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単独

工事名 入札方法 工事種別 工事場所 工期 工事概要 発注時期 備考

1 国補 地域医療センターかさま新築工事 一般競争入札 建築 笠間市南友部地内 １６ヶ月
構造　ＲＣ　　２Ｆ
延床　３９１５．９５㎡

第１四半期 資産経営課

2 市単 笠間公民館改修工事 一般競争入札 建築 笠間公民館 １１ヶ月
構造　ＲＣ　　２Ｆ
延床　３１１５．８６㎡

第１四半期 資産経営課

3 国補
まちづくり拠点施設耐震補強及び改修
工事

一般競争入札 建築 笠間市笠間地内 ８ヶ月
構造　W　　３Ｆ
延床　５１０．７３㎡

第１四半期 資産経営課

4 国補 岩間地区地域交流センター新築工事 一般競争入札 建築 笠間市下郷地内 １０ヶ月
構造　W　　１Ｆ
延床　９４７．１８㎡

第１四半期 資産経営課

5 市単 （仮称）いなだこども園新築工事 一般競争入札 建築 笠間市稲田地内 ９ヶ月
構造　W　　１Ｆ
延床　１３５５．７５㎡

第１四半期 資産経営課

6 市単 笠間幼稚園解体工事 一般競争入札 とび 笠間幼稚園 ３ヶ月
構造　RC（一部S）　２Ｆ
延床　１０７２．０１㎡　解体一式

第１四半期 資産経営課

7 国補 笠間中学校武道場新築工事 一般競争入札 建築 笠間中学校 ９ヶ月
構造　S　　１Ｆ
延床　７０８．４７㎡

第１四半期 資産経営課

8 国補 岩間第一小学校校舎改修工事 一般競争入札 建築 岩間第一小学校 ７ヶ月
構造　ＲＣ　　３Ｆ
延床　４９０６．７９㎡

第１四半期 資産経営課

9 市単 旧箱田小学校プール他解体工事 一般競争入札 とび 旧箱田小学校 ３ヶ月 プール他解体一式 第１四半期 資産経営課

10 国補 笠間小学校児童クラブ新築工事 一般競争入札 建築 笠間市笠間地内 ８ヶ月
構造　W　　１Ｆ
延床　５９４．４２㎡

第２四半期 資産経営課

11 国補 北川根小学校児童クラブ新築工事 一般競争入札 建築 北川根小学校 ６ヶ月
構造　W　　１Ｆ
延床　１１０㎡

第２四半期 資産経営課

12 市単 みなみ公民館増築工事 一般競争入札 建築 みなみ公民館 ６ヶ月
構造　W　　１Ｆ
増築　４２．５９㎡

第２四半期 資産経営課

13 市単 旧箱田小学校改修工事 一般競争入札 建築 旧箱田小学校 ４ヶ月 内装改修一式 第２四半期 資産経営課

14 市単 旧笠間支所倉庫解体工事 指名競争入札 とび 旧笠間支所 ３ヶ月
構造　S（プレハブ）２Ｆ
延床　４５０㎡　解体一式

第４四半期 資産経営課

平成２８年度　公共工事の発注見通し一覧
平成２８年　４月　１日
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15 市単 道路改良工事 一般競争入札 土木 笠間市福田地内 ３ヶ月
延長　２００ｍ
幅員　４．０ｍ

