇所 100日 舗装工事 指名競争入札 Ｌ150.0 ｍ　Ｗ 6.5 ｍ 道路管理課

舗装補修工事（Ｒ4道管補
修第2号） 中根外1箇所 100日 舗装工事 一般競争入札 Ｌ300.0 ｍ　Ｗ 8.0 ｍ 道路管理課

舗装補修工事（Ｒ4道管補
修第4号） 堀口外1箇所 100日 舗装工事 指名競争入札 Ｌ127.50ｍ　Ｗ7.85～7.95ｍ 道路管理課

舗装補修工事（Ｒ4道管補
修第1号） 勝倉 150日 舗装工事 一般競争入札 Ｌ208.50ｍ　Ｗ7.50～10.00ｍ 道路管理課

舗装補修工事（Ｒ4道管補
修第3号） 中根 100日 舗装工事 一般競争入札 Ｌ343.0ｍ　Ｗ7.90～8.95ｍ 道路管理課

舗装補修工事（Ｒ4道管補
修第7号） 足崎外1箇所 100日 舗装工事 一般競争入札 Ｌ340.00ｍ　Ｗ5.45～6.15ｍ 道路管理課

舗装補修工事（Ｒ4道管補
修第5号）

西大島1丁目外
1箇所 100日 舗装工事 一般競争入札 Ｌ300.00 ｍ　Ｗ 7.0 ｍ 道路管理課

舗装補修工事（Ｒ4道管補
修第8号）

北神敷台外2箇
所 100日 舗装工事 一般競争入札 Ｌ300.0 ｍ　Ｗ 8.0 ｍ 道路管理課

橋梁補修工事（Ｒ4国補道
路橋梁補修第1号） 東大島2丁目 270日 土木一式

工事 一般競争入札 橋梁補修一式 道路管理課

武田雨水管きょ布設工事（Ｒ
4国補公下雨第7号） 武田 150日 土木一式

工事 一般競争入札 開削Φ700　Ｌ 100ｍ 河川課

船窪雨水管きょ布設工事（Ｒ
4国補公下雨第9号） 船窪外3箇所 180日 土木一式

工事 一般競争入札 開削Φ700× 600　Ｌ 227ｍ 河川課

高場第1アパート1～ 5号
棟給水管更生工事 高場 120日 管工事 一般競争入札 建物内部給水管更生　1式 住宅課

管路施設工事（Ｒ4市単公
下北第4号） 東石川 140日 土木一式

工事 一般競争入札 Ｌ113.8 ｍ管径 200㎜リブ付塩
化ビニル管布設工　Ｌ112.4 ｍ 下水道課

管路施設工事（Ｒ4国補公
下北第1号） 高場 200日 土木一式

工事 一般競争入札 管路施設工事　Ｌ535.9 ｍ 下水道課

ポンプ施設通報装置更新工
事（Ｒ4市単管公下第2号）中根外9箇所 270日 電気通信

工事 指名競争入札 通報装置更新工事 下水道課

下水浄化センター軟水装置
タンク等更新工事（Ｒ4市
単公下浄改第1号）

三反田 270日 機械器具
設置工事 一般競争入札 軟水タンク等更新工事 下水道課

管路施設工事（Ｒ4国補公
下北第3号） 中根 180日 土木一式

工事 一般競争入札 管路施設工事（開削）Ｌ254.0ｍ 下水道課

橋桁等製作工事（Ｒ4国補
都街第1号） 高場 270日 土木一式

工事 一般競争入札 主桁Ｎ4本　支承Ｎ8基 都市計画課

長堀第3公園遊具施設更新
工事（Ｒ4国補公園第1号）長堀町3丁目 150日 造園工事 一般競争入札 複合遊具設置　1基既設複合遊具

撤去　1基 公園緑地課

大島公園施設更新工事（Ｒ
4国補公園第2号） 西大島3丁目 130日 造園工事 一般競争入札 パーゴラ撤去更新　1基テーブル

セット撤去更新1式 公園緑地課

東石川高野線道路改良工事
（Ｒ4社交六区第1号） 中根 220日 土木一式

工事 一般競争入札 Ｌ260ｍ　Ｗ 16ｍ 区画整理事
業課

雨水管撤去・盛土工事（Ｒ
4市単六区第10号） 東石川 130日 土木一式

工事 指名競争入札 雨水管撤去　Ｌ60ｍ
整地　Ａ2900㎡

区画整理事
業課

中根六ッ野線道路改良工事
（Ｒ4社交六区第3号） 中根 120日 土木一式

工事 指名競争入札 Ｌ214ｍ　Ｗ 16ｍ 区画整理事
業課

擁壁設置工事（Ｒ4市単六
区第7号） 中根 70日 土木一式

工事 指名競争入札 Ｈ2.00 ｍ　Ｌ 28.33 ｍ 区画整理事
業課

18街区擁壁工事（Ｒ4市
単武区工第1号） 武田 70日 土木一式

工事 指名競争入札 Ｌ35.0 ｍ 区画整理一
課

区画道路6－ 22号線外 1
路線舗装新設工事（Ｒ4市
単武区舗第1号）

武田 120日 舗装工事 指名競争入札 Ｌ146.0 ｍ 区画整理一
