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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

町営前原住宅 E 棟・F
棟屋上防水改修工事 指名競争入札 建築 大貫町地内 3.5カ月 屋上防水改修工事（2 棟） 都市建設課

町営二葉住宅 A 棟・B
棟給湯設備改修工事 指名競争入札 管 磯浜町地内 3.5カ月 給湯設備改修工事（2 棟） 都市建設課

道路改良工事 指名競争入札 土木
その 1 
成田町内 

（町道 8 － 3020 号線）
5カ月 道路改良　Ｌ 83 ｍ 都市建設課

道路改良工事 指名競争入札 土木
その 2 
成田町内 

（町道 8 － 3020 号線）
5カ月 道路改良　Ｌ 90 ｍ 都市建設課

配水管布設替工事 指名競争入札 水道
施設

磯浜町地内 
（大洗給食協業組合付近） 3カ月 ポリエチレン管φ 75㎜ 

Ｌ 70 ｍ 上下水道課

夏海浄水場監視装置機
能増設工事 指名競争入札 水道

施設
成田町地内 

（夏海浄水場内） 4カ月 電気設備工　Ｎ 1 式 上下水道課

配水管布設替工事 指名競争入札 水道
施設

磯浜町地内 
（磯浜さくら坂通り） 4カ月 ダクタイル鋳鉄管φ 150㎜ 

Ｌ 300 ｍ 上下水道課

配水管布設替工事 指名競争入札 水道
施設

成田町地内 
（夏海十文字付近） 4カ月 ダクタイル鋳鉄管φ 300㎜ 

Ｌ 300 ｍ 上下水道課

配水管布設替工事 指名競争入札 水道
施設

成田町地内 
（松川報国バス停付近） 4カ月 ダクタイル鋳鉄管φ 200㎜ 

Ｌ 340 ｍ 上下水道課

管路改修工事 指名競争入札 土木 和銅地内 5カ月 管路改修　Ｌ 80 ｍ 上下水道課

「トヨペットスマイル
ホール大洗」改修工事

（第 1 期）
一般競争入札 建築 磯浜町地内 8.5カ月

建築工事（外部改修・内部改修） 
撤去工事一式 
機械設備工事（空調設備改修）

生涯学習課

南中学校施設照明設備
改修事業 指名競争入札 電気 大貫町地内 4カ月 照明 LED 化改修工事（南中学校） 学校教育課

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

町営汐見ヶ丘住宅 B 棟
解体工事 指名競争入札 建築 磯浜町地内 4カ月 解体工事（鉄筋コンクリート造1棟） 都市建設課

舗装工事 指名競争入札 舗装
その 1 
桜道町内 

（大洗駅前通り）
4カ月 舗装修繕　Ｌ 360 ｍ 都市建設課

舗装工事 指名競争入札 舗装
その 2 
桜道町内 

（大洗駅前通り）
4カ月 舗装修繕　Ｌ 360 ｍ 都市建設課

大洗町有地宅地耐震化
工事 指名競争入札 土木 大貫町地内 4カ月 土留工事（Ｌ 20 ｍ予定） 都市建設課

道路改良工事 指名競争入札 土木 磯浜町内 
（吉沼磯浜線） 7カ月 道路改良　Ｌ 260 ｍ 都市建設課

道路改良工事 指名競争入札 土木 大貫町内 
（町道 8 － 2105 号線） 7カ月 道路改良　Ｌ 340 ｍ 都市建設課

消火栓取替工事 指名競争入札 水道
施設 町地内 2カ月 消火栓取替　Ｎ 3 箇所 上下水道課

消火栓移設工事 指名競争入札 水道
施設

成田町地内 
（町道 8 － 3020 号線） 2カ月 消火栓移設　Ｎ 1 箇所 上下水道課

配水管布設替工事 指名競争入札 水道
施設

成田町地内 
（松川不動尊付近） 4カ月 ダクタイル鋳鉄管φ 200㎜ 

Ｌ 340 ｍ 上下水道課

枝線管渠工事 指名競争入札 土木 磯浜町地内 
（磯浜さくら坂通り） 6カ月 下水道管　φ 200㎜ 

Ｌ 220 ｍ 上下水道課

枝線管渠工事 指名競争入札 土木 磯浜町地内 
（大洗給食協業組合付近） 6カ月 下水道管　φ 200㎜ 

Ｌ 260 ｍ 上下水道課

大洗キャンプ場トイレ
整備工事 指名競争入札 建築 磯浜町地内 6カ月 トイレ建築工事 商工観光課

照明器具改修工事 指名競争入札 電気 磯浜町 6823 
第一保育所 3カ月 ＬＥＤ化工事・撤去・ＰＣＢ処分 こども課 

第一保育所
防災行政無線アナログ
設備撤去工事 指名競争入札 土木 町内 8カ月 親局・中継局他、拡声子局 5 局撤

去 生活環境課

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

配水管布設工事 指名競争入札 水道
施設

大貫町地内 
（南中学校南側付近） 3カ月 ポリエチレン管φ 50㎜ 

Ｌ 180 ｍ 上下水道課

神山地区道路横断改修
工事 指名競争入札 土木 神山地区 4カ月 耐圧ポリエチレンリブ管（φ1200） 

Ｌ 7.5 ｍ× 3 箇所 農林水産課

消防水利施設整備事業
耐震性貯水槽設置工事 指名競争入札 土木 磯浜町 8226 の 7 

第 4 分団詰所敷地内 4カ月 耐震性貯水槽設置工事 消防本部

消防水利施設整備事業
耐震性貯水槽設置工事 指名競争入札 土木 東光台 7 

東光台児童公園 4カ月 耐震性貯水槽設置工事 消防本部

大洗町 

5面へ→


