
工 事 の 年 間 発 注 見 通 し

（令和５年１月）

むつ市財務部管財・施設経営課



様式第１号（第４条関係）　　　

工事の年間発注見通し一覧表（令和4年度 第4・四半期）

担当課名 工事の名称 工事の場所 期間 工事の種別 概要 入札・契約の方法 入札・契約の時期

下北文化会館エレベーター改修工事 むつ市金谷一丁目地内 約7ヶ月 機械器具設置工事 エレベーター入れ替え 指名競争 第1・四半期

下北文化会館ＧＨＰオーバーホール改
修工事

むつ市金谷一丁目地内 約6ヶ月 機械器具設置工事 ＧＨＰ11系統オーバーホール 指名競争 第1・四半期

本庁舎空調設備改修工事 中央一丁目地内 約6ヶ月 管工事 マルチエアコン及び冷却塔の改修 指名競争 10/4契約

本庁舎非常用発電機燃料タンク改修
工事

中央一丁目地内 約4ヶ月 電気工事 燃料タンク及び保管庫の改修 指名競争 10/4契約

音声応答転送装置設置工事 中央一丁目地内 約3ヶ月 電気通信工事 音声応答転送装置設置　一式 随意契約 11/24契約

むつ市３斎場火葬炉改修工事
むつ市３斎場（むつ、大畑、脇
野沢）

約6ヶ月 機械器具設置工事
３斎場定期修繕工事
機械器具設置工事一式

随意契約 6/23契約

川内斎場火葬炉修繕工事 むつ市川内町板子塚地内 約4ヶ月 機械器具設置工事
川内斎場定期修繕工事
機械器具設置工事一式

随意契約 6/10契約

むつ市墓地公園区画増設工事
むつ市大字田名部字二又川
目地内

約6ヶ月 土木一式工事 ４㎡　126区画ほか 指名競争 6/3契約

むつ市一般廃棄物最終処分場高圧機
器更新工事

むつ市大字奥内字二又道地
内

約9ヶ月 電気工事 高圧受電機交換工事一式 指名競争 8/1契約

被災家屋等解体撤去工事（①④⑤棟） むつ市大畑町赤川地区 約5ヶ月 解体工事
豪雨災害により被災した
家屋の解体工事

指名競争 8/10契約

被災家屋等解体撤去工事（②③⑥棟） むつ市大畑町赤川地区 約5ヶ月 解体工事
豪雨災害により被災した
家屋の解体工事

指名競争 8/10契約

大畑中央公園あさひな丘プール循環ろ過装置
ポンプモーター等交換工事

むつ市大畑町涌舘地内 約6ヶ月 機械器具設置工事 ポンプモーター、エアーコンプレッサー交換 指名競争 第2・四半期

むつ運動公園テニスコート照明設備改
修工事

むつ市山田町地内 約7ヶ月 電気工事
既設南側照明設備ＬＥＤ化、北側照明設備新
設　外

指名競争 10/11契約

むつ運動公園テニスコート改修工事 むつ市山田町地内 約8ヶ月 土木一式工事 コート面人工芝貼替、屋外水栓改修　外 指名競争 10/12契約

むつ運動公園児童公園遊具更新工事 むつ市山田町地内 約7ヶ月 土木一式工事 既設遊具撤去、複合型遊具新設 指名競争 10/3契約

ウェルネスパークしもきた克雪ドームバックネッ
トウィンチ電動化交換工事

むつ市真砂町地内 約8ヶ月 電気工事
手動バックネットウィンチ撤去、電動バックネットウィンチ
新設　外

指名競争 7/27契約

　ここに掲載する内容は、令和5年1月1日現在の発注見通しであるため、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。

市民連携課

管財・施設経営課

環境政策課

市民スポーツ課
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工事の年間発注見通し一覧表（令和4年度 第4・四半期）

