
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
かすみがうら市 ４月公表分

［工事（130万円超）］
4月

予定工事の名称 場所 期間 概要 入札方法 担当課
霞ヶ浦浄水場受変電設備更新工事 西成井 290 日間 受変電設備更新 一般競争 上下水道課
市道 8 － 1331 号線道路改良工事 上佐谷 120 日間 延長 130.0m　幅員 4.0m 一般競争 道路課
市道 8 － 0457 号線道路排水整備
工事 稲吉東 120 日間 延長 100.0m　幅員　－ 一般競争 道路課

市道 8032 号線舗装補修工事 加茂 90 日間 延長 150.0m　幅員 4.0m 一般競争 道路課

下土田地区農道補修工事 下土田 60 日間 道路補修工事　延長 215 ｍ　
幅員 3.2 ｍ 一般競争 農林水産課

5月
予定工事の名称 場所 期間 概要 入札方法 担当課

国道 354 号線水道施設占用に係る
路面復旧工事 西成井・岩坪 90 日間 延長 200 ｍ、幅員 3.6 ｍ、表層

工 720㎡ 一般競争 上下水道課

あじさい館外灯設備増設工事 深谷 300 日間 外灯の増設工事（15 基内 3 基ソー
ラータイプ） 一般競争 介護長寿課あじ

さい館
6 月

予定工事の名称 場所 期間 概要 入札方法 担当課

下稲吉中学校屋内運動場新築工事 下稲吉地内 540 日間 RC 造一部 S 造　2 階建て　
約 2,900㎡ 一般競争 学校教育課

三ツ石ポンプ制御盤修繕工事 上佐谷 90 日間 制御盤　1 基 一般競争 観光課

三ツ石森林公園休憩所工事 上佐谷 180 日間 東屋　1 棟　テーブルセット 1 基
ベンチ 12 基 一般競争 観光課

旧佐賀小学校遊具撤去工事 坂 60 日間 ブランコ、うんてい、滑り台等の
撤去を行うもの。 一般競争 公共施設等マネ

ジメント推進室

旧安飾小学校遊具撤去工事 安食 60 日間 ブランコ、うんてい、滑り台等の
撤去を行うもの。 一般競争 公共施設等マネ

ジメント推進室
配水管新設工事 下佐谷 210 日間 県道 604 ｍ、市道 300 ｍ 一般競争 上下水道課
市道 0211 号線道路舗装補修工事
1 工区 田伏 90 日間 延長 400.0m　幅員 6.0m 一般競争 道路課

市道 0211 号線道路舗装補修工事
2 工区 田伏 90 日間 延長 300.0m　幅員 6.0m 一般競争 道路課

市道 6 － 0004 号線道路舗装補修
工事 新治 90 日間 延長 200.0m　幅員 6.5 ｍ 一般競争 道路課

橋梁補修工事（殿内橋）上部工 中佐谷 150 日間 延長 55.7m　幅員 5.0 ｍ 一般競争 道路課
橋梁補修工事（新山橋）上部工 中佐谷 150 日間 延長 52.4m　幅員 8.0 ｍ 一般競争 道路課

7月
予定工事の名称 場所 期間 概要 入札方法 担当課

配水管布設替工事 下稲吉 90 日間 HIVP φ 100　延長 75 ｍ　
給水φ 25　8 箇所 一般競争 上下水道課

配水管新設工事 稲吉 3 丁目 90 日間 HIVP φ 75　延長 115 ｍ　
給水φ 25　3 箇所 一般競争 上下水道課

配水管新設工事 中志筑 90 日間 HIVP φ 150　延長 150 ｍ　
給水φ 25　5 箇所 一般競争 上下水道課

配水管布設替工事 宍倉 120 日間 HIVP φ 100　延長 215 ｍ　
給水φ 25　7 箇所 一般競争 上下水道課

下稲吉第 2 浄水場外構工事 下稲吉 120 日間 門扉工　1 ヶ所　柵工　L282 ｍ 一般競争 上下水道課
市道 2535 号線道路改良工事 1 工
区 深谷 210 日間 延長 175.0m　幅員 10.0 ｍ 一般競争 道路課

