
平成30年5月22日

工事の名称 入札の方法 種別 工事場所 工期 工事の概要 発注時期 事業担当課 備　考

1 市道大洋0106号線　道路改良舗装工事 一般競争入札 土木一式工事 上沢地内 6ヶ月 改良舗装工事　L=270m 第1四半期 道路建設課

2 市道7-67号線　改良舗装工事 一般競争入札 土木一式工事 安房地内 9ヶ月 改良舗装工事　L=620m 第1四半期 道路建設課

3 烟田地内法面復旧工事 一般競争入札 土木一式工事 烟田地内 4ヶ月 擁壁工事　L=30m 第1四半期 道路建設課

4 西台浄水場薬品注入設備更新工事 一般競争入札 機械器具設置工事 塔ヶ崎地内 3ヶ月
硫酸注入設備及び次亜注入設
備工事

第1四半期 水道課

5 大洋配水場蓄電池設備更新工事 一般競争入札 電気工事 梶山地内 5ヶ月 無停電電源装置等 第1四半期 水道課

6 鉾田総合公園トイレ改築工事 一般競争入札 建築一式工事 当間地内 6ヶ月 一式 第1四半期 生涯学習課

7 鉾田総合公園通路改修工事 一般競争入札 土木一式工事 当間地内 4ヶ月 一式 第1四半期 生涯学習課

8 管渠開削工事（その1） 一般競争入札 土木一式工事 烟田地内 8ヶ月
管渠開削・推進布設工事
L=475m

第1四半期 下水道課

9 管渠開削工事（その2） 一般競争入札 土木一式工事 鉾田地内 7ヶ月 管渠布設工事　L=338m 第1四半期 下水道課

10 管渠開削工事（その3） 一般競争入札 土木一式工事 鉾田地内 8ヶ月 管渠布設工事　L=417m 第1四半期 下水道課

11 防災行政無線放送施設デジタル化工事 一般競争入札 電気通信工事 旭地区外 6ヶ月
再送信局工事（5局）
子局工事（78局）

第2四半期 総務課

12 旧巴第一小学校校舎等解体工事 一般競争入札 建築一式工事 下冨田地内 5ヶ月 校舎、プール等の解体撤去 第2四半期 教育総務課

13 旧大和田小学校校舎等解体工事 一般競争入札 建築一式工事 大和田地内 5ヶ月 校舎、プール等の解体撤去 第2四半期 教育総務課

記

　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成１３年政令第３４号）第５条第１項の規定により，公共工事の発注見通しについて，
次のとおり公表する。

鉾田市告示第81号

鉾田市長　岸田　一夫



工事の名称 入札の方法 種別 工事場所 工期 工事の概要 発注時期 事業担当課 備　考

14 鉾田市立図書館トイレ改修工事 指名競争入札 建築工事一式 鉾田地内 3ヶ月 トイレ改修工事 第2四半期 図書館

15 鉾田市立図書館照明改修工事 指名競争入札 電気工事 鉾田地内 2ヶ月 ＬＥＤ改修工事 第2四半期 図書館

16 市道旭3010号線　道路改良舗装工事 一般競争入札 土木一式工事 鹿田地内 5ヶ月 改良舗装工事　L=180m 第2四半期 道路建設課

17 市道大洋0205号線　道路改良舗装工事 一般競争入札 土木一式工事 上沢地内 5ヶ月 改良舗装工事　L=185m 第2四半期 道路建設課

18 市道8-195号線　道路改良舗装工事 指名競争入札 土木一式工事 大和田地内 3ヶ月 改良舗装工事　L=40m 第2四半期 道路建設課

19 市道大洋1156号線　排水整備工事 一般競争入札 土木一式工事 下沢地内 6ヶ月 排水整備工事　L=230m 第2四半期 道路建設課

20 市道旭1-13号線　道路改良舗装工事 一般競争入札 土木一式工事 鹿田地内 6ヶ月 改良舗装工事　L=400m 第2四半期 道路建設課

21 市道8-359号線　道路改良舗装工事 一般競争入札 土木一式工事 鳥栖地内 5ヶ月 排水整備工事　L=200m 第2四半期 道路建設課

22
涸沼・鹿島灘海岸地区道路改良舗装工
事

一般競争入札 土木一式工事 荒地地内 6ヶ月 改良舗装工事　L=90m 第2四半期 道路建設課

23 市道旭0214号線舗装修繕工事 指名競争入札 舗装工事 造谷地内 3ヶ月 路上路盤再生工　L=200m 第2四半期 道路建設課

24 市道6-11号線舗装修繕工事 指名競争入札 舗装工事 紅葉地内 3ヶ月 路上路盤再生工　L=200m 第2四半期 道路建設課

25 東野跨線橋修繕工事 一般競争入札 土木一式工事 徳宿地内 4ヶ月 橋梁修繕工事　１橋 第2四半期 道路建設課

26 道路維持修繕工事（旭地区） 指名競争入札 土木一式工事 旭地区 6ヶ月 道路維持修繕工事 第2四半期 道路建設課

27 道路維持修繕工事（鉾田北地区） 指名競争入札 土木一式工事 鉾田北地区 6ヶ月 道路維持修繕工事 第2四半期 道路建設課

28 道路維持修繕工事（鉾田南地区） 指名競争入札 土木一式工事 鉾田南地区 6ヶ月 道路維持修繕工事 第2四半期 道路建設課

29 道路維持修繕工事（大洋地区） 指名競争入札 土木一式工事 大洋地区 6ヶ月 道路維持修繕工事 第2四半期 道路建設課
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30 管渠開削工事（その4） 一般競争入札 土木一式工事 鉾田地内他 7ヶ月
管渠布設工事　L=186m
舗装本復旧　　A=2,600㎡

