
福 岡 県 大 川 市

令和４年度　　建設工事等発注予定情報調書

令和4年4月

１　この調書は、設計金額が２５０万円以上の建設工事（測量・設計等委託業務を含む。）の中から

令和4年4月1日時点の当市において発注が見込まれるものを記載したものです。

２　「入札の時期」の欄は、一般競争入札にあっては公告の時期、指名競争入札にあっては指名通知

の時期、随意契約にあっては契約を締結する時期を記載しています。

３　記載内容についてはあくまでも見通しであり、実際に発注する工事は工事名や工事長、工事概要

及び他の項目がこの記載と異なる場合があります。

４　各発注工事については、その後の状況変化によりやむを得ず発注困難となった場合、この調書か

ら削除することがあります。

５　緊急を要する場合など、この調書に記載されていない工事が発注されることがあります。
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発注部署 種 別 工事等の名称 工事等の場所
工事等
の期間

工事等の概要 入札方法 入札予定時期

建設課 土木一式 市道市役所前通り線舗装補修工事 酒見地内 約7ヶ月 工事長 L=220m 一般競争入札 第1四半期

建設課 測量 市道大橋川北中通線測量業務委託 下牟田口地内 約5ヶ月 調査業務延長 L=480m 指名競争入札 第1四半期

建設課 測量 市道西古賀中林線測量業務委託 下木佐木地内 約4ヶ月 調査業務延長 L=265m 指名競争入札 第2四半期

建設課 土木一式 市道花坂開一町八反籠線改築工事 大野島地内 約5ヶ月 工事長 L=120m 一般競争入札 第1四半期

建設課 土木一式 市道本木室中古賀線改築工事 本木室地内 約4ヶ月 工事長 L=80m 指名競争入札 第2四半期

建設課 土木一式 市道裏田前田線改築工事 向島地内 約3ヶ月 工事長 L=40m 指名競争入札 第2四半期

建設課 土木一式 市道田中屋敷八龍ノ後線改築工事 三丸地内 約4ヶ月 工事長 L=82m 指名競争入札 第2四半期

建設課 舗装 市道中古賀下林線舗装補修工事 下青木地内 約3ヶ月 工事長 L=360m 指名競争入札 第1四半期

建設課 舗装 市道西田勘取町線舗装補修工事 一木地内 約3ヶ月 工事長 L=380m 指名競争入札 第1四半期

建設課 舗装 市道鬼古賀下林線舗装補修工事 本木室地内 約4ヶ月 工事長 L=350m 一般競争入札 第1四半期

令和4年度 大川市発注予定工事等一覧表

令和4年4月1日から
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発注部署 種 別 工事等の名称 工事等の場所
工事等
の期間

工事等の概要 入札方法 入札予定時期

令和4年度 大川市発注予定工事等一覧表

令和4年4月1日から

建設課 舗装 市道京手線舗装補修工事 下林地内 約3ヶ月 工事長 L=70m 指名競争入札 第1四半期

建設課 舗装 市道広木石神線舗装新設工事 下牟田口地内 約3ヶ月 工事長 L=300m 指名競争入札 第1四半期

建設課 土木一式
市道西龍代寺ノ前線
側溝設置工事

九網地内 約3ヶ月 工事長 L=50m 指名競争入札 第1四半期

建設課 土木一式
市道榎ノ下松ノ下線ほか
護岸工事

向島地内ほか 約3ヶ月 工事長 L=30m 指名競争入札 第1四半期

建設課 舗装
市道北方中町線ほか
舗装補修工事

新田地内ほか 約3ヶ月 工事長 L=400m 指名競争入札 第1四半期

建設課 土木一式
市道北小路南小路線
側溝設置工事

下林地内 約3ヶ月 工事長 L=50m 指名競争入札 第1四半期

建設課 土木一式 市内交通安全対策工事 大川市内 約3ヶ月
道路反射鏡 N=5基
防護柵 N=200m
区画線 N=2000m

指名競争入札 第1四半期

建設課 土木一式
市道西三町一本笹線
側溝設置工事

大野島地内 約2ヶ月 工事長 L=30m 指名競争入札 第2四半期

建設課 舗装
市道津村北島線
路肩整備（カラー舗装）工事

一木地内 約3ヶ月 工事長 L=500m 指名競争入札 第2四半期

建設課 土木一式
市道二丁野安心線
排水対策工事

鐘ケ江地内 約4ヶ月 工事長 L=90m 指名競争入札 第2四半期
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発注部署 種 別 工事等の名称 工事等の場所
工事等
の期間

