
※入札・契約の方法は設計金額の変動により変更することがあります。
※予算の都合上発注を取りやめることがあります。

番
号

工事名 工事場所 工期
工事の種

類
概　　　　　要

入札・契約
の方法※

発注時期 担当課

1
長富１号線(長富橋)本道路
設置工事

大字長富地内 約11ヶ月 土木一式
道路改良工　L=143ｍ
橋面舗装一式、河道掘削一式、舗装工
一式、築堤・護岸工一式

一般競争入札 令和4年4月 土木課

2
田川地区排水路整備7工区
工事

大字田川地内 約3ヶ月 土木一式 施工延長　L=65.9m 指名競争入札 令和4年5月 土木課

3
金木庁舎建設（外構３期）工
事

金木町朝日山地内 約5.5ヶ月 土木一式
土工一式、擁壁工一式、側溝工一式、路盤
工一式、舗装工一式、安全柵一式、照明灯
柱一式、単独浄化槽撤去工一式

一般競争入札 令和4年5月 管財課

4 川山8号線外道路整備工事 大字川山地内 約6ヶ月 土木一式 排水構造物工　L=146.0m 指名競争入札 令和4年6月 土木課

5
中崎幹線(中崎橋)護岸設置
工事

大字毘沙門地内 約9ヶ月 土木一式
護岸工　L=26ｍ
法面護岸工一式、旧橋橋脚撤去一式

一般競争入札 令和4年6月 土木課

6
沖飯詰地区排水路整備2工
区工事

大字沖飯詰地内 約4ヶ月 土木一式 施工延長　L=112.0m 指名競争入札 令和4年8月 土木課

7
田園町地区排水路整備3工
区工事

大字石岡地内 約4ヶ月 土木一式 施工延長　L=229.2m 指名競争入札 令和4年9月 土木課

8
市浦地区健康増進施設駐
車場整備工事

相内岩井地内 約4ヶ月 土木一式
上記施設の駐車場等外構工事一式
舗装工、路盤工等　A=約1,000㎡

指名競争入札 令和4年9月 健康推進課

9
南部第1雨水幹線築造1の8
工区工事

大字稲実地内 約3ヶ月 土木一式 施工延長　L=17.7m 指名競争入札
令和4年12

月
土木課

10
市浦地区健康増進施設建
築工事

相内岩井地内 約8ヶ月 建築一式
健康増進施設建築工事A=約480㎡
浴場施設、トレーニング施設、事務室等

一般競争入札 令和4年4月 健康推進課

11
生き活きセンター外部改修
工事

字幾世森218番地6 約8ヶ月 建築一式 外壁改修、屋根改修、建具改修 一般競争入札 令和4年5月
地域包括支
援センター

12
生き活きセンター内部改修
工事

字幾世森218番地6 約8ヶ月 建築一式 建具改修、内装改修、浴室改修 指名競争入札 令和4年5月
地域包括支
援センター

13
金木小学校大規模改造(建
築)2期工事

金木町芦野84番地
54

約9ヶ月 建築一式 内部改修工事　一式 一般競争入札 令和4年5月 教育総務課

14
芦野団地市営住宅(№3号
棟)建替建設(建築)工事

金木町芦野地内 約8ヶ月 建築一式
木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積191.28㎡ 1棟の建築工事一式

一般競争入札 令和4年7月 建築住宅課

15
芦野団地市営住宅(№4号
棟)建替建設(建築)工事

金木町芦野地内 約8ヶ月 建築一式
木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積191.28㎡ 1棟の建築工事一式

一般競争入札 令和4年7月 建築住宅課

16
芦野団地市営住宅(№5号
棟)建替建設(建築)工事

金木町芦野地内 約8ヶ月 建築一式
木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建）延床面
積127.52㎡ 1棟の建築工事一式

一般競争入札 令和4年7月 建築住宅課

17
補助林道改良（脇元割長根
線）工事

磯松磯松山地内 約3ヶ月 とび・土工
法面整形工、植生工

L=58ｍ、A=342ｍ２ 指名競争入札 令和4年9月 農林水産課

18
金木小学校大規模改造(電
気設備)2期工事

金木町芦野84番地
54

約9ヶ月 電気 照明、放送設備改修工事　一式 指名競争入札 令和4年5月 教育総務課

19
生き活きセンター電気設備
改修工事

字幾世森218番地6 約8ヶ月 電気 全館LED化 指名競争入札 令和4年5月
地域包括支
援センター

20
市浦地区健康増進施設電
気設備工事

相内岩井地内 約7ヶ月 電気 上記施設の電気設備工事一式 一般競争入札 令和4年5月 健康推進課

21 菊ヶ丘公園街路灯新設工事 字不魚住地内 約4ヶ月 電気 防犯灯建込み工事　6基 指名競争入札 令和4年6月 土木課

22
金木運動公園庭球場照明
設備改修工事

金木町川倉地内 約1ヶ月 電気 電気工事一式 指名競争入札 令和4年7月 社会教育課

23
嘉瀬スキー場照明設備等改
修工事

金木町嘉瀬地内 約2ヶ月 電気 電気工事一式 指名競争入札 令和4年7月 社会教育課

24
芦野団地市営住宅(№3号
棟)建替建設(電気設備)工
事

金木町芦野地内 約8ヶ月 電気
木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積191.28㎡ 1棟の電気設備工事一式

