
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
鹿嶋市 ４月公表分

第1四半期
工事（事業）名 場所 期間 種別 工事（事業）の概要 契約方法 担当課

道路改良工事（その1） 宮中地内 5カ月 土木 道路改良　Ｌ145ｍ 一般 道路建設課

道路改良工事（その2） 宮中地内 5カ月 土木 道路改良　Ｌ145ｍ 一般 道路建設課

道路改良工事 平井地内 5カ月 土木 道路改良　Ｌ144ｍ 一般 道路建設課

道路改良工事 津賀地内 4カ月 土木 道路改良　Ｌ407ｍ 一般 道路建設課

道路改良工事 下塙・谷原地
内 2カ月 土木 道路改良　Ｌ500ｍ 指名 道路建設課

排水整備工事 小山地内 4カ月 土木 排水整備　Ｌ270ｍ 一般 道路建設課

市営佐田団地3部屋明渡補
修工事

佐田555番
地 2カ月 建築 壁塗装（FEP：EP種）クッションフ

ロア貼替等 指名 都市計画課

市営三笠山団地3号棟 EV
改修工事

宮中2067
番地 1 10カ月 機械

器具 エレベーター改修工事 随契 都市計画課

配水管布設工事 平井地内 4カ月 水道 配水管整備HIVPφ150　Ｌ120ｍ
配水管整備SUSφ150　Ｌ10ｍ 一般 水道課

配水管布設工事 宮中地内 4カ月 水道 配水管整備DIPφ300　Ｌ200ｍ 一般 水道課

用地造成工事 宮中地内 3カ月 土木 用地造成　Ａ5409㎡　
仮設道路　Ａ360㎡ 一般 水道課

配水池築造工事 宮中地内 8カ月 水道 配水池1池 一般 水道課

ポンプ交換工事 宮中浄水場 4カ月 水道 配水ポンプ1台交換 指名 水道課

荒野台地区　雨水管整備工事
（その1） 荒野地内 8カ月 土木 雨水管整備　Ｌ90ｍ（開削・推進） 一般 下水道課

荒野台地区　雨水管整備工事
（その2） 荒野地内 6カ月 土木 雨水管整備　Ｌ110ｍ（開削） 一般 下水道課

平井地区　汚水管整備工事 平井地内 6カ月 土木 汚水管整備工事　Ｌ130ｍ（開削） 一般 下水道課

根三田地区　汚水管整備工事
（その1） 泉川地内 6カ月 土木 汚水管整備工事　Ｌ150ｍ（推進） 一般 下水道課

根三田地区　汚水管整備工事
（その2） 泉川地内 6カ月 土木 汚水管整備工事　Ｌ300ｍ（開削） 一般 下水道課

根三田地区　汚水管整備工事
（その1） 長栖地内 6カ月 土木 汚水管整備工事　Ｌ100ｍ（開削） 一般 下水道課

根三田地区　汚水管整備工事
（その2） 長栖地内 6カ月 土木 汚水管整備工事　Ｌ100ｍ（開削） 一般 下水道課

リサイクル施設機械改修工事 平井地内 9カ月 機械
器具

破砕機ボディーライナー交換、排出口
ライナー交換、バグフィルタろ布交換
ほか機械設備改修工事

随契 廃棄物対策課

汚泥再生処理施設機械改修工
事 平井地内 9カ月 機械

器具

汚泥脱水設備、ブロワ設備、竪型ポン
プ設備、モーノポンプ設備、脱臭設備、
計装設備、トラックスケール設備、コ
ンベヤ設備の改修工事

随契 廃棄物対策課

防災行政無線屋外子局蓄電池
交換工事 市内全域 100日間 電気 防災行政無線の蓄電池交換（65か所） 随契 交通防災課

防災行政無線屋外拡声子局移
設工事 明石地内 3カ月 電気

通信 防災行政無線屋外拡声子局移設 随契 交通防災課

全国瞬時警報システム
（J-ALERT）自動起動機器更
新工事

市役所庁舎内 12カ月 電気
通信 J-ALERT自動起動機器の更新 指名 交通防災課

特災協無線機更新工事 市役所庁舎内
他 12カ月 電気

通信
特別防災区域無線連絡協議会無線機の
更新 指名 交通防災課

防火水槽撤去工事 神向寺地区内 3カ月 解体 防火水槽の撤去工事 指名 交通防災課

中村地区農業集落排水処理施
設維持補修工事 中地内 3カ月 機械

