
令和４年度 塩竈市公共工事発注見通し

（当初分）

ＮＯ 発注担当課 工事名称 施工地 発注形態 種　　別 発注時期 工事期間 工　　　事　　　概　　　要

1 管財契約課 尾島町地内市有地整備工事
塩竈市尾島町
4-1地内

指名競争 土木一式工事 第1・四半期 約3か月 舗装工、排水工、防護柵工

2 管財契約課 本庁舎北側駐車場整備工事（仮称）
塩竈市旭町
1-1地内

指名競争 建築一式工事 第2・四半期 約4か月 構造物設置工、構造物移設工、区画線工

3 環境課 令和4年度　清掃工場耐火物・機械設備改良工事
字杉の入裏地
内

一般競争 清掃施設工事 第3・四半期 約4か月 清掃工場の耐火物・機械設備に係る更新工事

4 環境課 清掃工場耐震補強工事
字杉の入裏地
内

一般競争 清掃施設工事 第1・四半期 約6か月 清掃工場（工場棟）の耐震補強に係る工事

5 商工観光課 令和4年度旅客ターミナル施設3階空調設備改修工事
塩竈市港町
1-4-1　地内

一般競争 管工事 第2・四半期 約6か月 マリンゲート塩釜３階空調設備の改修工事

6 まちづくり・建築課 塩竈市営大日向住宅5号棟エレベーター更新工事 大日向町 一般競争 機械器具設置工事 第2・四半期 約5か月 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ一基交換一式

7 まちづくり・建築課 塩竈市営新玉川住宅風呂釜等更新工事 母小沢町 指名競争 管工事 第2・四半期 約4か月 風呂釜、浴槽24箇所交換一式

8 まちづくり・建築課 狭あい道路後退用地整備工事（その１） 市内一円 指名競争 土木一式工事 第2・四半期 約2か月 道路後退用地に対する舗装工事

9 まちづくり・建築課 狭あい道路後退用地整備工事（その２） 市内一円 指名競争 土木一式工事 第4・四半期 約2か月 道路後退用地に対する舗装工事

10 土木課 3-道メ・補　庚塚陸橋補修工事 字庚塚
一般競争

（総合評価）
土木一式工事 第1・四半期 約8か月

舗装工　一式
橋梁補修工　一式

橋梁付属物工　一式

11 土木課 4-石・交　塩釜陸橋防護柵補修工事 南錦町 指名競争 土木一式工事 第2・四半期 約6か月 橋梁用高欄工　一式

12 土木課 4-単　藤倉庚塚線外１路線舗装修繕工事 字庚塚・梅の宮
一般競争

（総合評価）
土木一式工事 第2・四半期 約6か月 舗装工　一式

13 土木課 4-単　石田川環境整備工事 字石田 指名競争 土木一式工事 第1・四半期 約3か月 河川浚渫工　一式

14 土木課 4-単　大日向町側溝整備工事 大日向町 指名競争 土木一式工事 第3・四半期 約3か月 側溝改修工事
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15 土木課 4-単　藤倉地区側溝改修工事 藤倉一丁目 指名競争 土木一式工事 第2・四半期 約6か月 側溝改修工事