第2四半期 下水道課

31 管渠開削工事（その5） 一般競争入札 土木一式工事 西台地内 8ヶ月 管渠布設工事　L=326m 第2四半期 下水道課

32 管渠開削工事（その6） 一般競争入札 土木一式工事 西台地内 7ヶ月 管渠布設工事　L=326m 第2四半期 下水道課

33 管渠開削工事（その7） 一般競争入札 土木一式工事 西台地内 8ヶ月 管渠布設工事　L=595m 第2四半期 下水道課

34 し尿処理施設機器点検整備工事 一般競争入札 清掃施設工事
白塚・大蔵地
内

4ヶ月 施設内機器点検及び交換一式 第2四半期 生活環境課

35 市営住宅長寿命化修繕工事 一般競争入札 建築一式工事 串挽地内 3ヶ月 屋根及び外壁塗装工　15棟 第2四半期 都市計画課

36 ワークプラザ施設改修工事 指名競争入札 建築一式工事 当間地内 5ヶ月 屋根・外壁等の改修 第2四半期 介護保険課

37 市道8-3100号線配水管布設替工事 一般競争入札 水道施設工事 安塚地内 3ヶ月 配水管布設工事L=125m 第2四半期 水道課

38 国道354号線配水管布設替工事 指名競争入札 水道施設工事 札地内 3ヶ月 配水管布設工事L=20m 第2四半期 水道課

39 県道茨城鹿島線配水管布設替工事 一般競争入札 水道施設工事 当間地内 6ヶ月 配水管布設工事　L=252m 第2四半期 水道課

40 市道8-4314号線配水管布設替工事 一般競争入札 水道施設工事 串挽地内 6ヶ月 配水管布設工事　L=84m 第2四半期 水道課

41 西台浄水場下水管等接続工事 指名競争入札 土木工事一式 塔ヶ崎地内 2ヶ月
下水道管接続工事
浄化槽撤去工事

第2四半期 水道課

42
防火水槽設置工事（再編交付金事業）
（その1）

指名競争入札 土木一式工事 常磐地内 3ヶ月 防火水槽設置工事 第3四半期 総務課

43
防火水槽設置工事（再編交付金事業）
（その2）

指名競争入札 土木一式工事 田崎地内 3ヶ月 防火水槽設置工事 第3四半期 総務課

44
防火水槽設置工事（再編交付金事業）
（その3）

指名競争入札 土木一式工事 東野地内 3ヶ月 防火水槽設置工事 第3四半期 総務課

45
防火水槽設置工事（再編交付金事業）
（その4）

指名競争入札 土木一式工事 舟木地内 3ヶ月 防火水槽設置工事 第3四半期 総務課

46 鉾田南中学校講堂兼体育館床改修工事 指名競争入札 建築一式工事 鉾田地内 2ヶ月 床改修塗装、コートライン等 第3四半期 教育総務課
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47 旭中学校講堂兼体育館床改修工事 指名競争入札 建築一式工事 造谷地内 2ヶ月 床改修塗装、コートライン等 第3四半期 教育総務課

48 旭北小学校プール修繕塗装工事 指名競争入札 建築一式工事 田崎地内 3ヶ月 プール周り壁・床等修繕塗装 第3四半期 教育総務課

49 井水ろ過機交換工事 一般競争入札 管工事 上幡木地内 3ヶ月 ろ過機交換工事 第3四半期 健康増進課

50 市道6-14号線舗装修繕工事 指名競争入札 舗装工事 串挽地内 4ヶ月 路上路盤再生工　L=200m 第3四半期 道路建設課

51 市道7-65号線舗装修繕工事 指名競争入札 舗装工事 下冨田地内 4ヶ月 路上路盤再生工　L=340m 第3四半期 道路建設課

52 大洋第６跨線橋修繕工事 一般競争入札 土木一式工事 上沢地内 4ヶ月 橋梁修繕工事　１橋 第3四半期 道路建設課

53 飯田地区農道整備工事 指名競争入札 土木一式工事 鹿田地内 4ヶ月 改良舗装工事　L=130m 第3四半期 道路建設課

54 ポンプ施設工事（その1） 一般競争入札 機械器具設置工事 西台地内 4ヶ月 ポンプ施設工事　N=1基 第3四半期 下水道課

55 ごみ焼却施設耐火物等補修整備工事 一般競争入札 清掃施設工事 串挽地内 4ヶ月
１号炉の耐火物補修及び施設
内の補修整備

第3四半期
鉾田クリーン
センター

56 鉾田橋管路耐震化工事 一般競争入札 水道施設工事 鉾田地内 3ヶ月 配水管布設工事　L=18m 第3四半期 水道課

注　１　 ここに掲載する内容は平成３０年４月１日現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていない
 　　　工事が発注される場合があります。

　　２ 　工期及び工事概要欄の数値は，公表時点の概算の見込み数量であり，公表後変更することもあります。