工事等の概要 入札方法 入札予定時期

令和4年度 大川市発注予定工事等一覧表

令和4年4月1日から

建設課 土木一式
市道下白垣上白垣線
排水対策工事

下白垣地内 約4ヶ月 工事長 L=80m 指名競争入札 第2四半期

建設課 土木一式
市道本木室中古賀線ほか
法面補強工事

中古賀地内ほか 約3ヶ月 工事長 L=50m 指名競争入札 第2四半期

建設課 舗装
農村環境整備事業
旭町地区農道舗装工事

北古賀地内 約2ヶ月 工事長 L=300m 指名競争入札 第2四半期

建設課 土木一式 古賀尻橋架替工事 本木室地内 約5ヶ月 橋梁工 1式 一般競争入札 第2四半期

建設課 舗装
市道北田２号線ほか
舗装補修工事

北古賀地内ほか 約3ヶ月 工事長 L=400m 指名競争入札 第3四半期

建設課 土木一式 市内交通安全対策工事 大川市内 約3ヶ月
道路反射鏡 N=3基
防護柵 N=150m
区画線 N=2000m

指名競争入札 第3四半期

建設課 調査設計 大川市橋梁定期点検業務委託 大川市内 約6ヶ月 橋梁点検 180橋 随意契約 第2四半期

建設課 計画策定
大川市橋梁長寿命化修繕計画
見直し業務委託

大川市内 約6ヶ月 橋梁 550橋 一般競争入札 第2四半期

クリーク課 土木一式
美しい景観形成推進事業
メロディーロード橋梁架替工事

酒見・榎津地内 約5ヶ月 工事長 L=9m 橋梁架替 指名競争入札 第2四半期

クリーク課 土木一式
農村環境整備事業
大野島西地区農業集落排水施設整備工事

大野島地内 約5ヶ月 工事長 L=100m ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠 一般競争入札 第2四半期
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発注部署 種 別 工事等の名称 工事等の場所
工事等
の期間

工事等の概要 入札方法 入札予定時期

令和4年度 大川市発注予定工事等一覧表

令和4年4月1日から

クリーク課 土木一式
流域湛水減災対策事業
本木室地区水路整備工事

本木室地内 約6ヶ月 工事長 L=80m ﾌﾞﾛｯｸ積 一般競争入札 第2四半期

クリーク課 土木一式
流域湛水減災対策事業
中八院地区水路整備工事

中八院地内 約4ヶ月 工事長 L=20m ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ 指名競争入札 第2四半期

クリーク課 土木一式 道海島地区水路整備工事 道海島地内 約5ヶ月 工事長 L=40m ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠 指名競争入札 第2四半期

クリーク課 土木一式 中古賀地区水路整備工事 中古賀地内 約5ヶ月 工事長 L=40m ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ 指名競争入札 第2四半期

クリーク課 土木一式 向島地区水路整備工事 向島地内 約5ヶ月 工事長 L=50m ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠 指名競争入札 第2四半期

クリーク課 土木一式
農地耕作条件改善事業
鐘ヶ江・中八院地区水路改修工事

鐘ケ江・中八院
地内

約6ヶ月 工事長 L=500m 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ 一般競争入札 第2四半期

クリーク課 土木一式 郷原地区水路整備工事 郷原地内 約4ヶ月 工事長 L=50m ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠 指名競争入札 第3四半期

クリーク課 調査設計 道海島外２地区建物事前調査業務委託 道海島地内外 約3ヶ月 建物事前調査 7件 指名競争入札 第2四半期

クリーク課 しゅんせつ 酒見地区浚渫工事 酒見地内 約3ヶ月  L=70m､V=70㎥ 指名競争入札 第1四半期

クリーク課 しゅんせつ 中古賀地区浚渫工事 中古賀地内 約5ヶ月  L=850m､V=3,400㎥ 一般競争入札 第2四半期
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発注部署 種 別 工事等の名称 工事等の場所
工事等
の期間