器具 破砕機修繕 指名 農林水産課

大船津地区農業集落排水処理
施設中継ポンプ補修工事 大船津地内 3カ月 機械

器具 中継ポンプ補修工事 指名 農林水産課

路面復旧工事 大船津地内 3カ月 土木 道路改良　Ｌ200ｍ 指名 農林水産課

爪木地区農業集落排水処理施
設維持補修工事 爪木地内 3カ月 機械

器具 ばっ気槽撹拌装置修繕 指名 農林水産課

平井中特別教室エアコン整備
工事 平井地内 5カ月 管 特別教室エアコン整備　13室 一般 教育施設課

鹿島公民館屋根外壁等改修工
事 城山地内 5カ月 建築 屋根外壁等改修工事 一般 教育施設課

平井中学校高圧ケーブル更新
工事 平井地内 5カ月 電気 高圧引込ケーブル更新工事 指名 教育施設課

平井中学校バックネット改修
工事 平井地内 4カ月 土木 野球用バックネット改修工事 指名 教育施設課

まちづくり市民センター受変
電設備更新工事 宮中地内 5カ月 電気 受変電設備更新工事 指名 教育施設課

鹿嶋市地域子育て支援セン
ター新築工事（建築工事） 宮中地内 8カ月 建築 地域子育て支援センター新築工事 一般 こども相談課

鹿嶋市地域子育て支援セン
ター新築工事（電気設備工事）宮中地内 8カ月 電気 地域子育て支援センター施設の照明、

太陽光設備等工事 一般 こども相談課

鹿嶋市地域子育て支援セン
ター新築工事（機械設備工事）宮中地内 8カ月 管 地域子育て支援センター施設の衛生、

空調、消防設備等工事 一般 こども相談課

鹿嶋市地域子育て支援セン
ター新築工事（外構工事） 宮中地内 8カ月 建築 地域子育て支援センター園庭整備 一般 こども相談課

鹿嶋市地域子育て支援セン
ター計画地整備工事 宮中地内 3カ月 解体 既存建築物　基礎・駐車場アスファル

ト等解体工事一式 指名 こども相談課

庁舎トイレ洋式化工事 平井1187
番地 1 3カ月 管 トイレの洋式化工事　一式 指名 総務課

第2庁舎 3階（会議室
304・305、ホール）空調設
備更新工事

平井1187
番地 1 3カ月 管 空調設備更新　一式 指名 総務課

第2四半期
工事（事業）名 場所 期間 種別 工事（事業）の概要 契約方法 担当課

道路改良工事（その1） 平井地内 4カ月 土木 道路改良　Ｌ155ｍ 一般 道路建設課

道路改良工事（その2） 平井地内 6カ月 土木 道路改良　Ｌ240ｍ 一般 道路建設課

道路改良工事（その1） 宮中地内 5カ月 土木 道路改良　Ｌ200ｍ 一般 道路建設課

道路改良工事（その2） 宮中地内 5カ月 土木 道路改良　Ｌ170ｍ 一般 道路建設課

道路改良工事（その3） 宮中地内 5カ月 土木 道路改良　Ｌ110ｍ 一般 道路建設課

道路改良工事 粟生地内 2カ月 土木 道路改良　Ｌ55ｍ 指名 道路建設課

排水整備工事 青塚地内 4カ月 土木 排水整備　Ｌ440ｍ 一般 道路建設課

排水整備工事 小山地内 3カ月 土木 排水整備　Ｌ136ｍ 指名 道路建設課

排水整備工事 武井地内 3カ月 土木 排水整備　Ｌ100ｍ 指名 道路建設課

市営住宅3点給湯設備設置
工事

宮中2067
番地 1　外
2ヶ所

3カ月 管 ガス給湯器（壁掛16号RUX-SE1610
W又は同等品（耐塩害型））等 指名 都市計画課

市営港ケ丘団地浴室改修工事 下津273番
地 50 3カ月 建築

壁面化粧パネル張（フクビ　アルパ
レージ（同等品）床材あんから（同等
品）共）

指名 都市計画課

整地工事 粟生地内 3カ月 土木 宅地造成　Ａ0.8ha 一般 区画整理事務所

整地工事（その1） 平井地内 3カ月 土木 宅地造成　Ａ0.8ha 一般 区画整理事務所

整地工事（その2） 平井地内 3カ月 土木 宅地造成　Ａ0.5ha 一般 区画整理事務所

路面再生工事 宮中地内 2カ月 舗装 切削工　Ａ3000㎡　
