
令和5年度　発注予定工事等一覧［当初］

工事(委託業務) 工期

場　　　　所 (ヶ月)

1 林業 岩清水地区町有林人工造林事業 岩清水
A=10.00ha
カラマツ植栽　18,500本（1,850本/ha）
植え付け（苗間1.8m、列間1.8m）

4月上 3 指名・入札 森林整備

2 林業 古岸地区町有林人工造林事業 古岸
A=10.41ha
カラマツ植栽　19,410本（1,850本/ha）
植え付け（苗間1.8m、列間1.8m）

4月上 3 指名・入札 森林整備

3 舗装 町道舗装補修工事 町内一円 施工面積　A=1,400ｍ2　舗装補修 4月上 7 指名・入札 舗装

4
区画
線

町道区画線工事 市街地外 施工延長　L=3,000ｍ 4月上 3 指名・入札 区画線

5 委託 町道沿道支障木伐採業務委託 東泊津外
業務箇所　N=5路線　万世今野肥田線、明和石井高野線、東
泊津線、村田泊津線、　　元神部町有牧野芽呂線

4月上 3 指名・入札 土木B・C

6 土木 軽種馬共同育成場線湧水処理工事 節婦町 施工延長　L=10m　　根継工 4月上 3 指名・見積 土木C

6件

7 土木
令和4年災第149号　準用河川芽呂川A箇所地先河
川災害復旧工事

美宇 復旧延長　Ｌ=32.6ｍ　連節ﾌﾞﾛｯｸ工　根固工 4月下 4 指名・入札 土木A・B

8 土木
令和4年災第160号　準用河川里平川H箇所地先河
川災害復旧工事

里平
復旧延長　Ｌ=46.0ｍ　連節ﾌﾞﾛｯｸ工　かごマット工　（標準・多
段）

4月下 4 指名・入札 土木A・B

9 土木
令和4年災第227号　準用河川比宇川B箇所地先河
川災害復旧工事

美宇 復旧延長　Ｌ=56.0ｍ　連節ﾌﾞﾛｯｸ工　ブロック護岸工 4月下 4 指名・入札 土木A・B

10 土木
令和4年災第231号　準用河川比宇川F箇所地先河
川災害復旧工事

太陽 復旧延長　Ｌ=134.6ｍ　連節ﾌﾞﾛｯｸ工　かごマット工（標準） 4月下 4 指名・入札 土木A・B

11 土木
令和4年災第233号　準用河川比宇川H箇所地先河
川災害復旧工事

太陽 復旧延長　Ｌ=128.3ｍ　連節ﾌﾞﾛｯｸ工　かごマット工（標準） 4月下 4 指名・入札 土木A・B

12 土木
令和4年災第235号　準用河川比宇川J箇所地先河川
災害復旧工事

太陽 復旧延長　Ｌ=103.6ｍ　連節ﾌﾞﾛｯｸ工　ブロック護岸工 4月下 4 指名・入札 土木A・B

13 土木
令和4年災第239号　　　普通河川杉田川日高牧場地
先河川災害復旧工事

太陽 復旧延長　Ｌ=127.2ｍ　連節ﾌﾞﾛｯｸ工 4月下 4 指名・入札 土木A・B

14 土木 新冠町コタン空間施設整備工事 高江
施工面積　A=214m2　舗装工　A=82m2　墓石設置　N=1基　縁
石工　L=77m　植生工　A=140m2

4月下 5 指名・入札 土木A・B

15 土木 東泊津新冠線東泊津1号橋橋梁長寿命化修繕工事 西泊津 施工延長　L=6.34m　伸縮装置取替・根継工 4月下 5 指名・入札 土木A・B

16 建築 新冠温泉 本館客室内装更新工事 西泊津
本館客室内装改修(床、壁、天井の張替え)、既設スイッチ及びｺﾝｾﾝﾄ
の更新、ベッド付近へのコンセント増設、既設ｴｱｺﾝの洗浄・清掃