工事等の概要 入札方法 入札予定時期

令和4年度 大川市発注予定工事等一覧表

令和4年4月1日から

クリーク課 鋼構造物 芝開堰埭改修工事 中古賀地内 約5ヶ月
扉体取替 2門
電気設備改修 1式
安全施設工 1式

指名競争入札 第3四半期

クリーク課 とび土工 鬼古賀地区浚渫改良土搬出工事 鬼古賀地内 約5ヶ月 V=400㎥ 指名競争入札 第3四半期

都市計画課 土木一式 大川中央公園リニューアル（６）工事 上巻地内 約7ヶ月
園路整備 一式
広場整備 一式
駐車場整備 一式

一般競争入札 第1四半期

都市計画課 建築一式 大川中央公園トイレ改修工事 上巻地内 約5ヶ月
内部改修 一式
屋根外壁等改修 一式

一般競争入札 第2四半期

都市計画課 土木一式 大川中央公園リニューアル（７）工事 上巻地内 約6ヶ月
園路整備 一式
広場整備 一式
遊具等設置 一式

一般競争入札 第2四半期

都市計画課 土木一式 大川中央公園リニューアル（８）工事 上巻地内 約7ヶ月
運動広場整備 一式
防球ﾈｯﾄ整備 一式

一般競争入札 第2四半期

都市計画課 土木一式 大川中央公園リニューアル（９）工事 上巻地内 約6ヶ月 駐車場整備 一式 一般競争入札 第2四半期

都市計画課 舗装一式
市道中ノ船津上町市場線美装化舗装保全工
事

小保地内 約3ヶ月
工事長 L=400m
薄層ｵｰﾊﾞｰﾚｲ t=20㎜ A=1,200㎡

一般競争入札 第1四半期

都市計画課 区画線一式 筑後川総合運動公園駐車場区画線更新工事 大野島地内 約2ヶ月 駐車場区画線 一式 指名競争入札 第1四半期

都市計画課 建築一式
小保団地19棟
内部改修工事

小保地内 約4ヶ月
内部改修 16戸
階段手摺設置 2階段

一般競争入札 第2四半期
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発注部署 種 別 工事等の名称 工事等の場所
工事等
の期間

工事等の概要 入札方法 入札予定時期

令和4年度 大川市発注予定工事等一覧表

令和4年4月1日から

都市計画課 建築一式
道海島団地3・4棟
屋根防水改修工事

道海島地内 約2ヶ月 屋根防水改修 一般競争入札 第1四半期

上下水道課 土木一式 中央（幡保）地区（4）下水道築造工事 幡保地内 約9ヶ月 工事長 L=440m 一般競争入札 第1四半期

上下水道課 土木一式 川口（新田）地区（4）下水道築造工事 新田地内 約7ヶ月 工事長 L=110m 一般競争入札 第1四半期

上下水道課 土木一式
中央（小保）地区（25）外１地区下水道
築造工事

小保・津地内 約5ヶ月 工事長 L=75m 指名競争入札 第1四半期

上下水道課 水道施設 送水管更新工事
鬼古賀・荻島地

内
約7ヶ月

工事長 L=400m
φ500ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

一般競争入札 第1四半期

上下水道課 水道施設 配水管布設替工事 大野島地内 約3ヶ月
工事長 L=95m
φ100水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

指名競争入札 第1四半期

上下水道課 水道施設 配水管布設替工事 一木地内 約3ヶ月
工事長 L=55m
φ75水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

指名競争入札 第1四半期

上下水道課 水道施設 配水管移設工事 榎津地内 約3ヶ月
移設箇所 3箇所
φ150ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

指名競争入札 第1四半期

上下水道課 水道施設 配水管移設工事 榎津地内 約3ヶ月
移設箇所 3箇所
φ150ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

指名競争入札 第2四半期

上下水道課 水道施設 配水管布設替工事 鐘ケ江地内 約4ヶ月
工事長 L=170m
φ75水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

一般競争入札 第1四半期
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発注部署 種 別 工事等の名称 工事等の場所
工事等
の期間

工事等の概要 入札方法 入札予定時期

令和4年度 大川市発注予定工事等一覧表

令和4年4月1日から

上下水道課 水道施設 配水管布設替工事
酒見・本木室地

内
約4ヶ月

工事長 L=135m
φ100水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

一般競争入札 第3四半期

上下水道課 水道施設 配水管移設工事 大橋地内 約3ヶ月
工事長 L=40m
φ150ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

指名競争入札 第2四半期

上下水道課 水道施設 配水管布設替工事 三丸地内 約3ヶ月
工事長 L=50m
φ75水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

