
№ 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
市道狐禅寺大平線道路改良（第３工区）工
事

滝沢字才ノ神地内
他

約277日 土木工事 道路改良工 L=140ｍ 競争入札 第1四半期

2
市道狐禅寺大平線道路改良舗装（第４工
区）工事

滝沢字才ノ神地内
他

約277日 土木工事 道路改良工 L=270ｍ 競争入札 第1四半期

3
花泉地域統合小学校グラウンド敷地造成工
事

花泉町涌津字下原
地内

約260日 土木工事 敷地造成　一式 競争入札 第1四半期

4
花泉地域統合小学校建設に伴う排水路整備
工事

花泉町涌津字上三
ノ町地内

約186日 土木工事 側溝工 L=184ｍ 競争入札 第1四半期

5 市道居留２号線道路改良舗装工事 萩荘字居留地内 約181日 土木工事 道路改良工 L=220ｍ 競争入札 第1四半期

6 市道居留２号線道路改良舗装その２工事 萩荘字居留地内 約181日 土木工事 道路改良工 L=250ｍ 競争入札 第1四半期

7
一関市立東山小学校屋外環境整備その３工
事

東山町長坂字東本
町地内

約180日 土木工事
暗渠排水工、クレイ舗装工、アス
ファルト舗装工、遊具設置　一式

競争入札 第1四半期

8 市道大東千厩線道路改良工事
大東町大原字萱刈
場地内

約150日 土木工事 道路改良工 L=160ｍ 競争入札 第1四半期

9 花泉地域統合小学校防火水槽設置工事
花泉町涌津字下原
地内

約120日 土木工事 防火水槽 １基 随意契約 第1四半期

10 市道刈屋野茶名畑線道路改良舗装工事
千厩町奥玉字刈屋
野地内

約120日 土木工事 道路改良舗装工 L=250ｍ 競争入札 第1四半期

11 市道宮敷10号線道路改良工事
千厩町千厩字宮敷
地内

約120日 土木工事 道路改良工 L=70ｍ 競争入札 第1四半期

12 室根小学校敷地造成工事
室根町矢越字五反
田地内

約120日 土木工事 敷地造成　一式 競争入札 第1四半期

13 市道下田線道路改良舗装工事 萩荘字芦ノ口地内 約115日 土木工事 道路改良舗装工 L=130ｍ 競争入札 第1四半期

14 市道三枚屋敷２号線道路改良舗装工事
舞川字三枚屋敷地
内

約115日 土木工事 道路改良舗装工 L=120ｍ 競争入札 第1四半期

令和２年度公共工事発注見通し一覧　（一関市）
令和２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 市道関が丘11号線他側溝修繕工事 関が丘地内 約110日 土木工事 側溝工 L=50ｍ 競争入札 第1四半期

