
№ 工事名 工事場所 工期 工事種別 工事概要
入札及び

契約の方法
入札時期

1
磐井川流域関連一関公共下水道赤荻１号幹
線その３工事

赤荻字鶴巻地内他 約250日 土木工事
管きょ工（推進）
 φ350～400 L=225ｍ

競争入札 第1四半期

2
磐井川流域関連一関公共下水道赤荻１号幹
線その２工事

赤荻字堺地内他 約240日 土木工事
管きょ工（推進）
 φ350 L=205ｍ

競争入札 第1四半期

3
磐井川流域関連一関公共下水道舟場地区他
枝線工事

中里字舟場地内他 約215日 土木工事
管きょ工（開削）
 φ200 L=770ｍ

競争入札 第1四半期

4 市道狐禅寺大平線道路改良その２工事 滝沢字滝平地内他 約210日 土木工事 道路改良工 L=400ｍ 競争入札 第1四半期

5
市道原沢１号線道路改良舗装（第９工区）
工事

舞川字原沢地内 約205日 土木工事 道路改良舗装工 L=700ｍ 競争入札 第1四半期

6
磐井川流域関連一関公共下水道上大林地区
他枝線その３工事

中里字上大林地内
他

約205日 土木工事
管きょ工（開削）
 φ200 L=630ｍ

競争入札 第1四半期

7
磐井川流域関連一関公共下水道下谷地地区
他枝線工事

赤荻字下谷地地内
他

約200日 土木工事
管きょ工（開削）
 φ150～200 L=570ｍ

競争入札 第1四半期

8
一関市公共下水道（千厩処理区）千厩川左
岸幹線その３工事

千厩町千厩字構井
田地内他

約200日 土木工事
管きょ工（開削）
 φ250 L=250ｍ

競争入札 第1四半期

9
一関市公共下水道（千厩処理区）東小田地
区枝線工事

千厩町千厩字東小
田地内

約200日 土木工事
管きょ工（開削）
 φ150 L=467ｍ

競争入札 第1四半期

10
市道狐禅寺大平線道路改良工事、市道狐禅
寺大平線宮田橋上部工工事（合冊）

滝沢字滝平地内他 約185日 土木工事
道路改良工 L=100ｍ
橋梁上部工 １橋

競争入札 第1四半期

11
一関市特定環境保全公共下水道（摺沢処理
区）摺沢浄化センター長寿命化対策工事

大東町摺沢字綱木
地内

約180日 土木工事
ポンプ井防食工 １基
好気槽防食工 ４槽

競争入札 第1四半期

12
一関市公共下水道（千厩処理区）宮敷地区
枝線その3工事

千厩町千厩字宮敷
地内他

約180日 土木工事
管きょ工（開削）
 φ150 L=170ｍ

競争入札 第1四半期

13 市道木ノ川線歩道設置工事 滝沢字九鬼裏地内 約160日 土木工事 歩道設置工 L=200ｍ 競争入札 第1四半期

14 市道大原世田米線災害防除工事
大東町大原字樽原
地内

約154日 土木工事 法面保護工 L=120ｍ 競争入札 第1四半期

平成３０年度公共工事発注見通し一覧　（一関市）
平成３０年　４月　１日　現在

（注）掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。
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15 市道久保田宮敷線側溝修繕工事
千厩町千厩字久保
田地内

