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工事
第1四半期

件名 種別 工事の場所 工事の概要 工事の
期間 契約方法 担当課

旧環境センター跡地造成工事 土木一式工事 下古内地内 造成工事 3カ月間 一般競争 町民課

町道維持補修工事 土木一式工事 常北地区 道路維持 10カ月間 一般競争 都市建設課

町道維持補修工事 土木一式工事 桂・七会地区 道路維持 10カ月間 一般競争 都市建設課

町道8－ 0430号線法面補修工
事 土木一式工事 北方地内 道路維持 6カ月間 一般競争 都市建設課

町道8－ 1056号線道路補修工
事 土木一式工事 錫高野地内 道路維持 4カ月間 一般競争 都市建設課

町道除草工事 土木一式工事 常北地区 除草 3カ月間 指名競争 都市建設課

町道除草工事 土木一式工事 桂地区 除草 3カ月間 指名競争 都市建設課

町道除草工事 土木一式工事 七会地区 除草 3カ月間 指名競争 都市建設課

マンホールポンプ設置工事 機械器具設置
工事 増井地区 マンホールポンプ設置 4カ月間 一般競争 下水道課

第2四半期

件名 種別 工事の場所 工事の概要 工事の
期間 契約方法 担当課

ホロルの湯空調設備室外機修繕工
事 管工事 下古内地内 空調設備室外機の修繕 5カ月間 随意契約 まちづくり戦略課

ホロルの湯アトラクションポンプ
オーバーホール工事 管工事 下古内地内

ジャグジーポンプ、
ジェットポンプ等の修
繕

5カ月間 随意契約 まちづくり戦略課

鶏足山駐車場拡張工事 土木一式工事 上赤沢地内 駐車場拡張（舗装工、
縁石工等） 5カ月間 一般競争 まちづくり戦略課

七会町民センター屋上防水改修工
事 建築一式工事 小勝地内 屋上防水改修 4カ月間 指名競争 まちづくり戦略課

七会保健福祉センター空調設備改
修工事 管工事 小勝地内 空調設備の改修 5カ月間 一般競争 健康保険課

町道1473号線舗装修繕工事 ほ装工事 石塚地内 舗装修繕 4カ月間 一般競争 都市建設課

町道1524号線道路維持工事 土木一式工事 上入野地内 道路維持 3カ月間 一般競争 都市建設課

町道1281･1528号線道路補修
工事 土木一式工事 増井地内 道路維持 3カ月間 一般競争 都市建設課

町道90号線法面修繕工事 土木一式工事 小勝地内 道路維持 4カ月間 一般競争 都市建設課

町道8－ 0120号線道路改良工
事 土木一式工事 上圷地内 道路改良 5カ月間 一般競争 都市建設課

町道0111号線道路改良工事 土木一式工事 下古内地内 道路改良 5カ月間 一般競争 都市建設課

町道0211･2038号線道路改良
工事 土木一式工事 下青山地内 道路改良 6カ月間 一般競争 都市建設課

町道18号線道路改良工事 土木一式工事 上赤沢地内 道路改良 6カ月間 一般競争 都市建設課

町道0104号線道路改良工事 土木一式工事 春園地内 道路改良 5カ月間 一般競争 都市建設課

地区計画道路9－ 4号線道路改
良工事 土木一式工事 石塚地内 道路改良 5カ月間 一般競争 都市建設課

高根台団地内水銀灯LED化工事 電気工事 高根台地内 照明灯改修 4カ月間 指名競争 都市建設課

フラワーロード水銀灯LED化工
事 電気工事 御前山地内 照明灯改修 4カ月間 指名競争 都市建設課

町営南団地建設工事 建築一式工事 石塚地内 町営南団地新築（建替） 6カ月間 一般競争 都市建設課

汚水管渠埋設工事 土木一式工事 増井地区 開削VUφ 200 4カ月間 一般競争 下水道課

汚水管渠埋設工事 土木一式工事 増井地区 開削VUφ 200 4カ月間 一般競争 下水道課

マンホールポンプ設置工事 機械器具設置