指名競争入札 令和4年7月 建築住宅課

25
芦野団地市営住宅(№4号
棟)建替建設(電気設備)工
事

金木町芦野地内 約8ヶ月 電気
木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積191.28㎡ 1棟の電気設備工事一式

指名競争入札 令和4年7月 建築住宅課

26
芦野団地市営住宅(№5号
棟)建替建設(電気設備)工
事

金木町芦野地内 約8ヶ月 電気
木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建）延床面
積127.52㎡ 1棟の電気設備工事一式

指名競争入札 令和4年7月 建築住宅課

27
十三地区中継ポンプ場操作
盤等更新工事

十三地内 約5ヶ月 電気 中継ポンプ操作御盤　４基 一般競争入札 令和4年7月 下水道課

令和４年度工事発注見通し一覧表（予定価格250万円以上）
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28
市浦地区健康増進施設機
械設備工事

相内岩井地内 約7ヶ月 管 上記施設の機械設備工事一式 一般競争入札 令和4年5月 健康推進課

29
生き活きセンター機械設備
改修工事

字幾世森218番地6 約8ヶ月 管
温泉ポンプ及び汲上管交換、エアコン
設置

一般競争入札 令和4年5月
地域包括支
援センター

30
金木小学校大規模改造(機
械設備)2期工事

金木町芦野84番地
54

約9ヶ月 管 トイレ、暖房設備改修工事　一式 一般競争入札 令和4年5月 教育総務課

31
芦野団地市営住宅(№3号
棟)建替建設(機械設備)工
事

金木町芦野地内 約8ヶ月 管
木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積191.28㎡ 1棟の機械設備工事一式

指名競争入札 令和4年7月 建築住宅課

32
芦野団地市営住宅(№4号
棟)建替建設(機械設備)工
事

金木町芦野地内 約8ヶ月 管
木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積191.28㎡ 1棟の機械設備工事一式

指名競争入札 令和4年7月 建築住宅課

33
芦野団地市営住宅(№5号
棟)建替建設(機械設備)工
事

金木町芦野地内 約8ヶ月 管
木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建）延床面
積127.52㎡ 1棟の機械工事一式

指名競争入札 令和4年7月 建築住宅課

34 南小学校トイレ改修工事 字蓮沼2 約5ヶ月 管 トイレ洋便化等改修工事　一式 一般競争入札 令和4年9月 教育総務課

35 東峰小学校トイレ改修工事
大字神山字山越1
番地26

約5ヶ月 管 トイレ洋便化等改修工事　一式 指名競争入札 令和4年9月 教育総務課

36 田川・幾世森線舗装工事 大字新宮地内 約3ヶ月 舗装
舗装工　 Ｌ＝120ｍ、W=7ｍ　上層路盤
工、表層工一式

指名競争入札 令和4年5月 土木課

37 菅原４線道路改良工事 金木町嘉瀬地内 約3ヶ月 舗装
舗装工　 Ｌ＝150ｍ、W=6ｍ　　路上再
生路盤工、表層工一式

指名競争入札 令和4年5月 土木課

38 下平井町・姥萢線舗装工事 字一ツ谷地内 約4ヶ月 舗装
舗装工　 Ｌ＝400ｍ、W=平均16ｍ　　　　　　　　　　　　　　　
切削オーバレイ工一式

一般競争入札 令和4年8月 土木課

39 唐笠柳線舗装工事 大字唐笠柳地内 約4ヶ月 舗装
舗装工　 Ｌ＝250ｍ、W=7ｍ　上層路盤
工、表層工一式

指名競争入札 令和4年8月 土木課

40
交通安全施設区画線設置
工事

大字姥萢外地内 約3ヶ月 塗装 区画線工　一式 指名競争入札 令和4年5月 土木課

41
ふるさと交流圏民センター舞
台操作制御部改修工事

字幾世森24番地15 約9ヶ月 機械器具 舞台吊物装置の改修工事 随意契約 令和4年6月 社会教育課

42
菊ヶ丘運動公園遊具等設置
工事

大字湊字千鳥外地
内

約5ヶ月 造園
実施設計　一式　複合遊具、スカイロープ、6
連低鉄棒、7連ブランコ、ジャングルジム、方
向サイン、背付きベンチ設置　一式

公募型プロポーザル 令和4年5月 都市・交通課

43
栄町・田町地区配水管布設
替1工区工事

字栄町地内 約6ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ100　L=310.0m 指名競争入札 令和4年6月 水道課

44
栄町・田町地区配水管布設
替2工区工事

字田町地内 約6ヶ月 水道施設
配水管布設替工DIPφ75～250　
L=270.0m

指名競争入札 令和4年6月 水道課

45
栄町・田町地区配水管布設
替3工区工事

字田町地内 約6ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ150　L=230.0m 指名競争入札 令和4年6月 水道課