約150日 土木工事 側溝工 L=380ｍ 競争入札 第1四半期

16 市道居留２号線道路改良工事 萩荘字居留地内他 約145日 土木工事 道路改良工 L=50ｍ 競争入札 第1四半期

17 市道金成線道路改良工事 萩荘字大沢地内 約145日 土木工事 道路改良工 L=320ｍ 競争入札 第1四半期

18 市道刈屋野茶名畑線道路改良工事
千厩町奥玉字刈屋
野地内他

約139日 土木工事 道路改良工 L=100ｍ 競争入札 第1四半期

19 市道萩荘中下線道路改良工事 萩荘字八森地内他 約135日 土木工事 道路改良工 L=200ｍ 競争入札 第1四半期

20 市道仁王原有壁線歩道設置工事
花泉町花泉字仁王
原地内

約135日 土木工事 歩道設置工 L=160ｍ 競争入札 第1四半期

21 市道大洞地第２支線側溝修繕工事
大東町渋民字大洞
地地内

約135日 土木工事 側溝工 L=100ｍ 競争入札 第1四半期

22 市道若井原線道路改良舗装工事
厳美町字若井原地
内

約130日 土木工事 道路改良舗装工 L=200ｍ 競争入札 第1四半期

23 市道外浦線道路改良舗装工事
川崎町薄衣字泉沢
地内他

約129日 土木工事 道路改良舗装工 L=120ｍ 競争入札 第1四半期

24 市道最明寺線道路改良舗装工事
川崎町門崎字石蔵
地内

約129日 土木工事 道路改良舗装工 L=180ｍ 競争入札 第1四半期

25 市道小倉沢線側溝修繕工事 滝沢字柴沢地内 約125日 土木工事 側溝工 L=200ｍ 競争入札 第1四半期

26 市道平場結渡線側溝修繕工事
厳美町字中蘇根地
内

約125日 土木工事 側溝工 L=200ｍ 競争入札 第1四半期

27 市道平沢２号線側溝修繕工事 弥栄字久保田地内 約125日 土木工事 側溝工 L=200ｍ 競争入札 第1四半期

28 市道大石沢線側溝修繕工事
花泉町油島字大石
沢地内

約125日 土木工事 側溝工 L=100ｍ 競争入札 第1四半期
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29 市道飯倉線側溝修繕工事
花泉町金沢字山ノ
神地内

約125日 土木工事 側溝工 L=100ｍ 競争入札 第1四半期

30 市道上油田学校線側溝修繕工事
花泉町油島字山中
沢地内

約125日 土木工事 側溝工 L=100ｍ 競争入札 第1四半期

31 市道汁足線側溝修繕工事
花泉町老松字水沢
屋敷地内

約125日 土木工事 側溝工 L=100ｍ 競争入札 第1四半期

32 赤荻地区公園整備事業遊具設置工事 赤荻字槻本地内 約120日 土木工事 遊具設置 一式 随意契約 第1四半期

33
新一関市立千厩小学校屋外環境整備その３
工事

千厩町千厩字上駒
場地内

約120日 土木工事
グラウンド等整備 一式
遊具設置 一式

競争入札 第1四半期

34 市道原沢１号線道路改良（第８工区）工事 舞川字馬洗淵地内 約115日 土木工事 道路改良工 L=200ｍ 競争入札 第1四半期

35 市道平場結渡線他防護柵設置工事
厳美町字中蘇根地
内他

約115日 土木工事 防護柵工 L=350ｍ 競争入札 第1四半期

36 市道さいかち沢線道路改良舗装工事
川崎町薄衣字梪沢
地内

約115日 土木工事 道路改良舗装工 L=50ｍ 競争入札 第1四半期

37 市道原沢中島線側溝修繕工事 舞川字中里地内 約110日 土木工事 側溝工 L=150ｍ 競争入札 第1四半期

38
磐井川流域関連一関公共下水道中条地区他
枝線工事

赤荻字中条地内他 約91日 土木工事
管きょ工（開削）
 φ150 L=30ｍ

競争入札 第1四半期

39 南小学校防球ネットフェンス設置工事 南町地内 約60日 土木工事 防球ネットフェンス設置 一式 競争入札 第1四半期

40 東山こども園整備等改修（建築）工事
東山町長坂字西本
町地内

約240日 建築工事 子ども園化改修 一式 競争入札 第1四半期

41
滝沢小学校区放課後児童クラブ整備（建
築）工事

滝沢字寺下地内 約210日 建築工事
木造平屋建 １棟
 延べ面積 255.88㎡

競争入札 第1四半期

42
藤沢市民センター黄海分館体育館耐震補強
工事

藤沢町黄海字町裏
地内

約180日 建築工事 耐震補強 一式 競争入札 第1四半期
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43 渋民市民センター移転整備等（建築）工事
大東町渋民字小林
地内

