
平成３０年度
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平成３０年４月１日現在

那 珂 川 町   総 務 課



(様式第1号)

那珂川町　全課・局　集計

番号 工事名 路河川等 工事種別 工事場所 工事期間 工事概要
入札方法

(契約方法)
入札予定時期

(随契時期)
事業所管

1 那珂川町旧本庁舎解体工事 役場旧本庁舎 解体工事 那珂川町馬頭 １５０日間
建物解体（庁舎、石倉２棟）　１式
　建築、電気、設備　　各１式

一般競争 第１四半期 総務課

2 那珂川町旧小川庁舎解体工事 役場旧小川庁舎 解体工事 那珂川町小川 １８０日間
建物解体（庁舎棟、倉庫他）　１式
　建築、電気、設備　　各１式

一般競争 第１四半期 総務課

3
小川総合福祉センター事務室改修
工事

　　小川総合
　　　福祉センター

建築一式 那珂川町小川 １２０日間
建物改修　１式
　建築工事　１式、電気工事　１式

指名競争 第１四半期 総務課

4 防火水槽設置工事
町道一渡戸大鳥線

付近
土木一式 那珂川町馬頭 ６０日間

防火水槽新設　　１基
　４０㎥級　　１基

指名競争 第２四半期 総務課

5 庁舎屋外拡声設備移設工事 旧２庁舎 電気通信 那珂川町馬頭・小川 １２０日間
屋外拡声装置移設　（２基）　１式
　旧本庁舎、旧小川庁舎　各１式

随意契約 第１四半期 総務課

6
震度情報ネットワークシステム移設
工事

旧小川庁舎 電気通信 那珂川町小川 ９０日間 震度計移設　　　１式 随意契約 第１四半期 総務課

7
那珂川町ケーブルテレビ小川サブ
センター設置工事

小川サブセンター 電気設備 那珂川町小川2814-1 ２１０日間
小川庁舎解体に伴う
　　　小川サブセンターの整備

一般競争 第１四半期
企画財政課

（ケーブルテレビ）

8 伝送路移設工事 伝送路 電気設備 那珂川町地内 ―
光ファイバー及び
　　　同軸ケーブル等の移設工事

指名競争 随時
企画財政課

（ケーブルテレビ）

9
小川総合福祉センター園地遊具設
置工事

　　小川総合
　　　福祉センター

土木一式 那珂川町小川地内 ６０日間 遊具設置工事　　　１式 指名競争 第１四半期
健康福祉課

（福祉センター）

10
小川総合福祉センター屋根瓦補修
工事

　　小川総合
　　　福祉センター

建築一式 那珂川町小川地内 ６０日間 屋根瓦補修工事　　１式 随意契約 第２四半期
健康福祉課

（福祉センター）

11 町営住宅改修工事 町営住宅 建築一式 那珂川町馬頭地内 ６０日間 町営住宅改修　　１式 指名競争 第２四半期 建設課

注)　ここに掲載する内容は、平成３０年４月１日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合又はここに記載されない場合があります。

平成３０年度　建設工事発注見通し一覧
　平成３０年４月１日現在
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12 住宅敷地造成工事 町営住宅 土木一式 那珂川町小川地内 ９０日間 盛土工　１式 指名競争 第３四半期 建設課

13 町道76号線道路改良舗装工事 町道76号線 土木一式 那珂川町片平 １８０日間
工事延長L=60m　W=10.0m
　改良舗装工事　1式

一般競争 第１四半期 建設課

14 町道和見立野線道路改良舗装工事 町道和見立野線 土木一式 那珂川町小砂 １８０日間
工事延長L=160m　W=5.0m
　改良舗装工事　1式

一般競争 第２四半期 建設課

15
町道一渡戸大鳥線道路改良舗装工
事

町道一渡戸大鳥線 土木一式 那珂川町馬頭 １５０日間
工事延長L=250m　W=11.0m
　改良舗装工事　1式

一般競争 第２四半期 建設課

16 町道上郷須賀川線道路改良工事 町道上郷須賀川線 土木一式 那珂川町大山田上郷 ９０日間
工事延長L=100m　W=7.0m
　改良工事　1式

指名競争 第３四半期 建設課

17 町道都新道線道路改良舗装工事 町道都新道線 土木一式 那珂川町馬頭 ９０日間
工事延長L=20m　W=7.0m
　改良舗装工事　1式

指名競争 第３四半期 建設課

18 小砂１地区農道舗装工事 農道 舗装工事 那珂川町小砂地内 １１０日間 工事延長L=559m W=3.0m 一般競争 第３四半期 農林振興課

19 小砂２地区農道舗装工事 農道 舗装工事 那珂川町小砂地内 ７０日間 工事延長L=470m W=3.2m 指名競争 第３四半期 農林振興課

20 小口地区農道舗装工事 農道 舗装工事 那珂川町小口地内 ９０日間 工事延長L=180m W=3.5m 指名競争 第３四半期 農林振興課

21 久那瀬地区用水路修繕工事 一級河川武茂川 土木一式 那珂川町久那瀬地内 １２０日間 工事延長L=60m 一般競争 第３四半期 農林振興課

22
馬頭小学校校舎大規模改修工事
（特別教室棟）

馬頭小学校 建築一式 那珂川町馬頭地内 １８０日間
特別教室棟　S造３階建　１棟
　改修建物面積　　1,342.92㎡

一般競争 第１四半期 学校教育課

注)　ここに掲載する内容は、平成３０年４月１日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合又はここに記載されない場合があります。