46
幾世森地区配水管布設替
工事

字幾世森地内 約4ヶ月 水道施設
配水管布設替工DIPφ75　L=230.0m　
PPφ50　L=150.0m

指名競争入札 令和4年7月 水道課

47
七和配水場緊急遮断弁更
新工事

大字原子地内 約20ヶ月 水道施設
緊急遮断弁設置工一式、切替弁設置工
一式、緊急遮断弁操作盤一式

一般競争入札 令和4年7月 浄水管理室

48
十三地区汚水処理場機械
設備更新工事

十三地内 約3ヶ月 水道施設 機械設備　2台 指名競争入札 令和4年7月 下水道課

49 長富橋配水管布設替工事 大字長富地内 約7ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ150　L=90.0m 指名競争入札 令和4年8月 水道課

50
飯詰地区配水管布設替工
事

大字飯詰地内 約7ヶ月 水道施設
配水管布設替工DIPφ150～350　
L=520.0m

一般競争入札 令和4年8月 水道課

51
川倉地区配水管布設替工
事

金木町川倉地内 約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ100　L=240.0m 指名競争入札 令和4年8月 水道課

52
朝日山地区配水管布設替
工事

金木町朝日山地内 約4ヶ月 水道施設
配水管布設替工DIPφ100　L=110.0m　
PPφ50　L=80.0m

指名競争入札 令和4年9月 水道課

53
みどり町六丁目地区配水管
布設替1工区工事（ゼロ市
債）

みどり町六丁目地
内

約5ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ150　L=340.0m 指名競争入札 令和5年2月 水道課

54
みどり町六丁目地区配水管
布設替2工区工事（ゼロ市
債）

みどり町六丁目地
内

約5ヶ月 水道施設
配水管布設替工DIPφ75～100　
L=370.0m

指名競争入札 令和5年2月 水道課
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55
みどり町六丁目地区配水管
布設替3工区工事（ゼロ市
債）

みどり町六丁目地
内

約5ヶ月 水道施設
配水管布設替工DIPφ75～100　
L=370.0m

指名競争入札 令和5年2月 水道課

56
みどり町六丁目地区配水管
布設替4工区工事（ゼロ市
債）

みどり町六丁目地
内

約5ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ75　L=360.0m 指名競争入札 令和5年2月 水道課

57
朝日山地区配水管布設替
工事（ゼロ市債）

金木町朝日山地内 約5ヶ月 水道施設
配水管布設替工DIPφ75　L=500.0m　
PPφ50　L=70.0m

指名競争入札 令和5年2月 水道課

58
川倉地区配水管布設替1工
区工事（ゼロ市債）

金木町川倉地内 約5ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ100　L=220.0m 指名競争入札 令和5年2月 水道課

59
川倉地区配水管布設替2工
区工事（ゼロ市債）

金木町川倉地内 約5ヶ月 水道施設
配水管布設替工DIPφ100　L=90.0m　
PPφ50　L=290.0m

指名競争入札 令和5年2月 水道課

60
川倉地区配水管布設替3工
区工事（ゼロ市債）

金木町川倉地内 約5ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ100　L=220.0m 指名競争入札 令和5年2月 水道課

61 旧本庁舎等解体工事 字岩木町地内 約16ヶ月 解体
本棟RC造地下1階地上5階塔屋1､2階、北棟RC
造地上5階、公用車車庫RC造平家建、一般駐車
場車庫軽量鉄骨造平家建、外構の解体工事一式

一般競争入札 令和4年5月 管財課

62
芦野団地市営住宅解体(1工
区)工事

金木町芦野地内 約3ヶ月 解体
13~18号棟､19~24号棟CB造平家建(6戸
建)2棟及び増築部分の解体工事一式

指名競争入札 令和4年5月 建築住宅課

63
芦野団地市営住宅解体(2工
区)工事

金木町芦野地内 約3ヶ月 解体
25~28､29~32､33･34･59･60号棟CB造平
家建 (4戸建)3棟及び増築部分の解体
工事一式

指名競争入札 令和4年5月 建築住宅課

64
旧金木高等学校市浦分校
解体工事

磯松地内 約10ヶ月 解体
校舎 鉄筋コンクリート造一部木造2階建、屋内運
動場 鉄骨造平家建、プール付属室 鉄骨造平家
建、外構の解体工事一式

一般競争入札 令和4年5月 管財課

65 脇元共同作業所解体工事 脇元地内 約3ヶ月 解体
木造２階建　延床面積148.00㎡
上記建築物の解体工事一式

指名競争入札 令和4年9月 管財課

66 広田格納庫解体工事
大字広田字柳沼地
内

約3ヶ月 解体
鉄骨造平家建　延床面積466.56㎡
上記建築物の解体工事一式

指名競争入札 令和4年9月 管財課

67
旧雲雀ヶ丘団地空き家解体
工事

金木町芦野地内 約3ヶ月 解体
CB造平家建(4戸建)2棟､軽量S造物置8
棟及び木造増築部分の解体工事一式

指名競争入札 令和4年9月 建築住宅課