約130日 建築工事 室内改修 一式 随意契約 第1四半期

44 松川市民センター改修工事
東山町松川字町裏
ノ上地内

約100日 建築工事
講堂改修 一式
玄関改修 一式

競争入札 第1四半期

45 舞川中学校校舎耐震補強工事 舞川字中入地内 約90日 建築工事 耐震補強 一式 競争入札 第1四半期

46 本寺地区重要建物屋根改修工事
厳美町字沖要害地
内

約78日 建築工事 改修面積 A=318.50㎡ 競争入札 第1四半期

47 赤荻児童クラブ増築（建築）工事 赤荻字桜町地内 約60日 建築工事
木造平屋建 １棟
増築面積 54.65㎡

競争入札 第1四半期

48 厳美小学校校舎屋根改修工事
厳美町字上ノ台地
内

約60日 建築工事
瓦棒葺き 346㎡
雪止め金具設置 35.4ｍ

競争入札 第1四半期

49 花泉総合福祉センター天井外壁等改修工事
花泉町老松字水沢
地内

約60日 建築工事
外壁改修 一式
天井防水シート工 一式

競争入札 第1四半期

50 千厩体育館バスケットゴール改修工事
千厩町千厩字館山
地内

約60日 建築工事 バスケットゴール改修 一式 競争入札 第1四半期

51 東山こども園整備等改修（電気設備）工事
東山町長坂字西本
町地内

約240日 電気工事
東山こども園整備に伴う附帯電気設
備工事 一式

競争入札 第1四半期

52
滝沢小学校区放課後児童クラブ整備（電気
設備）工事

滝沢字寺下地内 約210日 電気工事
放課後児童クラブ整備工事に伴う附
帯電気設備工事 一式

競争入札 第1四半期

53
渋民市民センター移転整備等（電気設備）
工事

大東町渋民字小林
地内

約130日 電気工事
渋民市民センター移転整備等工事に
伴う附帯電気設備工事 一式

随意契約 第1四半期

54 東山こども園整備等改修（機械設備）工事
東山町長坂字西本
町地内

約240日 管工事
東山こども園整備に伴う附帯機械設
備工事 一式

競争入札 第1四半期

55
滝沢小学校区放課後児童クラブ整備（機械
設備）工事

滝沢字寺下地内 約210日 管工事
放課後児童クラブ整備工事に伴う附
帯機械設備工事 一式

競争入札 第1四半期

56 藤沢文化センタートイレ改修工事
藤沢町藤沢字仁郷
地内

約150日 管工事 トイレ洋式化改修 一式 競争入札 第1四半期
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57
一関文化センター大ホール楽屋用給湯器改
修工事

大手町地内 約78日 管工事 給湯器改修 一式 競争入札 第1四半期

58
一関運動公園野球場事務室他冷暖房設備整
備工事

萩荘字箱清水地内 約60日 管工事 冷暖房設備 ３箇所 競争入札 第1四半期

59 萩荘小学校暖房機更新工事 萩荘字境ノ神地内 約60日 管工事
ファンコンベクター ６台
ファンコイル ６台

競争入札 第1四半期

60 市道袖の沢平線舗装新設工事
川崎町門崎字官紅
地内

約115日 舗装工事 舗装工 A=600㎡ 競争入札 第1四半期

61
磐井川流域関連一関公共下水道沢内地区他
舗装復旧工事

山目字沢内地内他 約91日 舗装工事 舗装工 A=3,000㎡ 競争入札 第1四半期

62 市道口袋清水線舗装新設工事 赤荻字清水地内 約80日 舗装工事 舗装工 L=150ｍ 競争入札 第1四半期

63 市道機場線舗装新設工事
花泉町日形字須釜
地内

約80日 舗装工事 舗装工 L=110ｍ 競争入札 第1四半期

64 市道赤荻外山２号線舗装修繕工事 赤荻字外山地内 約78日 舗装工事 舗装工 L=200ｍ 競争入札 第1四半期

65 市道猿沢金山線舗装新設工事
大東町猿沢字大町
裏地内

約76日 舗装工事 舗装工 A=600㎡ 競争入札 第1四半期

66
磐井川流域関連一関公共下水道下モ下釜地
区他舗装復旧工事

萩荘字下モ下釜地
内他

約71日 舗装工事 舗装工 A=1,000㎡ 競争入札 第1四半期

67 黒沢処理場解体工事 萩荘字境ノ神地内 約120日 解体工事 処理場解体 一式 競争入札 第1四半期

68 市道一関沢線他区画線設置工事 字沢地内他 約91日 
標識設置工

事
区画線工 L=10,000ｍ 競争入札 第1四半期

69 いちのせき健康の森屋根塗装等工事 厳美町字祭畤地内 約180日 塗装工事
屋根塗装 一式
バルコニー等防水改修 一式

競争入札 第1四半期

70 市営梅が丘住宅屋根塗装改修工事
藤沢町藤沢字梅ヶ
沢地内

約150日 塗装工事 屋根塗装改修 一式 競争入札 第1四半期
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71 花泉支所庁舎昇降機改修工事
花泉町涌津字一ノ
町地内