工事 増井地区 マンホールポンプ設置 4カ月間 一般競争 下水道課

汚水管渠埋設工事 土木一式工事 那珂西地区 開削VUφ 200 3カ月間 一般競争 下水道課

中継ポンプ交換工事 機械器具設置
工事 御前山地区 中継ポンプ交換工事 4カ月間 随意契約 下水道課

通報装置交換工事 機械器具設置
工事 上入野地区 通報装置交換 4カ月間 随意契約 下水道課

老朽管更新工事（常北地区） 土木一式工事 常北地区 配水管布設替工事 6カ月間 一般競争 水道課

コミュニティセンター城里外壁改
修工事 防水工事 石塚地内 外壁改修、塗装改修、

シーリング改修他 5カ月間 一般競争 教育委員会事務局

冷凍冷蔵庫更新工事 機械器具設置
工事 石塚地内 冷凍冷蔵庫更新 8カ月間 指名競争 教育委員会事務局

石塚小学校特別教室棟改修工事 建築一式工事 石塚地内 屋根・外壁改修 5カ月間 一般競争 教育委員会事務局

石塚小学校給水施設改修工事 管工事 石塚地内 受水槽改修 5カ月間 一般競争 教育委員会事務局

石塚小学校防火設備改修工事 消防施設工事 石塚地内 防火設備改修 2カ月間 随意契約 教育委員会事務局

桂小学校屋上防水改修工事 建築一式工事 孫根地内 屋上防水改修 3カ月間 一般競争 教育委員会事務局

沢山小学校外壁部分改修工事 建築一式工事 下阿野沢地内 外壁防水改修 3カ月間 一般競争 教育委員会事務局

常北中学校排水舗装工事 土木一式工事 下青山地内 排水舗装工事 2カ月間 指名競争 教育委員会事務局

桂公民館外壁改修工事 建築一式工事 阿波山地内 外壁改修 5カ月間 一般競争 教育委員会事務局

常北運動公園運動広場ナイター照
明改修工事 電気工事 下青山地内 照明改修 6カ月間 一般競争 教育委員会事務局

第3四半期

件名 種別 工事の場所 工事の概要 工事の
期間 契約方法 担当課

ふれあいの里バンガロー（Ａ）外
壁・屋根改修工事 建築一式工事 上入野地内 バンガロー壁、屋根の

改修 4カ月間 指名競争 まちづくり戦略課

ふれあいの里8人用キャビン（8C
‐ 2,3）内装改修工事 建築一式工事 上入野地内 キャビン内装改修 4カ月間 一般競争 まちづくり戦略課

物産センター山桜空調設備改修工
事 管工事 小勝地内 空調設備改修（研修室、

加工室等） 4カ月間 一般競争 まちづくり戦略課

ストックヤード建設工事 建築一式工事 下古内地内 再資源物保管施設建設 5カ月間 一般競争 町民課

破砕機他機器類整備工事 機械器具設置
工事 衛生センター 破砕機・雑排水ポンプ

の維持補修 1カ月間 指名競争 町民課

町道8－0620号線舗装修繕工事 ほ装工事 粟地内 舗装修繕 4カ月間 一般競争 都市建設課

町道8－0069号線舗装修繕工事 ほ装工事 下圷地内 舗装修繕 3カ月間 一般競争 都市建設課

町道7－ 08号線舗装修繕工事 ほ装工事 阿波山地内 舗装修繕 4カ月間 一般競争 都市建設課

町道0213号線道路補修工事 土木一式工事 上青山地内 道路維持 4カ月間 一般競争 都市建設課

南行川護岸整備工事 土木一式工事 石塚地内 護岸整備 4カ月間 一般競争 都市建設課

新道川整備工事 土木一式工事 石塚地内 遊歩道整備 4カ月間 一般競争 都市建設課

河川浚渫工事 土木一式工事 町内一円 浚渫工事 3カ月間 指名競争 都市建設課

大谷原川護岸維持補修工事 土木一式工事 下赤沢地内 護岸維持 3カ月間 一般競争 都市建設課
皇都川護岸維持補修工事 土木一式工事 御前山地内 護岸維持 4カ月間 一般競争 都市建設課
町営南団地解体工事 解体工事 石塚地内 町営南団地解体 3カ月間 指名競争 都市建設課
汚水管渠埋設工事 土木一式工事 増井地区 開削VUφ 200 4カ月間 一般競争 下水道課