4月下 5 指名・入札 建築A・B

17 水道 ストックマネジメント計画策定業務委託 下水道区域内機械・電気設備の次期長寿命化及び更新計画 4月下 9 指名・入札 下水道設計

18 委託 万世清水の沢B小規模治山事業調査設計業務委託 万世 渓間工　測量業務　一式　設計業務　一式 4月下 4 指名・入札 設計（治山）

19 建築 レ・コード館 館内加圧給水ポンプ・温水ポンプ更新工事 中央町
レ・コード館　館内の冷温水ポンプの更新工事。令和4年度から
令和6年度までの3か年計画

4月下 5 指名・入札 設備

20 建築 レ・コード館 空調機設備修繕工事 中央町 レ・コード館 AC-4空調機コイルの修繕工事一式 4月下 3 指名・入札 設備
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【公表用】

※随意契約は除いています。
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21 土木 夕日ヶ丘２号支線道路流末排水処理工事 西泊津 施工延長　L=60m　側溝工　擁壁工　植生工 4月下 3 指名・入札 土木B・C

22 舗装 新冠堤防線道路舗装補修工事 北星町 施工面積　Ａ=  400ｍ2(3cm)　舗装補修 4月下 2 指名・見積 舗装

23 水道 泉若園配水池水位計更新工事 若園 水位計圧力センサー　N=１箇所 4月下 4 指名・見積 水道機械

24 建築 新冠温泉　テラス柵ほか改修工事 西泊津
既設木製テラスの全面改修、再生木材Mウッド使用　テラスデッ
キ設置一式工事

4月下 4 指名・入札 建築A・B

25 建築 新冠温泉　宿泊棟ロビー鋼製建具改修工事 西泊津
既存鋼製建具をバリアフリー対応の開口部を設けた建具への
取替工事、付帯内外装工事　一式

4月下 3 指名・見積 建築B

19件

26 土木
令和4年災第228号　準用河川比宇川C箇所地先河
川災害復旧工事

美宇 復旧延長　Ｌ=155.1ｍ　連節ﾌﾞﾛｯｸ工 5月上 5 指名・入札 土木A・B

27 土木
令和4年災第236号　準用河川比宇川K箇所地先河
川災害復旧工事

太陽
復旧延長　Ｌ=155.2ｍ　連節ﾌﾞﾛｯｸ工　コンクリートブロック工
根固工　排水工

5月上 5 指名・入札 土木A・B

2件

28 土木
令和4年災第152号　準用河川芽呂川D箇所地先河
川災害復旧工事

美宇 復旧延長　Ｌ=30.3ｍ　連節ﾌﾞﾛｯｸ工 5月下 4 指名・入札 土木A・B

29 土木
令和4年災第156号　準用河川里平川D箇所地先河
川災害復旧工事

里平 復旧延長　Ｌ=60.0ｍ　連節ﾌﾞﾛｯｸ工 5月下 4 指名・入札 土木A・B

30 土木
令和4年災第158号　準用河川里平川F箇所地先河
川災害復旧工事

里平 復旧延長　Ｌ=47.5ｍ　連節ﾌﾞﾛｯｸ工 5月下 4 指名・入札 土木A・B

31 土木
令和4年災第238号　準用河川比宇川M箇所地先河
川災害復旧工事

太陽 復旧延長　Ｌ=87.8ｍ　連節ﾌﾞﾛｯｸ工　根固工 5月下 4 指名・入札 土木A・B

32 土木 新冠小学校　駐車場整備工事 中央町
施工面積　A=324m2　舗装工　A=324m2　転落防止柵　L=45m
縁石工　L=40m　区画線工　L=186m

5月下 4 指名・入札 土木A・B

33 建築 汐見団地解体撤去工事 本町
昭和４７年建築　公営改良住宅　3棟12戸　構造：コンクリーブロック造　床面積　Ａ＝169.4
㎡×3解体一式、付属物置6棟12戸 構造：木造　床面積Ａ＝6.62㎡×6棟解体一式 5月下 3 指名・入札 建築A・B