約180日 
機械器具設
置工事

基礎部更新 一式
耐震改修 一式

随意契約 第1四半期

72 前堀１中継マンホールポンプ更新工事
狐禅寺字石ノ瀬地
内

約125日 
機械器具設
置工事

マンホールポンプ更新 ２基 競争入札 第1四半期

73 市道長者滝線長者滝橋橋梁補修工事
厳美町字南滝ノ上
地内他

約195日 土木工事 橋梁補修工 L=61.2ｍ 競争入札 第2四半期

74
磐井川流域関連一関公共下水道鶴巻地区枝
線工事

赤荻字鶴巻地内 約185日 土木工事
管きょ工（開削・推進）
 φ200 L=240ｍ L=20ｍ

競争入札 第2四半期

75
一関市特定環境保全公共下水道(花泉排水
区)天神前地区排水路整備その２工事

花泉町花泉字天神
前地内

約180日 土木工事 大型フリューム L=240ｍ 競争入札 第2四半期

76 市道中条外山線道路改良その２工事 赤荻字宿地内他 約165日 土木工事 道路改良工 L=120ｍ 競争入札 第2四半期

77 市道川街線（北工区）歩道設置工事 田村町地内 約160日 土木工事 歩道設置工 L=328ｍ 競争入札 第2四半期

78 桜堤整備事業公園施設設置工事 田村町地内 約160日 土木工事 敷地造成工 L=350ｍ 競争入札 第2四半期

79 中田地区不明水対策工事 真柴字中田地内 約160日 土木工事
管路補修工 一式
マンホール補修工 一式

競争入札 第2四半期

80 市道丸木舞川線道路改良（第10工区）工事
東山町田河津字黒
森地内

約156日 土木工事 道路改良工 L=160ｍ 競争入札 第2四半期

81
市道清水原一関線道路改良舗装(第18工区）
工事

花泉町金沢字如来
堂地内他

約155日 土木工事 道路改良舗装工 L=166ｍ 競争入札 第2四半期

82 市道本宮七切線道路改良工事
大東町大原字本宮
地内他

約151日 土木工事 道路改良工 L=120ｍ 競争入札 第2四半期

83 市道上曲田線道路改良工事
藤沢町黄海字上曲
田地内

約151日 土木工事 道路改良工 L=150ｍ 競争入札 第2四半期

84
磐井川流域関連一関公共下水道境地区他枝
線その４工事

山目字境地内他 約150日 土木工事
管きょ工（開削）
 φ200 L=210ｍ

競争入札 第2四半期
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85
磐井川堤防改修工事に伴う末広地区他下水
道施設移設工事

末広一丁目地内他 約145日 土木工事
管きょ工（開削）
 φ200 L=156ｍ

競争入札 第2四半期

86 市道川口宇南田線道路修繕工事
狐禅寺字宇南田地
内

約145日 土木工事 道路修繕工 L=150ｍ 競争入札 第2四半期

87 市道明賀山柳沢線明賀山橋橋梁補修工事
花泉町湯島字北ノ
沢地内他

約145日 土木工事 橋梁補修工 L=6.0ｍ 競争入札 第2四半期

88 市道平前登戸沢線道路改良工事
藤沢町保呂羽字登
戸沢地内

約141日 土木工事 道路改良工 L=100ｍ 競争入札 第2四半期

89 普通河川高倉川水路改修工事
花泉町永井字薬師
沢地内

約140日 土木工事 水路工 L=180ｍ 競争入札 第2四半期

90
磐井川流域関連一関公共下水道東五代地区
他枝線工事

東五代地内他 約135日 土木工事
管きょ工（開削）φ200 L=17ｍ
マンホールポンプ １基

競争入札 第2四半期

91 市道平場結渡線三本木橋橋梁補修工事
厳美町字入道地内
他

約135日 土木工事 橋梁補修工 L=25.2ｍ 競争入札 第2四半期

92 市道興田猿沢線大塚橋橋梁補修工事
大東町鳥海字古戸
前地内他

約135日 土木工事 橋梁補修工 L=41.4ｍ 競争入札 第2四半期

93 市道水口南沢線道路改良工事 滝沢字才ノ神地内 約130日 土木工事 道路改良工 L=100ｍ 競争入札 第2四半期

94 市道中里後沢田線道路改良舗装工事 中里字大平山地内 約130日 土木工事 道路改良舗装工 L=200ｍ 競争入札 第2四半期

95 市道雁田南沢線道路改良舗装工事 狐禅寺字雁田地内 約130日 土木工事 道路改良舗装工 L=200ｍ 競争入札 第2四半期

96 市道上新道高成線道路改良舗装工事
川崎町薄衣字高成
地内

約129日 土木工事 道路改良舗装工 L=100ｍ 競争入札 第2四半期

97 市道一関駅東７号線側溝修繕工事 散田地内 約125日 土木工事 側溝工 L=100ｍ 競争入札 第2四半期

98 市道槻本亀田線側溝修繕工事 赤荻字上袋地内 約125日 土木工事 側溝工 L=100ｍ 競争入札 第2四半期
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99 市道日影線側溝修繕工事 滝沢字寺下地内他 約125日 土木工事 側溝工 L=150ｍ 競争入札 第2四半期