16 市道平場結渡線側溝修繕工事
厳美町字中蘇根地
内

約110日 土木工事 側溝工 L=100ｍ 競争入札 第1四半期

17 市道中谷起峠線側溝修繕工事 舞川字平地内 約110日 土木工事 側溝工 L=100ｍ 競争入札 第1四半期

18 市道小山沢線築舘前橋橋梁補修工事
花泉町花泉字築舘
前地内他

約110日 土木工事 橋梁補修工 L=6.3ｍ 競争入札 第1四半期

19
藤沢第１分団第４部消防屯所ホース乾燥塔
改修工事

藤沢町藤沢字八沢
地内

約90日 土木工事 ホース乾燥塔解体、設置 一式 競争入札 第1四半期

20
藤沢第２分団第１部第１班消防屯所ホース
乾燥塔改修工事

藤沢町黄海字上場
地内

約90日 土木工事 ホース乾燥塔解体、設置 一式 競争入札 第1四半期

21
藤沢第３分団第２部消防屯所ホース乾燥塔
改修工事

藤沢町砂子田字銭
塚地内

約90日 土木工事 ホース乾燥塔解体、設置 一式 競争入札 第1四半期

22
真湯温泉センタージャブジャブ広場遊具改
修工事

厳美町字真湯地内 約30日 土木工事 遊具改修　一式 競争入札 第1四半期

23 萩の子クラブ新館建設（建築）工事 萩荘字境ノ神地内 約150日 建築工事 木造平屋建　92.74㎡ 競争入札 第1四半期

24 真湯温泉センター屋根改修工事 厳美町字真湯地内 約120日 建築工事 屋根改修　一式 競争入札 第1四半期

25 舞川小学校屋外トイレ設置工事 舞川字館ノ越地内 約120日 建築工事 トイレ設置　一式 競争入札 第1四半期

26 東山中学校校舎窓枠等改修工事
東山町長坂字北山
谷地内

約120日 建築工事 窓枠等改修　一式 競争入札 第1四半期

27 油島市民センタートイレ改修工事
花泉町油島字上築
道地内

約60日 建築工事 トイレ改修　一式 競争入札 第1四半期

28 花夢パル床改修工事
花泉町花泉字伊勢
沢地内

約60日 建築工事 床改修　一式 競争入札 第1四半期
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29 一関文化センター自家用発電設備改修工事 大手町地内 約300日 電気工事 自家用発電設備改修　一式 随意契約 第1四半期