第１四半期 環境保全課

16 市単 道路改良工事 一般競争入札 土木 笠間市福田地内 ５ヶ月
延長　３７０ｍ
幅員　４．０ｍ

第１四半期 環境保全課

17 市単 堂ノ池周辺整備工事 一般競争入札 土木 笠間市福田地内 ２４ヶ月
土木工事一式　進入路整備
建築工事一式　集会所建築

第１四半期 環境保全課

18 国補 林業専用道開設工事 一般競争入札 土木 笠間市大橋地内 ６ヶ月
延長　５００ｍ
幅員　３．５ｍ

第２四半期 農政課

19 市単 屋根・壁塗装改修工事 指名競争入札 塗装 クラインガルテン ５ヶ月 ラウベ１１棟 第３四半期 農政課

20 国補 北山公園整備工事 一般競争入札 土木 北山公園 ６ヶ月
整地・法面工 ２，３００㎡
排水工　５８０m
下層・上層路盤工 ２，３００㎡

第１四半期 商工観光課

21 市単 屋根修繕工事 指名競争入札 建築 あたご天狗の森スカイロッジ ６ヶ月
屋根修繕一式
４人棟４棟、６人棟４棟

第２四半期 商工観光課

22 市単 キャンプ場整備工事 一般競争入札 土木 北山公園 ４ヶ月
整地・法面工 ５９０㎡
アスファルト舗装工７３０㎡
修景施設一式

第２四半期 商工観光課

23 国補 北山公園建築工事 一般競争入札 建築 北山公園 ６ヶ月
アスファルト舗装工　２，２００㎡
付帯建築物一式

第３四半期 商工観光課

24 国補 伐採除根工事 指名競争入札 土木 笠間市随分附地内 ３ヶ月 伐採除根工　１，０００㎡ 第１四半期 建設課

25 市単 道路改良工事 指名競争入札 土木 笠間市下郷地内 ４ヶ月
延長　７７ｍ
路盤工　５００㎡

第１四半期 建設課

26 国補 道路改良舗装工事 一般競争入札 土木 笠間市下郷地内 ５ヶ月
延長　３０７ｍ
舗装工　１，４００㎡

第１四半期 建設課

27 国補 道路改良工事 指名競争入札 土木 笠間市平町地内 ４ヶ月
延長　５０ｍ
路盤工　５０ｍ

第１四半期 建設課

28 国補 道路改良工事 一般競争入札 土木 笠間市平町地内 ４ヶ月
延長　２００ｍ
路盤工　２００ｍ　排水工　２００ｍ

第１四半期 建設課
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29 国補 道路改良舗装工事 一般競争入札 土木 笠間市笠間地内 ６ヶ月
延長　１２０ｍ
舗装工　１,０００㎡　排水工　１２０ｍ