指名競争入札 第1四半期

上下水道課 設計 水管橋（入道橋）設計業務委託 郷原・大橋地内 約3ヶ月
工事長 L=68.5m
φ150ﾅｲﾛﾝｺｰﾄ鋼管

一般競争入札 第2四半期

学校教育課 解体 旧大川中学校解体工事 酒見地内 約10ヶ月 解体(校舎躯体･電気設備･機械設備) 一般競争入札 第1四半期

学校教育課 電気 川口小学校体育館LED化工事 一木地内 約2ヶ月
体育館の照明を水銀灯からLEDに交換
(夏休み期間中)

指名競争入札 第1四半期

学校教育課 電気通信 小学校電話機交換工事 大川市内 約2ヶ月
三又小を除く7校の交換機を含む電話
機取替工事(夏休み期間中)

指名競争入札 第1四半期

生涯学習課 管 大川市立図書館トイレ改修工事 上巻地内 約4ヶ月 男女ﾄｲﾚ､障がい者用ﾄｲﾚの改修 指名競争入札 第1四半期

生涯学習課 機械器具
プロセニアムライトバトンマシーン取替工
事

酒見地内 約4ヶ月 大ﾎｰﾙ緞帳周辺ﾜｲﾔｰ等の交換工事 随意契約 第1四半期

子ども未来課 建築一式 大川中央保育園保育室床修繕工事 榎津地内 約1ヶ月 保育室3室の床板張替工事 指名競争入札 第1四半期
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発注部署 種 別 工事等の名称 工事等の場所
工事等
の期間

工事等の概要 入札方法 入札予定時期

令和4年度 大川市発注予定工事等一覧表

令和4年4月1日から

環境課 タイル･れんが 大川市斎場火葬炉設備修繕工事 中古賀地内 約3ヶ月
2号炉の入口ｱｰﾁ及び3号炉の中間煙道
並びに火炉台車耐火物の修繕工事

随意契約 第1四半期

環境課 機械器具
大川市清掃センターごみ焼却設備定期点検
整備工事

中古賀地内 約10ヶ月
焼却工場棟内機器の整備機器点検､清
掃等

随意契約 第1四半期

環境課 機械器具 ごみクレーン油圧バケット更新工事 中古賀地内 約3ヶ月 ごみｸﾚｰﾝ油圧ﾊﾞｹｯﾄ更新工事 随意契約 第1四半期

環境課 機械器具 ごみせん断式破砕機更新工事 中古賀地内 約6ヶ月 粗大ごみ等を切断する機器の更新工事 随意契約 第1四半期

総務課 電気 大川市庁舎電気設備改修工事 酒見地内 約9ヶ月 受変電設備改修1式 一般競争入札 第1四半期

総務課 設計
大川市庁舎衛生・給水設備実施設計業務委
託

酒見地内 約6ヶ月
衛生設備実施設計1式
給水設備実施設計1式

一般競争入札 第2四半期

地域支援課 測量設計 消防団拠点施設造成工事測量設計業務委託 郷原地内 約2ヶ月
柵工 L=40m 擁壁工 L=20m
土工 S=265m2

指名競争入札 第1四半期

地域支援課 土木一式 消防団拠点施設造成工事 郷原地内 約5ヶ月
柵工 L=40m 擁壁工 L=20m
土工 S=265m2

一般競争入札 第2四半期

インテリア課 建築一式 市境看板改修工事 大川市内 約9ヶ月 市境看板改修工事(市内3ヵ所) 一般競争入札 第1四半期

インテリア課 建築一式 シルバーワークプラザ屋根補修工事 小保地内 約2ヶ月 屋根補修一式 指名競争入札 第1四半期
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発注部署 種 別 工事等の名称 工事等の場所
工事等
の期間

工事等の概要 入札方法 入札予定時期

令和4年度 大川市発注予定工事等一覧表

令和4年4月1日から

国土調査課 地籍調査 大川市大字向島地内G、H工程業務委託 向島地内 約10ヶ月 G工程､H工程 随意契約 第1四半期

国土調査課 地籍調査
大川市大字大野島・酒見地内国土（地籍）
調査業務委託

大野島地内、酒
見地内

約10ヶ月
E1工程(大野島地内､酒見地内)､E2 工
程(大野島地内)､F工程(大野島地内)

一般競争入札 第1四半期

以下余白


