
１　工事
番号 入札方法 建設工事等の名称 施工又は履行の場所 建設工事等の期間 業種 建設工事等の概要 入札時期 担当部局

1 指名競争
令和４年度栗原市交通安全施設整備工
事

市内一円 約３か月 土木一式
カーブミラー、ガードレール等の設
置

2022年11月 総務部

2 指名競争
くりはら田園鉄道公園鉄道車両塗装修
繕

栗原市若柳川北地内 約３か月 塗装 車両塗装修繕　２両 2022年10月 企画部

3 指名競争 はげまし学園　フェンス改修工事 栗原市築館4番53号 7か月間 土木一式 フェンス改修　一式 2020年10月 市民生活部

4 一般競争 栗原市最終処分場設備維持補修工事
栗原市金成狼ノ沢25番
地23

6か月間 機械器具設置 浸出水処理施設設備補修　一式 2020年10月 市民生活部

5 指名競争 板倉頭首工河川水位計無線化工事 栗原市金成　地内 約６か月 電気 アナログ無線器　１台 2022年10月 農林振興部

6 一般競争 伊豆野頭首工シーケンサ更新工事 栗原市一迫　地内 約６か月 電気 シーケンスコントローラー　一式 2022年10月 農林振興部

7 一般競争
若柳大林新堰合地区（２工区）水路整
備工事

栗原市若柳　地内 約６か月 土木一式 排水フリューム　L=137m 2022年10月 農林振興部

8 指名競争 築館荒田沢地区水路工事 栗原市築館　地内 約３か月 土木一式 排水フリューム　L=100m 2022年11月 農林振興部

9 一般競争 照越揚水機場移設工事 栗原市築館　地内 約４か月 機械器具設置 揚水ポンプ移設　　一式 2023年1月 農林振興部

10 指名競争 八沢揚水機場整備補修工事 栗原市築館　地内 約６か月 機械器具設置 ポンプ整備補修　　一式 2022年11月 農林振興部

11 指名競争 赤坂揚水機場整備補修工事 栗原市築館　地内 約６か月 機械器具設置 ポンプ整備補修　　一式 2022年11月 農林振興部

12 指名競争 萩沢整理地区排水路整備工事 栗原市築館　地内 約５か月 土木一式 排水フリューム　L=145m 2022年11月 農林振興部

13 指名競争 敷味地区水路側壁補修工事 栗原市若柳　地内 約５か月 土木一式 側壁コンクリート打設　L=23m 2022年11月 農林振興部

14 指名競争 畑岡給水路堤防補修工事 栗原市若柳　地内 約５か月 土木一式 堤防盛土工　L=100m 2022年11月 農林振興部

15 指名競争 高清水北原地区水路整備工事 栗原市高清水　地内 約５か月 土木一式 排水フリューム　L=40m 2022年11月 農林振興部

16 指名競争 一迫川内地区水路整備工事 栗原市一迫　地内 約５か月 土木一式 水路工　L=160m 2022年11月 農林振興部

17 指名競争 有賀第２排水機場除塵機補修工事 栗原市若柳　地内 約５か月 機械器具設置 除塵機補修　一式 2022年11月 農林振興部

18 指名競争 大伝寺(3)地区水路整備工事 栗原市鶯沢　地内 約５か月 土木一式 水路工　L=135.9m 2022年10月 農林振興部

19 指名競争 高清水外沢田地区水路整備工事 栗原市高清水　地内 約３か月 土木一式 排水フリューム　L=110m 2022年10月 農林振興部

20 指名競争 敷味地区水路整備工事 栗原市若柳　地内 約５か月 土木一式 大型フリューム　L=30m 2022年11月 農林振興部

21 指名競争 米ヶ浦地区水路整備工事 栗原市若柳　地内 約５か月 土木一式
大型フリューム　L=6.5m
重力式擁壁　L=10.5m

2022年11月 農林振興部

22 指名競争 市道我門線道路側溝整備工事
栗原市若柳川北我門
地内

約３か月 土木一式 道路側溝整備　L=65m 2022年10月 建設部

23 指名競争 市道北影の沢2号線道路側溝整備工事
栗原市高清水影の沢
地内

約３か月 土木一式 道路側溝整備　L=50m 2022年10月 建設部

24 指名競争 市道島巡祝田線道路側溝整備工事
栗原市鶯沢袋八坂　地
内

約６か月 土木一式 道路側溝整備　L=133m 2022年10月 建設部

25 指名競争 市道花崎分岐線法面補修工事
栗原市志波姫南郷蓬田
地内

約３か月 土木一式 法面補修工　L=12m 2022年10月 建設部

26 一般競争 市道辻前遠堀線道路改良工事
栗原市鶯沢南郷日向
地内

約６か月 土木一式 道路改良工　L=231m 2022年10月 建設部

27 一般競争 市道大林線道路改良工事
栗原市若柳字大林　地
内

約６か月 土木一式 道路改良工　一式 2022年10月 建設部

28 一般競争 市道大林線地盤改良工事（その２）
栗原市志波姫伊豆野
地内

約６か月 土木一式 地盤改良工　一式 2022年10月 建設部

29 指名競争 市道沢辺大岡線側溝上部改修工事
栗原市若柳字大林町裏
地内

約４か月 土木一式 側溝上部改修　L=70ｍ 2020年11月 建設部

30 指名競争 市道平形杉町線横断側溝改修工事
栗原市金成津久毛平形
烏子沢　地内

約４か月 土木一式 横断側溝改修　L=10ｍ 2020年11月 建設部

31 指名競争 市道漆沢小堤線舗装補修工事
栗原市金成沢辺小崎
地内

約３か月 ほ装 舗装打換　L=80ｍ 2020年11月 建設部

令和４年度　発注見通しの公表について（令和４年１０月１日現在）

　栗原市における令和４年度の建設工事等の発注見通し（原則として１件の設計金額が２５０万円以上）を下記のとおり
公表します。
　ここに公表する内容は、令和４年１０月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設工事等と内容が異なる場合
又は記載されていない建設工事等が発注される場合があります。