市道 2535 号線道路改良工事 2 工
区 深谷 210 日間 延長 175.0m　幅員 10.0 ｍ 一般競争 道路課

市道 7 － 0051 号線道路舗装補修
工事 上稲吉 90 日間 延長 300.0m　幅員 6.0m 一般競争 道路課

市道 6 － 0011 号線道路舗装補修
工事 上土田 90 日間 延長 400.0m　幅員 6.0m 一般競争 道路課

わかぐり保育所外壁塗装工事 下稲吉 180 日間 わかぐり保育所外壁の改修及び塗
装工事 一般競争 子ども家庭課わ

かぐり保育所

8月
予定工事の名称 場所 期間 概要 入札方法 担当課

観光の里井戸ポンプ修繕工事 坂 120 日間 ポンプ　1 基 一般競争 観光課

旧志士庫地区第 1 公民館解体工事 宍倉 120 日間

本館（Ｗ造平屋建て）延床面積
498.47㎡、物置（Ｗ造平屋建て）
延床面積 9.9㎡の解体及び敷地内
砕石舗装工

一般競争 生涯学習課

公共整備第 1 号　下水道管渠布設
工事 稲吉三丁目 120 日間 ＶＵφ 200　Ｌ 30 ｍ 一般競争 上下水道課

消防署シャワー室整備工事 上土田 120 日間 西消防署シャワー室増設工事　一
式 一般競争 消防総務課

9月
予定工事の名称 場所 期間 概要 入札方法 担当課

旧小学校遊具撤去工事 廃校 4 小学
校 60 日間 旧志筑小、旧新治小、旧七会小、

旧上佐谷小 一般競争 学校教育課

旧志士庫小学校遊具撤去工事 宍倉 60 日間 ブランコ、うんてい、滑り台等の
撤去を行うもの。 一般競争 公共施設等マネ

ジメント推進室

旧牛渡小学校遊具撤去工事 牛渡 60 日間 ブランコ、うんてい、滑り台等の
撤去を行うもの。 一般競争 公共施設等マネ

ジメント推進室
市道 7034 号線道路舗装補修工事 加茂 90 日間 延長 100.0m　幅員 6.5m 一般競争 道路課
市道 8 － 2275 号線道路舗装補修
工事 下志筑 90 日間 延長 100.0m　幅員 5.5m 一般競争 道路課

市道 6 － 0010 号線道路舗装補修
工事 下志筑 90 日間 延長 100.0m　幅員 6.0m 一般競争 道路課

令和 4 年度耐震性防火水槽新設工
事 宍倉 120 日間 耐震性防火水槽新設工事（40㎥）

一式 一般競争 消防総務課

公共整備第 2 号　下水道管渠布設
工事 下稲吉 150 日間 ＶＵφ 200　Ｌ 150 ｍ 一般競争 上下水道課

10月
予定工事の名称 場所 期間 概要 入札方法 担当課

防災倉庫基礎工事 かすみがう
ら市内 120 日間 市内 10 か所 一般競争 危機管理課

市道 0215 号線道路舗装補修工事 上軽部 90 日間 延長 100.0m　幅員 5.0m 一般競争 道路課
市道 1049 号線道路排水整備工事 宍倉 150 日間 延長 250.0m　幅員　－ 一般競争 道路課

安飾地区農道整備工事 安食 120 日間 道路拡幅工事　延長 80 ｍ　
幅員 4.0 ｍ 一般競争 農林水産課

宍倉地区排水路整備工事 宍倉 150 日間 排水路改良工事　延長 85 ｍ　
幅員 1.0 ｍ 一般競争 農林水産課

林道舗装補修工事 上佐谷 60 日間 舗装及び法面補修工事 一般競争 農林水産課
かすみがうら市消防団第 7 分団第
2 部詰所改修工事 坂 120 日間 消防団詰所屋根・外壁改修工事　

一式 一般競争 消防総務課

わかぐり運動公園テニスコート修繕
工事 新治 150 日間 テニスコート 2 面改修 一般競争 スポーツ振興課

第 1 常陸野公園テニスコート照明
修繕工事 中佐谷 150 日間 テニスコート照明修繕 一般競争 スポーツ振興課

11月
予定工事の名称 場所 期間 概要 入札方法 担当課

市道 5011 号線道路改良工事 西成井 120 日間 延長 100.0m　幅員　－ 一般競争 道路課
市道 3414 号線道路舗装新設工事 安食 120 日間 延長 800.0m　幅員 3.0m 一般競争 道路課
市道 6505 号線道路舗装補修工事 大和田 90 日間 延長 200.0m　幅員 6.0 ｍ 一般競争 道路課
市道 6 － 0009 号線道路舗装補修
工事 下土田 90 日間 延長 100.0m　幅員 6.5m 一般競争 道路課

12月
予定工事の名称 場所 期間 概要 入札方法 担当課

市道 7486 号線道路舗装補修工事 一の瀬 90 日間 延長 100.0m　幅員 6.0m 一般競争 道路課
市道 6 － 0007 号線道路舗装補修
工事 1 工区 新治 90 日間 延長 300.0m　幅員 6.0m 一般競争 道路課

市道 6 － 0007 号線道路舗装補修
工事 2 工区 新治 90 日間 延長 400.0m　幅員 6.0m 一般競争 道路課

［コンサル（50万円超）］
5月

業務委託の名称 委託期間 入札方法 担当課
霞ヶ浦浄水場更新工事設計業務委託 契約日の翌日～ 270 日間 一般競争入札 上下水道課水道
水道施設台帳整備に伴う事前調査業務委託 契約日の翌日～ 270 日間 一般競争入札 上下水道課水道
市道 6 － 0010 号線道路改良工事測量・設計業務委託 契約日の翌日～ 180 日間 一般競争入札 道路課
橋梁長寿命化点検委託 契約日の翌日～ 300 日間 一般競争入札 道路課