100 市道弥栄線側溝修繕工事 狐禅寺字山田地内 約125日 土木工事 側溝工 L=150ｍ 競争入札 第2四半期

101 千厩字前田地内排水路改修工事
千厩町千厩字前田
地内

約125日 土木工事 水路工 L=100ｍ 競争入札 第2四半期

102 市道薄衣外山線側溝修繕工事
川崎町薄衣字加妻
地内

約125日 土木工事 側溝工 L=250ｍ 競争入札 第2四半期

103 市道平場結渡線道路改良舗装工事 萩荘字赤猪子地内 約120日 土木工事 道路改良舗装工 L=150ｍ 競争入札 第2四半期

104 市道内ノ目江川南方線道路改良舗装工事
萩荘字江川南方地
内他

約120日 土木工事 道路改良舗装工 L=120ｍ 競争入札 第2四半期

105 市道弥栄北ノ沢13号線道路改良舗装工事 弥栄字北ノ沢地内 約120日 土木工事 道路改良舗装工 L=100ｍ 競争入札 第2四半期

106 市道鳥喰丑子畑線道路改良舗装工事 弥栄字丑子畑地内 約120日 土木工事 道路改良舗装工 L=120ｍ 競争入札 第2四半期

107 市道南谷起藤線道路改良舗装工事
滝沢字才ノ神地内
他

約120日 土木工事 道路改良舗装工 L=150ｍ 競争入札 第2四半期

108 市道下舘台見２号線道路改良舗装工事
花泉町花泉字台見
地内他

約120日 土木工事 道路改良舗装工 L=140ｍ 競争入札 第2四半期

109 市道釣山下線道路改良舗装工事 字釣山地内 約115日 土木工事 道路改良舗装工 L=100ｍ 競争入札 第2四半期

110
市道旭町千代田町線作神前２号橋橋梁補修
工事

旭町地内他 約115日 土木工事 橋梁補修工 L=18.6ｍ 競争入札 第2四半期

111 市道平場結渡線駒形根橋橋梁補修工事
厳美町字上山口地
内他

約115日 土木工事 橋梁補修工 L=20.9ｍ 競争入札 第2四半期

112 市道観音堂２号線道路改良工事
大東町摺沢字観音
堂地内

約115日 土木工事 道路改良工 L=30ｍ 競争入札 第2四半期
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113 市道松川小学校線道路改良工事
東山町松川字一市
町地内他

約115日 土木工事 道路改良工 L=70ｍ 競争入札 第2四半期

114 市道丸森線他側溝修繕工事
東山町長坂字小田
地内

約115日 土木工事 側溝工 L=150ｍ 競争入札 第2四半期

115 市道丸木舞川線道路改良舗装工事
東山町田河津字丸
木地内

約115日 土木工事 道路改良舗装工 L=60ｍ 競争入札 第2四半期

116 市道三沢線側溝修繕工事
東山町田河津字野
土地内

約115日 土木工事 側溝工 L=100ｍ 競争入札 第2四半期

117 市道薄衣柳沢線他側溝修繕工事
川崎町薄衣字柳沢
地内他

約115日 土木工事 側溝工 L=100ｍ 競争入札 第2四半期

118 市道町裏深堀線道路改良舗装工事
東山町松川字寺崎
地内

約110日 土木工事 道路改良舗装工 L=120ｍ 競争入札 第2四半期

119
藤沢第２分団第２部第２班消防屯所敷地造
成工事

藤沢町黄海字古堂
地内

約110日 土木工事
側溝工 L=75ｍ
舗装工 A=235㎡

競争入札 第2四半期

120 準用河川運南沢川護岸工事
東山町松川字寺崎
地内

約100日 土木工事 護岸工 L=40ｍ 競争入札 第2四半期

121 市道唐ノ子１号線道路改良工事 舞川字唐ノ子地内 約95日 土木工事 道路改良工 L=130ｍ 競争入札 第2四半期

122 萩荘字八幡地内防火水槽設置工事 萩荘字八幡地内 約90日 土木工事 防火水槽 １基 競争入札 第2四半期

123 舞川字西平地内防火水槽設置工事 舞川字西平地内 約90日 土木工事 防火水槽 １基 競争入札 第2四半期

124 大東町摺沢字沼田地内防火水槽設置工事
大東町摺沢字沼田
地内

約90日 土木工事 防火水槽 １基 競争入札 第2四半期

125 花泉町永井字塔婆崎地内防火水槽設置工事
花泉町永井字塔婆
崎地内

約90日 土木工事 防火水槽 １基 競争入札 第2四半期

126 藤沢スポーツランドコース改修工事
藤沢町新沼字西風
地内

約90日 土木工事 コース改修 L=70ｍ 競争入札 第2四半期
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127 藤沢町藤沢字伏房地内防火水槽設置工事
藤沢町藤沢字伏房
地内