30 一関市博物館中央自動監視装置更新工事
厳美町字沖野々地
内

約30日 電気工事 中央自動監視装置更新　一式 随意契約 第1四半期

31 須川専用水道施設設備改修工事
厳美町字祭畤山国
有林地内

約180日 管工事 水道施設設備改修　一式 競争入札 第1四半期

32 萩の子クラブ新館建設（機械設備）工事 萩荘字境ノ神地内 約120日 管工事
増築（建築）工事に伴う機械設備工
事　一式

競争入札 第1四半期

33 花泉小学校特別支援教室空調設備設置工事
花泉町花泉字天王
沢沖地内

約90日 管工事 空調設備設置　一式 競争入札 第1四半期

34 千厩市民センター下水道接続工事
千厩町千厩字舘山
地内

約90日 管工事 下水道切替工事　一式 競争入札 第1四半期

35 藤沢市民センター空調設備改修工事
藤沢町藤沢字仁郷
地内

約60日 管工事 空調設備改修　一式 競争入札 第1四半期

36 花と泉の公園レストラン空調設備設置工事
花泉町老松字下宮
沢地内

約30日 管工事 空調設備設置　一式 競争入札 第1四半期

37 藤沢交流施設空調設備改修工事
藤沢町黄海字衣井
沢地内

約30日 管工事 空調設備改修　一式 随意契約 第1四半期

38 市道遊水堤２号線他舗装新設工事
中里字南白幡地内
他

約154日 舗装工事 舗装工　A=1,510㎡ 競争入札 第1四半期

39 市道川原田十二神線舗装修繕工事 青葉地内 約100日 舗装工事 舗装工　L=260ｍ 競争入札 第1四半期

40 市道若井原線舗装新設工事
厳美町字若井原地
内

約85日 舗装工事 舗装工　L=120ｍ 競争入札 第1四半期

41 市道吉田一ノ町線歩道舗装修繕工事
花泉町涌津字下原
地内他

約70日 舗装工事 舗装工　L=225ｍ 競争入札 第1四半期

42 市道上油田第二工業団地線舗装修繕工事
花泉町油島字南沢
地内

約70日 舗装工事 舗装工　L=110ｍ 競争入札 第1四半期

－　3　－ 令和２年度工事発注見通し



№ 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

令和２年度公共工事発注見通し一覧　（一関市）
令和２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。

43 藤沢市民センター屋上防水改修工事
藤沢町藤沢字仁郷
地内

約60日 防水工事 屋上防水改修　一式 競争入札 第1四半期

44
一関市消防本部高機能消防指令システム装
置修繕工事

山目字中野地内 約120日
電気通信工

事
高機能消防指令システム装置修繕
一式

随意契約 第1四半期

45 旧一関清明支援学校校舎他解体工事
萩荘字高梨南方地
内

令和3年3
月29日限

り
解体工事 解体　一式 競争入札 第1四半期

46 旧小梨小学校校舎等解体工事
千厩町小梨字時ノ
沢地内

約260日 解体工事
校舎、屋内運動場、プール等解体
一式

競争入札 第1四半期

47 市営駒下住宅解体工事
萩荘字箱清水地内
他

約120日 解体工事 解体　一式 競争入札 第1四半期

48 市営館山住宅解体工事
大東町摺沢字百目
木地内

約120日 解体工事 解体　一式 競争入札 第1四半期

49 旧真滝児童館施設解体工事 滝沢字寺下地内 約90日 解体工事 解体　一式 競争入札 第1四半期

50 旧磐清水小学校プール解体工事
千厩町磐清水字蒲
沢地内

約90日 解体工事 解体　一式 競争入札 第1四半期

51 弥栄市民センター屋内運動場解体工事 弥栄字茄子沢地内 約30日 解体工事 解体　一式 競争入札 第1四半期

52
市道狐禅寺大平線道路改良（第５工区）工
事

滝沢字才ノ神地内 約240日 土木工事 道路改良工 L=155ｍ 競争入札 第2四半期

53 市道松川駅館下線道路改良工事
東山町松川字町裏
地内

約220日 土木工事 道路改良工 L=20ｍ 競争入札 第2四半期

54
市道原沢１号線道路改良舗装（第13工区）
工事

舞川字原沢地内 約215日 土木工事 道路改良工 L=490ｍ 競争入札 第2四半期

55 市道中条外山線道路改良工事 赤荻字外山地内他 約200日 土木工事 道路改良工 L=200ｍ 競争入札 第2四半期

56 市道八幡前但馬崎線田端橋橋梁補修工事
大東町摺沢字八幡
前地内他

約170日 土木工事 橋梁補修工 L=12.2ｍ 競争入札 第2四半期
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57 市道木ノ川線歩道設置工事 滝沢字木ノ川地内 約160日 土木工事 歩道設置工 L=260ｍ 競争入札 第2四半期

58 市道萩荘中下線道路改良工事 萩荘字八森地内 約160日 土木工事 道路改良工 L=300ｍ 競争入札 第2四半期

59 市道上曲田線道路改良工事
藤沢町黄海字上曲
田地内

約150日 土木工事 道路改良工 L=200ｍ 競争入札 第2四半期

60 市道厳美横森線中井戸沢橋橋梁補修工事 厳美町字横森地内 約145日 土木工事 橋梁補修工 L=18.0ｍ 競争入札 第2四半期

61 市道金成線道路改良工事 萩荘字大沢地内 約135日 土木工事 道路改良工 L=120ｍ 競争入札 第2四半期

62 市道下築道大曲線築道橋橋梁補修工事
花泉町油島字蒲沢
地内他

約135日 土木工事 橋梁補修工 L=14.8ｍ 競争入札 第2四半期

63 市道砂渕線砂淵橋橋梁補修工事
大東町中川字篠ヶ
崎地内

約135日 土木工事 橋梁補修工 L=17.2ｍ 競争入札 第2四半期

64 市道薄衣桃の木洞線道路改良舗装工事
川崎町薄衣字百連
畑地内

約130日 土木工事 道路改良舗装工 L=170ｍ 競争入札 第2四半期

65 市道新城沢峯線道路改良舗装工事
藤沢町砂子田字八
森沢地内他

約130日 土木工事 道路改良舗装工 L=250ｍ 競争入札 第2四半期

66 市道中里後沢田線道路改良舗装工事
中里字大平山地内
他

約125日 土木工事 道路改良舗装工 L=150ｍ 競争入札 第2四半期

67 市道滝沢草刈場２号線道路改良舗装工事 滝沢字草刈場地内 約125日 土木工事 道路改良舗装工 L=150ｍ 競争入札 第2四半期

68 市道上ノ台宇津野線道路改良舗装工事
萩荘字上宇津野地
内

約125日 土木工事 道路改良舗装工 L=220ｍ 競争入札 第2四半期

69 八幡町地内防火水槽設置工事 八幡町地内 約120日 土木工事 防火水槽 １基 競争入札 第2四半期

70 大東町鳥海字向前畑地内防火水槽設置工事
大東町鳥海字向前
畑地内

約120日 土木工事 防火水槽 １基 競争入札 第2四半期
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71 市道松川駅館下線道路改良その２工事
東山町松川字町裏
地内