16 土木課 4-単　母子沢町地内側溝改修工事 母子沢町 指名競争 土木一式工事 第3・四半期 約3か月 側溝改修工事

17 土木課 4-単　泉ケ丘地内舗装打換工事 泉ケ丘 指名競争 土木一式工事 第3・四半期 約3か月 舗装工　一式

18 土木課 4-単　字伊保石地内水路改修工事 字伊保石 指名競争 土木一式工事 第3・四半期 約3か月 水路改修工　一式

19 土木課 清水沢公園階段修繕工事 清水沢 指名競争 土木一式工事 第2・四半期 約1か月 公園階段修繕工事

20 土木課 公園照明LED化工事
貞山通
伊保石

指名競争 電気工事 第2・四半期 約2か月 電灯改修工事

21 土木課 かなえが丘側溝改修工事
清水沢二丁目
地内

指名競争 土木一式工事 第3・四半期 約3か月 側溝改修工事一式

22 土木課 杉の入二丁目地内側溝改修工事
杉の入二丁目
地内

指名競争 土木一式工事 第3・四半期 約3か月 側溝改修工事一式

23 土木課 赤坂側溝整備工事 赤坂地内 指名競争 土木一式工事 第3・四半期 約3か月 側溝改修工事一式

24 土木課 清水沢三丁目側溝整備工事
清水沢三丁目
地内

指名競争 土木一式工事 第2・四半期 約3か月 側溝改修工事一式

25 土木課 杉の入三丁目側溝整備工事
杉の入三丁目
地内

指名競争 土木一式工事 第2・四半期 約3か月 側溝改修工事一式

26 土木課 交通安全施設設置工事（カラー舗装）
藤倉三丁目地
内

指名競争 土木一式工事 第1・四半期 約2か月 カラー舗装工事一式

27 上水道課 配水管布設工事その１ 長沢町地内 指名競争 水道施設工事 第2・四半期 約4か月 DＩPD=100～200mm L=206.1m

28 上水道課 配水管布設工事その２ 泉沢町地内
一般競争

（総合評価）
水道施設工事 第2・四半期 約5か月 DＩPD=300mm L=228.7m
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29 上水道課 配水管布設工事その３ 梅の宮地内 指名競争 水道施設工事 第1・四半期 約4か月 DＩPD=75～100mm L=131.8m

30 上水道課 配水管布設工事その４
北浜二丁目地
内

指名競争 水道施設工事 第2・四半期 約5か月 DＩPD=100mm L=207.4m

31 上水道課 配水管布設工事その５ 尾島町地内 指名競争 水道施設工事 第1・四半期 約3か月 DＩPD=75mm L=60.0m

32 上水道課 配水管布設工事に伴う舗装復旧工事その１
港町二丁目外
地内

指名競争 ほ装工事 第1・四半期 約3か月 A=865.0㎡

33 上水道課 配水管布設工事に伴う舗装復旧工事その２ 長沢町外地内 指名競争 ほ装工事 第3・四半期 約3か月 A=2,556.8㎡

34 上水道課 4-補 老朽管布設替工事その１ 字伊保石地内
一般競争

（総合評価）
水道施設工事 第2・四半期 約6か月 DＩPD=600mm L=156.0m

35 上水道課 4-補 老朽管布設替工事その２ 字庚塚地内
一般競争

（総合評価）
水道施設工事 第2・四半期 約5か月 DＩPD=250mm L=303.9m

36 上水道課 4-補 老朽管布設替工事に伴う舗装復旧工事
字伊保石外地
内

指名競争 ほ装工事 第3・四半期 約3か月 A=1,444.1㎡

37 上水道課 配水管移設工事 桜ヶ丘地内 指名競争 水道施設工事 第2・四半期 約3か月 PP　D=50㎜　L=42.6m

38 上水道課 漏水多発に伴う配水管移設工事
笠神一丁目地
内

指名競争 水道施設工事 第2・四半期 約3か月 PP　D=50㎜　L=50.1m

39 上水道課 水道用地立入防止柵設置工事
字伊保石外地
内

指名競争 とび・土工 第2・四半期 約4か月 立入防止柵工　L=50m

40 上水道課
一般国道４５号（錦町）電線共同溝に伴う配水管移設工事
その１

錦町外地内 指名競争 水道施設工事 第3・四半期 約5か月 DIP　D=150㎜　L=38.8m

41 上水道課
一般国道４５号（錦町）電線共同溝に伴う配水管移設工事
その２

錦町外地内 指名競争 水道施設工事 第3・四半期 約5か月 DIP　D=150㎜　L=23.7m

42 上水道課 伊保石送水管路法面改修工事 字伊保石地内 指名競争 とび・土工 第2・四半期 約8か月
ふとんかごマット工　A=124㎡

土工等　一式
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43 上水道課 権現堂ＰＣ１号配水池塗装工事 権現堂地内 指名競争 塗装工事 第3・四半期 約4か月
ドーム防水塗装　一式