小勝配水場法面復旧工事 土木一式工事 小勝地内 施設法面崩壊箇所の復
旧工事 6カ月間 一般競争 水道課

水道施設解体撤去工事 解体工事 城里町内 老朽施設（建物、管路）
の解体撤去 3カ月間 指名競争 水道課

老朽管更新工事（桂地区） 土木一式工事 桂地区 配水管布設替工事 6カ月間 一般競争 水道課

第4四半期

件名 種別 工事の場所 工事の概要 工事の
期間 契約方法 担当課

町道105号線道路補修工事 土木一式工事 下赤沢地内 道路維持 3カ月間 一般競争 都市建設課
橋梁補修（堰山橋） 土木一式工事 下古内地内 橋梁補修 3カ月間 一般競争 都市建設課
汚水管渠埋設工事 土木一式工事 増井地区 開削VUφ 200 4カ月間 一般競争 下水道課
石塚小学校駐車場整備工事 土木一式工事 石塚地内 駐車場整備 3カ月間 一般競争 教育委員会事務局

委託
第1四半期

件名 種別 履行場所 履行概要 履行期間 契約方法 担当課
基幹業務システム標準化移行委託
業務 電算関係 城里町本庁舎 基幹業務システムの標

準準拠システム移行 10カ月間 随意契約 まちづくり戦略課

行政手続オンライン化委託業務 電算関係 城里町本庁舎
マイナポータルと基幹
業務システムのオンラ
イン接続に必要な

10カ月間 随意契約 まちづくり戦略課

道の駅移転候補地測量調査委託業
務 測量一般 御前山地内 地形測量 1カ月間 指名競争 まちづくり戦略課

ストックヤード整備事業実施設計
業務 その他 下古内地内 実施設計 5カ月間 指名競争 町民課

収集運搬業務 その他 環境センター 塵芥物の収集運搬 12カ月間 随意契約 町民課
焼却残渣処分業務 その他 環境センター 焼却残渣の処理 12カ月間 随意契約 町民課
ばい煙・ダイオキシン類測定業務 その他 環境センター 排ガスの測定 12カ月間 指名競争 町民課
焼却残渣運搬業務 その他 環境センター 焼却残渣の運搬 12カ月間 随意契約 町民課
不燃性粗大ごみ搬出処理業務 その他 環境センター 処理困難物等の処理 12カ月間 随意契約 町民課

廃ガラス等再資源化処理業務 その他 環境センター 廃ガラス等の再資源化
処理 12カ月間 随意契約 町民課

各槽清掃業務 その他 衛生センター 受入槽・貯留槽・沈砂
槽清掃 12カ月間 随意契約 町民課

町道維持補修工事積算業務 測量一般 町内一円 積算 11カ月間 随意契約 都市建設課
町道7－ 08号線測量設計業務 測量一般 阿波山地内 測量設計 4カ月間 指名競争 都市建設課
町道側溝清掃業務 道路 町内一円 側溝清掃 6カ月間 随意契約 都市建設課
流域関連公共下水道事業計画変更
業務委 下水道 流域地区 計画更新業務 10カ月間 指名競争 下水道課

特定環境保全公共下水道事業計画
変更業務委託 下水道 特環地区 計画更新業務 10カ月間 指名競争 下水道課

汚水処理施設構想見直し業務委託 下水道 町内一円 計画更新業務 10カ月間 指名競争 下水道課
管渠積算業務委託 測量一般 増井地内 積算業務 10カ月間 随意契約 下水道課
ストックマネジメント計画策定業
務委託 下水道 流域・特環地

