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番号 担当課 工事・業務名 発注予定時期
工　期
（○ヶ月）

概算金額
（千円）

繰越 工種
入札及び
契約方法

工事概要

1 建設住宅課 町道佐崎線道路改良工事（5工区） 8月 7ヶ月 24,000 有 土木一般 指名競争入札
施工延長L=70ｍ
道路土工一式　舗装工A=500㎡

2 建設住宅課 町道立子大熊線（大熊工区）道路改良工事 6月 6ヶ月 14,000 有 土木一般 指名競争入札
施工延長L=75ｍ　落石防止網A=28㎡
落石防護柵L=13m 路肩修繕L=75m

3 建設住宅課 町道立子大熊線道路改良工事（6工区） 8月 7ヶ月 15,000 有 土木一般 指名競争入札
施工延長L=150ｍ　排水構造物工L=100m
擁壁工L=50m

4 建設住宅課 町道保下伊勢線道路改良工事（3工区） 8月 5ヶ月 15,000 無 土木一般 指名競争入札 施工延長L=100ｍ　排水構造物工L=100ｍ

5 建設住宅課 町道立石街路１号線道路改良工事 6月 6ヶ月 30,000 無 土木一般 指名競争入札
施工延長L=60ｍ
吹付枠工A=595㎡　ブロック積工L=33m

6 建設住宅課 町道野井倉市内線道路改良工事 6月 6ヶ月 30,000 無 土木一般 指名競争入札
施工延長L=91ｍ　補強土壁工A=310㎡
Ａｓ舗装工A=274㎡　工事用道路L=64m

7 建設住宅課 町道梅田部落南線道路改良工事（7工区） 6月 8ヶ月 23,000 有 土木一般 指名競争入札
施工延長L=80ｍ大型ブロック積工L=50m
切土法面整形A=100㎡　Ａｓ舗装工A=260㎡

8 建設住宅課 一ツ屋橋橋梁修繕工事 8月 7ヶ月 39,000 無 土木一般 指名競争入札 橋長L=16.0m　橋梁修繕1橋

9 建設住宅課 坂ノ上橋橋梁耐震補強工事（1工区） 5月 7ヶ月 32,000 無 土木一般 指名競争入札 橋長L=30.7m　橋梁耐震工事1橋

10 建設住宅課 上法万橋高欄塗装塗替工事 8月 4ヶ月 6,000 無 塗装 指名競争入札 橋長L=98.6m　高欄塗装A=100㎡

11 建設住宅課 別所川河床掘削工事 5月 3ヶ月 2,500 無 とび土工 指名競争入札
施工延長L=80ｍ　河床掘削V=80㎥
除草A=400㎡

12 建設住宅課 大杉地区避難路拡幅工事 6月 6ヶ月 7,000 無 土木一般 指名競争入札 施工延長L=42ｍ　L型擁壁L=30m

13 建設住宅課 町道松谷種畜場線舗装修繕工事 6月 4ヶ月 10,000 無 舗装 指名競争入札 施工延長L=200m　表層打換A=1300㎡

14 建設住宅課 町道一向線舗装修繕工事 6月 4ヶ月 15,000 無 舗装 指名競争入札 施工延長L=300m　表層打換A=1800㎡

15 建設住宅課 町道区画線設置工事 9月 3ヶ月 1,500 無 安全施設 指名競争入札 施工延長L=1000ｍ　外側・中央線復旧　2路線分

16 建設住宅課 町道街路剪定工事 8月 4ヶ月 3,000 無 道路維持 指名競争入札 街路樹剪定　151本

17 建設住宅課 危険空家除却工事 6月 3ヶ月 8,000 無 建築解体 指名競争入札 延べ床面積223.58㎡　木造瓦2階建

18 上下水道課 公共八橋地区（33-1工区）工事 未定 未定 2,000 無 土木一般 指名競争入札 開削 L=17.8m（国交省関連、交差点盛土部）

19 上下水道課 公共別所地区（33-1工区）工事 5月 6ヶ月 20,000 無 土木一般 指名競争入札 開削 L=220.0m

20 上下水道課 公共八橋地区（舗装33-1工区）工事 5月 5ヶ月 22,000 無 舗装 指名競争入札 舗装 A=2,700㎡

21 上下水道課 公共八橋地区（舗装33-2工区）工事 6月 5ヶ月 23,000 無 舗装 指名競争入札 舗装 A=2,900㎡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年度　　工事・測量設計等発注予定
公表日　令和3年4月1日
内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。
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22 上下水道課 公共八橋地区（舗装33-3工区）工事 8月 4ヶ月 7,000 無 舗装 指名競争入札 舗装 A=830㎡

