
令和４年度上ノ国町発注予定工事等情報の公表について（第２回）

令和４年度において町が発注を予定している建設工事及び委託業務について、「公

共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）」及び

「上ノ国町建設工事等に係る発注見通しに関する事項の公表実施要領」の規定に基

づき、別紙のとおり公表する。

令和４年６月２４日

上ノ国町長 工 藤 昇



令和４年度　建設工事等発注見通しの公表 （第２回）
【工事】

当初 変更

1
土木一式

工事
小安在 道路工、重力式護岸工、消波工 4月 済み 11ヶ月 148,508 競争入札

2
土木一式

工事
小安在 道路工、重力式護岸工、根固工 4月 済み 8ヶ月 80,000 競争入札

3
とび・土
工工事

町内一円 町道維持管理全般 4月 済み 11ヶ月 10,500 競争入札

4
とび・土
工工事

町内一円 町道維持管理全般 4月 済み 11ヶ月 10,500 競争入札

5 電気工事 大留 水道施設監視装置更新 4月 7月 10ヶ月 37,631 競争入札

6 建築工事 豊田 木造平屋164㎡ 4月 済み 5ヶ月 50,000 競争入札

7
管・給水
施設工事

給水区域内
量水器取替Ø13外：231個（主に
ボックス）

4月 済み 4ヶ月 4,300 競争入札

8
管・給水
施設工事

給水区域内
量水器取替Ø13外：85個（主に標
準弁筺）

4月 済み 4ヶ月 4,500 競争入札

9
管・給水
施設工事

給水区域内
量水器取替Ø13外：84個（主に標
準弁筺）

4月 済み 4ヶ月 4,500 競争入札

10
管・給水
施設工事

給水区域内 量水器取替Ø13～75：124個 4月 済み 4ヶ月 4,200 競争入札

11
土木一式

工事
大留 外構工事、路盤工：Ａ＝3,741㎡ 5月 済み 11ヶ月 145,000 競争入札 ○

12
土木一式

工事
小安在 道路工、重力式護岸工 5月 済み 10ヶ月 49,000 随意契約

13
土工一式

工事
大安在 橋梁補修 5月 済み 7ヶ月 36,000 競争入札 ○

14 電気工事 大留 音響アンプ取替 5月 済み 8ヶ月 1,500 競争入札

15 造園工事 大留 天の川ふれあい広場改修工事 5月 済み 6ヶ月 31,000 競争入札 ○

契約方法

(令和4年6月22日現在)

番号 種別 場所 工事等の概要
工事等の

期間
概算工事費
（千円）

入札等予定時期 週休2日
ﾓﾃﾞﾙ工事

工事等の名称

町道扇石木ノ子線災害復旧その２工事
（関連）

町道扇石木ノ子線（3号箇所）災害復旧
工事

町道維持管理その１工事

町道維持管理その２工事

簡易水道中央監視装置更新工事

地域活動支援センター建設工事

検満量水器取替その１工事

検満量水器取替その２工事

検満量水器取替その３工事

検満量水器取替受託工事

大留交差点周辺環境整備工事

町道扇石木ノ子線（2号箇所）災害復旧
工事

岡ノ沢橋外長寿命化修繕工事

総合福祉センター
はまるホール音響用アンプ取替工事

天の川ふれあい広場大規模改修工事
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令和４年度　建設工事等発注見通しの公表 （第２回）
【工事】

当初 変更
契約方法

(令和4年6月22日現在)