約120日 土木工事 道路改良工 L=30ｍ 競争入札 第2四半期

72 市道袖洞線道路改良舗装工事
川崎町門崎字神平
地内

約120日 土木工事 道路改良舗装工 L=60ｍ 競争入札 第2四半期

73 川崎町門崎字神平地内防火水槽設置工事
川崎町門崎字神平
地内

約120日 土木工事 防火水槽 １基 競争入札 第2四半期

74 藤沢町徳田字名生城地内防火水槽設置工事
藤沢町徳田字名生
城地内

約120日 土木工事 防火水槽 １基 競争入札 第2四半期

75 市道一ノ沢田沢12号線道路改良舗装工事 滝沢字一ノ沢地内 約115日 土木工事 道路改良舗装工 L=150ｍ 競争入札 第2四半期

76 市道平石大平線道路改良舗装工事 舞川字吉祥地内 約115日 土木工事 道路改良舗装 L=100ｍ 競争入札 第2四半期

77 市道弥栄北ノ沢６号線道路改良工事 弥栄字北ノ沢地内 約115日 土木工事 道路改良工 L=60ｍ 競争入札 第2四半期

78 市道日影線側溝修繕工事 滝沢字寺下地内他 約110日 土木工事 側溝工 L=100ｍ 競争入札 第2四半期

79 市道越河長根線越河下橋橋梁補修工事 萩荘字越河地内 約110日 土木工事 橋梁補修工 L=3.0ｍ 競争入札 第2四半期

80
市道運南田鶴巻３号線中江川下ノ橋橋梁補
修工事

弥栄字鶴巻地内他 約110日 土木工事 橋梁補修工 L=14.5ｍ 競争入札 第2四半期

81 桜の小道(田村町地区)南工区整備工事 田村町地内 約90日 土木工事 舗装工 L=160ｍ 競争入札 第2四半期

82
藤沢第２分団第２部第１班消防屯所ホース
乾燥塔改修工事

藤沢町黄海字天沼
地内

約90日 土木工事 ホース乾燥塔解体、設置 一式 競争入札 第2四半期

83
藤沢第３分団第３部消防屯所ホース乾燥塔
改修工事

藤沢町徳田字長沢
地内

約90日 土木工事 ホース乾燥塔解体、設置 一式 競争入札 第2四半期

84
藤沢第３分団第５部第３班消防屯所ホース
乾燥塔改修工事

藤沢町大籠字左利
沢地内

約90日 土木工事 ホース乾燥塔解体、設置 一式 競争入札 第2四半期
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85 市道尻高沢線尻高沢橋橋梁補修工事
東山町田河津字横
沢地内他

