
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 工期 工事概要 所属

河内町消防団小型動力ポンプ
購入 指名競争 物品 町役場 約150日間 小型動力ポンプ　B － 3 級　2 台 総務課

防災備蓄用保存水購入 指名競争 物品 町役場 約90日間 10 年保存水　1500 本 総務課

町道 108 号線外堤防除草工事 指名競争 土木 生板鍋子新田
～十三間戸 約180日間 除草　Ｌ 1 万 5920 ｍ 都市整備課

町道 2134 号線舗装補修工事
測量・設計業務委託 指名競争 測量・

設計 源清田 約90日間 測量・設計　Ｌ 0.270㎞ 都市整備課

農村公園等遊具新設工事 指名競争 土木
生板・源清田・
和銅谷・下加
納地内

約150日間 複合遊具等設置 農政課

手栗地区家屋調査業務委託 指名競争 委託 手栗地内 約90日間 調査家屋　6 棟 上下水道課

手栗地区下水道開削工事 2 件 指名競争 土木 手栗地内 約180日間 開削工事　φ 200　Ｌ 544 ｍ 上下水道課

長竿・田川水管橋更新工事設
計委託 指名競争 委託 長竿・金江津

地内 約90日間 Φ 100　Ｌ 12 ｍ　Φ 50　Ｌ 6 ｍ 上下水道課

河内直販センター旧産直販売
施設解体工事 一般競争 解体 長竿地内 約120日間

構造　木造一部鉄骨造　平屋建て 
建築面積　344.04㎡　
延べ面積　318.39㎡

まちづくり
推進課

新設認定こども園建設工事 一般競争 建築 長竿地内 約420日間
園舎本体工事一式、屋外倉庫工事一
式、電気設備工事一式、機械設備工
事一式、上下水道工事一式

教育委員会

スポーツ施設設計業務 一般競争 設計 源清田地内 約150日間 フットサルコート、駐車場 教育委員会

かわち学園教材（ミシン購入） 一般競争 物品 長竿地内 約90日間 ミシン 20 台 教育委員会

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

町道 4354 号線舗装補修工事 指名競争 土木 金江津 約90日間 舗装　Ｌ 185 ｍ 都市整備課

町道 102、2042、2043 号
線舗装補修工事　測量・設計
業務委託

指名競争 測量・
設計

羽子騎・古河
林 約120日間 測量・設計　Ｌ 1.0㎞ 都市整備課

町道 3084 号線道路改良工事
測量・設計業務委託 指名競争 測量・

設計 長竿 約120日間 測量・設計　Ｌ 0.050㎞ 都市整備課

町道 1273 号線舗装補修工事 指名競争 土木 小林町歩 約210日間 舗装Ｌ 277.8 ｍ 都市整備課

町道 4394 号線舗装補修工事 指名競争 土木 金江津 約210日間 舗装Ｌ 266.2 ｍ 都市整備課

町道 3071 号線道路改良工事
（第 4 工区） 指名競争 土木 長竿 約210日間 改良Ｌ 156.9m 都市整備課

令和 4 年度河内町橋梁定期点
検業務委託 指名競争 委託 町内 約240日間 点検Ｎ 73 橋（15 ｍ未満） 都市整備課

令和 4 年度河内町都市計画基
礎調査業務委託 指名競争 委託 町内 約240日間 調査Ｎ 1 式 都市整備課

河内町建築物耐震改修促進計
画改定業務委託 指名競争 委託 町内 約240日間 改定　1 式 都市整備課

片巻地区水管橋更新工事 指名競争 土木 片巻地先 約120日間 Φ 150　Ｌ 9 ｍ 
既設水管橋撤去 上下水道課

上金江津地区石綿管布設替工
事（2 工区） 指名競争 土木 金江津地先 約120日間 Φ 75　Ｌ 370 ｍ 上下水道課

水道管理事務所外壁改修工事 指名競争 建築 河内町水道管
理事務所 約90日間 防水工事291㎡　外壁塗装571.6㎡ 上下水道課

観光情報発信交流施設等設計
業務委託 指名競争 設計 長竿地内 約180日間 未定 まちづくり

推進課

改善センター外装工事 一般競争 建築 長竿地内 約240日間 外壁塗装、屋根改修【カバー工法】 教育委員会

改善センター内装工事 指名競争 建築 長竿地内 約240日間 床、壁改修、電気（LED 化） 教育委員会

中央公民館解体工事 一般競争 建築 長竿地内 約210日間 解体工事 教育委員会

かわち学園屋内運動場ＬＡＮ
工事 指名競争 建築 長竿地内 約240日間 ＬＡＮ工事、AP2 個所 教育委員会

第4四半期
工事名 入札方法 種別 工事場所 工期 工事概要 所属

生板バイパス工事に伴う配水
管布設替工事（早井沼西側） 指名競争 土木 生板早井沼地

先 約90日間 Φ 100　Ｌ 27.6 ｍ 上下水道課

生板バイパス工事に伴う配水
管布設替工事（早井沼東側） 指名競争 土木 生板早井沼地

先 約90日間 Φ 75　Ｌ 36.6 ｍ 上下水道課

生板バイパス工事に伴う下水
道仮配管 指名競争 土木 生板早井沼地

先 約90日間 圧送管φ 50　Ｌ 37 ｍ 上下水道課

生板バイパス工事に伴う下水
道布設替え 指名競争 土木 生板早井沼地

先 約90日間 開削工事φ 200　Ｌ 22 ｍ 上下水道課

河内町 4 月公表分