課

区画道路6－ 25号線外 2
路線道路改良工事（Ｒ4市
単佐東区改第2号）

高場 90日 土木一式
工事 一般競争入札 Ｌ170.0 ｍ 区画整理一

課

区画道路6－ 16号線外 1
路線道路改良工事（Ｒ4都
再武区改第1号）

武田 120日 土木一式
工事 指名競争入札 Ｌ70.0 ｍ 区画整理一

課

区画道路6－ 77号線外 1
路線道路改良工事（Ｒ4東
2工第 1－ 2号）

馬渡 120日 土木一式
工事 指名競争入札 Ｌ149.7 ｍ　Ｗ 6.0 ｍ 区画整理二

課

区画道路6－ 4号線外 3路
線舗装新設工事（Ｒ4市単
船区舗新第1号）

船窪 120日 舗装工事 指名競争入札 Ｌ350ｍ　Ｗ 6ｍ　Ｔ 4㎝
那珂湊地区
土地区画整
理事務所

11街区擁壁工事（Ｒ4市
単船区擁壁第1号） 船窪 180日 土木一式

工事 一般競争入札 Ｌ121.0ｍ　Ｈ1.00ｍ～2.25ｍ
那珂湊地区
土地区画整
理事務所

勝田第三中学校PCB含有
高圧電気設備機器更新修繕 馬渡 90日 電気工事 指名競争入札 受変電設備内ＰＣＢ含有機器更

新（ＰＣＢ処分含）　1式
教育委員会
学校管理課

枝川小学校揚水ポンプ交換
修繕 枝川 120日 管工事 指名競争入札 揚水ポンプ撤去・新設　1式 教育委員会

学校管理課
勝田第二中学校受水槽揚水
ポンプ交換修繕 市毛 120日 管工事 指名競争入札 揚水ポンプ交換　1式 教育委員会

学校管理課

前渡小学校給水管更生修繕 馬渡 120日 管工事 指名競争入札 建物内給水管更生　1式 教育委員会
学校管理課

第2四半期
件名 場所 工期 業種 契約の方法 内容 担当課

しおかぜみなと建設電気設
備工事 牛久保1丁目 270日 電気工事 一般競争入札 電灯設備、動力設備、受変電設備

等 企画調整課

しおかぜみなと建設機械設
備工事 牛久保1丁目 270日 管工事 一般競争入札 給排水衛生設備、空気調和設備、

給水設備等 企画調整課

しおかぜみなと建設建築工
事 牛久保1丁目 270日 建築一式

工事 一般競争入札 新館建設　鉄骨造平屋建435㎡
1式 企画調整課

議事堂棟Ｗｉ－Ｆｉ設置工
事 東石川2丁目 60日 電気通信

工事 指名競争入札 Ｗｉ－Ｆｉ設備工事　1式 資産経営課

議事堂棟1階全員協議会室・
会派室系統空調機更新工事 東石川2丁目 120日 管工事 指名競争入札 空調機更新工事　1式 資産経営課

議事堂棟議会前系統空調機
更新工事 東石川2丁目 120日 管工事 指名競争入札 空調機更新工事　1式 資産経営課

行政棟1階身障者トイレ改
修工事 東石川2丁目 180日 建築一式

工事 一般競争入札 トイレ及び身障者トイレ改修工
事　1式 資産経営課

生涯保健センター非常用照
明交換修繕 松戸町1丁目 230日 電気工事 指名競争入札 照明交換修繕　1式 健康推進課

総合福祉センター冷温水ポ
ンプ更新工事 西大島3丁目 150日 管工事 指名競争入札 冷温水ポンプ更新　1式 地域福祉課

総合福祉センターエアハン
ドリングユニット（ＡＣ－
6）部品交換工事

西大島3丁目 120日 管工事 指名競争入札 エアハンドリングユニット部品
交換　1式 地域福祉課

那珂湊第二保育所床貼替工
事 平磯町 120日 建築一式

工事 指名競争入札 床の貼替工事　1式 幼児保育課

デジタル同報系防災行政無
線設備整備工事 市内全域 1320

日
電気通信
工事 一般競争入札 防災行政無線設備整備　1式 生活安全課

佐和駅自転車駐車場整備工
事 大字高場 200日 土木一式

工事 一般競争入札 舗装工　Ａ700㎡駐輪スタンド
420台　照明灯8基 生活安全課

田彦コミュニティセンター
高圧受変電設備更新工事 田彦 210日 電気工事 一般競争入札 高圧受変電設備一括更新 市民活動課

街頭防犯カメラ設置工事 市内全域 150日 電気工事 指名競争入札 防犯カメラ設置　1式 市民活動課
陶芸室解体工事 津田 90日 解体工事 指名競争入札 解体工事　1式 生涯学習課
文化会館屋上防水・外壁改
修工事 青葉町 300日 塗装工事 一般競争入札 屋上防水更新　1式外壁改修工事