番号 種別 場所 工事等の概要
工事等の

期間
概算工事費
（千円）

入札等予定時期 週休2日
ﾓﾃﾞﾙ工事

工事等の名称

16
水道施設

工事
原歌

原歌送水ポンプ場
送水ポンプ更新：１台

5月 8月 3ヶ月 1,700 競争入札

17
水道施設

工事
大留

配水管HPPEØ75～100、L＝794ｍ
更新

5月 7月 4ヶ月 56,700 競争入札 ○

18 建築工事 北村 北村団地7号棟屋根・軒天修繕 5月 7月 3ヶ月 4,800 競争入札

19 管工事 小安在 空調設備設置 5月 8月 2ヶ月 550 随意契約

20
水道施設

工事
湯ノ岱 配水管HPPEØ75、L＝580ｍ更新 6月 7月 10ヶ月 34,430 競争入札 ○

21
水道施設

工事
小安在

導水管更新
HPPEØ75～100、L＝979ｍ

6月 済み 5ヶ月 48,900 競争入札 ○

22 消防設備 町内一円 消火栓更新：10基 6月 7月 4ヶ月 6,500 競争入札

23 解体工事 新村 木造、平屋解体 6月 7月 3ヶ月 4,700 競争入札

24 電気工事 小安在
遠隔監視用通信接続端末装置設
置

7月 8ヶ月 15,642 競争入札

25
水道施設

工事
湯ノ岱

導水管HPPEØ100～150、L＝1,178
ｍ更新

8月 5ヶ月 39,100 競争入札 ○

26
管･浄化槽

工事
下水道区域
外の区域

合併処理浄化槽（5人槽）：3基 8月 3ヶ月 6,850 競争入札

27 電気工事 下水道区域 制御盤・伝送装置更新：3カ所 9月 7月 5ヶ月 18,956 競争入札

28 電気工事 漁排区域 制御盤・伝送装置更新：3カ所 9月 7月 5ヶ月 21,274 競争入札

29 水道施設 勝山
送水管の布設替Ø50：Ｌ＝177m
既設送水管撤去：Ｌ＝348m

9月 3ヶ月 5,700 競争入札

30 機械工事 漁排区域
処理場曝気装置、マンホールポ
ンプ更新：3台

9月 6ヶ月 12,309 競争入札

簡易水道送水ポンプ更新工事（上ノ国
地区）

簡易水道更新整備工事（上ノ国地区配
水管）

公営住宅北村団地屋根改修工事

漁排処理場空調設備設置工事（空調設
備）

簡易水道更新整備工事（湯ノ岱地区配
水管)

簡易水道更新整備工事（木ノ子地区導
水管）

消火栓更新工事

旧新村児童館解体工事

漁業集落排水施設設置工事（遠隔監視
装置）

簡易水道更新整備工事（湯ノ岱地区導
水管）

合併処理浄化槽設置工事

下水道施設改築工事（電気設備）

漁業集落排水施設改築工事（電気設
備）

中世史跡公園ポンプ送水管布設替工事

漁業集落排水施設改築工事（機械設
備）
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令和４年度　建設工事等発注見通しの公表 （第２回）
【工事】

当初 変更
契約方法

(令和4年6月22日現在)