表層工　Ａ3000㎡ 一般 施設管理課

路面再生工事 平井地内 2カ月 舗装 切削工　Ａ1500㎡　
表層工　Ａ1500㎡ 一般 施設管理課

路面再生工事 長栖地内 2カ月 舗装 切削工　Ａ1500㎡　
表層工　Ａ1500㎡ 一般 施設管理課

道路維持補修工事 平井地内外 6カ月 土木 道路維持補修　Ｎ1式 指名 施設管理課

道路維持補修工事 宮中地内外 6カ月 土木 道路維持補修　Ｎ1式 指名 施設管理課

道路維持補修工事 宮津台地内外 6カ月 土木 道路維持補修　Ｎ1式 指名 施設管理課

道路維持補修工事 荒井地内外 6カ月 土木 道路維持補修　Ｎ1式 指名 施設管理課

道路維持補修工事 津賀地内外 6カ月 土木 道路維持補修　Ｎ1式 指名 施設管理課

老朽管布設替工事（その1） 平井地内 4カ月 水道 配水管整備DIPφ300　Ｌ89ｍ 一般 水道課

老朽管布設替工事（その2） 平井地内 4カ月 水道 配水管整備DIPφ350　Ｌ120ｍ 一般 水道課

老朽管布設替工事（その3） 平井地内 4カ月 水道 配水管整備DIPφ350　Ｌ120ｍ 一般 水道課

配水管布設工事 国末地内 4カ月 水道 配水管整備DIPφ200㎜　Ｌ125ｍ 一般 水道課

配水管布設工事 棚木地内 3カ月 水道 配水管整備HIVPφ75㎜　Ｌ253ｍ 一般 水道課

配水管布設工事（その1） 宮中地内 3カ月 水道 配水管整備HIVPφ50㎜　Ｌ113ｍ 指名 水道課

配水管布設工事（その2） 宮中地内 3カ月 水道 配水管整備HIVPφ75㎜　Ｌ80ｍ 指名 水道課

配水管布設工事（その3） 宮中地内 3カ月 水道 配水管整備HIVPφ75㎜　Ｌ195ｍ
配水管整備HIVPφ50㎜　Ｌ50ｍ 指名 水道課

配水管布設工事 平井地内 3カ月 水道 配水管整備HIVPφ75㎜　Ｌ84ｍ 指名 水道課

配水管布設工事 下津地内 3カ月 水道 配水管整備HIVPφ150㎜　Ｌ150ｍ 指名 水道課

配水管布設工事 小宮作地内 3カ月 水道 配水管整備HIVPφ75㎜　Ｌ225ｍ 指名 水道課

配水管布設工事（その1） 小山地内 3カ月 水道 配水管整備HIVPφ75㎜　Ｌ250ｍ 指名 水道課

配水管布設工事（その2） 小山地内 3カ月 水道 配水管整備HIVPφ75㎜　Ｌ95ｍ 指名 水道課

配水管布設工事 角折地内 3カ月 水道 配水管整備HIVPφ75㎜　Ｌ152ｍ 指名 水道課

配水管布設工事 浜津賀地内 3カ月 水道 配水管整備HIVPφ75㎜　Ｌ85ｍ 指名 水道課

配水管布設工事 荒野地内 3カ月 水道 配水管整備HIVPφ75㎜　Ｌ80ｍ 指名 水道課

街頭防犯カメラ設置工事 市内 100日間 電気
通信 街頭防犯カメラの設置（2か所、4台） 指名 交通防災課

鹿嶋勤労文化会館舞台機構設
備改修工事 宮中地内 9カ月 電気 舞台機構設備改修工事 一般 教育施設課

カシマスポーツセンター屋根
改修工事（Ⅱ期） 神向寺地内 6カ月 建築 屋根改修工事 一般 教育施設課

第1庁舎空調設備更新工事 平井1187
番地 1 5カ月 管 空調設備更新　一式 一般 総務課

第3四半期
工事（事業）名 場所 期間 種別 工事（事業）の概要 契約方法 担当課

道路改良工事 長栖地内 3カ月 土木 道路改良　Ｌ170ｍ 一般 道路建設課

道路改良工事 棚木地内 4カ月 土木 道路改良　Ｌ100ｍ 一般 道路建設課

道路改良工事 武井地内 4カ月 土木 道路改良　Ｌ70ｍ 一般 道路建設課

排水整備工事 大小志崎地内 3カ月 土木 排水整備　Ｌ100ｍ 指名 道路建設課

1号 RP脱水機補修工事 浄化センター 4カ月 機械
器具 1号 RP脱水機補修 随契 浄化センター

火葬炉設備修繕工事 鹿嶋斎苑 1カ月 建築 火葬炉　主燃炉Nブロック修繕等 随契 環境政策課