第１四半期 建設課

30 国補 道路改良工事 指名競争入札 土木 笠間市稲田地内 ３ヶ月
延長　３２０ｍ
法覆工　１,０００㎡

第１四半期 建設課

31 国補 道路改良工事 一般競争入札 土木 笠間市来栖地内 ５ヶ月
延長　２００ｍ
路盤工２００ｍ　排水工　２００ｍ

第１四半期 建設課

32 国補 道路改良舗装工事 一般競争入札 土木 笠間市鯉淵地内 ７ヶ月
延長　４００ｍ
舗装工　３，３００㎡

第２四半期 建設課

33 国補 歩道整備工事 一般競争入札 土木 笠間市大田町地内 ７ヶ月
延長　５３ｍ
舗装工　３５０㎡

第２四半期 建設課

34 国補 道路改良工事 一般競争入札 土木 笠間市南友部地内 ６ヶ月
延長　３００ｍ
路盤工　２，５００㎡

第２四半期 建設課

35 国補 道路改良舗装工事 一般競争入札 土木 笠間市南友部地内 ５ヶ月
延長　１５０ｍ
舗装工　６３０㎡

第２四半期 建設課

36 市単 排水整備工事 一般競争入札 土木 笠間市中央三丁目地内 ６ヶ月
延長　１３０ｍ
排水工　１３０ｍ

第２四半期 建設課

37 国補 道路改良舗装工事 一般競争入札 土木 笠間市笠間地内 ４ヶ月
延長　３２０ｍ
舗装工　３，２００㎡　排水工　３２０ｍ

第２四半期 建設課

38 市単 道路改良舗装工事 一般競争入札 土木 笠間市片庭地内 ５ヶ月
延長　１２０ｍ
舗装工　６００㎡　排水工　１２０ｍ

第２四半期 建設課

39 市単 道路改良舗装工事 一般競争入札 土木 笠間市箱田地内 ５ヶ月
延長　１００ｍ
舗装工　５００㎡　排水工　１００ｍ

第２四半期 建設課

40 市単 道路改良工事 一般競争入札 土木 笠間市石井地内 ４ヶ月
延長　２００ｍ
路盤工　１,０００㎡　排水工　２００ｍ

第２四半期 建設課

41 市単 歩道整備工事 一般競争入札 土木 笠間市笠間地内 ５ヶ月
延長　１００ｍ
排水工　１００ｍ

第２四半期 建設課

42 市単 道路改良舗装工事 指名競争入札 土木 笠間市押辺地内 ３ヶ月
延長　３２ｍ
舗装工　５８０㎡

第２四半期 建設課

3



番号
補助
単独

工事名 入札方法 工事種別 工事場所 工期 工事概要 発注時期 備考

平成２８年度　公共工事の発注見通し一覧
平成２８年　４月　１日

43 市単 道路改良舗装工事 指名競争入札 土木 笠間市下郷地内 ４ヶ月
延長　１５０ｍ
舗装工　６５０㎡

第２四半期 建設課

44 市単 道路改良工事 指名競争入札 土木 笠間市下郷地内 ４ヶ月
延長　８０ｍ
路盤工　４３０㎡

第２四半期 建設課

45 市単 道路維持補修工事 指名競争入札 土木 笠間市友部地区 ６ヶ月 維持補修一式 第１四半期 管理課

46 市単 排水整備工事 指名競争入札 土木 笠間市八雲二丁目地内 ３ヶ月
延長　１１０ｍ
排水工　１１０ｍ

第１四半期 管理課

47 市単 舗装修繕工事 指名競争入札 土木 笠間市鯉淵地内 ３ヶ月
延長　２００ｍ
舗装工　１，３００㎡

第１四半期 管理課

48 市単 道路維持補修工事 指名競争入札 土木
笠間市笠間地区
Aﾌﾞﾛｯｸ

６ヶ月 維持補修一式 第１四半期 管理課

49 市単 道路維持補修工事 指名競争入札 土木
笠間市笠間地区
Bﾌﾞﾛｯｸ

６ヶ月 維持補修一式 第１四半期 管理課

50 市単 排水整備工事 指名競争入札 土木 笠間市稲田地内 ３ヶ月
延長　５０ｍ
排水工　５０ｍ

第１四半期 管理課

51 市単 排水整備工事 指名競争入札 土木 笠間市箱田地内 ３ヶ月
延長　１００ｍ
排水工　１００ｍ

第１四半期 管理課

52 市単 排水整備工事 指名競争入札 土木 笠間市稲田地内 ３ヶ月
延長　７０ｍ
排水工　７０ｍ

第１四半期 管理課

53 市単 道路維持補修工事 指名競争入札 土木 笠間市岩間地区 ６ヶ月 維持補修一式 第１四半期 管理課

54 市単 排水整備工事 指名競争入札 土木 笠間市下郷地内 ３ヶ月
延長　７０ｍ
排水工　７０ｍ

第１四半期 管理課

55 市単 排水整備工事 指名競争入札 土木 笠間市吉岡地内 ３ヶ月
延長　１００ｍ
排水工　１００ｍ

第１四半期 管理課

56 市単 道路維持補修工事 指名競争入札 土木 笠間市友部地区 ６ヶ月 維持補修一式 第２四半期 管理課
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57 市単 舗装修繕工事 指名競争入札 土木 笠間市八雲一丁目地内 ３ヶ月
延長　２００ｍ
舗装工　１，１００㎡