区
施設の維持管理計画の
策定 10カ月間 指名競争 下水道課

耐水化検討業務委託 下水道 特環地区 施設の耐水化計画の検
討・策定 10カ月間 指名競争 下水道課

水道法第20条定期水質検査 その他 城里町内 法定水質検査 12カ月間 随意契約 水道課
石塚・小松・塩子系水質計器点検
設備業務 その他 城里町内 水質計器の点検及び調

整 12カ月間 随意契約 水道課

小勝配水場法面復旧調査設計業務 測量一般 小勝地内 施設法面崩壊に伴う調
査設計 3カ月間 指名競争 水道課

青山配水場改修用地測量調査業務 測量一般 下青山地内 施設改修に伴う用地測
量 4カ月間 指名競争 水道課

老朽管更新工事実施設計業務 上水道及び工
業用水 城里町内 実施設計 3カ月間 指名競争 水道課

学習支援ソフト導入業務 その他 石塚地内外 学習支援ソフト導入 12カ月間 随意契約 教育委員会事務局
桂公民館外壁改修工事設計業務 建築一般 阿波山地内 設計業務 2カ月間 指名競争 教育委員会事務局

第2四半期
件名 種別 履行場所 履行概要 履行期間 契約方法 担当課

道の駅移転基本設計・実施設計等
委託業務

施工計画・施
工設備及び積
算

御前山地内
基本設計・実施設計・
地質調査・事業認定申
請支援

9カ月間 指名競争 まちづくり戦略課

町道落石対策測量設計業務 測量一般 岩船 ･大網地
内ほか 測量設計 4カ月間 指名競争 都市建設課

町道0218･0219号線測量設計
業務 測量一般 増井地内 測量設計 4カ月間 指名競争 都市建設課

地区計画道路9－ 4号線用地測
量補償調査業務 測量一般 石塚地内 用地測量補償調査 6カ月間 指名競争 都市建設課

町道1236号線地形測量業務 測量一般 那珂西地内 地形測量 3カ月間 指名競争 都市建設課
新道川整備測量設計業務 測量一般 石塚地内 測量設計 5カ月間 指名競争 都市建設課
地区計画道路9－ 4号線用地補
償調査業務 測量一般 石塚地内 補償調査 4カ月間 指名競争 都市建設課

町営南団地実施設計業務 建築一般 石塚地内 設計 3カ月間 指名競争 都市建設課
町営南団地工事監理業務 建築一般 石塚地内 工事監理 6カ月間 指名競争 都市建設課
集落排水機能診断業務委託 下水道 孫根地区 点検調査業務 9カ月間 随意契約 下水道課
町道1315号道路改良工事に伴
う配水管布設実施設計業務

上水道及び工
業用水 増井地内 実施設計 4カ月間 指名競争 水道課

常北公民館外壁及び防水工事調査
設計業務 建築一般 下青山地内 設計業務 5カ月間 指名競争 教育委員会事務局

桂図書館・資料館空調設備他改修
工事設計業務 建築一般 阿波山地内 設計業務 5カ月間 指名競争 教育委員会事務局

花山体育館耐震改修工事実施設計
業務 建築一般 塩子地内 設計業務 5カ月間 指名競争 教育委員会事務局

第3四半期
件名 種別 履行場所 履行概要 履行期間 契約方法 担当課

脱臭用活性炭入替業務 その他 衛生センター 脱臭用活性炭入替 1カ月間 指名競争 町民課
工業計器点検業務 電気・電子 衛生センター 工業計器点検 1カ月間 指名競争 町民課
道路台帳補正業務 地図の調整 町内一円 道路台帳補正 4カ月間 随意契約 都市建設課
町道0222号線測量設計業務 測量一般 上古内地内 測量設計 5カ月間 指名競争 都市建設課
橋梁点検業務 その他 町内一円 橋梁点検 6カ月間 随意契約 都市建設課
管渠埋設工事設計委託 測量一般 那珂西地内 設計業務 2カ月間 指名競争 下水道課

青山配水場改修実施設計業務 上水道及び工
業用水 下青山地内 施設改修に伴う実施設

計 6カ月間 指名競争 水道課