1式 生涯学習課

文化会館小ホール調光装置
更新工事 青葉町 170日 電気工事 一般競争入札 調光装置更新　1式 生涯学習課

総合体育館消防設備更新工
事 新光町 120日 消防施設

工事 指名競争入札 シャッター電動開閉機更新、垂れ
壁電動開閉機更新

スポーツ振
興課

那珂湊運動公園高圧受電設
備改修工事 新光町 180日 電気工事 指名競争入札 高圧真空遮断機更新、断路器及び

ＶＣＢインターロック機構更新
スポーツ振
興課

総合体育館放送設備更新工
事 新光町 90日 消防施設

工事 指名競争入札 非常用及び館内放送設備更新 スポーツ振
興課

ホテルニュー白亜紀ボイ
ラー室改修及びボイラー更
新工事

磯崎町 230日 建築一式
工事 一般競争入札 ボイラー室改修及びボイラー更

新　1式 観光振興課

馬渡中根121号線道路改良
工事（Ｒ4道改第 5号） 馬渡 170日 土木一式

工事 指名競争入札 Ｌ90.0 ｍ　Ｗ 4.0 ｍ 道路建設課

津田枝川302号線外 1路
線道路改良工事（Ｒ4道改
第 4号）

後台 220日 土木一式
工事 一般競争入札 Ｌ290.0 ｍ　Ｗ 4.0 ｍ 道路建設課

中央474号線外 1路線道
路改良工事（Ｒ4道改第 3
号）

中根 190日 土木一式
工事 一般競争入札 Ｗ200.0 ｍ　Ｗ 4.0 ｍ 道路建設課

佐野169号線道路改良工事
（Ｒ4道改第 7号） 稲田 230日 土木一式

工事 一般競争入札 Ｌ330.0 ｍ　Ｗ 4.0 ｍ 道路建設課

湊2－ 2号線擁壁工事（Ｒ
4国補都防第4号） 小谷金 210日 土木一式

工事 一般競争入札 Ｌ92.0 ｍ　Ｈ 3.9 ｍ（平均） 道路建設課

市管理道路舗装新設工事（Ｒ
4舗新第 1号） 中根 100日 舗装工事 指名競争入札 Ｌ60.0 ｍ　Ｗ 3.0 ｍ 道路建設課

市管理道路舗装新設工事（Ｒ
4舗新第 3号） 津田 100日 舗装工事 指名競争入札 Ｌ60ｍ　Ｗ 2.9 ｍ 道路建設課

勝倉三反田306号線外 1
路線道路改良工事（Ｒ4道
改第 1号）

三反田 190日 土木一式
工事 一般競争入札 Ｌ225ｍ　Ｗ 2.2 ～ 2.6 ｍ 道路建設課

馬渡中根32号線流末排水
整備工事（Ｒ4排整第 1号）足崎 190日 土木一式

工事 一般競争入札 Ｌ130ｍ　Ｗ 2.7 ｍ　φ 300 道路建設課

市管理道路道路改良工事（Ｒ
4道改第 2号） 金上 190日 土木一式

工事 一般競争入札 Ｌ115ｍ　Ｗ 4.0 ｍ 道路建設課

交差点改良工事（Ｒ4道管
補修第9号）

笹野町1丁目外
2箇所 200日 土木一式

工事 一般競争入札 Ｌ180.0 ｍ　Ｗ 3.5 ｍ 道路管理課

橋梁補修工事（Ｒ4国補道
路橋梁補修第2号） 津田 160日 土木一式

工事 一般競争入札 橋梁補修一式 道路管理課

六ッ野雨水管きょ布設工事
（Ｒ4国補公下雨第8号） 中根 230日 土木一式

工事 一般競争入札 開削Φ1000～300　Ｌ476ｍ 河川課

本郷雨水7号幹線管きょ布
設工事（Ｒ4国補公下雨第
4号）

馬渡 240日 土木一式
工事 一般競争入札 開削　Ｌ160ｍ□ 1300×

1200、□ 1600× 900 河川課

高場雨水4号幹線管きょ布
設工事（Ｒ4国補公下雨第
2号）

稲田 260日 土木一式
工事 一般競争入札 推進Φ2000　Ｌ 150ｍ 河川課

武田雨水管きょ布設工事（Ｒ
4国補公下雨第6 武田 120日 土木一式

工事 一般競争入札 開削Φ1100　Ｌ 26ｍ 河川課

佐和駅東雨水管きょ布設工
事（Ｒ4市単公下雨第1号）高場 160日 土木一式

工事 一般競争入札 開削Φ500～ 300　Ｌ 172ｍ 河川課

佐和駅東雨水管きょ布設工
事（Ｒ4国補公下雨第5号）高場 180日 土木一式

工事 一般競争入札 開削Φ1200　Ｌ 59ｍ 河川課

第1田宮原住宅9号棟屋根
及び外壁改修工事 田宮原 120日 塗装工事 一般競争入札 外壁塗装・屋上　1式 住宅課

弥生アパートＢ4号棟屋根
及び外壁改修工事 馬渡 150日 塗装工事 一般競争入札 外壁塗装・屋上防水　1式 住宅課

遠原台住宅1～ 37号室解
体工事 平磯町 150日 解体工事 一般競争入札 解体工事　1式 住宅課

管路施設工事（Ｒ4国補公
下北第2号） 高場 140日 土木一式

工事 一般競争入札 管路施設工事（開削）Ｌ133.8ｍ 下水道課

管路施設工事（Ｒ4市単公
下北第5号） 馬渡 160日 土木一式

工事 一般競争入札 管路施設工事（開削）Ｌ192.6ｍ 下水道課

管路施設工事（Ｒ4国補公
下南第3号） 武田 160日 土木一式

工事 一般競争入札 管路施設工事（開削）Ｌ164.7ｍ 下水道課

管路施設工事（Ｒ4国補公
下南第2号） 田彦 170日 土木一式

工事 一般競争入札 管路施設工事（推進・開削）
Ｌ89.0 ｍ 下水道課

管路施設工事（Ｒ4市単公
下東第3号） 東本町 120日 土木一式

工事 指名競争入札 管路施設工事（開削）Ｌ50.0 ｍ 下水道課

管路施設工事（Ｒ4市単公
下南第3号） 市毛 200日 土木一式

工事 一般競争入札 管路施設工事（推進・開削）
Ｌ121.0 ｍ、Ｌ 120.3 ｍ 下水道課

管路施設工事（Ｒ4市単公
下北第6号） 高場 200日 土木一式

工事 一般競争入札 管路施設工事（開削）Ｌ400.0ｍ 下水道課

管路施設工事（Ｒ4市単公
下北第3号） 中根 220日 土木一式

工事 一般競争入札 管路施設工事（開削）Ｌ415.5ｍ 下水道課

中継ポンプ場高圧気中開閉
器（ＰＡＳ）更新工事（Ｒ
4市単管改第1号）

松戸町2丁目外
2箇所 210日 電気工事 指名競争入札 中継ポンプ場のＰＡＳ交換　3箇

所 下水道課
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南105マンホールポンプ場
操作基盤更新工事（Ｒ4市
単管公下第4号）