記

令和４年度　建設工事等発注見通し一覧

1 / 3 ページ



番号 入札方法 建設工事等の名称 施工又は履行の場所 建設工事等の期間 業種 建設工事等の概要 入札時期 担当部局

32 指名競争 市道打越金華山線横断側溝設置工事
栗原市築館高田二丁目
地内

約４か月 土木一式 横断側溝設置　L=20ｍ 2020年11月 建設部

33 一般競争 築館照越地区配水管布設替工事 築館照越　地内 約４か月 管 配水管布設替工 GX形φ200 L=200m 2022年11月 上下水道部

34 一般競争 築館萩沢地区配水管布設替補償工事 築館萩沢後沢　地内 約３か月 管 配水管布工　HPPE100　L=210m 2022年11月 上下水道部

35 一般競争 高清水欠屋敷地区配水管布設替工事 高清水欠屋敷　地内 約３か月 管 配水管布設工DIP-GX100　L＝100m 2022年12月 上下水道部

36 一般競争 鶯沢辻前橋添架管布設替工事 鶯沢辻前　地内 約４か月 管 添架管布設替工　SUS150　L=70.1m 2022年10月 上下水道部

37 一般競争 高清水東田地区配水管布設替補償工事 高清水東田　地内 約４か月 管 配水管布工　DIP250～150　L＝15m 2022年10月 上下水道部

38 一般競争 市道辻前遠堀線配水管布設替補償工事 鶯沢辻前　地内 約３か月 管
配水管布工　DIP100　L=140m
VP50　L=180m

2022年12月 上下水道部

39 指名競争 旧畑岡浄水場高架水槽解体工事
若柳字上畑岡本鹿野
地内

約３か月 土木一式 高架水槽撤去　一池 2022年11月 上下水道部

40 一般競争 金成姉歯地区舗装本復旧工事 金成姉歯　地内 約３か月 土木一式 舗装本復旧工　L=950m 2022年11月 上下水道部

41 一般競争 一迫大川口地区汚水幹線工事 一迫大川口　地内 約６か月 土木一式
施工延長　L=250.0m
管体延長　PE100　L=250.0m

2022年10月 上下水道部

42 一般競争 鶯沢・高清水地区マンホール改築工事 鶯沢　地内ほか 約４か月 土木一式 マンホール蓋交換　N＝42個所 2022年10月 上下水道部

43 指名競争 築館下宮野地区下水道枝線工事
築館字下宮野桜町　地
内

約４か月 土木一式
施工延長　L=70.0m
管体延長　PRP200　L=70m

2022年11月 上下水道部

44 一般競争 若柳地区舗装本復旧工事（2工区） 若柳大林　地内 約４か月 ほ装
施工延長　L=500ｍ
復旧面積　A=1,800m2

2022年11月 上下水道部

45 一般競争 栗駒地区舗装本復旧工事 栗駒中野　地内 約４か月 ほ装
施工延長　L=840ｍ
復旧面積　A=2,500m2

2022年11月 上下水道部

46 一般競争 一迫地区舗装本復旧工事 一迫字川口滝野　地内 約４か月 ほ装
施工延長　L=840.0ｍ
復旧面積　A=2,500m2

2022年12月 上下水道部

47 指名競争 金成地区舗装本復旧工事 金成梨崎　地内 約２か月 ほ装
施工延長　L=130.1ｍ
復旧面積　A=565m2

2022年12月 上下水道部

48 指名競争 若柳中学校校内道路舗装工事