番号 種別 場所 工事等の概要
工事等の

期間
概算工事費
（千円）

入札等予定時期 週休2日
ﾓﾃﾞﾙ工事

工事等の名称

31
土木一式

工事
宮越 かごマット設置　L=15m 10月 3ヶ月 3,000 競争入札

32
土木一式

工事
大安在 かごマット設置　L=20m 10月 3ヶ月 3,000 競争入札

33
とび・土
工工事

町内一円
視線誘導標伸長・短縮、スノー
ポール設置撤去

10月 5ヶ月 1,500 競争入札

34
とび・土
工工事

大安在外 河道整正等 10月 3ヶ月 11,000 競争入札

35
とび・土
工工事

湯ノ岱・宮越・
中須田・新村

防雪柵設置・解体 11月 5ヶ月 4,900 競争入札

36
とび・土
工工事

中須田 防雪柵設置・解体 11月 5ヶ月 4,900 競争入札

37 管工事 木ノ子 空調設備設置 7月 4ヶ月 1,683 競争入札

38 管工事 大留 空調設備設置 8月 3ヶ月 7,000 競争入札

39
とび・土
工工事

町内一円
カーブミラー設置及び回転灯支
柱修繕

8月 3ヶ月 1,200 随意契約

40 電気工事 上ノ国 照明設備改修 8月 4ヶ月 1,300 随意契約

41 建築工事 扇石 大規模改修 10月 6ヶ月 44,200 競争入札

1

2

発注予定情報は「建設工事」及び「工事に係る業務等で予定価格が５０万円を越えると見込まれるもの」
及び、参考として非建設業のうち緑地管理等の業務を掲載しています。

木ノ子児童館空調設備設置工事

町道勝山中須田線防雪柵設置及び解体
工事

【留意事項】

公表をしている内容は、発注の際に変更される場合があります。

普通河川厚志内川防災工事

準用河川住川防災工事

道路維持工事（視線誘導標）

準用河川大安在川外浚渫工事

町道宮越線外防雪柵設置及び解体工事

合宿所空調設備設置工事

カーブミラー設置及び回転灯支柱修繕
工事

上ノ国診療所照明設備改修工事

扇石地区多目的集会施設長寿命化改修
工事
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令和４年度　建設工事等発注見通しの公表 （第２回）
【業務】

当初 変更

1 土木設計 町内一円 測量・調査 4月 済み 11ヶ月 6,000 競争入札

2 芝刈草刈 町内一円 路肩草刈 4月 済み 3ヶ月 10,000 競争入札

3 芝刈草刈 町内一円 路肩草刈 4月 済み 3ヶ月 10,000 競争入札

4 芝刈草刈 大留・勝山
庁舎前庭・かささぎロードポケット
パークの緑地・樹木管理

4月 済み 11ヶ月 6,101 競争入札

5 芝刈草刈 新村
ハンノキ緑地公園・ハンノキ宅地分譲地の芝刈
及び草刈による緑地管理 4月 済み ７ヶ月 6,100 競争入札

6 芝刈草刈
汐吹・原
歌・大留

汐吹地区緑地・中世の岬・中央公園の芝刈及び
草刈による緑地管理 4月 済み ７ヶ月 12,302 競争入札

7 芝刈草刈 大崎・勝山
中世史跡・緑のふるさと・大崎緑地公園の芝刈
及び草刈による緑地管理 4月 済み ７ヶ月 11,901 競争入札

8 芝刈草刈 石崎・大留 石崎団地・中央区団地の緑地管理 4月 済み ７ヶ月 2,300 競争入札

9 芝刈草刈 字大留 大留団地・中崎団地の緑地管理 4月 済み ７ヶ月 2,800 競争入札

10
上水道設
計

湯ノ岱 実施設計、L=370ｍ 4月 済み 3ヶ月 5,030 競争入札

11 芝刈草刈 大留・勝山
パークゴルフ場芝生園芸管理、緑地樹
木管理

4月 済み 12月 30,000 競争入札

12 調査設計 桂岡 地下水電気調査 5月 済み 2ヶ月 5,929 競争入札

13 芝刈草刈
勝山・北

村・上ノ国
花沢館跡・洲崎館跡・勝山館跡草刈り
による緑地管理

5月 済み 2ヶ月 2,100 競争入札

14 芝刈草刈
大留・新
村・石崎

堤防草刈 6月 済み 3ヶ月 1,900 競争入札

15 土木設計 早川 橋梁補修設計 6月 済み 4ヶ月 6,300 競争入札

16 土木設計 早川 橋梁補修設計 6月 済み 4ヶ月 6,100 競争入札

(令和4年6月22日現在)

