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1
旧金木高等学校市浦分校解
体工事監理業務

磯松地内 約10ヶ月
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、
外構の解体工事管理業務一式

随意契約 令和4年4月 管財課

2
脇元共同作業所解体設計監
理業務

脇元地内 約8ヶ月
木造２階建　延床面積148.00㎡
上記建築物の解体工事に係る設計監理業務一式

指名競争入札 令和4年4月 管財課

3
旧本庁舎等解体工事監理業
務

字岩木町地内 約16ヶ月
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、外構の解体工事に係る工事監理一式

随意契約 令和4年4月 管財課

4
コミュニティセンター栄新築設
計業務

大字広田字柳沼地
内

約8ヶ月
木造平家建　延床面積500.00㎡程度
上記建築物の新築設計業務一式

指名競争入札 令和4年4月 管財課

5
広田格納庫解体設計監理業
務

大字広田字柳沼地
内

約8ヶ月
鉄骨造平家建　延床面積466.56㎡
上記建築物の解体工事に係る設計監理業務一式

指名競争入札 令和4年4月 管財課

6
立佞武多の館大規模改修実
施設計業務

字大町地内 約10ヵ月 立佞武多の館大規模改修に伴う実施設計業務 指名競争入札 令和4年4月 観光物産課

7 唐笠柳線測量等業務委託 大字唐笠柳地内 約4ヶ月 路線測量・用地測量、道路詳細設計L=700m 指名競争入札 令和4年4月 土木課

8 下平井町・姥萢線測量業務 字一ツ谷地内 約4ヶ月 路線測量 L=1200m 指名競争入札 令和4年4月 土木課

9
七ツ館外地区排水路整備測
量設計業務

大字七ツ館外地内 約6ヶ月
委託延長L=1448.4m　地質調査業務、測量業務、設
計業務

指名競争入札 令和4年4月 土木課

10
みどり町地区冠水対策詳細
設計業務

みどり町2丁目外地
内

約6ヶ月 委託延長L=1200.0m　測量業務、設計業務 指名競争入札 令和4年4月 土木課

11
脇元避難所建設整備事業設
計業務

脇元赤川地内 約5ヶ月 地質調査（スクリューウエイト貫入試験）、設計業務 指名競争入札 令和4年5月 市浦総合支所

12
市浦地区健康増進施設建築
工事監理業務

相内岩井　地内 約8ヶ月
市浦地区健康増進施設建築工事等の施工監理業務
一式

指名競争入札 令和4年5月 健康推進課

13
市浦地区健康増進施設建築
工事設計意図伝達業務

相内岩井　地内 約1ヶ月
市浦地区健康増進施設建築工事等の設計意図伝達
業務一式

随意契約 令和4年5月 健康推進課

14
五所川原市橋梁長寿命化修
繕計画修正業務

字布屋町外地内 約5ヶ月 計画修正業務　一式 指名競争入札 令和4年5月 土木課

15
金木小学校大規模改造2期
工事監理業務

金木町芦野84-54 約10ヶ月
金木小学校大規模改造(建築・機械設備・電気設備)2
期工事に係る工事監理業務　一式

指名競争入札 令和4年5月 教育総務課

16
南小学校・東峰小学校トイレ
改修工事設計・監理業務

字蓮沼２・大字神山
字山越1－26

約3ヶ月
南小学校・東峰小学校トイレ改修工事に係る設計・工
事監理業務　一式

指名競争入札 令和4年5月 教育総務課

17
金木地区体育施設改修実施
設計及び監理業務

金木町嘉瀬及び金
木町川倉地内

約6か月
嘉瀬スキー場照明設備等改修の実施設計、金木運動
公園テニス場照明設備の実施設計

指名競争入札 令和4年5月 社会教育課

18 もや会館改修事業設計業務 磯松山の井地内 約2ヶ月 屋根、外壁、空調設備等改修工事設計 指名競争入札 令和4年6月 市浦総合支所

19 松島町地籍測量業務
松島町３．５．６丁
目

約9ヶ月（3年見込み）
松島町地籍調査（Ｅ～Ｈ工程）
地籍測量及び面積計算等

指名競争入札 令和4年6月 農村整備課

20 広田・尻無線測量等業務 大字稲実地内 約8ヶ月 路線測量・用地測量、道路詳細設計L=550m 指名競争入札 令和4年6月 土木課

21
五所川原市橋梁定期点検業
務

字布屋町外地内 約9ヶ月 橋梁定期点検　48橋 指名競争入札 令和4年6月 土木課

22
稲実1号線道路整備測量設
計業務

大字稲実地内 約4ヶ月
委託延長L=260.0m　地質調査業務、測量業務、設計
業務

指名競争入札 令和4年6月 土木課

23
石岡地区排水路整備測量設
計業務

大字石岡地内 約4ヶ月 委託延長L=120.0m　測量業務、設計業務 指名競争入札 令和4年6月 土木課

令和4年度測量・建設コンサルタント等（建設関連業務）発注見通し一覧表（予定価格100万円以上）



24 岩井地区道路整備設計業務 相内岩井地内 約4ヶ月 側溝整備に関する設計業務 指名競争入札 令和4年7月 市浦総合支所

25 北部20号線測量等業務 字雛田地内 約5ヶ月 路線測量・用地測量、道路詳細設計L=40m 指名競争入札 令和4年7月 土木課

26
漆川地区排水路整備測量設
計業務

大字漆川地内 約3ヶ月 委託延長L=300.0m　測量業務、設計業務 指名競争入札 令和4年7月 土木課

27
米田2号線道路整備測量設
計業務

大字米田地内 約3ヶ月 委託延長L=280.0m　測量業務、設計業務 指名競争入札 令和4年7月 土木課

28
漆川20号線道路整備測量設
計業務

大字漆川地内 約3ヶ月 委託延長L=6.0m　測量業務、設計業務 指名競争入札 令和4年7月 土木課

29
千鳥団地市営住宅長寿命化
改修設計業務

大字湊字千鳥地内 約6ヶ月
令和5年度改修予定千鳥団地市営住宅の長寿命化
改修設計業務一式

指名競争入札 令和4年7月 建築住宅課

30
配水管布設工事等実施設計
業務

みどり町外地内 約6ヶ月
路線延長　L=2,830m 水道本管工事設計業務委託

指名競争入札 令和4年7月 水道課

31 合葬墓整備測量業務
大字金山字千代鶴
5-71

約3ヶ月 基準点測量、現地測量、路線測量、境界測量他 指名競争入札 令和4年8月 環境対策課

32
芦野団地市営住宅建替建設
実施設計業務

金木町芦野地内 約4ヶ月
令和5年度建設予定芦野団地市営住宅の実施設計
業務、地質調査及び設計性能評価申請一式

指名競争入札 令和4年12月 建築住宅課

33
配水管布設工事等実施設計
業務（ゼロ市債）

字布屋町外地内 約8ヶ月
路線延長　L=1,700m 水道本管工事設計業務委託

指名競争入札 令和4年12月 水道課