6月
業務委託の名称 委託期間 入札方法 担当課

下大津地区公民館基本計画業務委託 契約日の翌日～ 150 日間 一般競争入札 生涯学習課
公共下水道施設ストックマネジメント修繕・改築基本計画
策定業務委託 契約日の翌日～ 180 日間 一般競争入札 上下水道課下水道

生活排水ベストプラン策定業務委託 契約日の翌日～ 180 日間 一般競争入札 上下水道課下水道
土田地区農業集落排水の統廃合に伴う下水道管渠布設工事
設計業務委託 契約日の翌日～ 180 日間 一般競争入札 上下水道課下水道

土田浄水場解体工事設計業務委託 契約日の翌日～ 270 日間 一般競争入札 上下水道課下水道
下 2 旧電気室解体工事設計業務委託 契約日の翌日～ 270 日間 一般競争入札 上下水道課水道
下稲吉第 1 浄水場解体工事設計業務委託 契約日の翌日～ 270 日間 一般競争入札 上下水道課水道
下稲吉中学校区給食ｾﾝﾀｰ新築工事基本実施設計業務委託 契約日の翌日～ 600 日間 一般競争入札 学校教育課

7月
業務委託の名称 委託期間 入札方法 担当課

市道 0109 号線交差点改良工事詳細設計業務委託 契約日の翌日～ 240 日間 一般競争入札 道路課

8月
業務委託の名称 委託期間 入札方法 担当課

複合交流拠点施設等実施設計業務委託 契約日の翌日～ 360 日間 一般競争入札 公共施設等マネジ
メント推進室

調整池整備事業補償調査業務委託 契約日の翌日～ 90 日間 一般競争入札 上下水道課下水道

［業務（50万円超）］
4月

業務委託の名称 委託期間 入札方法 担当課
環境基本計画策定業務委託 9 カ月 一般競争 環境保全課
河川水質等調査業務委託 9 カ月 一般競争 環境保全課
歩崎公園芝年間管理委託 12 カ月 一般競争 観光課
Ｗｅｂ会議システム構築業務委託 120 日間 一般競争 情報政策課

わかぐり運動公園施設管理委託【長期継続】 令和 4 年 4 月～令和 7 年
3 月まで 一般競争 スポーツ振興課

多目的運動広場施設管理委託【長期継続】 令和 4 年 4 月～令和 7 年
3 月まで 一般競争 スポーツ振興課

戸沢公園運動広場施設管理委託【長期継続】 令和 4 年 4 月～令和 7 年
3 月まで 一般競争 スポーツ振興課

第 1 常陸野公園施設管理委託【長期継続】 令和 4 年 4 月～令和 7 年
3 月まで 一般競争 スポーツ振興課

第 2 常陸野公園施設管理委託 12 カ月 一般競争 スポーツ振興課

5月
業務委託の名称 委託期間 入札方法 担当課

千代田 B ＆ G 海洋センタープール管理業務委託 2 カ月 一般競争 スポーツ振興課
市道 6 － 0006 号線排水施設清掃業務委託 3 カ月 一般競争 道路課
市道 0106 号線排水施設清掃業務委託 3 カ月 一般競争 道路課
道路路側草刈業務委託（前期） 3 カ月 一般競争 道路課

6月
業務委託の名称 委託期間 入札方法 担当課

自動車騒音常時監視調査業務委託 9 カ月 一般競争 環境保全課
電話交換業務委託（長期継続） 36 カ月 一般競争 検査管財課

7月
業務委託の名称 委託期間 入札方法 担当課

千代田講堂外壁タイル面等打診等調査業務委託 2 カ月 一般競争
生涯学習課 
千代田義務教育学
校地区公民館

9月
業務委託の名称 委託期間 入札方法 担当課

旧小学校残置物処分業務委託 3 カ月 一般競争 学校教育課
旧新治小学校用地測量業務 6 カ月 一般競争 学校教育課
旧七会小学校用地測量業務 6 カ月 一般競争 学校教育課
旧上佐谷小学校用地測量業務 6 カ月 一般競争 学校教育課
千代田義務教育学校特殊建築物定期調査業務 3 カ月 一般競争 学校教育課
旧霞ヶ浦庁舎法面草刈業務委託 70 日間 一般競争 検査管財課
管路点検・清掃業務委託（農集） 80 日間 一般競争 上下水道課
道路路側草刈業務委託（後期） 3 カ月 一般競争 道路課
市道 6 － 0001 号線等草刈業務委託 2 カ月 一般競争 道路課

12月
業務委託の名称 委託期間 入札方法 担当課

管路点検・清掃業務委託（公共） 70 日間 一般競争 上下水道課
千代田庁舎環境衛生管理業務委託 12 カ月 一般競争 検査管財課

1月
業務委託の名称 委託期間 入札方法 担当課

施設警備委託（長期継続） 36 カ月 一般競争 検査管財課