番号 場所 工事等の概要
工事等の
期間

概算工事費
（千円）

契約方法
入札等予定時期

工事等の名称

町道維持管理測量調査委託業務

町道路肩草刈その１委託業務

町道路肩草刈その２委託業務

役場庁舎前庭外緑地管理委託業務

ハンノキ地区緑地管理委託業務

汐吹地区緑地公園外緑地管理委託業務

中世史跡公園外緑地管理委託業務

石崎団地・中央区団地緑地管理委託業務

大留団地・中崎団地緑地管理委託業務

簡易水道更新整備工事実施設計委託業務（湯ノ岱地
区導水管）

天の川ふれあい広場緑地管理委託業務

水源移設調査委託業務

史跡上之国館跡環境整備（その２）委託業務

堤防草刈委託業務

早川4号橋長寿命化修繕工事　調査設計委託業務

葉月橋長寿命化修繕工事　調査設計委託業務
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令和４年度　建設工事等発注見通しの公表 （第２回）
【業務】

当初 変更

(令和4年6月22日現在)

番号 場所 工事等の概要
工事等の
期間

概算工事費
（千円）

契約方法
入札等予定時期

工事等の名称

17 土木設計 勝山 実施設計 6月 済み 4ヶ月 13,000 競争入札

18 技術資料 町内一円 河川台帳整備 6月 7月 6ヶ月 4,500 競争入札

19 技術資料 町内一円 道路台帳整備 6月 7月 4ヶ月 1,100 競争入札

20 芝刈草刈 町内一円 路肩草刈 7月 8月 3ヶ月 1,600 競争入札

21
下水道設
計

漁排区域
実施設計、処理場曝気装置、マンホー
ルポンプ更新：3台

7月 2ヶ月 4,191 競争入札

22 道路清掃 町内一円 路面清掃・排水施設清掃 8月 2ヶ月 2,800 競争入札

23
上水道設
計

大留 実施設計、L=1,380ｍ 8月 4ヶ月 5,570 競争入札

24
下水道設
計

大留 計画策定 8月 ７ヶ月 6,000 競争入札

25 建築設計 大留 実施設計 8月 8ヶ月 17,100 競争入札

26 建築設計 扇石 建築設計 7月 3ヶ月 4,400 競争入札

27 土木設計 中須田 防雪柵実施設計 7月 5ヶ月 17,000 競争入札

28
下水道設
計

下水道区域 実施設計、マンホールポンプ更新：2台 8月 6ヶ月 3,030 競争入札

29 用地測量 中須田 用地測量 10月 6ヶ月 6,600 競争入札

1

2 公表をしている内容は、発注の際に変更される場合があります。

発注予定情報は「建設工事」及び「工事に係る業務等で予定価格が５０万円を越えると見込まれるもの」
及び、参考として非建設業のうち緑地管理等の業務を掲載しています。

【留意事項】

扇石地区多目的集会施設長寿命化改修工事実施設計
委託業務

町道勝山中須田線防雪柵設置工事実施設計委託業務

天野川流域普通河川等排水施設整備工事実施設計委
託業務

河川台帳整備委託業務

町道道路台帳補正委託業務

町道路肩草刈その３委託業務

漁業集落排水施設改築工事実施設計委託業務（機械
設備）

道路区域確定測量調査委託業務

町道道路及び側溝清掃委託業務

簡易水道更新整備工事実施設計委託業務（上ノ国地
区配水管）

下水道施設ストックマネジメント計画策定委託業務
（修繕・改築）

中崎団地建替整備実施設計委託業務

下水道施設改築工事実施設計委託業務（機械設備）
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開催回
入札日

（午前9:30～）

1 4月5日(火)

2 4月12日(火)

3 4月19日(火)

4 5月17日(火)

5 5月24日(火)

6 6月7日(火)

7 6月21日(火)

8 7月5日(火)

9 7月19日(火)

10 8月2日(火)

11 8月23日(火)

12 9月6日(火)

13 9月13日(火)

14 9月27日(火)

15 10月11日(火)

16 10月25日(火)

17 11月8日(火)

18 11月15日(火)

19 11月29日(火)

20 12月6日(火)

21 12月20日(火)

22 1月17日(火)

令和４年度　建設工事等発注見通しの公表
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