
担当課 工事名 工事場所 工期 種別 概要
入札及び
契約の方法

入札を
行う時期

90日 Ａ＝96㎡

60日 土木 Ｌ＝10,000ｍ

60日 舗装 Ｌ＝100.0ｍ

60日 舗装 Ｌ＝100.0ｍ

70日 土木 Ｌ＝100.0ｍ

60日 舗装 Ｌ＝150.0ｍ

60日 舗装 Ｌ＝100.0ｍ

60日 舗装 Ｌ＝150.0ｍ

60日 舗装 Ｌ＝150.0ｍ

240日 土木 Ｎ＝1.0橋

240日 土木 Ｎ＝1.0橋

240日 土木 Ｎ＝1.0橋建設課
町道西ノ沢剣吉線神明橋橋梁補
修工事

五戸町大字扇田字扇田地内 指名競争入札 第1四半期

建設課

建設課

公 共 工 事 発 注 見 通 し 一 覧 表

建設課

建設課

建設課

建設課

建設課

町道ひまわり団地線舗装修繕工
事

五戸町字鍜冶屋窪地内

町道区画線設置工事

建設課

町道鳩岡平団地線側溝修繕工
事

五戸町大字上市川字鳩岡平
地内

町道ひばり野八戸線舗装修繕工
事

五戸町大字切谷内字明夫沢
地内

五戸町全域

第1四半期指名競争入札

五戸町字川原町地内 指名競争入札

町道石沢一ノ坪線石沢橋橋梁補
修工事

町道古街道長根線舗装新設工
事

町道川原町線五戸橋橋梁補修
工事

五戸町大字倉石石沢字石沢
地内

第1四半期

第1四半期

建設課

町道地蔵平中央線舗装修繕工
事

五戸町大字豊間内字地蔵平
地内

五戸町字古街道長根地内

第1四半期

建設課 指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

第1四半期

町道下タノ沢頭５号線舗装新設
工事

五戸町字下タノ沢頭地内

指名競争入札

指名競争入札
町道五戸志戸岸線舗装補修工
事

五戸町大字豊間内字志戸岸
地内

第1四半期

第1四半期

第1四半期

第1四半期

第1四半期

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

図書館 図書館公園内土留改修工事 五戸町字舘　地内 土木 指名競争入札 第1四半期



240日 土木 Ｎ＝1.0橋

240日 土木 Ｎ＝1.0橋

70日 舗装 Ｌ＝160.0ｍ

80日 土木 Ｌ＝80.0ｍ

80日 土木 Ｌ＝100.0ｍ

80日 土木 Ｌ＝100.0ｍ

60日 舗装 Ｌ＝170.0ｍ

60日 舗装 Ｌ＝200.0ｍ

60日 舗装 Ｌ＝150.0ｍ

60日 舗装 Ｌ＝150.0ｍ

60日 舗装 Ｌ＝100.0ｍ

60日 舗装 Ｌ＝100.0ｍ

60日 舗装 Ｌ＝100.0ｍ

建設課
町道鳩岡平前谷地線舗装補修
工事

五戸町大字上市川字前谷地
地内

指名競争入札 第2四半期

第1四半期

五戸町大字切谷内字大久木
地内

指名競争入札

五戸町大字手倉橋字南手倉
橋地内

指名競争入札 第1四半期

第2四半期

建設課 町道皀窪長坂線舗装補修工事
五戸町大字上市川字岡喰地
内

指名競争入札 第2四半期

建設課

指名競争入札 第2四半期

町道榊窪大久木線道路改良工
事

第2四半期

建設課 町道石沢槍沢線舗装補修工事
五戸町大字倉石石沢字木戸
場地内

建設課
町道土井頭街路線道路改良工
事

五戸町字土井頭地内 指名競争入札 第2四半期

町道苗代沢団地５号線道路改良
工事

建設課 五戸町字苗代沢地内 指名競争入札