市毛 210日 電気工事 指名競争入札 マンホールポンプ操作盤等更新
工事 下水道課

ＮＯ．1マンホールポンプ
場汚水ポンプ1・2号更新
工事（Ｒ4市単管公下第3
号）

馬渡 210日 機械器具
設置工事 指名競争入札 汚水ポンプ更新工事　2基 下水道課

管路施設工事（Ｒ4国補公
下東第2号） 船窪 140日 土木一式

工事 一般競争入札 管路施設工事（開削）Ｌ179.3ｍ 下水道課

管路施設工事（Ｒ4国補公
下南第4号） 武田 160日 土木一式

工事 一般競争入札 管路施設工事（開削）Ｌ180.0ｍ 下水道課

管路施設工事（Ｒ4国補公
下北第5号） 馬渡 160日 土木一式

工事 一般競争入札 管路施設工事（開削）Ｌ179.8ｍ 下水道課

消化ボイラー圧力調節器等
修繕工事（Ｒ4市単浄第1
号）

三反田 180日 機械器具
設置工事 指名競争入札 消化ボイラーの圧力調節器等修

繕 下水道課

佐和駅周辺地区バリアフ
リー化工事（Ｒ4国補都構
委第1号）

高場4丁目 180日 土木一式
工事 指名競争入札 段差解消　Ｎ1箇所 都市計画課

公園灯更新工事（Ｒ4市単
公園第7号） 田中後外4箇所 120日 電気工事 指名競争入札 公園灯撤去更新　4基公園灯撤去

1基 公園緑地課

六ッ野公園施設整備工事（Ｒ
4国補都防第3号） 東石川 130日 造園工事 一般競争入札 フェンス設置　250ｍ　ダスト

舗装　Ａ500㎡　外 公園緑地課

館野脇公園整備工事（Ｒ4
国補都防第5号） 中根 150日 造園工事 一般競争入札 公園整備工事　Ａ1600㎡ 公園緑地課

6－ 53Ａ号線区画道路改
良工事（Ｒ4都再六区第
16号）

中根 110日 土木一式
工事 指名競争入札 Ｌ37.88 ｍ　Ｗ 6.00 ｍ 区画整理事

業課

6－ 32Ａ号線区画道路改
良工事（Ｒ4都再六区13号）中根 150日 土木一式

工事 一般競争入札 Ｌ202.21 ｍ　Ｗ 6.00 ｍ 区画整理事
業課

6－ 3Ａ号線外1路線区画
道路改良工事（Ｒ4都再六
区第5号）

東石川 150日 土木一式
工事 一般競争入札 Ｌ235.3 ｍ　Ｗ 6.0 ｍ 区画整理事

業課

5－ 12Ａ号線区画道路改
良工事（Ｒ4都再六区第
17号）

中根 100日 土木一式
工事 指名競争入札 Ｌ48.6 ｍ　Ｗ 5.0 ｍ 区画整理事

業課

7．5－ 1Ａ号線外3路線
道路改良工事（Ｒ4都再六
区第2号）

中根 170日 土木一式
工事 一般競争入札 Ｌ231.7 ｍ　Ｗ 4.0 ～ 7.5 ｍ 区画整理事

業課

区画道路6－ 42号線外 1
路線道路改良工事（Ｒ4都
再武区改第2号）

武田 150日 土木一式
工事 指名競争入札 Ｌ50.0 ｍ 区画整理一

課

佐和停車場高野線道路改良
工事（Ｒ4社交佐東区改第
2号）

高場 140日 土木一式
工事 一般競争入札 Ｌ53.0 ｍ 区画整理一

課

佐和停車場高野線道路改良
工事（Ｒ4国補佐東区改第
2号）

高場 140日 土木一式
工事 一般競争入札 Ｌ101.0 ｍ 区画整理一

課

高場高野線道路改良工事（Ｒ
4社交佐東区改第3号） 高場 140日 土木一式

工事 一般競争入札 Ｌ123.0 ｍ 区画整理一
課

佐和駅東口交通広場整備工
事（Ｒ4国補佐東区改第1
号）

高場 140日 土木一式
工事 一般競争入札 Ａ2400㎡ 区画整理一

課

区画道路6－ 89号線道路
改良工事（Ｒ4東 2工第 1
－ 3号）

馬渡 150日 土木一式
工事 一般競争入札 Ｌ130.0 ｍ　Ｗ 6.0 ｍ 区画整理二

課

112街区擁壁工事（Ｒ4東
2工第 2－ 1号） 馬渡 110日 土木一式

工事 指名競争入札 Ｈ1.5 ｍ　Ｌ 20.0 ｍ 区画整理二
課

区画道路6－ 58号線道路
改良工事（Ｒ4東 2工第 1
－ 1号）

馬渡 120日 土木一式
工事 指名競争入札 Ｌ100.0 ｍ　Ｗ 6.0 ｍ 区画整理二

