
公 告
令 和 4 年 4 月 20 日

　「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年法律第 127号）第７条第１項の規定により、
下記のとおり令和４年度発注予定工事情報を公表します。

令和４年4月20日現在

№ 工　　　事　　　等　　　名 工事種別 工事等場所
工　期

(約○箇月)
工　事　等　概　要 入札方法

入札予定時期
（○月）

担　当　課

1 高室自家用水力発電所転送遮断用信号伝送装置更新工事 電気設備 土淵町柏崎地内 約11箇月 信号伝送装置更新工事　一式 随意契約 ４月 上下水道課

2 大野平浄水場導水管布設替工事 管設備
附馬牛町上附馬牛地
内

約６箇月 導水管　L=300ｍ 指名競争入札 ４月 上下水道課

3 宮守地域活性化センター受水槽補修工事 管設備 宮守町下宮守地内 約４箇月 受水槽の外壁・内壁塗装工事 指名競争入札 ５月 宮守総合支所

4 高室浄水場計装盤直流電源装置更新工事 電気設備 土淵町柏崎地内 約８箇月 電源装置更新工事　一式 指名競争入札 ５月 上下水道課

5 塚沢取水ポンプ場電気計装設備更新工事 電気設備 宮守町達曽部地内 約10箇月 電気設備更新工事　一式 指名競争入札 ５月 上下水道課

6 大上送水ポンプ場１号送水ポンプ更新工事 電気設備 宮守町上宮守地内 約８箇月 送水ポンプ更新工事　1台 指名競争入札 ５月 上下水道課

7 水道施設耐震化等推進事業（本舗装）工事 土木 青笹町青笹地内 約６箇月 A=2,400㎡ 指名競争入札 ５月 上下水道課

8 水道施設耐震化等推進事業（青笹第1ポンプ場機械・電気）工事 電気設備 青笹町中沢地内 約10箇月 機械・電気設備工事　一式 指名競争入札 ５月 上下水道課

9 小黒沢橋補修工事 土木 小友町地内 約４箇月 橋梁補修 指名競争入札 ５月 建設課

10 市民センター冷温水発生機高温再生器更新工事 管設備 遠野市新町地内 約５箇月 冷温水発生機の部品交換 指名競争入札 ６月 市民協働課

11 遠野ふれあい交流センター中央監視装置更新工事 管設備 遠野市新町地内 約４箇月 中央監視装置の更新 随意契約 ６月 市民協働課

12 遠野運動公園野球場トイレ改修工事 管設備
遠野市青笹町糠前地
内

約６箇月 野球場内トイレの洋式化工事 指名競争入札 ６月 市民協働課

13 水道施設耐震化等推進事業（工事用道路改良舗装）工事 土木 青笹町中沢地内 約６箇月
改良舗装　L=539m、本舗装L=900㎡
送配水管φ200･100　L=200ｍ(2条管)

指名競争入札 ６月 上下水道課

14 水道施設耐震化等推進事業（中沢3工区）工事 管設備 青笹町中沢地内 約６箇月
配水管φ250　L=330ｍ
配水管φ200　L=330ｍ

指名競争入札 ６月 上下水道課

15 水道施設耐震化等推進事業（中沢4工区）工事 管設備 青笹町中沢地内 約６箇月
配水管φ250　L=300ｍ
配水管φ200　L=300ｍ

指名競争入札 ６月 上下水道課

16 水道施設耐震化等推進事業（佐比内1工区）工事 管設備 上郷町佐比内地内 約６箇月
配水管φ250　L=160ｍ、配水管φ200　L=160
ｍ、水管橋φ250・200 L=11m(2条管)

指名競争入札 ６月 上下水道課

17 水道施設耐震化等推進事業（佐比内2工区）工事 管設備 上郷町佐比内地内 約６箇月
配水管φ250　L=330ｍ
配水管φ200　L=330ｍ

指名競争入札 ６月 上下水道課

18 配水管布設替（新町2工区）工事 管設備 新町地内 約６箇月 配水管　L=330ｍ 指名競争入札 ６月 上下水道課

遠野市長　多　田　一　彦



令和４年4月20日現在

№ 工　　　事　　　等　　　名 工事種別 工事等場所
工　期

(約○箇月)
工　事　等　概　要 入札方法

入札予定時期
（○月）

担　当　課

19 配水管布設替（上柳2工区）工事 管設備
附馬牛町下附馬牛地
内

約７箇月 配水管　L=550ｍ 指名競争入札 ６月 上下水道課

20 配水管布設替（佐野3工区）工事 管設備 上郷町細越地内 約６箇月 配水管　L=480ｍ 指名競争入札 ６月 上下水道課

21 矢崎荒屋線道路改良舗装工事 土木 附馬牛町安居台地内 約６箇月 道路改良舗装　Ｌ＝270ｍ 指名競争入札 ６月 建設課

22 矢崎荒屋線道路改良舗装工事（その2） 土木 附馬牛町安居台地内 約６箇月 道路改良舗装　Ｌ＝140ｍ 指名競争入札 ６月 建設課

23 須崎線道路改良舗装工事 土木 土淵町柏崎地内 約４箇月 道路改良舗装　Ｌ＝280ｍ 指名競争入札 ６月 建設課

24 小友地区センター改修工事 建築 小友地区センター 約６箇月 小友地区センターの改修工事 指名競争入札 ７月 市民協働課

25 小友児童クラブ改修工事 建築 小友町地内 約６箇月 小友児童クラブ室等の改修工事 指名競争入札 ７月 子育て支援課

26 達曽部地区センター改修工事 建築 達曽部地区センター 約６箇月 達曽部地区センターの改修工事 指名競争入札 ７月 市民協働課

27 達曽部児童クラブ改修工事 建築 宮守町達曽部地内 約６箇月 達曽部児童クラブ室等の改修工事 指名競争入札 ７月 子育て支援課

28 二日町小友線舗装工事 舗装 小友町地内 約４箇月 舗装　Ｌ＝550ｍ 指名競争入札 ７月 建設課

29 日影我丸線舗装工事 舗装 綾織町新里地内 約４箇月 舗装　Ｌ＝430ｍ 指名競争入札 ７月 建設課

30 元八幡水路改修工事 土木 松崎町光興寺地内 約５箇月 水路改修　Ｌ＝75ｍ 指名競争入札 ７月 建設課

31 市道古舘鳥居長根線道路改良舗装工事 土木 青笹町中沢地内 約５箇月 L=525ｍ、W=7.0ｍ 指名競争入札 ７月 まちづくり推進課

32 柏木平レイクリゾートコテージランド電気設備他改修工事 建築 宮守町下鱒沢 約５箇月
コテージランド空調設備・非常灯設備等
改修工事

指名競争入札 ７月 観光交流課

33 笠平市営住宅外壁塗装工事 建築
宮守町下宮守31地割
地内

約４箇月 外壁塗装　９棟 指名競争入札 ８月 建設課

34 八幡市営住宅解体工事 解体 松崎町白岩地内 約３箇月 解体工事　２棟 指名競争入札 ９月 建設課

35 綾織地区農業集落排水処理場土木設備等工事 土木 綾織地区 約６箇月 処理場土木設備等の更新工事 指名競争入札 ９月 上下水道課

36 綾織地区農業集落排水処理場機械設備等工事 管設備 綾織地区 約６箇月 処理場機械設備等の更新工事 指名競争入札 ９月 上下水道課