平成３０年度　建設工事発注見通し一覧
　平成３０年４月１日現在
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23 馬頭中学校空調設置工事 馬頭中学校 管工事 那珂川町馬頭地内 １２０日間 空調設置工事 一般競争 第２四半期 学校教育課

24 小川中学校空調設置工事 小川中学校 管工事 那珂川町小川地内 １２０日間 空調設置工事 一般競争 第２四半期 学校教育課

25 学校給食センター設備改修工事 学校給食センター 建築一式 那珂川町和見地内 ６０日間
食器洗浄機更新　　1台
食缶洗浄機更新　　1台

指名競争 第１四半期
学校教育課

（給食センター）

26 小川運動場トイレ設置工事 小川運動場 建築一式 那珂川町小川地内 ６０日間 ユニット型トイレ設置 指名競争 第２四半期 生涯学習課

27 自動ドア装置更新工事 馬頭広重美術館 機械設備
那珂川町馬頭116番
地9

６０日間 装置の交換　3か所 随意契約 第１四半期
生涯学習課

（広重美術館）

28 展示ケース部材交換工事 馬頭広重美術館 建築一式
那珂川町馬頭116番
地9

６０日間 パッキン他交換 指名競争 第２四半期
生涯学習課

（広重美術館）

29 荒沢浄水場場内整備・配管工事 荒沢浄水場 水道施設 那珂川町健武地内 １５５日間 配水管布設　１式、場内整備　１式 一般競争 第１四半期 上下水道課

30 上水道４号導水管布設替工事 三川又川崎線 管工事 那珂川町馬頭地内 １５５日間
導水管 DIP(Gx)φ200mm、
国道推進工　１式

一般競争 第３四半期 上下水道課

31 那須黒羽茂木線配水管布設替工事
主要地方道那須黒

羽茂木線
管工事 那珂川町和見地内 １２０日間

工事延長L=300m
　DIP(NS-E)φ７５㎜

一般競争 第１四半期 上下水道課

32
中部浄水場電気機器更新工事　そ
の１

中部浄水場 水道施設 那珂川町小川地内 １８０日間
取水設備　１式、浄水場設備　１式
配水場設備　１式

一般競争 第１四半期 上下水道課

33 小砂取水ポンプ交換工事 小砂取水井 水道施設 那珂川町小砂地内 ９０日間 ポンプ交換　２基 指名競争 第３四半期 上下水道課

注)　ここに掲載する内容は、平成３０年４月１日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合又はここに記載されない場合があります。

平成３０年度　建設工事発注見通し一覧
　平成３０年４月１日現在
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34 小砂浄水場流量計交換工事 小砂浄水場 水道施設 那珂川町小砂地内 ９０日間 流量計　１基 指名競争 第３四半期 上下水道課

35 駒入橋配水管布設替工事 国道４６１号 管工事 那珂川町大山田上郷地内 ９０日間
工事延長L=３５ｍ
　DIP(K)φ７５㎜

指名競争 第３四半期 上下水道課

36 矢板那珂川線配水管布設替工事
主要地方道

矢板那珂川線
管工事 那珂川町健武地内 ９０日間

下越し　２箇所
工事延長L=250m
　DIP(NS-E)75mm

指名競争 第２四半期 上下水道課

37
上郷須賀川線
　　　配水管布設替工事　その２

町道上郷須賀川線 管工事 那珂川町大山田上郷地内 １２０日間
工事延長L=１２０ｍ
　HPPEφ７５㎜

指名競争 第３四半期 上下水道課

38
小砂立野地内
　　　配水管布設替工事　その５

町道和見立野線 管工事 那珂川町小砂地内 １２０日間
工事延長L=２２０ｍ
　HPPEφ７５㎜

指名競争 第３四半期 上下水道課

39 大内海道平地内配水管布設替工事 海道平線 管工事 那珂川町大内地内 １２０日間
工事延長L=３００ｍ
　PPφ５０㎜

指名競争 第２四半期 上下水道課

40 片平地内配水管布設替工事
県道小川大金

停車場線
管工事 那珂川町片平地内 １２０日間

工事延長L=１００ｍ
　DIP(K)φ100㎜

指名競争 第２四半期 上下水道課

41 谷田地内配水管布設工事 認定外道路 管工事 那珂川町谷田地内 ９０日間
工事延長L=２００ｍ
　PPφ５０㎜

指名競争 第１四半期 上下水道課

42 健武藤沢地内配水管布設工事 藤沢線 管工事 那珂川町健武地内 ９０日間
工事延長L=17０ｍ
　PPφ５０㎜

指名競争 第２四半期 上下水道課

43 和見加圧ポンプ場基礎工事 和見加圧ポンプ場 水道施設 那珂川町和見地内 １２０日間 Ｌ型擁壁　１式、HPPEφ75mm 指名競争 第３四半期 上下水道課

注)　ここに掲載する内容は、平成３０年４月１日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合又はここに記載されない場合があります。
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