
　下記内容は、予定価格が２５０万円を越えると見込まれる業務の公表時点での概要であり、今後変更となる場合があります。

入札 契約 入札の時期

方法 方法 契約締結時期）

1 4月当初 老人ホーム空調設置工事 字拓殖 ２ヶ月 管工 置型エアコン 4台及び壁付エアコン 4台 指名 請負 ４月 当初

計 4台設置

2 4月当初 交流促進センター周辺環境整備事業　 字常元 ３ヶ月 土木 ＲＶパーク 4台分及び遊歩道 49.2ｍ新設 指名 請負 ４月 当初

外構工事 吹付芝、公衆便所改修 一式

3 4月当初 置戸水泳プール漏水修繕工事 字置戸 ２ヶ月 管工 地下ＲＣ槽防水 30m2 指名 請負 ４月 当初

接続部及び外部排水配管調査・修繕 一式

4 4月当初 秋田地区住民センター屋根改修工事 字秋田 ２ヶ月 建築 屋根塗装 810㎡、一部東側板金張替 101㎡ 指名 請負 ４月 当初

木窓防腐塗装、基礎水切塗装 一式

5 4月当初 境野高台地区水道管取替工事 字境野 ４か月 管工 町道第１境界線外　L=868ｍ 指名 請負 ４月 当初

6 4月当初 置戸小学校舞台吊物装置取替工事 字置戸 ２ヶ月 建築 各バトン装置、三つ折緞帳装置 指名 請負 ５月 当初

各吊物ワイヤー固定吊金物　更新

7 4月当初 社会資本総合交付金事業 字置戸 ５ヶ月 建築 新光団地　H11～H13建設　7棟14戸 指名 請負 ６月 当初

町営住宅外壁等改修工事 ストック改善　長寿命化改修

8 4月当初 置戸小学校屋根改修工事 字置戸 ３ヶ月 建築 校舎棟 勾配屋根張替 451㎡及び塗装260㎡ 指名 請負 ６月 当初

塩ビシート防水一部張替 128㎡

9 4月当初 境野高台地区給水管付設工事 字境野 ５か月 管工 給水管布設　L=305ｍ 指名 請負 ６月 当初

10 4月当初 流雪溝水位計修繕 字置戸 ５か月 電気 水位計　２基 指名 請負 ６月 当初

11 4月当初 町道秋田留辺蘂線改修工事 字置戸 ４か月 土木 擁壁改修　１式 指名 請負 ６月 当初

12 4月当初 交流促進センター周辺環境整備事業　 字常元 ４ヶ月 電気 農村公園内 各施設 Wi-Fi環境整備 一式 指名 請負 ７月 当初

光配線整備工事

令和４年度　工事発注見通し一覧表

（下段は変更後）

№
変更月日

公表月日
工　　　事　　　名 業務場所

(契約後)
備　考

期　間
種　別 工　事　概　要 （随契の場合はのの



　下記内容は、予定価格が２５０万円を越えると見込まれる業務の公表時点での概要であり、今後変更となる場合があります。

入札 契約 入札の時期

方法 方法 契約締結時期）

令和４年度　工事発注見通し一覧表

（下段は変更後）

№
変更月日

公表月日
工　　　事　　　名 業務場所

(契約後)
備　考

期　間
種　別 工　事　概　要 （随契の場合はのの

13 4月当初 養護老人ホーム避難経路改修工事 字拓殖 ３ヶ月 建築 非常階段・鉄骨庇塗装 471㎡ 指名 請負 ７月 当初

土間左官補修 140㎡　外

14 4月当初 秋田浄水場計装設備取替工事 字秋田 ８か月 電気 秋田浄水場計装設備取替　１式 指名 請負 ７月 当初

15 4月当初 常盤地区営農用水施設設備改修工事 字常盤 ８か月 電気 営農用水施設設備改修　１式 指名 請負 ７月 当初

16 4月当初 旧勝山寿の家解体工事 字勝山 ２ヶ月 建築 木造平屋建　187.65㎡　解体 指名 請負 ８月 当初

建材アスベスト撤去処分 一式

17 4月当初 地域福祉センター厨房空調更新工事 字置戸 ２ヶ月 管工 厨房　集中管理空調設備更新 一式 指名 請負 ９月 当初

18 4月当初 橋梁長寿命化修繕工事（日の出橋） 字勝山 ６か月 土木 橋梁修繕　１橋 指名 請負 ９月 当初

19 4月当初 置戸川南境野線舗装修繕工事 字置戸 ３か月 土木 舗装修繕　L=600ｍ、W=5.5ｍ 指名 請負 ９月 当初

20 4月当初 置戸地区排水管移設工事 字置戸 ３か月 土木 排水管移設　L=50ｍ 指名 請負 ９月 当初

21 4月当初 碧水川連結ブロック改修工事 字豊住 ３か月 土木 連結ブロック改修　L=15ｍ 指名 請負 １１月 当初