第２四半期 管理課

58 市単 舗装修繕工事 指名競争入札 土木 笠間市鴻巣地内 ３ヶ月
延長　８０ｍ
舗装工　５００㎡

第２四半期 管理課

59 市単 道路維持補修工事 指名競争入札 土木
笠間市笠間地区
Aﾌﾞﾛｯｸ

６ヶ月 維持補修一式 第２四半期 管理課

60 市単 道路維持補修工事 指名競争入札 土木
笠間市笠間地区
Bﾌﾞﾛｯｸ

６ヶ月 維持補修一式 第２四半期 管理課

61 市単 排水整備工事 指名競争入札 土木 笠間市大渕地内 ３ヶ月
延長　６０ｍ
排水工　６０ｍ

第２四半期 管理課

62 市単 水路整備工事 指名競争入札 土木 笠間市福原地内 ４ヶ月
延長　８０ｍ
排水工　８０ｍ

第２四半期 管理課

63 市単 舗装修繕工事 指名競争入札 舗装 笠間市池野辺地内 ３ヶ月
延長　３００ｍ
舗装工　１，２００㎡

第２四半期 管理課

64 市単 水路整備工事 指名競争入札 土木 笠間市福田地内 ３ヶ月
延長　１００ｍ
排水工　１００ｍ

第２四半期 管理課

65 市単 舗装修繕工事 指名競争入札 舗装 笠間市箱田地内 ３ヶ月
延長　２００ｍ
舗装工　６００㎡

第２四半期 管理課

66 市単 道路維持補修工事 指名競争入札 土木 笠間市岩間地区 ６ヶ月 維持補修一式 第２四半期 管理課

67 市単 舗装修繕工事 指名競争入札 土木 笠間市上郷地内 ３ヶ月
延長　２００ｍ
舗装工　６００㎡

第２四半期 管理課

68 市単 排水整備工事 指名競争入札 土木 笠間市市野谷地内 ３ヶ月
延長　１５０ｍ
排水工　１５０ｍ

第２四半期 管理課

69 国補 住宅修繕工事 一般競争入札 建築 石井第２住宅 ５ヶ月
構造　RC　３階
塗装一式　　雨樋交換

第２四半期 管理課

70 市単 受水槽修繕工事 一般競争入札 水道施設 下市毛住宅 ５ヶ月 受水槽設置 第２四半期 管理課
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71 国補 道路改良工事 一般競争入札 土木 笠間市下郷地内 ５ヶ月 延長　２００ｍ
車道舗装工　１２００㎡　側溝工　４００ｍ

第２四半期 都市計画課

72 国補 歩道石張工事 指名競争入札 石 笠間市下郷地内 ５ヶ月 石張　３６０㎡ 第２四半期 都市計画課

73 国補 公園施設長寿命化工事 指名競争入札 とび 笠間総合公園 ６ヶ月 複合遊具　２基 第２四半期 都市計画課

74 国補 広場整備工事 指名競争入札 土木 笠間市下郷地内 ４ヶ月
広場面積　２００㎡
あずまや　１棟　土系舗装　２００㎡

第３四半期 都市計画課

75 市単 広場整備工事 一般競争入札 土木 笠間総合公園 ５ヶ月
広場面積　６０００㎡
張芝工　３０００㎡　砕石舗装　２０００㎡
法面整形　１０００㎡

第３四半期 都市計画課

76 国補 道路改良工事 一般競争入札 土木 笠間市笠間地内 ４ヶ月
延長　７５ｍ
排水工　８８ｍ 舗装工　１０６６㎡

第２四半期 まちづくり推進課

77 市単 旧井筒屋本館前広場整備工事 一般競争入札 土木 笠間市笠間地内 ５ヶ月 広場整備　３６０㎡ 第３四半期 まちづくり推進課

78 市単 鉛管解消工事 指名競争入札 水道施設 笠間市住吉地内 ４ヶ月 給水工　１２箇所 第１四半期 水道課

79 市単 鉛管解消工事 指名競争入札 水道施設 笠間市湯崎地内　外 ３ヶ月 給水工　２２箇所 第１四半期 水道課

80 市単 配水管布設工事 指名競争入札 水道施設 笠間市箱田地内 ３ヶ月
延長１０ｍ　ＨＩＶＰ管口径７５ｍｍ
延長１４０ｍ　ＨＩＶＰ管　口径５０ｍｍ

第１四半期 水道課

81 市単 配水管布設替工事 一般競争入札 水道施設 笠間市笠間地内 ４ヶ月
延長３３０ｍ　ＨＩＶＰ管口径１５０ｍｍ
延長８０ｍ　ＨＩＶＰ管　口径１００ｍｍ

第１四半期 水道課

82 市単 増圧施設整備工事 一般競争入札 水道施設 笠間市飯田地内 ６ヶ月 増圧ポンプ、場内配管、配水池 第１四半期 水道課

83 市単 石綿管更新工事 指名競争入札 水道施設 笠間市笠間地内 ３ヶ月
延長　７０ｍ
ＨＩＶＰ管　口径１５０ｍｍ

第２四半期 水道課

84 市単 石綿管更新工事 一般競争入札 水道施設 笠間市笠間地内 ５ヶ月
延長　３５０ｍ
ＨＩＶＰ管　口径１５０ｍｍ

第２四半期 水道課
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85 市単 石綿管更新工事 一般競争入札 水道施設 笠間市笠間地内 ４ヶ月
延長　１５０ｍ
ＨＩＶＰ管　口径１５０ｍｍ