外壁塗装　一式

44 上水道課 上の原配水池鋼製タンク解体工事 長沢町地内 指名競争 解体工事 第1・四半期 約3か月 鋼製タンク解体　一式

45 上水道課 藤田川水管橋塗装工事 利府町地内 指名競争 塗装工事 第3・四半期 約4か月 塗装工事　一式

46 上水道課 仙台川水管橋塗装工事
泉区八乙女中
央五丁目地内

指名競争 塗装工事 第3・四半期 約4か月 塗装工事　一式

47 上水道課 前ヶ沢水管橋塗装工事
泉区松森上河
原地内

指名競争 塗装工事 第3・四半期 約4か月 塗装工事　一式

48 下水道課 宅内貯留施設設置工事その1 市内一円 指名競争 土木一式工事 第2・四半期 約3か月 宅内貯留浸透施設設置

49 下水道課 宅内貯留施設設置工事その2 市内一円 指名競争 土木一式工事 第2・四半期 約3か月 宅内貯留浸透施設設置

50 下水道課 宅内貯留施設設置工事その3 市内一円 指名競争 土木一式工事 第2・四半期 約3か月 宅内貯留浸透施設設置

51 下水道課 R4-補　藤倉三号雨水幹線築造工事 新浜町地内
一般競争

（総合評価）
土木一式工事 第2・四半期 約8か月 函渠工

52 教育総務課 塩竈市立第一小学校屋外階段改修工事 泉ケ岡 指名競争 建築一式工事 第1・四半期 約2か月 屋外階段改修工事一式

53 教育総務課 塩竈市立第一小学校プール給水管漏水入替工事 泉ケ岡 指名競争 管工事 第1・四半期 約1か月 給水管改修工事　一式

54 教育総務課 塩竈市立第二小学校北校舎外壁劣化部はつり撤去工事 小松崎 指名競争 建築一式工事 第1・四半期 約3か月 外壁改修工事　一式

55 教育総務課 塩竈市立第三小学校給食室換気扇増設工事 花立町 指名競争 管工事 第1・四半期 約1か月 換気設備改修工事　一式

56 教育総務課 塩竈市立玉川小学校校庭土留め改修工事 玉川二丁目 指名競争 建築一式工事 第3・四半期 約3か月 土留め改修工事　一式
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57 教育総務課 塩竈市立玉川小学校西側屋上防水改修工事 玉川二丁目 指名競争 建築一式工事 第1・四半期 約1か月 屋上防水改修工事　一式

58 教育総務課 塩竈市立杉の入小学校トランス入替工事 杉の入一丁目 指名競争 電気工事 第2・四半期 約2か月 高圧受電改修工事　一式

59 教育総務課
塩竈市立第二中学校長寿命化改良工事（Ⅰ期）に伴う先
行工事

楓町二丁目 指名競争 建築一式工事 第1・四半期 約3か月
・建築改修工事　一式

・電気設備改修工事　一式
・機械設備改修工事　一式

60 教育総務課 塩竈市立第二中学校長寿命化改良工事（Ⅰ期・建築） 楓町二丁目
一般競争

（総合評価）
建築一式工事 第1・四半期 約9か月

・建築改修工事　一式
・エレベーター棟増築工事　一式

・昇降機設備工事　一式

61 教育総務課
塩竈市立第二中学校長寿命化改良工事（Ⅰ期・電気設
備）

楓町二丁目 一般競争 電気工事 第1・四半期 約9か月 電気設備改修工事　一式

62 教育総務課
塩竈市立第二中学校長寿命化改良工事（Ⅰ期・機械設
備）

楓町二丁目 一般競争 管工事 第1・四半期 約9か月 機械設備改修工事　一式

63 教育総務課 塩竈市立第三中学校プール排水ポンプ等設置工事
多賀城市笠神
一丁目

指名競争 建築一式工事 第1・四半期 約2か月 排水ポンプ等設置工事　一式

64 教育総務課 塩竈市立第三中学校給食室汚水排水改修工事
多賀城市笠神
一丁目

指名競争 管工事 第3・四半期 約2か月 汚水排水切替工事　一式

65 文化スポーツ課
塩竈市温水プール地下ピット配管及び温水床暖房設備更
新工事

字杉の入裏 指名競争 管工事 第1・四半期 約3か月 配管等補修工事一式

66 文化スポーツ課 体育館地下タンク等ポンプ交換及び配管修繕工事 今宮町 指名競争 管工事 第2・四半期 約3か月 配管等補修工事一式

67 生涯学習課 公民館照明（LED設置）事業 東玉川町 指名競争 電気工事 第2・四半期 約3か月 照明器具改修工事一式

68 生涯学習課 公民館電気設備更新事業 東玉川町 指名競争 電気工事 第2・四半期 約3か月 電気設備改修工事一式

69
市立病院
業務課

ＧＨＰ（Ｈ－８系統）改修工事 香津町 指名競争 管工事 第1・四半期 約3か月 ＧＨＰ（Ｈ－８系統）の改修
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