
(様式第1号)

令和４年度　建設工事発注見通し一覧

番号 工事名 路河川等 工事種別 工事場所 工事概要 工事期間
入札方法
(契約方法)

入札予定時期
(随契時期)

事業所管課

1
町道谷川入郷線舗装修繕
工事

町道
谷川入郷線

舗装一式 那珂川町谷川地内
工事延長L=200m W=4.1～5.6m
舗装修繕一式

約２カ月 指名競争 第１四半期 建設課

2
町道三輪後久保線舗装修
繕工事

町道
三輪後久保線

舗装一式 那珂川町三輪地内
工事延長L=200m W=3.2～3.8m
舗装修繕一式

約２カ月 指名競争 第１四半期 建設課

3 町道94号線舗装修繕工事 町道94号線 舗装一式 那珂川町谷田地内
工事延長L=150m W=5.0m～6.0m
舗装修繕一式

約２カ月 指名競争 第１四半期 建設課

4
町道芳井穂積線舗装修繕
工事

町道
芳井穂積線

舗装一式 那珂川町芳井地内
工事延長L=500m W=3.2m～3.5m
舗装修繕一式

約３カ月 指名競争 第３四半期 建設課

5 町道薬利後沢線舗装工事
町道

薬利後沢線
舗装一式 那珂川町東戸田地内

工事延長L=500m W=7.5m
舗装一式

約４カ月 一般競争 第４四半期 建設課

6
町道上郷須賀川線道路改
良舗装工事

町道
上郷須賀川線

土木一式
那珂川町

大山田上郷地内
工事延長L=350m W=7.0m
改良舗装一式

約６カ月 一般競争 第２四半期 建設課

7 下坪橋修繕工事
町道浄法寺
桑の木田線

土木一式 那珂川町浄法寺地内 橋梁修繕工事一式 約６カ月 一般競争 第２四半期 建設課

8
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 那珂川町馬頭地内
工事延長L=60m W=11.0m
改良舗装一式

約５カ月 一般競争 第１四半期 建設課

9 金谷線道路改良舗装工事 町道金谷線 土木一式 那珂川町富山地内
工事延長L=200m W=7.0m
改良舗装一式

約６カ月 一般競争 第２四半期 建設課

10
大内大山田線舗装修繕工
事

町道
大内大山田線

舗装一式 那珂川町大内地内
工事延長L=200m W=6.5～10.4m
舗装修繕一式

約４カ月 一般競争 第１四半期 建設課

11 上西２号線舗装修繕工事
町道

上西２号線
舗装一式 那珂川町小川地内

工事延長L=200m W=5.5～8.2m
舗装修繕一式

約４カ月 一般競争 第１四半期 建設課

12 送水管布設替工事 (町)水道公社線 管工事 那珂川町馬頭
工事延長L=１００ｍ
DIP　φ３００㎜　水管橋

約７か月 一般競争 第１四半期 上下水道課

13 導水管布設替工事
(町)三川又川崎

線
管工事 那珂川町三川又

工事延長L=２５０ｍ
DIP　φ２００㎜

約５か月 一般競争 第２四半期 上下水道課

14 配水管布設替工事 (国)２９３号 管工事 那珂川町三輪
工事延長L=３００ｍ
DIP　φ１００㎜

約４か月 一般競争 第２四半期 上下水道課

15 配水管布設替工事 (町)薬利後沢線 管工事 那珂川町東戸田
工事延長L=６００ｍ
HPPE　φ１５０㎜

約４か月 一般競争 第２四半期 上下水道課

注)　ここに掲載する内容は、令和4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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16 配水管布設替工事
(主)那須黒羽茂

