
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指名競争
入札

随意契約
第１四半期
4～6月

第２四半期
7～9月

第３四半期
10～12月

第４四半期
1～3月

総務課
大栄農村環境改善センター外壁及び防
水改修工事

北栄町由良宿 3か月
劣化している外壁、屋根の
改修工事

建築 ○ ○ 45,804

産業振興課
道の駅北条公園建築物解体工事（１工
区）

北栄町国坂 5か月
道の駅北条公園建築物１
棟の解体工事

建築 ○ ○ 25,663

産業振興課
道の駅北条公園建築物解体工事（2工
区）

北栄町国坂 5か月
道の駅北条公園建築物３
棟の解体工事

建築 ○ ○ 79,651

生涯学習課 大栄野球場防球ネット張替工事 北栄町由良宿 5か月
大栄野球場の防球ネットを
全面張り替える工事

土木 ○ ○ 3,962

教育総務課 大栄中学校体育館等改修工事 北栄町由良宿 5か月
体育館の屋根防水・外壁・
建具の改修及びｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾗ
ﾊﾞｰﾄﾗｯｸ等の改修工事

建築 〇 〇 106,864

教育総務課 大栄小学校校門移設工事 北栄町由良宿 3か月 校門の移設工事 土木 〇 〇 5,200

教育総務課
北条中学校多目的ホール照明LED化
工事

北栄町土下 ３か月
既設水銀灯２２基をLED
照明に取り替える工事

電気 〇 〇 4,917

生涯学習課 ほくほくプラザ全館照明LED化工事 北栄町大島 3か月 館内照明のLED化工事 電気 〇 〇 5,940

生涯学習課 ほくほくプラザ別館エアコン更新工事 北栄町大島 3か月 別館エアコンの更新工事 電気 〇 〇 9,020

地域整備課 配水管改良工事（さつきヶ丘工区） 北栄町下神 ４か月 HPPEφ100　L=300m 上水 ○ 〇 15,609

地域整備課 配水管改良工事（下神工区） 北栄町下神 ５か月 DCIPφ200　L=350m 上水 ○ 〇 25,833

地域整備課 配水管改良工事（由良宿工区） 北栄町由良宿 ４か月 DCIPφ250　L=150m 上水 ○ 〇 11,979

地域整備課 上水道舗装復旧工事 江北外 ４か月 舗装修繕 アスファルト ○ 〇 22,000

地域整備課 下水道マンホール修繕工事（瀬戸5） 北栄町瀬戸 3ヶ月 ＭＨ更生　　2ヶ所 下水 ○ ○ 8,000

地域整備課 町道東園村中道線側溝改良工事 北栄町東園 ５ヶ月 側溝改良　L=400ｍ 土木一般 ○ 〇 30,000

地域整備課 町道西園道線道路改良工事 北栄町西園 6ヶ月 道路改良　L=90ｍ 土木一般 ○ 〇 15,000

地域整備課 町道大縄手線防護柵設置工事 北栄町由良宿 ５ヶ月 防護柵設置　L=120m 土木一般 ○ 〇 6,000

地域整備課 町道育英東線道路修繕工事 北栄町由良宿 ５ヶ月 道路改良　L=130ｍ 土木一般 ○ 〇 30,000

地域整備課 町道みどり江北線道路改良工事 北栄町江北 6ヶ月 道路改良　L=50ｍ 土木一般 ○ 〇 10,000

　令和４年度発注見込みの建設工事について

●　公表日：令和４年４月28日

●　令和４年４月～令和５年３月に各担当課で発注予定の２５０万円以上の工事

●　公表内容は、公表時点での見込みであり、公表後に変更することがあります。

担当課 工事名称（仮称） 場　　所 予定工期 工　事　概　要
工事発注
種　別

入札及び 入　　札　　時　　期（予定）
予算額
（千円）

契約の方法 上　半　期 下　半　期



指名競争
入札

随意契約
第１四半期
4～6月

第２四半期
7～9月

第３四半期
10～12月

第４四半期
1～3月

担当課 工事名称（仮称） 場　　所 予定工期 工　事　概　要
工事発注
種　別

入札及び 入　　札　　時　　期（予定）
予算額
（千円）

契約の方法 上　半　期 下　半　期

地域整備課 町道米里北尾線道路改良工事 北栄町米里 10ヶ月 道路改良　L=200ｍ 土木一般 ○ 〇 45,000

地域整備課 町道松神国坂線舗装工事（松神２工区） 北栄町松神 3ヶ月 舗装復旧　L=400m アスファルト ○ ○ 35,000

地域整備課
勤労者体育センター法面改修工事（２
工区）

北栄町由良宿 4ヶ月 仮設工　１式 土木一般 ○ ○ 7,000

地域整備課 町道六尾大谷線（１工区）舗装修繕工事 北栄町大谷外 ５ヶ月 舗装修繕　L=700m アスファルト ○ 〇 21,000

地域整備課 町道下神松神線外　舗装修繕工事 北栄町松神外 ５ヶ月 舗装修繕　L=600m アスファルト ○ 〇 25,000

地域整備課 町道砂丘畑縦貫線外　舗装修繕工事 北栄町東園外 ５ヶ月 舗装修繕　L=500m アスファルト ○ 〇 25,000

地域整備課 駅南歩道橋橋梁補修工事 北栄町由良宿 6ヶ月 橋梁補修　１式 土木一般 ○ 〇 22,000

地域整備課 西の橋橋梁補修工事 北栄町西園 ３ヶ月 橋梁補修　１式 土木一般 ○ 〇 2,500

地域整備課 松垣橋橋梁補修工事 北栄町下種 ５ヶ月 橋梁補修　１式 土木一般 ○ 〇 10,000

産業振興課 31-201（曲1）農道災害復旧工事 北栄町曲 6か月 農道復旧工事　一式 土木一般 ○ 〇 13,568

産業振興課 31-202（曲3）農道災害復旧工事 北栄町曲 5か月 農道復旧工事　L=11m 土木一般 ○ 〇 5,121

産業振興課 31-203（妻波1）農道災害復旧工事 北栄町妻波 5か月 農道復旧工事　L=9m 土木一般 ○ 〇 2,949

産業振興課 31-204（妻波4）農道災害復旧工事 北栄町妻波 5か月 農道復旧工事　一式 土木一般 ○ 〇 2,901

教育総務課 大誠こども園空調機改修工事 北栄町瀬戸 6か月 空調機の全館改修工事 電気 〇 〇 35,200

教育総務課 大誠こども園給湯機取替工事 北栄町瀬戸 4か月 給湯器の取替工事 管 〇 〇 5,093

教育総務課 大誠こども園照明修繕工事 北栄町瀬戸 ４か月
照明基盤交換工事（LED
化）

電気 〇 〇 3,877

教育総務課
由良こども園遊戯室空調設備設置工事
（繰越）

北栄町由良宿 4か月
遊戯室に空調機を新設す
る工事

電気 〇 〇 12,210

観光交流課 北条オートキャンプ場トイレ洋式化工事 北栄町田井 6か月 トイレを洋式化する工事 建築 〇 〇 2,805

総務課 大栄サブセンターUPS交換工事 北栄町由良宿 12ヵ月 保守切れに伴う機器交換 電気通信 ○ ○ 4,070

総務課
一般国道9号北栄町下神地区地下管路
新設工事

北栄町下神 12ヵ月 光ケーブル埋設工事 電気通信 ○ ○ 14,000

計 755,736