約90日 土木工事 防火水槽 １基 競争入札 第2四半期

128 赤荻幼稚園遊具更新工事 赤荻字桜町地内 約60日 土木工事 遊具更新 一式 競争入札 第2四半期

129 狐禅寺幼稚園遊具更新工事
狐禅寺字小倉沢地
内

約60日 土木工事 遊具更新 一式 競争入札 第2四半期

130 弥栄小学校遊具更新工事 弥栄字大奈良地内 約60日 土木工事 遊具更新 一式 競争入札 第2四半期

131 真滝幼稚園遊具更新工事 滝沢字水口地内 約60日 土木工事 遊具更新 一式 競争入札 第2四半期

132 滝沢小学校遊具更新工事 滝沢字寺下地内 約60日 土木工事 遊具更新 一式 競争入札 第2四半期

133 舞川小学校遊具更新工事 舞川字館ノ越地内 約60日 土木工事 遊具更新 一式 競争入札 第2四半期

134 いずみの森幼稚園認定こども園化改修工事
花泉町涌津字悪法
師地内

約270日 建築工事 子ども園化改修 一式 競争入札 第2四半期

135 一関第６分団第２部消防屯所建設工事 弥栄字膳棚地内 約210日 建築工事
木造平家建 72㎡
外構、ホース乾燥塔 一式

競争入札 第2四半期

136 一関第７分団第３部消防屯所建設工事 舞川字湯坪地内 約210日 建築工事
木造平家建 72㎡
外構、ホース乾燥塔 一式

競争入札 第2四半期

137
千厩支所庁舎旧正副議長室他改修（建築）
工事

千厩町千厩字北方
地内

約120日 建築工事
床補強改修 一式
内装改修 一式

競争入札 第2四半期

138
須川国民温泉保養施設（野営場）炊事棟建
屋改修工事

厳美町字祭畤山国
有林地内

約30日 建築工事 炊事棟建屋改修 一式 競争入札 第2四半期

139 花泉地域防犯灯交換工事 花泉地域内 約120日 電気工事 灯具ＬＥＤ化更新 90灯 競争入札 第2四半期

140 大東地域防犯灯交換工事 大東地域内 約120日 電気工事 灯具ＬＥＤ化更新 90灯 競争入札 第2四半期
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141 千厩地域防犯灯交換工事 千厩地域内 約120日 電気工事 灯具ＬＥＤ化更新 50灯 競争入札 第2四半期

142 花泉支所庁舎自家用電気工作物改修工事
花泉町涌津字一ノ
町地内

約90日 電気工事
高圧受電盤改修 一式
変圧器等更新 一式

随意契約 第2四半期

143 一関文化センタートイレ改修工事 大手町地内 約150日 管工事 トイレ洋式化改修 一式 競争入札 第2四半期

144 市営関が丘アパート受水槽改修工事 関が丘地内 約120日 管工事
関が丘アパート５・６号棟受水槽改
修 一式

競争入札 第2四半期

145 いちのせき健康の森洗浄器付便座交換工事 厳美町字祭畤地内 約120日 管工事 便座交換 34基 競争入札 第2四半期

146 市営大明神団地給湯設備更新工事
大東町大原字大明
神地内

約120日 管工事 給湯器、ホームタンク更新 一式 競争入札 第2四半期

147 千厩保健センタートイレ改修工事
千厩町千厩字北方
地内

約120日 管工事 トイレ洋式化改修 一式 競争入札 第2四半期

148 市営梅が丘住宅風呂交換工事
藤沢町藤沢字梅ヶ
沢地内

約90日 管工事 風呂釜交換 一式 競争入札 第2四半期

149
磐井川流域関連一関公共下水道才天地区他
舗装復旧工事

山目字才天地内他 約150日 舗装工事 舗装工 A=7,500㎡ 競争入札 第2四半期

150
磐井川流域関連一関公共下水道袋田地区他
舗装復旧工事

萩荘字袋田地内他 約145日 舗装工事 舗装工 A=8,700㎡ 競争入札 第2四半期

151
磐井川流域関連一関公共下水道荒谷地区他
舗装復旧工事

中里字荒谷地内他 約125日 舗装工事 舗装工 A=6,900㎡ 競争入札 第2四半期

152
一関市公共下水道（千厩処理区）宮敷地区
他舗装復旧工事

千厩町千厩字宮敷
地内他

約120日 舗装工事 舗装工 L=800ｍ 競争入札 第2四半期

153 市道砂子田山ノ沢線舗装新設工事
大東町曽慶字砂子
田地内他

約96日 舗装工事 舗装工 A=1,800㎡ 競争入札 第2四半期

154 市道三枚屋敷２号線舗装新設工事
舞川字三枚屋敷地
内

約90日 舗装工事 舗装工 L=200ｍ 競争入札 第2四半期
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155 市道藤沢徳田線舗装修繕工事
藤沢町徳田字新地
地内