木線
管工事 那珂川町和見

工事延長L=３０ｍ
DIP　φ７５㎜　橋梁添架

約３か月 一般競争 第３四半期 上下水道課

17 配水管布設替工事 (県)矢又大内線 管工事 那珂川町大内
工事延長L=３０ｍ
ＤＩＰ　φ１００㎜　橋梁添架

約４か月 一般競争 第３四半期 上下水道課

18 配水管布設替工事 (県)矢又大内線 管工事 那珂川町大那地
工事延長L=２４０ｍ
ＤＩP　φ１００㎜

約４か月 指名競争 第３四半期 上下水道課

19 配水管布設替工事
(町)上郷須賀川

線
管工事 那珂川町大山田上郷

工事延長L=１００ｍ
HPPE　φ７５㎜

約３か月 指名競争 第３四半期 上下水道課

20 配水管布設替工事
(主)矢板那珂川

線
管工事 那珂川町馬頭

工事延長L=３０ｍ
PP　φ５０㎜

約２か月 指名競争 第３四半期 上下水道課

21 濁度計設置工事 東部浄水場 水道施設 那珂川町大山田下郷 濁度計設備　一式 約４か月 指名競争 第１四半期 上下水道課

22 無停電電源装置更新工事 川崎浄水場 水道施設 那珂川町久那瀬 無停電電源装置　一式 約７か月 一般競争 第２四半期 上下水道課

23 流量計更新工事 川崎浄水場 水道施設 那珂川町久那瀬 流量計　一式 約３か月 一般競争 第２四半期 上下水道課

24 電気計装盤更新工事
中部第３

水源
水道施設 那珂川町小川 計装盤更新　一式 約７か月 一般競争 第２四半期 上下水道課

25 加圧ポンプ施設更新工事
脇郷第１

加圧ポンプ場
水道施設 那珂川町大内 加圧ポンプ　一式 約３か月 一般競争 第２四半期 上下水道課

26
下水道管路施設耐震補強
工事

国道294号 管路施設 那珂川町小川 マンホール補強工事　７か所 約５か月 一般競争 第２四半期 上下水道課

27
ゆりがねの湯外湯屋根設
置工事

－ 建築工事 那珂川町小口地内 ゆりがねの湯外湯屋根の設置工事 約２ヶ月 指名競争 第２四半期 産業振興課

28 ふるさと館改修工事 － 建築工事 那珂川町小川地内 ふるさと館の改修工事 約３ヶ月 指名競争 第２四半期 産業振興課

29 片平地区農道舗装工事 片平地区農道 土木一式 那珂川町片平地内 L=230m、W=4.0m 75日間 指名競争 第３四半期 産業振興課

30 小川地区農道舗装工事 小川地区農道 土木一式 那珂川町小川地内 L=300m、W=4.0m 75日間 指名競争 第３四半期 産業振興課

注)　ここに掲載する内容は、令和4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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31 鶴居峠御前岩線改修工事 鶴居峠御前岩線 土木一式
那珂川町大山田下郷

地内
L=30m、W=5.0m 50日間 指名競争 第２四半期 産業振興課

32
馬頭中学校校舎改修工事
（B棟）第１期

建築工事 那珂川町馬頭地内
馬頭中学校舎　鉄筋コンクリート造
3階建　延べ面積　1579㎡

約６ヶ月 一般競争 第１四半期 学校教育課

33
小川中学校自転車小屋改
修工事

建築工事 那珂川町小川地内 小川中学校自転車小屋　一式 約３ヶ月 指名競争 第２四半期 学校教育課

34
小川小学校放送設備改修
工事

電気通信工事 那珂川町小川地内 放送設備改修　一式 約４ヶ月 指名競争 第２四半期 学校教育課

35
小川体育館
トイレ洋式化工事

管工事 小川体育館 トイレ洋式化一式 約３ヶ月 指名競争 第１四半期 生涯学習課

36
小砂コミュニティーセンター
駐車場舗装工事

舗装 那珂川町小砂
施工面積Ａ＝８００㎡
　Ａｓ舗装工　１式、区画線工　１式

６０日間 指名競争 第２四半期 生涯学習課

37

38

39

40

41

42

43

44

45

注)　ここに掲載する内容は、令和4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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