
令和4年4月公表

№ 工事名 工事場所 工期 工事種別 概要 発注時期 発注課
条件付き一般
競争入札対象

1 大坊小学校トイレ洋式化改修工事 岩館 約3ヶ月 管 トイレ改修：和式６基→洋式４基 令和4年5月 学校教育課 ●

2 平川市立碇ヶ関小中学校グラウンド整備工事 碇ヶ関 約6ヶ月 土木
土木一式、舗装工（グラウンド舗装）一式、排水構造物工一
式　他 令和4年5月 学校教育課 ●

3 市道碇ヶ関鯨森三笠山線他歩道新設工事 碇ヶ関 約6ヶ月 土木
土木一式、舗装工一式、縁石工一式、排水構造物工一式
他 令和4年5月 学校教育課 ●

4 平川市立碇ヶ関小学校校舎及び体育館解体工事 碇ヶ関 約9ヶ月 解体 建物面積5,080㎡ 令和4年6月 学校教育課 ●

5 平川市立平賀東中学校大規模改修工事 新館 約16ヶ月 建築 平川市立平賀東中学校の改修工事 令和4年6月 学校教育課 ●

6 平川市立碇ヶ関小中学校駐車場整備工事 碇ヶ関 約9ヶ月 土木 土木一式、舗装工一式、排水構造物工一式　他 令和4年6月 学校教育課 ●

7 金田小学校プール解体工事 南田中 約4ヶ月 解体 解体工事一式 令和4年8月 学校教育課 ●

8 平賀西中学校部室棟改築工事 大光寺 約4ヶ月 建築
約60㎡　プレハブ新設
約92.34㎡　旧部室棟解体含む 令和4年8月 学校教育課 ●

9 苗生松多目的集会施設改修工事 苗生松 約5ヶ月 建築 改修工事　Ｎ＝１式 令和4年7月 建築住宅課 ●

10 光城コミュニティセンター外壁修繕工事 光城 約3ヶ月 建築 外壁修繕工事　Ｎ＝１式 令和4年7月 建築住宅課 ●

11 高木会館空気調和設備修繕工事 高木 約3ヶ月 管 設備修繕工事　Ｎ＝１式 令和4年5月 建築住宅課 ●

12 本庁舎解体工事 柏木町 約12ヶ月 解体
RC造５階　A=5,048㎡
上屋解体一式、アスベスト除去一式 令和4年6月 建築住宅課 ●

13 健康センター改修工事 柏木町 約12ヶ月 建築
センター棟 RC造2階　A=2,923㎡
車庫棟　S造平屋　A=515㎡
建築改修一式、電気設備改修一式、機械設備改修一式

令和4年6月 建築住宅課 ●

14 松原橋橋梁補修工事 碇ヶ関 約7ヶ月 土木 施工橋長　L=55.5ｍ 令和4年8月 建設課 ●

15 長瀞橋橋梁補修工事 碇ヶ関久吉 約7ヶ月 土木 施工橋長　L=43.9ｍ 令和4年5月 建設課 ●

16 柏木町柳田広田橋橋梁補修工事 柏木町 約6ヶ月 土木 施工橋長　L=15.4ｍ 令和4年8月 建設課 ●

17 本町富岡南柳田1号橋橋梁補修工事 本町 約6ヶ月 土木 施工橋長　L=15.4ｍ 令和4年8月 建設課 ●

18 新山国道線防雪柵設置工事 新山 約7ヶ月 土木
施工延長　L=121.0ｍ
防雪柵設置工　L=121.0ｍ 令和4年5月 建設課 ●

19 唐竹石倉阿蘇嶽線舗装新設工事 唐竹 約4ヶ月 土木
施工延長L=350.0ｍ
舗装工A=1750㎡　路盤工A=1750㎡ 令和4年5月 建設課 ●

◆令和4年度　工事発注予定表（建設工事）　
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20 町居広船線道路改良工事 町居・尾崎 約5ヶ月 土木
施工延長L=150.0ｍ
側溝工L=150.0ｍ 令和4年6月 建設課 ●