建設課
町道南手倉橋線南手倉橋橋梁
撤去工事

建設課 町道下中崎線舗装新設工事 五戸町字竹原地内 指名競争入札 第2四半期

建設課
町道筒口場桝舘線線上桝舘橋
橋梁補修工事

五戸町大字浅水字筒口場地
内

指名競争入札

第2四半期

建設課
町道上市川石吞線舗装補修工
事

五戸町大字上市川字石上地
内

指名競争入札 第2四半期

建設課
町道宮台古川代線舗装補修工
事

五戸町大字倉石又重字森ノ上
ミ地内

指名競争入札 第2四半期

建設課
町道下長下観音堂線舗装補修
工事

五戸町字大渡地内 指名競争入札

建設課 町道舘町西越線舗装補修工事
五戸町大字倉石又重字舘町
地内

指名競争入札 第2四半期



60日 舗装 Ｌ＝120.0ｍ

95日 舗装 L=550m

130日 管 L=200m

130日 管 L=190m

60日 舗装 L=190m

80日 舗装 Ｌ＝150.0ｍ

90日 土木 Ｌ＝50.0ｍ

90日 土木 Ｌ＝50.0ｍ

60日 土木 Ｌ＝50.0ｍ

60日 土木 Ｌ＝100.0ｍ

90日 土木 Ｌ＝30.0ｍ 第3四半期建設課
町道上市川上小線道路維持修
繕工事

五戸町大字上市川字高田地
内

指名競争入札

建設課
町道下新井田越掛沢線側溝修
繕工事

五戸町字越掛沢地内 指名競争入札 第3四半期

建設課

第3四半期

建設課
町道川原町一本木線側溝修繕
工事

五戸町字姥堤地内 指名競争入札 第3四半期

町道北市川三方塚線舗装修繕
工事

五戸町大字上市川字鍋沢地
内

指名競争入札 第2四半期

Ｎ＝1.0基

建設課 町道地蔵平１号線道路改良工事
五戸町大字豊間内字地蔵平
地内

指名競争入札 第3四半期

建設課
町道二階平下タ竹原線道路改良
工事

五戸町字竹原地内 指名競争入札

60日 電気 Ｎ＝5.0基 指名競争入札

建設課
町道上市川兎内線舗装補修工
事

60日 管

建設課 ひばり野地区(163)管路敷設工事 五戸町字地蔵岱　地内

第3四半期

第2四半期

五戸町大字上市川字赤川々
原地内

指名競争入札

指名競争入札 第3四半期

指名競争入札 第2四半期

教育課 多目的広場証明設置工事
五戸町大字豊間内字地蔵平
地内

教育課
屋内トレーニングセンター暖房ボイ
ラー交換工事

五戸町大字豊間内字地蔵平
地内

建設課
ひばり野地区(162)舗装本復旧工
事

五戸町字地蔵平　地内 指名競争入札 第3四半期

建設課
ひばり野地区(171外)舗装本復旧
工事

五戸町字苗代沢　地内 指名競争入札 第2四半期

建設課 ひばり野地区(162)管路敷設工事 五戸町字地蔵平　地内 指名競争入札 第3四半期



60日 舗装 Ｌ＝100.0ｍ

80日 土木 Ｌ＝100.0ｍ

60日 舗装 L=200m

30日 管 L=50m

60日 水道 N=150.0個

建設課 町道中ノ沢線道路改良工事 五戸町字中ノ沢地内 指名競争入札 第4四半期

建設課
町道粒ヶ谷地北市川線舗装修繕
工事

五戸町大字切谷内字粒ヶ谷地
地内

指名競争入札 第3四半期

建設課
ひばり野地区(144）管路敷設工
事

五戸町字地蔵平　地内 指名競争入札 第4四半期

建設課 水道メーター交換工事 五戸町　地内 指名競争入札 第4四半期

建設課
ひばり野地区(163)舗装本復旧工
事

五戸町字地蔵平　地内 指名競争入札 第4四半期