担当課名 工事の名称 工事の場所 期間 工事の種別 概要 入札・契約の方法 入札・契約の時期

高齢者福祉課
むつ市総合福祉センター設備機器更
新工事

むつ市大畑町地内 約4ヶ月 管工事 空調設備ほか機械設備更新工事一式 指名競争 10/6契約

中道地区急傾斜治山工事 むつ市川内町中道地内 約4ヶ月 土木一式工事 落石防護工　Ｌ＝18.0ｍ 指名競争 8/5契約

木野部漁港海岸災害関連大規模漂着流木等
処理対策工事

むつ市大畑町松ノ木 約6ヶ月 土木一式工事 流木処分　N=1.0式 指名競争 9/2契約

関根地区漁村再生工事
むつ市大字関根字前浜、北
関根地先

約6ヶ月 土木一式工事 用地護岸 L=231.6m 指名競争 7/11契約

浜奥内漁港照明灯ＬＥＤ化改修工事
むつ市大字奥内字浜奥内、
浜平地先

約4ヶ月 電気工事 道路照明灯　Ｎ＝5基 指名競争 7/29契約

浜奥内漁港側溝改修工事
むつ市大字奥内字浜奥内、
浜平地先

約3ヶ月 土木一式工事 道路横断側溝　L=12.0m 指名競争 8/25契約

むつ地区(関根漁港)水産物供給基盤
機能保全工事

むつ市大字関根字前浜、北
関根地先

約5ヶ月 土木一式工事
-2.0ｍ物揚場　N=1.0式
新東防波堤　L=28.5ｍ

指名競争 9/28契約

関根地区漁村再生工事
むつ市大字関根字前浜、北
関根地先

約7ヶ月 電気工事 安全情報伝達施設　N=1.0式 指名競争 9/26契約

むつ地区(浜奥内漁港)水産物供給基盤機能保
全工事（航路浚渫）

むつ市大字奥内字浜奥内、
浜平地先

約4ヶ月 しゅんせつ工事 浚渫工　Ａ＝3,569㎡ 指名競争 第4・四半期

むつ地区(浜奥内漁港)水産物供給基盤機能保
全工事（南護岸）

むつ市大字奥内字浜奥内、
浜平地先

約3ヶ月 土木一式工事 南護岸　L=10.0ｍ 指名競争 第3・四半期

釜臥山展望台駐車場街灯改修工事
むつ市大字大平字荒川山2
番

約1ヶ月 電気工事 電気設備工事　１式 指名競争 7/6契約

釜臥山展望台低圧受電化工事
むつ市大字大平字荒川山2
番

約3ヶ月 電気工事 電気設備工事　１式 指名競争 第3・四半期

産業雇用政策課
むつ下北観光物産館冷温水循環ポン
プ改修工事

むつ市柳町一丁目地内 約7ヶ月 管工事 機械設備工事　１式 指名競争 7/6契約

金谷公園遊具改修工事 むつ市金谷一丁目地内 約4ヶ月 土木一式工事 ターザンロープ設置　N=1基 指名競争 5/30契約

駅前広場区画線更新工事 むつ市下北町地内外 約3ヶ月 塗装工事 区画線　L=1,300ｍ 指名競争 6/6契約

横迎町中央２号線整備工事 むつ市中央一丁目地内外 約9ヶ月 舗装工事 舗装　L=300ｍ 指名競争 9/5契約

農林水産業振興課

観光戦略課

都市計画課

　ここに掲載する内容は、令和5年1月1日現在の発注見通しであるため、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。
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工事の年間発注見通し一覧表（令和4年度 第4・四半期）

担当課名 工事の名称 工事の場所 期間 工事の種別 概要 入札・契約の方法 入札・契約の時期

新町昭和町線歩行空間整備工事 むつ市昭和町地内外 約6ヶ月 舗装工事 舗装　L=250m 指名競争 10/3契約

あけぼの公園改修工事 むつ市海老川町地内 約3ヶ月 土木一式工事 防護柵設置　L=40ｍ 指名競争 9/9契約

下北停車場線歩行空間整備工事 むつ市仲町地内外 約7ヶ月 舗装工事 舗装　L=440m 指名競争 10/6契約

田名部まちなか地区歩行空間整備工
事

むつ市柳町一丁目地内外 約7ヶ月 土木一式工事 舗装　L=20m 指名競争 11/14契約

広場整備工事 むつ市新町地内 約3ヶ月 土木一式工事 広場整備　A=60m2 指名競争 第3・四半期

むつ市営住宅緑町団地１～３号棟共
用部照明器具LED化改修工事

むつ市緑町地内 約5ヶ月 電気工事 共用部照明器具ＬＥＤ化工事 指名競争 8/8契約

むつ市営住宅緑町団地敷地内通路等
舗装工事

むつ市緑町地内 約6ヶ月 土木一式工事 敷地内通路舗装、駐車場整備等 指名競争 9/30契約

（仮称）田名部まちなか団地周辺住宅
電波障害対策工事

むつ市田名部町地内 約3ヶ月 電気通信工事 テレビ電波障害対策工事 指名競争 第2・四半期

川内榀木団地建設工事（１号棟建築工
事）

むつ市川内町榀木地内 約6ヶ月 建築一式工事 木造平屋建　床面積183.83㎡ 指名競争 9/15契約

川内榀木団地建設工事（１号棟電気設
備工事）

むつ市川内町榀木地内 約6ヶ月 電気工事 電気設備工事　一式 指名競争 9/21契約

川内榀木団地建設工事（１号棟機械設
備工事）

むつ市川内町榀木地内 約6ヶ月 管工事 機械設備工事　一式 指名競争 9/20契約

浜通線融雪溝整備工事 大湊上町地内外 約6ヶ月 土木一式工事 融雪溝一式、取水設備一式 指名競争 11/8契約

交通安全施設設置工事 むつ市内一円 約3ヶ月 塗装工事 区画線工一式 指名競争 5/25契約

金谷団地５号線道路整備工事 金谷二丁目地内 約5ヶ月 土木一式工事
道路土工 N=1式、排水構造物工 L=131m、構
造物撤去工 N=1式、舗装工 A=307㎡