課

区画道路9－ 2号線外 1路
線道路改良工事（Ｒ4東 2
工第 1－ 5号）

馬渡 150日 土木一式
工事 一般競争入札 Ｌ130.0 ｍ　Ｗ 6.0 ～ 9.0 ｍ 区画整理二

課

区画道路Ｐ4－ 2号線道路
改良工事（Ｒ4市単阿区道
改第2号）

阿字ヶ浦町 150日 土木一式
工事 指名競争入札 Ｌ50ｍ　Ｗ 4ｍ

那珂湊地区
土地区画整
理事務所

区画道路6－ 39号線道路
改良工事（Ｒ4市単阿区道
改第1号）

阿字ヶ浦町 150日 土木一式
工事 指名競争入札 Ｌ65ｍ　Ｗ 6ｍ

那珂湊地区
土地区画整
理事務所

勝田第三中学校階段床改修
工事 馬渡 80日 建築一式

工事 指名競争入札 階段ビニル床シート張替　300㎡ 教育委員会
学校管理課

各小学校空調機移設修繕 東石川1丁目 90日 管工事 指名競争入札 空調機移設　2基 教育委員会
学校管理課

各小学校PCB含有高圧機
器更新修繕 高野外1箇所 90日 電気工事 指名競争入札 受変電設備内ＰＣＢ含有機器更

新（ＰＣＢ処分含）　2箇所
教育委員会
学校管理課

外野小学校受水槽・ポンプ
交換工事 外野1丁目 150日 管工事 一般競争入札 受水槽撤去・新設　1式揚水ポン

プ撤去・新設　1式
教育委員会
学校管理課

那珂湊第三幼稚園総合遊具
設置工事 西十三奉行 90日

とび、土
工、コン
クリート
工事

指名競争入札 総合遊具新設　1基 教育委員会
学校管理課

津田小学校消防設備修繕 津田東1丁目 150日 消防施設
工事 指名競争入札 総合操作盤改修　1式 教育委員会

学校管理課
各小学校外灯支柱等改修工
事 勝倉外7箇所 90日 電気工事 指名競争入札 外灯等撤去・新設　12箇所 教育委員会

学校管理課

市毛小学校防火扉改修工事 市毛 120日 建具工事 一般競争入札 防火扉撤去・新設　4箇所 教育委員会
学校管理課

那珂湊第一小学校渡り廊下
改築工事 山ノ上町 150日 建築一式

工事 一般競争入札 開放渡り廊下改築　延長40ｍ 教育委員会
学校管理課

佐野中学校C棟屋上防水・
外壁改修工事 佐和 150日 塗装工事 一般競争入札 屋上防水改修、外壁改修 教育委員会

学校管理課
勝田第二中学校プール改修
工事 市毛 120日 建築一式

工事 一般競争入札 プール管理棟屋根・外壁改修　
プールサイド改修外

教育委員会
学校管理課

勝田第二中学校2号館屋上
防水・外壁改修工事 市毛 180日 塗装工事 一般競争入札

屋上防水改修、外壁改修　（改修
建物：ＲＣ造3階建て　延床面
積2、372㎡）

教育委員会
学校管理課

第3四半期
件名 場所 工期 業種 契約の方法 内容 担当課

総合運動公園給水ポンプ更
新工事 新光町 150日 管工事 一般競争入札 インバータ給水ポンプユニット

更新
スポーツ振
興課

総合体育館監視カメラ設備
更新工事 新光町 150日 電気工事 一般競争入札 フルＨＤネットワークＰＴＺカ

メラ及び32型モニター設置
スポーツ振
興課

後野グランド防球ネット設
置工事 後野1丁目 120日

とび、土
工、コン
クリート
工事

一般競争入札 防球ネット設置 スポーツ振
興課

総合体育館床金具交換工事 新光町 120日 建築一式
工事 指名競争入札 基礎改修工事 スポーツ振

興課
総合体育館防災監視盤更新
工事 新光町 90日 消防施設

工事 一般競争入札 防災監視盤更新 スポーツ振
興課

市毛地内汚水処理施設配管
切回工事 市毛 120日 管工事 指名競争入札 リブ付塩化ビニル管布設工　外 環境政策課

市営勝田中央駐車場舗装工
事 勝田中央 30日 舗装工事 指名競争入札 舗装工　728㎡ 商工振興課

田彦170号線舗装新設工事
（Ｒ4舗新第 5号） 東石川 110日 舗装工事 指名競争入札 Ｌ90ｍ　Ｗ 4.0 ｍ 道路建設課

佐野234号線舗装新設工事