34
下水
道

中央町№3マンホールポンプ所外電気設備更新改築工事 中央町外 中央町町№3、高江№1,2,3,4、節婦№1　警報通報装置更新 5月下 8 指名・入札 電気

35 水道 本町・中央町地区配水管更新工事 本町・中央町 φ150配水ポリエチレン管 L=50ｍ 分水工 N=３箇所 5月下 11 指名・入札 水道A・B

36 水道 メーター器交換取付工事（１工区）
本町、中央
町、北星町

全88個　φ13mm　77個、φ20mm　9個、φ50mm　1個、
φ75mm　1個

5月下 7 指名・入札 水道A・B

37 水道 メーター器交換取付工事（２工区）
東町、節婦
町、高江

全97個　φ13mm　77個、φ20mm　13個、φ25mm　5個、
φ30mm　1個、φ40mm　1個

5月下 7 指名・入札 水道A・B

38 水道 メーター器交換取付工事（３工区）
高江、朝日、
大富、万世

全92個　φ13mm　32個、φ20mm　50個、φ25mm　7個、
φ40mm　3個

5月下 7 指名・入札 水道A・B

39 水道 メーター器交換取付工事（４工区）

西泊津、東泊
津、緑丘、古岸、
若園、泉、太陽、
美宇、東川

全69個　φ13mm　25個、φ20mm　30個、φ25mm　8個、φ
30mm　1個、φ40mm　3個、φ50mm　1個、φ７５mm　1個

5月下 7 指名・入札 水道A・B

5月上旬　計

4月下旬　計

【公表用】

※随意契約は除いています。
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40 林業 岩清水地区町有林下刈事業 岩清水
A=25.18ha
筋刈2回刈

5月下 3 指名・入札 森林整備

41 委託 橋梁長寿命化設計業務委託 節婦町 施工箇所　N=1橋　節婦小橋（車） 5月下 7 指名・入札 設計

42 委託 橋梁点検業務委託 町内一円 施工箇所　N=14橋 5月下 7 指名・入札 設計

43 林業 古岸地区町有林下刈事業 古岸
A=18.39ha
筋刈2回刈

5月下 3 指名・入札 森林整備

44 土木 大狩部本郷井旗線本郷地先法面補修工事 大狩部 施工延長　L=10m　　盛土　側溝工　法面工 5月下 3 指名・入札 土木B・C

45 土木 美宇牧野藤原線ノースヒルズ地先流末排水補修工事 美宇 施工箇所　N=1箇所　側溝工　集水桝工　ふとんかご 5月下 3 指名・入札 土木B・C

46 土木 受乞右の沢川共栄浄水場地先護岸補修工事 共栄 施工延長　L=20m　　護岸工（ふとんかご） 5月下 3 指名・入札 土木B・C

47 土木 草野川草野地先護岸補修工事 古岸 施工延長　L=20m　　護岸工（ふとんかご） 5月下 3 指名・入札 土木B・C

48 舗装 東泊津線・村田泊津線道路舗装補修工事 東泊津 施工面積　Ａ=  400ｍ2(3cm)　舗装補修 5月下 3 指名・入札 舗装

49 建築 スポーツセンター小体育館　窓撤去工事 中央町
スポーツセンター小体育館の窓38か所についてガラスを撤去し、アル
ミ断熱板を施工する。引き違い窓４か所　端部採光窓６か所不施工。

5月下 3 指名・入札 建築A・B

50 委託 簡易水道漏水調査業務委託
簡易水道区
域内

調査延長L=14ｋｍ 5月下 6 指名・入札 漏水調査業者

51 建築 新冠小学校　うさぎ小屋解体撤去工事 中央町 木造平屋建てうさぎ小屋解体工事　延べ床面積　A=33.21m2 5月下 2 指名・見積 建築B

52 委託 林道路側草刈委託業務 町内一円
A=61,330m2（全刈1回刈）
林道総延長26,765m×刈幅2.0m=53,530m2
車道部分2,600m×刈幅3.0m=7,800m2