指名競争 9/27契約

最花地区舗装工事 大字田名部字土手内地内 約6ヶ月 舗装工事 舗装工　A=806m2 指名競争 5/30契約

都市計画課

住宅政策課

土木維持課

　ここに掲載する内容は、令和5年1月1日現在の発注見通しであるため、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。
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工事の年間発注見通し一覧表（令和4年度 第4・四半期）

担当課名 工事の名称 工事の場所 期間 工事の種別 概要 入札・契約の方法 入札・契約の時期

大室平線舗装補修工事（１工区）
むつ市大字奥内字大室平地
内

約3ヶ月 舗装工事 舗装工一式 指名競争 9/6契約

大室平線舗装補修工事（２工区）
むつ市大字奥内字大室平地
内

約3ヶ月 舗装工事 舗装工一式 指名競争 9/6契約

石倉１号線道路修繕工事 川内町高野川地内 約4ヶ月 土木一式工事 舗装工A=55m2、防護柵設置工一式 指名競争 11/4契約

大橋架替工事（電気設備工事） 新町地内外 約8ヶ月 電気工事 照明設備一式 指名競争 7/15契約

緑町地区舗装復旧工事 緑町地内 約5か月 舗装 舗装L=56m 指名競争 第4・四半期

湯坂下1号線舗装工事 大畑町湯坂下地内 約5か月 舗装 舗装L=65m 指名競争 第4・四半期

市立田名部中学校外部建具改修工事 むつ市緑町地内 約7ヶ月 建築一式工事
校内窓ガラス改修　一式
（ガラスブロック）

指名競争 9/26契約

市立川内中学校消火栓給水管・消火
栓ポンプ改修工事

むつ市川内町休所地内 約7ヶ月 管工事 ＰＳ内配管改修　一式 指名競争 第4・四半期

市立大畑中学校屋上防水改修工事 むつ市大畑町兎沢地内 約8ヶ月 建築一式工事 屋上防水改修　一式 指名競争 6/20契約

市立関根小学校消防設備更新工事
むつ市大字関根字北関根地
内

約4ヶ月 消防施設工事 消防設備更新　一式 指名競争 11/24契約

市立大平小学校消防設備更新工事 むつ市大平町地内 約3ヶ月 消防施設工事 消防設備更新　一式 指名競争 12/19契約

市立中学校消防設備更新工事 むつ市内一円 約6ヶ月 消防施設工事 消防設備更新　一式 指名競争 第3・四半期

市立大畑中学校高圧受電設備更新工
事

むつ市大畑町兎沢地内 約4ヶ月 電気工事 高圧受電設備更新　一式 指名競争 11/25契約

むつ市下北自然の家防火扉改修工事 むつ市大畑町佐助川地内 約4ヶ月 建築一式工事 防火扉改修　一式 指名競争 9/27契約

むつ市下北自然の家非常用照明設備
改修工事

むつ市大畑町佐助川地内 約4ヶ月 電気工事 非常用照明設備改修　一式 指名競争 9/26契約

むつ市海と森ふれあい体験館ウッド
デッキ改修工事

むつ市川内町川内地内 約4ヶ月 建築一式工事 ウッドデッキ改修　一式 指名競争 4/26契約

　ここに掲載する内容は、令和5年1月1日現在の発注見通しであるため、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。

土木維持課

教育委員会
総務課

生涯学習課
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工事の年間発注見通し一覧表（令和4年度 第4・四半期）

担当課名 工事の名称 工事の場所 期間 工事の種別 概要 入札・契約の方法 入札・契約の時期

教育委員会
中央公民館

むつ市中央公民館空調設備更新工事 むつ市大湊浜町地内 約6ヶ月 管工事 空調設備工事　１式 指名競争 9/1契約

図書館
むつ市立図書館構内情報通信網設備
工事

むつ市立図書館 約3ヶ月 電気工事 無線LAN整備 指名競争 4/26契約

大畑庁舎移転事業
第二期外構工事【防災広場】

むつ市大畑町中島、伊勢堂
地内

約6ヶ月 土木一式工事 園路広場整備工 A＝2,720㎡ 指名競争 8/24契約

大畑庁舎移転事業
外部倉庫新築工事

むつ市大畑町中島地内 約5ヶ月 建築一式工事 プレハブ倉庫 倉庫面積　65.88㎡ 指名競争 9/12契約

大畑庁舎移転事業
駐車場舗装工事

むつ市大畑町中島地内 約1ヶ月 舗装工事 駐車場舗装　A＝250㎡ 指名競争 第3・四半期

　ここに掲載する内容は、令和5年1月1日現在の発注見通しであるため、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。

大畑庁舎
管理課