（Ｒ4舗新第 4号） 高場 110日 舗装工事 指名競争入札 Ｌ110ｍ　Ｗ 4.0 ｍ 道路建設課

準用河川鳴戸川、普通河川
旧早戸川緊急浚渫工事（Ｒ
4河維工第2号－ 2）

枝川 170日 土木一式
工事 一般競争入札 準用河川鳴戸川　Ｌ250ｍ普通

河川旧早戸川　Ｌ220ｍ 河川課

大川改修工事（Ｒ4国補河
改第1号） 中根 170日 土木一式

工事 一般競争入札 河川改修工事　Ｌ280ｍ 河川課

高場雨水1号幹線管きょ布
設工事（R4国補公下雨第1
号）

高場外1箇所 170日 土木一式
工事 一般競争入札 開削　□2800× 2800

Ｌ 100ｍ 河川課

一級河川大川緊急浚渫工事
（Ｒ4河維工第2号－ 1） 中根 130日 土木一式

工事 一般競争入札 Ｌ53.0 ｍ 河川課

大川改修付帯工事（Ｒ4市
単河改第1号） 中根 170日 土木一式

工事 一般競争入札 Ｎ1式 河川課

第2田宮原住宅1・2号棟
屋根及び外壁改修工事 田宮原 150日 塗装工事 一般競争入札 外壁塗装・屋上防水　1式 住宅課

弥生アパートＡ4・Ａ 6号
棟解体工事 馬渡 120日 解体工事 一般競争入札 解体工事　1式 住宅課

向野第2公園施設更新工事
（Ｒ4市単公園第1号） 馬渡 130日 造園工事 指名競争入札

ダスト舗装工　Ａ560㎡
フェンス更新（Ｈ1.2 ～ 2.0 ｍ）
100ｍ

公園緑地課

磯崎公園整備工事（Ｒ4国
補都防第2号） 磯崎町 150日 造園工事 一般競争入札 公園整備工事　Ａ2400㎡ 公園緑地課

西古内北公園外1公園防草
工事（Ｒ4市単公園第3号）東石川 120日 造園工事 指名競争入札 ダスト舗装工　Ａ410㎡ 公園緑地課

Ｐ4－ 9Ａ号線歩行者専用
道路改良工事（Ｒ4市単六
区第2号）

中根 100日 土木一式
工事 指名競争入札 Ｌ40ｍ　Ｗ 4ｍ 区画整理事

業課

Ｐ4－ 8Ａ号線外1路線歩
行者専用道路改良工事（Ｒ
4市単六区第1号）

中根 120日 土木一式
工事 指名競争入札 Ｌ45.0 ｍ　Ｗ 3.5 ～ 4.0 ｍ 区画整理事

業課

5－ 28Ａ号線外1路線区
画道路改良工事（Ｒ4都再
六区第8号）

中根 150日 土木一式
工事 一般競争入札 Ｌ185.3 ｍ　Ｗ 5.0 ｍ 区画整理事

業課

6－ 55Ａ号線区画道路改
良工事（Ｒ4都再六区第3
号）

中根 150日 土木一式
工事 一般競争入札 Ｌ167.1 ｍ　Ｗ 6.0 ｍ 区画整理事

業課

中根六ッ野線道路改良工事
（Ｒ4社交六区第2号） 中根 110日 土木一式

工事 指名競争入札 Ｌ20ｍ　Ｗ 16ｍ 区画整理事
業課

擁壁設置工事（Ｒ4市単六
区第8号） 中根 100日 土木一式

工事 指名競争入札 Ｈ2.00 ｍ　Ｌ 11.96 ｍ 区画整理事
業課

擁壁設置工事（Ｒ4市単六
区第5号） 中根 130日 土木一式

工事 指名競争入札 Ｈ2.00 ｍ　Ｌ 24.75 ｍ 区画整理事
業課

9－ 1Ａ号線外1路線道路
改良工事（Ｒ4都再六区第
1号）

中根 100日 土木一式
工事 指名競争入札 Ｌ62.29ｍ　Ｗ6.00～9.00ｍ 区画整理事

業課

5－ 57Ａ号線区画道路改
良工事（Ｒ4都再六区第
19号）

中根 120日 土木一式
工事 指名競争入札 Ｌ62.82 ｍ　Ｗ 5.00 ｍ 区画整理事

業課

6－ 42Ａ号線外3路線区
画道路改良工事（Ｒ4都再
六区第11号）

中根 100日 土木一式
工事 指名競争入札 Ｌ240.98 ｍ　Ｗ 6.00 ｍ 区画整理事

業課

区画道路12－ 1号線外 2
路線道路改良工事（Ｒ4市
単佐東区改第1号）

高場 120日 土木一式
工事 指名競争入札 Ｌ203.0 ｍ 区画整理一

課

区画道路5－ 3号線道路改
良工事（Ｒ4都再武区改第
3号）

武田 100日 土木一式
工事 指名競争入札 Ｌ60.0 ｍ 区画整理一

課

区画道路105号線外 3路
線舗装新設工事（Ｒ4東 1