5月下 3 指名・見積 林道草刈

25件

53 建築 ひがつら団地 外部改修工事 東町
長寿命化工事　屋根張替え　軒先ｶﾞﾙﾊﾞ巻込み　外壁発泡断
熱材付角波ｶﾞﾙﾊﾞ張替え

6月下 4 指名・入札 建築A・B

54
下水
道

高江№４マンホールポンプ所外汚水ポンプ長寿命化工事 高江・節婦町 高江町№4　節婦№1　汚水ポンプ　4基　長寿命化 6月下 7 指名・入札 下水道機械

55 土木 東町避難階段補修工事 東町
施工延長　L=69.6m　擬木階段　N=165段　待避場設置　N=2
箇所

6月下 3 指名・入札 土木A・B

56 舗装 共栄４号線道路舗装工事 共栄 施工延長　L=172m　W=3.5m　舗装工A=602m2 6月下 3 指名・入札 舗装

57 土木 元神部川庄野地先河床洗掘防止対策工事 東川 施工箇所　N=3箇所　護床工（捨石）V=153m3 6月下 3 指名・入札 土木B・C

58 土木 元神部川元神部橋地先護岸補修工事 東川 施工箇所　N=2箇所　打ち止め壁増厚 6月下 4 指名・入札 土木B・C

59 土木 町道危険箇所道路附帯施設設置工事 西泊津外
施工箇所　N=４路線　路線名板N=2基、道路反射鏡Ｎ=1基（2
枚）、警戒標識N=2基

6月下 3 指名・入札 土木B・C

60 建築 新冠町コタン空間施設整備工事その2 高江 納骨堂解体　一式 6月下 2 指名・入札 建築A・B

5月下旬　計

【公表用】

※随意契約は除いています。
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61 建築 特殊建築物定期調査報告業務委託
東町・本町・北星町・中
央町・西泊津・高江 新冠町管理の建築物についての定期検査 6月下 3 指名・入札 測量調査６社

62 水道 消火栓更新工事 東町・中央町 消火栓更新　２基 6月下 4 指名・見積 水道B

63 土木 トマチャナイ川鷹嘴地先護岸補修工事 泉 施工延長　L=10m　　護岸工　護床工 6月下 3 指名・見積 土木C

11件

64 土木 アクマップ川サンローゼン地先護岸補修工事 明和 施工延長　L=10m　　根継工 7月下 3 指名・入札 土木B・C

65 土木 比宇一号川太陽１号橋地先河床洗掘防止対策工事 太陽 施工箇所　N=2箇所　護床工（捨石）V=60m3 7月下 3 指名・見積 土木C

2件

66 土木 万世清水の沢B小規模治山工事 万世 渓間工　谷止工　N=1基 8月下 5 指名・入札 土木A・B

67 土木 明和地区明渠排水柳谷地先排水路整備工事 明和
施工延長　L=139.7m　水路工（V800）　集水桝（1600型　現場
打桝3600型)

8月下 4 指名・入札 土木A・B

68 林業 古岸地区町有林間伐事業 古岸
A=16.19ha
定性間伐

8月下 3 指名・入札 森林整備

69 林業 若園地区町有林地拵事業 若園
A=7.97ha
筋刈地拵（刈幅3.0m、置幅3.0m）

8月下 3 指名・入札 森林整備

70 林業 緑丘地区町有林地拵事業 緑丘
A=8.00ha
筋刈地拵（刈幅3.0m、置幅3.0m）

8月下 3 指名・入札 森林整備

71 土木 節婦川護岸保護工事 節婦町 施工延長　L=20m　　擁壁工 8月下 4 指名・入札 土木B・C

6件

72 土木 比宇川河道内整備工事 美宇 施工延長　L=1,200m　河床整理（支流橋～三宅地先） 10月下 4 指名・入札 土木A・B

73 土木 チョリバライ川河道内整備工事 朝日 施工延長　L=1,100m　河床整理 10月下 4 指名・入札 土木B・C

74 土木 緑二号川護岸補修工事 緑丘 施工延長　L=30m　　護岸工 10月下 3 指名・入札 土木B・C

3件

74件

8月下旬　計

10月下旬　計

合計

6月下旬　計

7月下旬　計

【公表用】

※随意契約は除いています。