約90日 舗装工事 舗装工 L=240ｍ 競争入札 第2四半期

156 市道下釜白山田線舗装新設工事
萩荘字下モ下釜地
内

約80日 舗装工事 舗装工 L=110ｍ 競争入札 第2四半期

157 市道真柴鴻ノ巣線舗装新設工事 真柴字鴻ノ巣地内 約80日 舗装工事 舗装工 L=140ｍ 競争入札 第2四半期

158 市道穴ノ沢花高線舗装新設工事
花泉町油島字要害
地内

約80日 舗装工事 舗装工 L=120ｍ 競争入札 第2四半期

159 市道払田線舗装新設工事
花泉町日形字払田
地内

約45日 舗装工事 舗装工 L=150ｍ 競争入札 第2四半期

160 旧一関第６分団第２部消防屯所解体工事 弥栄字膳棚地内 約60日 解体工事
木造平家建 67㎡
ホース乾燥解体 一式

競争入札 第2四半期

161
一関文化センター中ホール吊物装置更新工
事

大手町地内 約150日 
機械器具設
置工事

吊物装置更新 一式 随意契約 第2四半期

162
一関文化センター中ホール舞台幕装置更新
工事

大手町地内 約150日 
機械器具設
置工事

舞台幕装置更新 一式 随意契約 第2四半期

163 市道猿沢大久保線道路改良舗装工事
大東町猿沢字大久
保地内

約181日 土木工事 道路改良舗装工 L=200ｍ 競争入札 第3四半期

164
農業集落排水（白崖地区）排水管移設その
２工事

花泉町永井字東狼
ノ沢地内

約180日 土木工事 管きょ工（開削） L=90ｍ 競争入札 第3四半期

165
農業集落排水（白崖地区）排水管移設その
３工事

花泉町永井字東狼
ノ沢地内

約180日 土木工事
管きょ工（開削）
 圧送管 L=50ｍ

競争入札 第3四半期

166
農業集落排水（白崖地区）排水管移設その
４工事

花泉町永井字東狼
ノ沢地内

約180日 土木工事
管きょ工（マンホールポンプ設備）
一式

競争入札 第3四半期

167 市道野田線道路改良工事
大東町中川字野田
地内

約151日 土木工事 道路改良工 L=180ｍ 競争入札 第3四半期

168 市道中里神明２号線側溝修繕工事 中里字神明地内 約135日 土木工事 側溝工 L=200ｍ 競争入札 第3四半期
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169 市道釣山下線側溝修繕工事 萩荘字中町地内 約125日 土木工事 側溝工 L=40ｍ 競争入札 第3四半期