第２四半期 水道課

86 市単 石綿管更新工事 一般競争入札 水道施設 笠間市橋爪地内 ５ヶ月
延長　３２０ｍ
ＨＩＶＰ管　口径１００ｍｍ

第２四半期 水道課

87 市単 石綿管更新工事 一般競争入札 水道施設 笠間市八雲二丁目地内 ５ヶ月
延長　４２０ｍ
ＨＩＶＰ管　口径１００ｍｍ

第２四半期 水道課

88 市単 石綿管更新工事 一般競争入札 水道施設 笠間市東平二丁目地内 ４ヶ月
延長１３０ｍ　ＨＩＶＰ管口径１００ｍｍ
延長５０ｍ　ＨＩＶＰ管口径７５ｍｍ

第２四半期 水道課

89 市単 配水管布設替工事 一般競争入札 水道施設 笠間市下市毛地内 ４ヶ月
延長２６０ｍ　ＨＩＶＰ管口径１５０ｍｍ
延長２０ｍ　ＨＩＶＰ管口径１００ｍｍ

第２四半期 水道課

90 市単 配水管布設替工事 一般競争入札 水道施設 笠間市笠間地内 ４ヶ月
延長８０ｍ　ＨＩＶＰ管口径１５０ｍｍ
延長２００ｍ　ＨＩＶＰ管口径７５ｍｍ

第２四半期 水道課

91 市単 配水管布設替工事 指名競争入札 水道施設 笠間市旭町地内 ３ヶ月
延長　１００ｍ
ＨＩＶＰ管　口径７５ｍｍ

第２四半期 水道課

92 市単 鉛管解消工事 指名競争入札 水道施設 笠間市東平一丁目地内 ４ヶ月 給水工　３４箇所 第３四半期 水道課

93 市単 鉛管解消工事 指名競争入札 水道施設 笠間市東平二丁目地内 ４ヶ月 給水工　３６箇所 第３四半期 水道課

94 市単 鉛管解消工事 指名競争入札 水道施設 笠間市東平三丁目地内　外 ４ヶ月 給水工　３５箇所 第３四半期 水道課

95 市単 配水管布設工事 指名競争入札 水道施設 笠間市大田町地内 ３ヶ月
延長　８０ｍ
ＨＩＶＰ管　口径１５０ｍｍ

第３四半期 水道課

96 市単 井戸浚渫工事 指名競争入札 水道施設 笠間市旭町地内 ４ヶ月
深度　８９ｍ
ケーシング　口径３００ｍｍ

第３四半期 水道課

97 市単 配水ポンプ増設工事 一般競争入札 水道施設 笠間市吉岡地内 ５ヶ月 配水ポンプ　１台 第３四半期 水道課

98 国補 管渠布設工事 一般競争入札 土木 笠間市旭町地内 ６ヶ月
延長　３６０ｍ
ＶＵ管　口径２００ｍｍ開削

第１四半期 下水道課
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99 市単 管渠布設工事 指名競争入札 土木 笠間市旭町地内 ４ヶ月
延長　１１０ｍ
ＶＵ管　口径２００ｍｍ開削

第１四半期 下水道課

100 国補 管渠布設工事 一般競争入札 土木 笠間市南友部地内 ６ヶ月
延長　３１０ｍ
ＶＵ管　口径２００ｍｍ開削

第１四半期 下水道課

101 市単 管渠布設工事 指名競争入札 土木 笠間市平町地内 ３ヶ月
延長　９０ｍ
ＶＵ管　口径２００ｍｍ開削

第１四半期 下水道課

102 市単 管渠布設工事 一般競争入札 土木 笠間市下市毛地内 ６ヶ月
延長　１１０ｍ
ＤＩＣＰ管　口径３００ｍｍ開削

第１四半期 下水道課

103 市単 流出渠工事 一般競争入札 機械器具 笠間市下市毛地内 ４ヶ月
下市毛ポンプ場
流出渠工事一式

第１四半期 下水道課

104 国補 管渠布設工事 一般競争入札 土木 笠間市橋爪地内 ４ヶ月
延長　１７０ｍ
ＶＵ管　口径２００ｍｍ開削

第１四半期 下水道課

105 市単 管渠布設替工事 指名競争入札 土木 笠間市鯉淵地内 ３ヶ月
延長　４０ｍ
ＶＵ管　口径２００ｍｍ開削

第１四半期 下水道課

106 国補 電気設備更新工事 一般競争入札 電気 浄化センターともべ ９ヶ月
・コントローラ更新
（沈砂池、2系水処理、汚泥）
・ＬＣＤ監視装置（ＬＣＤ-１増設）

