
（対象：予定価格１３０万円以上）

番号 課名 工　事　名 場所 種別 概要
工事の期
間(日数）

入札及び
契約の方法

発注時期

1 要田分団第１部屯所解体工事 大字熊耳字南原地内 一般土木工事 解体工事Ａ＝41.6㎡ 90 入札 第２四半期

2 熊耳地内薄層カラー舗装工事 大字熊耳字古殿地内　外 一般土木工事
薄層カラー舗装工Ｌ＝40.0m
区画線工一式

90 入札 第１四半期

3 防犯灯新規設置工事 町内 電気設備工事 防犯灯新規設置30基 90 入札 第１四半期

4 財務課 役場庁舎駐車場整備工事 字大町地内 舗装工事 舗装工L＝1800㎡ 150 入札 第１四半期

5 町立三春病院自動ドア修繕工事 字六升蒔地内 建築工事
引分自動扉開閉装置交換
防護柵設置等

90 入札 第２四半期

6 町立三春病院外壁等修繕工事 字六升蒔地内 建築工事 正面玄関ガラス交換、外壁改修 90 入札 第２四半期

7
三春町敬老園１階空調設備改修工
事

字六升蒔地内
暖冷房衛生設
備工事

空調設備改修 90 入札 第２四半期

8 三春町福祉会館屋上防水工事 字南町地内 建築工事
FRP防水工事
シーリング工事

90 入札 第２四半期

9 三春町生活工芸館外壁改修工事 字南町地内 建築工事 外壁改修 90 入札 第２四半期

10
子育て支援センター外壁部分補修
工事

字大町地内 塗装工事 Vカットシーリング、塗装補修 90 入札 第２四半期

11 岩江子ども園（仮称）用地造成工事 大字上舞木字戸ノ内地内 一般土木工事 造成工事　約6800㎡ 300 入札 第４四半期

12 第２保育所遊戯室エアコン設置工事 大字貝山字泉沢地内
暖冷房衛生設
備工事

エアコン設置1台 30 入札 第１四半期

令和4年度三春町公共工事発注の見通しに関する事項

総務課

保健福祉課

子育て支援課
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13 岩江幼稚園事務室エアコン設置工事 大字上舞木字大谷ツ地内
暖冷房衛生設
備工事