170 市道柴宿幹線側溝修繕工事
東山町長坂字柴宿
地内

約125日 土木工事 側溝工 L=69ｍ 競争入札 第3四半期

171 市道遊水堤２号線道路改良舗装工事 中里字神明地内 約120日 土木工事 道路改良舗装工 L=80ｍ 競争入札 第3四半期

172 市道大石沢若柳線道路改良工事
花泉町油島字猪岡
東地内

約120日 土木工事 道路改良工 L=100ｍ 競争入札 第3四半期

173 東山球場内排水施設改修工事
東山町長坂字西本
町地内

約120日 土木工事 排水溝改修 L=77.51ｍ 競争入札 第3四半期

174 市道大平新田線災害防除工事
大東町沖田字新田
地内

約100日 土木工事 法面保護工 L=15ｍ 競争入札 第3四半期

175 市道泥畑西ノ沢線道路改良工事 滝沢字西ノ沢地内 約95日 土木工事 道路改良工 L=50ｍ 競争入札 第3四半期

176 花泉運動公園野球場外野フェンス修繕工事
花泉町花泉字伊勢
沢地内

約90日 土木工事 フェンス改修 一式 競争入札 第3四半期

177 千厩町清田字落合地内防火水槽設置工事
千厩町清田字落合
地内

約90日 土木工事 防火水槽 １基 競争入札 第3四半期

178
一関市立東山小学校校舎等長寿命化改修等
（建築）工事

東山町長坂字東本
町地内

約360日 建築工事
校舎等長寿命化改修
 延べ面積 3,528㎡　増築 1,277㎡

競争入札 第3四半期

179
一関市立東山小学校屋内運動場長寿命化改
修等（建築）工事

東山町長坂字東本
町地内

約360日 建築工事
屋内運動場改修
 述べ面積 868㎡　増築 239㎡

競争入札 第3四半期

180 一関市立東山児童クラブ建設（建築）工事
東山町長坂字東本
町地内

約360日 建築工事
鉄筋コンクリート造
 述べ面積 130㎡

競争入札 第3四半期

181
一関市産業教養文化体育施設アリーナ床改
修工事

東台地内 約90日 建築工事
アリーナ床修繕 一式
ウレタン塗装 一式

競争入札 第3四半期

182
一関市立東山小学校校舎等長寿命化改修等
（電気設備）工事

東山町長坂字東本
町地内

約360日 電気工事
東山小学校校舎等長寿命化改修に伴
う附帯電気設備工事 一式

競争入札 第3四半期
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183
一関市立東山小学校屋内運動場長寿命化改
修等（電気設備）工事

東山町長坂字東本
町地内

約360日 電気工事
東山小学校屋内運動場長寿命化改修
に伴う附帯電気設備工事 一式

競争入札 第3四半期

184
一関市立東山児童クラブ建設（電気設備）
工事

東山町長坂字東本
町地内

約360日 電気工事
児童クラブ建設工事に伴う附帯電気
設備工事 一式

競争入札 第3四半期

185
防災行政情報システム（同報系）屋外広報
マスト設置工事

萩荘字赤猪子地内
他

約170日 電気工事 屋外広報マスト設置 ４基 競争入札 第3四半期

186
一関市総合体育館アリーナ舞台照明設備修
繕工事

狐禅寺字石ノ瀬地
内

約60日 電気工事 電源ケーブル交換 一式 競争入札 第3四半期

187
千厩支所庁舎旧正副議長室他改修（電気設
備）工事

千厩町千厩字北方
地内

約60日 電気工事
照明改修 一式
エアコン設置 一式

競争入札 第3四半期

188
一関市立東山小学校校舎等長寿命化改修等
（機械設備）工事

東山町長坂字東本
町地内

約360日 管工事
東山小学校校舎等長寿命化改修に伴
う附帯機械設備工事 一式

競争入札 第3四半期

189
一関市立東山小学校屋内運動場長寿命化改
修等（機械設備）工事

東山町長坂字東本
町地内

約360日 管工事
東山小学校屋内運動場長寿命化改修
に伴う附帯機械設備工事 一式

競争入札 第3四半期

190
一関市立東山児童クラブ建設（機械設備）
工事

東山町長坂字東本
町地内

約360日 管工事
児童クラブ建設工事に伴う附帯機械
設備工事 一式

競争入札 第3四半期

191 東山地域スポーツ施設トイレ改修工事
東山町長坂字西本
町地内他

約150日 管工事 トイレ洋式化改修 一式 競争入札 第3四半期

192 大東保健センタートイレ改修工事
大東町渋民字大洞
地内

約120日 管工事 トイレ洋式化改修 一式 競争入札 第3四半期

193 東山保健センタートイレ改修工事
東山町長坂字西本
町地内

約120日 管工事 トイレ洋式化改修 一式 競争入札 第3四半期

194 一関地域公園トイレ改修工事 桜木町地内他 約60日 管工事 トイレ洋式化改修 一式 競争入札 第3四半期

195 東山地域公園トイレ改修工事
東山町長坂字西本
町地内他

約60日 管工事 トイレ洋式化改修 一式 競争入札 第3四半期

196 市道藤崎線舗装修繕工事
藤沢町西口字六十
里地内他

約85日 舗装工事 舗装工 L=150ｍ 競争入札 第3四半期
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197 旧田河津小学校校舎解体工事
東山町田河津字石
ノ森地内

約180日 解体工事 校舎棟解体　延べ面積 1,381㎡ 競争入札 第3四半期

198 一関地域老朽化住宅解体工事 山目字立沢地内他 約120日 解体工事 市営住宅解体 一式 競争入札 第3四半期

199 東山地域老朽化住宅解体工事
東山町長坂字東本
町地内

約120日 解体工事 市営住宅解体 一式 競争入札 第3四半期

200 藤沢地域老朽化住宅解体工事
藤沢町藤沢字大母
地内

約120日 解体工事 市営住宅解体 一式 競争入札 第3四半期

201 東口交流センター等屋根防水改修工事 柳町地内 約120日 防水工事 屋根防水改修 一式 競争入札 第3四半期
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