第１四半期 下水道課

107 国補 管渠布設工事 一般競争入札 土木 笠間市吉岡地内 ６ヶ月
延長　３９０ｍ
ＶＵ管　口径１５０ｍｍ開削

第２四半期 下水道課

108 国補 管渠布設工事 一般競争入札 土木 笠間市平町地内 ５ヶ月
延長　２８０ｍ
ＶＵ管　口径２００ｍｍ開削

第２四半期 下水道課

109 市単 管渠布設工事 一般競争入札 土木 笠間市笠間地内 ７ヶ月
延長　４００ｍ
ＶＵ口径２００ｍｍ開削

第２四半期 下水道課

110 市単 管渠布設工事 一般競争入札 土木 笠間市笠間地内 ７ヶ月
延長　３４０ｍ
ＶＵ管　口径２００ｍｍ開削

第２四半期 下水道課

111 市単
処理施設機器修繕工事
農業集落排水事業

指名競争入札 機械器具 農業集落排水処理施設 ４ヶ月 処理施設機器修繕工事 第２四半期 下水道課

112 市単
処理施設機器修繕工事
農業集落排水事業

指名競争入札 機械器具 農業集落排水処理施設 ４ヶ月 処理施設機器修繕工事 第２四半期 下水道課
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113 国補 管渠布設工事 一般競争入札 土木 笠間市南友部地内 ６ヶ月
延長　３１５ｍ
ＶＵ管　口径２００ｍｍ開削

第３四半期 下水道課

114 国補 管渠布設工事 一般競争入札 土木 笠間市下郷地内 ４ヶ月
延長　２００ｍ
ＶＵ口径１５０ｍｍ開削

第３四半期 下水道課

115 国補
管路施設工事
農業集落排水事業

一般競争入札 土木 笠間市小原地内 ６ヶ月
延長　５６０ｍ
VU管　口径１５０ｍｍ開削

第３四半期 下水道課

116 国補
管路施設工事
農業集落排水事業

一般競争入札 土木 笠間市小原地内 ６ヶ月
延長　７３０ｍ
VU管　口径１５０ｍｍ開削

第３四半期 下水道課

117 国補
管路施設工事
農業集落排水事業

一般競争入札 土木 笠間市小原地内 ６ヶ月
延長　６８０ｍ
VU管　口径１５０ｍｍ開削

第３四半期 下水道課

118 国補
管路施設工事
農業集落排水事業

一般競争入札 土木 笠間市小原地内 ６ヶ月
延長　５５０ｍ
VU管　口径１５０ｍｍ開削

第３四半期 下水道課

119 国補
管路施設工事
農業集落排水事業

一般競争入札 土木 笠間市小原地内 ６ヶ月
延長　５５０ｍ
VU管　口径１５０ｍｍ開削

第３四半期 下水道課

120 国補 中継ﾎﾟﾝﾌﾟ施設工事 一般競争入札 機械器具 笠間市小原地内 ６ヶ月 中継ポンプ機器設置工事 第３四半期 下水道課

121 市単 旧岩間公民館解体工事 一般競争入札 とび 笠間市下郷地内 ３ヶ月
構造　RC造２Ｆ　１棟
解体一式工事

第３四半期 生涯学習課

122 市単 柿橋グラウンドフェンス改修工事 指名競争入札 土木 柿橋グラウンド ３ヶ月 ネットフェンス補修一式 第１四半期 スポーツ振興課

123 市単
北川根ふれあい広場遊具撤去設置工
事

指名競争入札 とび 北川根ふれあい広場 ６ヶ月 遊具施設設置撤去一式 第２四半期 スポーツ振興課

124 国補 耐震性貯水槽新設工事 指名競争入札 土木 笠間市中央三丁目地内 ３ヶ月 ４０㎥級耐震性貯水槽 １基 第１四半期
消防本部
警防課

125 国補 耐震性貯水槽新設工事 指名競争入札 土木 笠間市下郷地内 ３ヶ月
４０㎥級耐震性貯水槽 １基
既設２０㎥級防火水槽撤去 １基

第１四半期
消防本部
警防課

126 国補 耐震性貯水槽新設工事 指名競争入札 土木 笠間池野辺地内 ３ヶ月 ４０㎥級耐震性貯水槽 １基 第２四半期
消防本部
警防課
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127 国補 耐震性貯水槽新設工事 指名競争入札 土木 笠間市福原地内 ３ヶ月 ４０㎥級耐震性貯水槽 １基 第２四半期
消防本部
警防課

128 国補 耐震性貯水槽新設工事 指名競争入札 土木 笠間市箱田地内 ３ヶ月 ４０㎥級耐震性貯水槽 １基 第３四半期
消防本部
警防課

129 市単 指令システム撤去工事 随意契約 電気通信 笠間市消防本部　外 ３ヶ月
指令システム一式及び室内簡易
改修

第３四半期
消防本部

通信指令課

１

２

ここに掲載する内容は，平成２８年４月１日現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていない

工事が発注される場合があります。

工期及び工事概要欄の数値は，公表時点の概算の見込み数量であり公表後変更することがあります。
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