エアコン取替1台 30 入札 第１四半期

14 岩江幼稚園屋根防水修繕工事 大字上舞木字大谷ツ地内 建築工事
新設ウレタン防水脱気工法
114.9㎡

30 入札 第１四半期

15 滝地区ため池護岸工事 大字滝字高野地内 一般土木工事 ブロックマット工　L=18.0m 90 入札 第２四半期

16
三春の里田園生活館 公衆無線
LAN環境整備工事

大字西方字石畑地内 通信設備工事 無線LAN整備　１式 90 入札 第３四半期

17 北町蔵地震災害復旧工事 字北町地内 建築工事 外壁等修繕 120 入札 第１四半期

18 紫雲寺散策路木段設置工事 字大町地内 一般土木工事 木段設置　N=23段 60 入札 第２四半期

19 花見ヶ丘公衆トイレ修繕工事　 大字滝字桜久保地内 建築工事
扉設置2枚、隙間塞ぎ、パネル
ヒーター設置等

90 入札 第２四半期

20 八雲団地２号棟外壁改修工事 字小浜海道地内 建築工事
外壁改修　A=2,354㎡、内窓取
付　N=96箇所

150 入札 第１四半期

21 一本松３４団地１号棟改修工事 字一本松地内 建築工事
外壁改修　A=1,005㎡、屋根塗
装　A=100㎡　内窓取付　N=36
箇所ほか

150 入札 第２四半期

22 定住促進住宅外壁改修工事 桜ヶ丘二丁目地内 建築工事 外壁改修　A=1,312㎡ 150 入札 第２四半期

23 かいやま団地住宅設備改修工事 大字貝山字馬場地内
暖冷房衛生設
備工事

電気温水器更新　A=6台、エア
コン設置　A=11台、大便器更
新　N=１１台

90 入札 第１四半期

子育て支援課

産業課

建設課
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24
かいやま団地住宅スロープ設置工
事

大字貝山字馬場地内 建築工事 スロープ設置　L=9ｍ 60 入札 第１四半期

25
かつぎばし団地北棟高架水槽復旧
工事

大字平沢字担橋地内
暖冷房衛生設
備工事

高架水槽4.5m3更新　N=１基 60 入札 第１四半期

26 かいやま団地庇改修工事 大字貝山字馬場地内 建築工事 庇改修　N=2箇所 60 入札 第３四半期

27 町道四反田富沢線舗装補修工事 大字南成田字千代川地内 舗装工事 舗装補修工事　L=200m 120 入札 第２四半期

28
町道南原芹ケ沢込木線舗装補修工
事

大字込木字八方谷地内 舗装工事 舗装補修工事　L=200m 120 入札 第２四半期

29
町道五本木垢潜薬師道線改良工
事

大字富沢字石倉地内 一般土木工事 道路改良工　L=90m 180 入札 第１四半期

30
町道五本木垢潜薬師道線舗装補
修工事

大字富沢字八坂地内 舗装工事 舗装補修工事　L=120m 120 入札 第２四半期

31 町道谷戸深田和線舗装補修工事 大字平沢字谷戸地内　外 舗装工事 舗装補修工事　L=200m 120 入札 第２四半期

32 町道山田鷹巣線舗装補修工事 大字上舞木字堂ケ作地内 舗装工事 舗装補修工事　L=240m 120 入札 第２四半期

33 町道岩本戸ノ内線道路改良工事 大字上舞木字戸ノ内地内 一般土木工事 道路改良工　L=382m 300 入札 第４四半期

34 企業局
三春町防災避難施設管理棟合併
処理浄化槽布設工事

大字貝山字泉沢地内 上・下水道工事
浄化槽本体設置工（30人槽）
及び放流管設置工

60 入札 第２四半期

建設課
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35 岩江小学校エアコン設置工事 大字上舞木字大谷ツ地内
暖冷房衛生設
備工事

エアコン設置２台 90 入札 第１四半期

36 御木沢小学校増改築工事 字樋ノ口地内 建築工事 校舎増築　A=169㎡ 240 入札 第１四半期

37
岩江小学校校舎及び体育館LED改
修工事

大字上舞木字大谷ツ地内 電気設備工事
校舎及び体育館の照明器具の
LED化

240 入札 第１四半期

38
三春小学校体育館ステージ天井改
修工事

字大町地内 建築工事 体育館ステージの天井改修 90 入札 第１四半期

39
岩江小学校防火扉連動制御器修
繕工事

大字上舞木字大谷ツ地内 建築工事 受信機及び感知器の更新 120 入札 第１四半期

40
御木沢小学校外壁塗装等修繕工
事

字樋ノ口地内 建築工事
軒天塗装　A=55.0㎡
ベランダ塗膜防水　A=79㎡

90 入札 第１四半期

41
中郷小学校電話交換設備更新工
事

大字柴原字神久保地内 通信設備工事
電話交換設備及び電話機の更
新

90 入札 第１四半期

42 小学校トイレ洋式化工事 字大町地内　外 機械設備工事
各小学校の和式便器を洋式便
器へ更新

120 入札 第２四半期

43 三春中学校避難広場整地等工事 大字貝山字泉沢地内 一般土木工事 整地工事 A=8,300㎡ 120 入札 第２四半期

44 三春中学校教室床修繕工事 大字貝山字泉沢地内 建築工事 床シート張替工事　A=384㎡ 90 入札 第１四半期

45
岩江中学校電話交換設備更新工
事

大字上舞木字向田地内 通信設備工事
電話交換設備及び電話機の更
新

90 入札 第１四半期

教育課
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46 教育課
岩江中学校社会科教室及び給食
室エアコン更新工事

大字上舞木字向田地内
暖冷房衛生設

備工事
エアコン更新３台 90 入札 第１四半期

47
三春町民体育館音響設備改修工
事

大字貝山字泉沢地内 電気設備工事 配線工事、放送機器設置　外 90 入札 第１四半期

48
三春町民体育館屋内消火栓自家
用発電設備設置工事

大字貝山字泉沢地内 電気設備工事 配線工事、発電設備設置　外 90 入札 第１四半期

49
国際交流館屋根及び外壁改修工
事

字南町地内 建築工事 屋根、外壁の塗装　外 150 入札 第１四半期

51
まほらホール無線音声設備改修工
事

字大町地内 電気設備工事 無線音声設備の入替 150 入札 第１四半期

52 各地区交流館エアコン設置工事
大字熊耳字大平地内　外5
カ所

暖冷房衛生設
備工事

各地区交流館へのエアコン設
置

100 入札 第１四半期

生涯学習課