約85日 土木工事 橋梁補修工 L=5.5ｍ 競争入札 第2四半期

86
大東第３分団第７部消防屯所建設（建築）
工事

大東町曽慶字小森
地内

約150日 建築工事 消防屯所（木造平屋建）建築　一式 競争入札 第2四半期

87
千厩第１分団第１部消防屯所建設（建築）
工事

千厩町千厩字脇谷
地内

約150日 建築工事 消防屯所（木造平屋建）建築　一式 競争入札 第2四半期

88
室根第１分団第５部消防屯所建設（建築）
工事

室根町折壁字篠原
地内

約150日 建築工事 消防屯所（木造平屋建）建築　一式 競争入札 第2四半期

89 一関西消防署田村町分遣所屋根改修工事 田村町地内 約120日 建築工事 屋根改修　一式 競争入札 第2四半期

90 総合防災センター屋根改修工事 田村町地内 約120日 建築工事 屋根改修　一式 競争入札 第2四半期

91 舞川中学校特別教室棟耐震改修工事 舞川字中入地内 約120日 建築工事 耐震改修　一式 競争入札 第2四半期

92 市営加妻住宅屋根等改修工事
川崎町薄衣字加妻
地内

約120日 建築工事 屋根等改修　一式 競争入札 第2四半期

93 いちのせき健康の森建具改修工事 厳美町祭畤地内 約90日 建築工事 建具等改修　一式 競争入札 第2四半期

94
一関市防災行政情報システム（同報系）屋
外広報マスト整備工事

舞川字外大久保地
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2四半期

95 東山支所庁舎自動火災報知設備改修工事
東山町長坂字西本
町地内

約90日 電気工事 自動火災報知設備改修　一式 競争入札 第2四半期

96 真湯温泉センター源泉揚湯ポンプ更新工事 厳美町字真湯地内 約120日 管工事 源泉揚湯ポンプ更新　一式 競争入札 第2四半期

97 大東図書館空調設備改修工事
大東町摺沢字新右
エ門土手地内

約90日 管工事 空調設備改修　一式 競争入札 第2四半期

98 市道居留２号線舗装新設工事 萩荘字居留地内 約110日 舗装工事 舗装工　A=4,100㎡ 競争入札 第2四半期
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99 市道地主町狐禅寺線舗装修繕工事 三関字桜町地内 約80日 舗装工事 舗装工　L=200ｍ 競争入札 第2四半期

100 市道草ケ沢中央線舗装修繕工事
狐禅寺字草ケ沢地
内

約80日 舗装工事 舗装工　L=100ｍ 競争入札 第2四半期

101 市道草刈場線舗装修繕工事
狐禅寺字藤ノ沢地
内他

約80日 舗装工事 舗装工　L=100ｍ 競争入札 第2四半期

102 市道高倉１号線舗装修繕工事
花泉町永井字東方
地内

約70日 舗装工事 舗装工　L=160ｍ 競争入札 第2四半期

103 市道二ツ檀清水原線舗装修繕工事
花泉町花泉字東鹿
野地内他

約70日 舗装工事 舗装工　L=110ｍ 競争入札 第2四半期

104 索道施設第２リフト制動機装置改修工事 厳美町祭畤地内 約120日
機械器具設
置工事

制動機装置改修　一式 随意契約 第2四半期

105 花泉運動公園野球場スコアボード改修工事
花泉町花泉字伊勢
沢地内

約120日
機械器具設
置工事

スコアボート改修　一式 競争入札 第2四半期

106 川崎市民センターホール吊物設備改修工事
川崎町薄衣字諏訪
前内

約120日
機械器具設
置工事

ホール吊物設備改修　一式 競争入札 第2四半期

107 市営中里分散住宅解体工事 山目町地内 約120日 解体工事 解体　一式 競争入札 第2四半期

108 市営新宮沢住宅解体工事 真柴字宮沢地内 約120日 解体工事 解体　一式 競争入札 第2四半期

109 本庁舎駐車場整備工事 竹山町地内 約210日 土木工事
構造物・工作物解体、駐車場整備、
駐輪場設置　一式

競争入札 第3四半期

110 市道丸木舞川線道路改良(第13工区)工事
東山町田河津字丸
木地内他

約180日 土木工事 道路改良工 L=200ｍ 競争入札 第3四半期

111 市道野田線道路改良工事
大東町中川字野田
地内

約150日 土木工事 道路改良工 L=80ｍ 競争入札 第3四半期

112 市道原沢１号線道路改良（第14工区）工事 舞川字原沢地内 約145日 土木工事 道路改良工 L=123ｍ 競争入札 第3四半期
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113 １災18号準用河川川台川河川災害復旧工事 萩荘字泉山地内 約130日 土木工事 ブロック積工 L=32ｍ 競争入札 第3四半期