21 柏木町東田18号線道路改良工事 柏木町 約5ヶ月 土木
施工延長L=47.0ｍ
側溝工L=94.0ｍ　舗装工A=366.6㎡ 令和4年7月 建設課 ●

22 原富松下線道路改良工事 尾上 約5ヶ月 土木
施工延長L=150.0ｍ
側溝工L=300.0ｍ　舗装工A=840.0㎡ 令和4年5月 建設課 ●

23 新館藤山東山線側溝整備工事 新館 約4ヶ月 土木
施工延長L=60.0ｍ
側溝工L=60.0ｍ　舗装工A=54.0㎡ 令和4年4月 建設課 ●

24 切明誉田邸1号線道路付帯工事 切明 約6ヶ月 土木
施工延長　L=70.0ｍ
落石防護柵設置工　L=70.0ｍ 令和4年6月 建設課 ●

25 原田大坊線側溝整備工事 大坊 約5ヶ月 土木
施工延長L=133.0ｍ
側溝工L=133.0ｍ　舗装工A=120.0㎡ 令和4年7月 建設課 ●

26 南田中新屋町線側溝整備工事 南田中 約3ヶ月 土木
施工延長L=50.0ｍ
側溝工L=50.0ｍ　舗装工A=55.0㎡ 令和4年6月 建設課 ●

27 本町平野新館線側溝整備工事 本町 約5ヶ月 土木
施工延長L=151.8ｍ
側溝工L=151.8ｍ　舗装工A=455.4㎡ 令和4年4月 建設課 ●

28 新館藤山町居線側溝整備工事 新館 約4ヶ月 土木
施工延長L=58.0ｍ
側溝工L=58.0ｍ　舗装工A=52.2㎡ 令和4年5月 建設課 ●

29 柏木町藤山２号線歩道整備工事 柏木町 約6ヶ月 土木
施工延長L=140.0ｍ
側溝工L=140.0ｍ　舗装工A=420.0㎡ 令和4年9月 建設課 ●

30 尾上小和森線歩道整備工事 荒田 約5ヶ月 土木
施工延長L=70.0ｍ
擁壁工L=30.0ｍ　舗装工A=150.0㎡ 令和4年5月 建設課 ●

31 西猿賀高木線防護柵設置工事 猿賀 約4ヶ月 土木
施工延長L=220.0ｍ
転落防止柵設置工L=220.0ｍ 令和4年6月 建設課 ●

32 岩館猿賀線舗装補修（１工区）工事 猿賀 約4ヶ月 舗装 舗装打替　L=500.0ｍ 令和4年5月 建設課 ●

33 荒田新屋線舗装補修工事 荒田 約4ヶ月 舗装 舗装打替　L=440.0ｍ 令和4年5月 建設課 ●

34 岩館猿賀線舗装補修（２工区）工事 大光寺 約3ヶ月 舗装 切削オーバーレイ　L=400.0ｍ 令和4年7月 建設課 ●

35 尾上追子野木線舗装補修工事 尾上 約3ヶ月 舗装 切削オーバーレイ　L=400.0ｍ 令和4年7月 建設課 ●

36 広船広沢小国線雑木伐採 広船 約3ヶ月 土木 施行延長L＝150.0ｍ　雑木伐採　N=1.0式 令和4年9月 建設課 ●

37 岩館猿賀線防雪柵張出・収納（１工区）工事 大光寺外 約5ヶ月 とび・土工・コンクリート 防雪柵の張出・収納　L=1019.0ｍ 令和4年10月 建設課 ●

38 葛川平六沢上地区排水路法面整備工事 葛川 約4ヶ月 土木 土工、かご護岸工L=60m、工事用道路工A=65㎡、水替工 令和4年9月 建設課 ●
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39 林道古懸線１号橋橋梁補修工事 碇ヶ関古懸 約4ヶ月 土木 橋梁補修工事　N=1式 令和4年9月 農林課 ●

40 津根川森牧野避難舎改修工事 切明 約3ヶ月 建築 避難舎の改修工事一式 令和4年4月 農林課 ●

41 もてなしロマン館空調設備更新工事 猿賀 約6ヶ月 管
空調設備更新　N=9台
機械設備工事一式、電気設備工事一式、建築工事一式 令和4年9月 商工観光課 ●

42 尾上消防屯所改修工事 尾上 約6ヶ月 建築 建築、電気設備、機械設備の改修 令和4年6月 総務課 ●

43 李平機械置場改修工事 李平 約4ヶ月 建築 建築、電気設備、機械設備の改修 令和4年7月 総務課 ●

44 原田地区防火水槽新設工事 原田 約3ヶ月 土木 防火水槽新設（40㎥） 令和4年7月 総務課 ●

45 本庁舎防火水槽新設解体工事 柏木町 約7ヶ月 土木
防火水槽新設（100㎥）
既存防火水槽撤去（100㎥） 令和4年5月 総務課 ●

46 葛川支所・葛川診療所トイレ改修工事 葛川 約3ヶ月 管

葛川支所・葛川診療所トイレ改修(和式4基→洋式3基)、葛川
診療所男子トイレ内装改修(多目的トイレ化)
改修建築工事一式、改修電気設備工事一式、改修機械設備
工事一式

令和4年4月 葛川支所 ●

47 碇ヶ関公民館地下タンクライニング工事 碇ヶ関 約2ヶ月 塗装 地下タンク　6000ℓ　内面FRPコーティング 令和4年6月 碇ヶ関公民館 ●

48 ひらかわドリームアリーナ駐車場整備工事 町居 約8ヶ月 土木
舗装工8,690㎡
道路土工80.0m 令和4年5月 スポーツ課 ●

49 ひらかドーム多目的広場遊具修繕工事 新館 約2ヶ月 造園 エントリーデッキ木部交換等 令和4年5月 スポーツ課 ●

50 ひらかプール床暖房ヘッダー交換工事 新館 約3ヶ月 管 ヘッダー交換、不凍液補充等 令和4年6月 スポーツ課 ●
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