舗新第 2号）

中根 150日 舗装工事 一般競争入札 Ｌ341.6 ｍ　Ｗ 6.0 ｍ 区画整理二
課

区画道路6－ 59号線舗装
新設工事（Ｒ4東 2舗新第
1号）

馬渡 130日 舗装工事 一般競争入札 Ｌ185.0 ｍ　Ｗ 6.0 ｍ 区画整理二
課

区画道路65－ 1号線舗装
新設工事（Ｒ4東 1舗新第
1号）

中根 110日 舗装工事 指名競争入札 Ｌ110.0 ｍ　Ｗ 6.0 ｍ 区画整理二
課

区画道路6－ 135号線道
路改良工事（Ｒ4東 2工第
1－ 4号）

馬渡 110日 土木一式
工事 指名競争入札 Ｌ50.0 ｍ　Ｗ 6.0 ｍ 区画整理二

課

自転車歩行者専用道路1号
線外1路線舗装新設工事（Ｒ
4東 1工第 3号）

中根 90日 土木一式
工事 指名競争入札 Ｌ85.0 ｍ　Ｗ 6.0 ｍ 区画整理二

課

田彦小学校ジャングルジム
設置工事 田彦 60日

とび、土
工、コン
クリート
工事

指名競争入札 ジャングルジム撤去及び新設
1基

教育委員会
学校管理課

各小学校遊具塗装等修繕 勝倉外1箇所 90日 塗装工事 指名競争入札 既存遊具塗装　15台 教育委員会
学校管理課

田彦小学校給水管切り回し
工事 田彦 90日 管工事 指名競争入札 校舎内の一部の給水管改修 教育委員会

学校管理課

那珂湊第一小学校滑り台設
置工事 山ノ上町 60日

とび、土
工、コン
クリート
工事

指名競争入札 滑り台撤去・新設　1台 教育委員会
学校管理課

大島中学校フェンス改修工
事 東大島4丁目 120日

とび、土
工、コン
クリート
工事

指名競争入札 フェンス撤去・新設　180ｍ 教育委員会
学校管理課

各小学校遊具移設修繕 中根外3箇所 90日

とび、土
工、コン
クリート
工事

指名競争入札 旧学校施設から遊具移設　3台 教育委員会
学校管理課

三反田小学校本館屋上防水・
外壁改修工事 三反田 150日 塗装工事 一般競争入札

屋上防水改修、外壁塗替　（改修
建物：ＲＣ造2階建て　延床面
積768㎡）

教育委員会
学校管理課

前渡小学校南校舎西棟屋上
防水・外壁改修工事 馬渡 150日 塗装工事 一般競争入札

屋上防水改修、外壁改修　（改修
建物：ＲＣ造3階建て　延床面
積1503㎡）

教育委員会
学校管理課

三反田小学校図書室・ファ
ンタジールーム床改修工事 三反田 90日 建築一式

工事 指名競争入札 床仕上げ改修　300㎡ 教育委員会
学校管理課

田彦小学校消火栓ポンプ・
配管改修工事 田彦 120日 消防施設

工事 一般競争入札 屋内消火栓設備のポンプ及び配
管改修　1式

教育委員会
学校管理課

第4四半期
件名 場所 工期 業種 契約の方法 内容 担当課

大島第2幹線管きょ布設工
事（Ｒ4国補公下雨第3号））東石川外1箇所 780日 土木一式

工事 一般競争入札 シールドΦ3250　Ｌ 500ｍ 河川課

外野小学校給食室仮荷受所
整備工事 外野1丁目 70日 建築一式

工事 指名競争入札 給食荷受用仮設スロープ設置、給
食荷受所整備

教育委員会
学校管理課

勝田第二中学校給食仮荷受
所整備工事 市毛 70日 建築一式

工事 指名競争入札 給食荷受用仮設スロープ設置、給
食荷受所整備

教育委員会
学校管理課



第1四半期
工事名 入札方法 種別 工事場所 工期 工事概要 所属

佐和駅東土区内（その1）
配水管布設工事 指名競争入札 水道施設

工事 高場 110日 φ 100　Ｌ 105ｍ ひたちなか市
水道事業所

東石川地内（その2）配水
管布設替工事 一般競争入札 水道施設

工事 東石川 210日 φ150、100、75　Ｌ549ｍ ひたちなか市
水道事業所

東石川地内（その4）配水
管布設替工事 一般競争入札 水道施設

工事 東石川 170日 φ 75、50　Ｌ 369ｍ ひたちなか市
水道事業所

田彦地内（その2）配水管