114 １災19号準用河川南沢川河川災害復旧工事 萩荘字南沢地内 約130日 土木工事 ブロック積工 L=22ｍ 競争入札 第3四半期

115 １災20号準用河川蛭沢川河川災害復旧工事
花泉町老松字寺田
地内

約130日 土木工事 ブロック積工 L=16ｍ 競争入札 第3四半期

116 普通河川高倉川水路改修工事
花泉町永井字塔婆
崎地内

約120日 土木工事 水路工 L=70ｍ 競争入札 第3四半期

117 花と泉の公園改修工事
花泉町老松字下宮
沢地内

約120日 土木工事 外構改修　一式 競争入札 第3四半期

118 花と泉の公園整備工事
花泉町老松字下宮
沢地内

約120日 土木工事 造成工　一式 競争入札 第3四半期

119 市道北ノ沢４号線道路改良工事
千厩町千厩字北ノ
沢地内

約120日 土木工事 道路改良工 L=50ｍ 競争入札 第3四半期

120 千厩町清田字小天平地内防火水槽設置工事
千厩町清田字小天
平地内

約120日 土木工事 防火水槽 １基 競争入札 第3四半期

121 市道居の森線道路改良舗装工事
川崎町薄衣字平松
地内

約120日 土木工事 道路改良舗装工 L=140ｍ 競争入札 第3四半期

122 花泉第３分団第２部消防屯所敷地造成工事
花泉町花泉字地平
地内

約90日 土木工事 敷地造成工事 A=515㎡ 競争入札 第3四半期

123
藤沢第２分団第５部第１班消防屯所ホース
乾燥塔改修工事

藤沢町黄海字京ノ
沢地内

約90日 土木工事 ホース乾燥塔解体、設置 一式 競争入札 第3四半期

124
藤沢第３分団第４部消防屯所ホース乾燥塔
改修工事

藤沢町保呂羽字宇
和田地内

約90日 土木工事 ホース乾燥塔解体、設置 一式 競争入札 第3四半期

125
室根小学校校舎等・屋内運動場建設（建
築）工事

室根町矢越字五反
田地内

約360日 建築工事
校舎等、屋内運動場建設（建築）工
事　一式

競争入札 第3四半期

126
室根小学校校舎等・屋内運動場建設（電気
設備）工事

室根町矢越字五反
田地内

約360日 電気工事
校舎等・屋内運動場建設（建築）に
伴う電気工事 一式

競争入札 第3四半期
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127 一関文化センター直流電源装置改修工事 大手町地内 約120日 電気工事 直流電源装置改修　一式 競争入札 第3四半期

128 総合防災センター電気設備改修工事 田村町地内 約90日 電気工事 電気設備改修　一式 競争入札 第3四半期

129 東山総合体育館防災設備改修工事
東山町長坂字北山
谷地内

約90日 電気工事 防災設備改修　一式 競争入札 第3四半期

130 磐井川堤防末広地区照明灯設置工事 山目字荒谷地内 約75日 電気工事 ＬＥＤ照明灯設置　一式 競争入札 第3四半期

131
室根小学校校舎等・屋内運動場建設（機械
設備）工事

室根町矢越字五反
田地内

約360日 管工事
校舎等・屋内運動場建設（建築）に
伴う機械設備工事 一式

競争入札 第3四半期

132 中里小学校トイレ改修工事 蘭梅町地内 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

133 舞川中学校トイレ改修工事 舞川字中入地内 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

134 市道大東千厩線舗装新設工事
大東町大原字萱刈
場地内他

約120日 舗装工事 舗装工　A=2,000㎡ 競争入札 第3四半期

135 市道釣山線舗装修繕工事 城内地内他 約80日 舗装工事 舗装工　L=250ｍ 競争入札 第3四半期

136 市道朴中里線舗装工事 山目町地内他 約80日 舗装工事 舗装工　L=120ｍ 競争入札 第3四半期

137 関が丘市民センター駐車場整備工事 関が丘地内 約30日 舗装工事 舗装工　A=396㎡ 競争入札 第3四半期

138 市道藤沢馬場線道路改良工事
藤沢町藤沢字馬場
地内

約140日 土木工事 道路改良工 L=100ｍ 競争入札 第4四半期
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