栗原市若柳字川南袋25
番地

約４か月 ほ装 道路舗装工事一式 2022年10月 教育部

49 一般競争 築館小学校法面災害復旧工事 築館薬師一丁目地内 約4か月 土木一式 法面復旧　W=15m,H=5m 2020年12月 教育部

50 指名競争 金成野球場バックネット修繕工事 栗原市金成大平地内 約４か月 土木一式 バックネット修繕工事一式 2022年11月 教育部

51 指名競争
みちのく伝創館練舞場空調設備更新工
事

栗原市栗駒岩ケ崎松木
田79番地

約3カ月 管
練舞場の空調設備更新工事
・室外機2機、室内機8機

2022年11月 教育部

52 指名競争 高清水体育センター災害復旧工事
栗原市高清水忽滑沢
地内

約２か月 建築一式 災害復旧工事一式 2022年11月 教育部

53 指名競争 栗原市立図書館空調設備更新工事
栗原市築館薬師三丁目
3番1号

約４か月 管 空調設置工事一式 2022年11月 教育部

54 指名競争
小田ダム湖畔パークゴルフ場東屋設置
工事

栗原市一迫長崎字川台
地内

約２か月 建築一式 災害復旧工事一式 2022年11月 教育部

55 一般競争
栗駒総合体育館事務室等空調設備更新
工事

栗原市栗駒岩ケ崎裏山
地内

約２か月 管 空調設備更新工事　N＝9基 2023年1月 教育部

56 一般競争
栗原市立若柳病院電話交換設備更新工
事

栗原市立若柳病院内 約４か月 電気通信 電話交換設備更新 2022年10月 医療局

57 指名競争 一迫嶋躰消防積載車格納庫建築工事 一迫字嶋躰原　地内 約４か月 建築一式 A＝19.87㎡ 2022年12月 消防本部
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２　建設関連業務

番号 入札方法 建設工事等の名称 施工又は履行の場所 建設工事等の期間 業種 建設工事等の概要 入札時期 担当部局

1 一般競争 一迫鹿込地区水路測量施計業務 栗原市一迫　地内 約４か月 測量 測量設計業務　L=500m 2022年10月 農林振興部

2 指名競争
築館太田新中太田地区水路測量設計業
務

栗原市築館　地内 約４か月 測量 測量設計業務　L=640m 2022年10月 農林振興部

3 一般競争 道路台帳調製に伴う測量業務 栗原市内　一円 約６か月 測量 測量一式 2022年10月 建設部

4 一般競争 市営鶴町住宅建設工事設計業務
栗原市一迫真坂字鶴町
地内

約４か月 建築設計 設計業務　一式 2022年11月 建設部

5 指名競争 築館高田地区生活道路測量設計業務 栗原市築館高田　地内 約３か月 測量 測量設計業務　L=250m 2022年11月 建設部

6 一般競争
築館萩沢加倉地区汚水幹線管渠実施設
計業務

築館字萩沢加倉　地内 約５か月 測量 汚水幹線管渠実施設計　L=360m 2022年10月 上下水道部

総務部　管財課　契約係
電話:0228-22-1116　 FAX:0228-22-0312  E-mail：kanzai@kuriharacity.jp
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