布設替工事 一般競争入札 水道施設

工事 田彦 130日 φ 75　Ｌ 153ｍ ひたちなか市
水道事業所

笹野町2丁目地内（その1）
配水管布設替工事 一般競争入札 水道施設

工事 笹野町2丁目 210日 φ 75、50　Ｌ 572ｍ ひたちなか市
水道事業所

馬渡地内（その2）配水管
布設替工事 一般競争入札 水道施設

工事 馬渡 170日 φ 150、50　Ｌ 313ｍ ひたちなか市
水道事業所

洞下町地内（その1）配水
管布設替工事 一般競争入札 水道施設

工事 洞下町 150日 φ 50　Ｌ 225ｍ ひたちなか市
水道事業所

第2四半期
工事名 入札方法 種別 工事場所 工期 工事概要 所属

六ッ野土区内（その1）配
水管布設工事 一般競争入札 水道施設

工事 中根 110日 φ 200　Ｌ 165ｍ ひたちなか市
水道事業所

津田地内（その1）配水管
布設工事 一般競争入札 水道施設

工事 津田 130日 φ 75、50　Ｌ 370ｍ ひたちなか市
水道事業所

赤坂地内（その1）配水管
布設工事 一般競争入札 水道施設

工事 赤坂外1箇所 120日 φ 75　Ｌ 300ｍ ひたちなか市
水道事業所

高野地内（その1）配水管
布設替工事 一般競争入札 水道施設

工事 高野 150日 φ 50　Ｌ 226ｍ ひたちなか市
水道事業所

高場地内（その1）配水管
布設替工事 一般競争入札 水道施設

工事 高場外1箇所 130日 φ 100　Ｌ 186ｍ ひたちなか市
水道事業所

津田地内（その2）配水管
布設替工事 一般競争入札 水道施設

工事 津田 150日 φ 75、50　Ｌ 295ｍ ひたちなか市
水道事業所

津田地内（その3）配水管
布設替工事 指名競争入札 水道施設

工事 津田 110日 φ 50　Ｌ 89ｍ ひたちなか市
水道事業所

はしかべ1丁目地内（その
1）配水管布設替工事 指名競争入札 水道施設

工事
はしかべ1丁目
外 1箇所 110日 φ 75　Ｌ 91ｍ ひたちなか市

水道事業所

東石川2丁目地内（その1）
配水管布設替工事 一般競争入札 水道施設

工事 東石川2丁目 150日 φ 50　Ｌ 245ｍ ひたちなか市
水道事業所

中根地内（その1）配水管
布設替工事 一般競争入札 水道施設

工事 中根 190日 φ250、200、150　Ｌ435ｍ ひたちなか市
水道事業所

馬渡地内（その1）配水管
布設替工事 一般競争入札 水道施設

工事 馬渡 130日 φ 50　Ｌ 169ｍ ひたちなか市
水道事業所

馬渡地内（その3）配水管
布設替工事 一般競争入札 水道施設

工事 馬渡 170日 φ 50　Ｌ 334ｍ ひたちなか市
水道事業所

柳が丘地内（その1）配水
管布設替工事 一般競争入札 水道施設

工事 柳が丘 190日 φ 100、75　Ｌ 425ｍ ひたちなか市
水道事業所

市毛地内配水幹線工事（2
工区） 一般競争入札 水道施設

工事 市毛 400日 φ 700　Ｌ 630ｍ ひたちなか市
水道事業所

第3四半期
工事名 入札方法 種別 工事場所 工期 工事概要 所属

東石川地内（その1）配水
管布設工事 一般競争入札 水道施設

工事 東石川 110日 φ 75　Ｌ 175ｍ ひたちなか市
水道事業所

東石川地内（その3）配水
管布設替工事 指名競争入札 水道施設

工事 東石川 110日 φ 100　Ｌ 76ｍ ひたちなか市
水道事業所

田彦地内（その1）配水管
布設替工事 一般競争入札 水道施設

工事 田彦 130日 φ 100　Ｌ 120ｍ ひたちなか市
水道事業所

堀口地内（その1）配水管
布設替工事 一般競争入札 水道施設

工事 堀口 130日 φ 75　Ｌ 129ｍ ひたちなか市
水道事業所

三反田地内（その4）配水
管布設替工事 一般競争入札 水道施設

工事 三反田 130日 φ 75　Ｌ 200ｍ ひたちなか市
水道事業所

ひたちなか市水道� ４月公表分