23 上下水道課 公共下光好地区（舗装33-1工区）工事 7月 5ヶ月 14,000 無 舗装 指名競争入札 舗装 A=1,760㎡

24 上下水道課 特環松谷地区（33-1工区）工事 5月 6ヶ月 15,000 無 土木一般 指名競争入札 開削 L=183.0m（松ヶ丘住宅内）

25 上下水道課 特環中村地区（舗装33-1工区）工事 7月 5ヶ月 17,000 無 舗装 指名競争入札 舗装 A=2,100㎡

26 上下水道課 特環西宮地区（舗装33-1工区）工事 6月 5ヶ月 16,000 無 舗装 指名競争入札 舗装 A=2,000㎡

27 上下水道課 特環松谷地区（舗装33-1工区）工事 5月 5ヶ月 26,000 無 舗装 指名競争入札 舗装 A=3,300㎡

28 上下水道課 上水道配水管布設替工事（別所地区R3-1工区） 5月 6ヶ月 3,500 無 水道施設 指名競争入札 延長L=80m

29 上下水道課 上水道配水管布設替工事（竹内地区R3-1工区） 8月 3ヶ月 15,000 無 水道施設 指名競争入札 延長L=335ｍ

30 上下水道課 上水道配水管布設替工事（竹内地区R3-2工区） 11月 3ヶ月 21,000 無 水道施設 指名競争入札 延長L=359ｍ

31 上下水道課 上水道配水管布設替工事（梅田地区R3-1工区） 9月 3ヶ月 16,000 無 水道施設 指名競争入札 延長L=188ｍ

32 上下水道課 上水道配水管布設替工事（梅田地区R3-2工区） 12月 3ヶ月 15,000 無 水道施設 指名競争入札 延長L=134ｍ

33 上下水道課 上水道配水管布設替工事（槻下地区R3-1工区） 5月 3ヶ月 21,000 無 水道施設 指名競争入札 延長L=242ｍ

34 上下水道課 上水道配水管布設替工事（槻下地区R3-2工区） 8月 3ヶ月 20,000 無 水道施設 指名競争入札 延長L=259ｍ

35 上下水道課 上水道配水管布設替工事（西山地区R3-1工区） 5月 3ヶ月 21,000 無 水道施設 指名競争入札 延長L=327ｍ

36 上下水道課 上水道配水管布設替工事（杉下橋地区R3-1工区） 6月 3ヶ月 6,000 無 水道施設 指名競争入札 延長L=150ｍ

37 上下水道課 上水道配水管布設替工事（杉下橋地区R3-2工区） 9月 3ヶ月 6,000 無 水道施設 指名競争入札 延長L=150ｍ

38 上下水道課 上水道配水管布設替工事（松ヶ丘住宅R3-1工区） 5月 6ヶ月 5,000 無 水道施設 指名競争入札 延長L=125ｍ

39 上下水道課 舗装（法万地区R3-1工区）工事 6月 4ヶ月 26,000 無 舗装 指名競争入札 舗装A=2,400㎡

40 農林水産課 中尾地区樋門整備工事 6月 7ヶ月 5,000 無 鋼構造物 指名競争入札 樋門整備1箇所

41 農林水産課 杉地地区樋門整備工事 6月 7ヶ月 5,000 無 鋼構造物 指名競争入札 樋門整備1箇所

42 農林水産課 金屋杉下地区水路改修工事 9月 6ヶ月 4,000 無 土木一般 指名競争入札 水路底打コンクリート230m

43 農林水産課 法万地区水路改修工事 9月 6ヶ月 5,000 無 土木一般 指名競争入札 水路底打コンクリート280m

44 農林水産課 古長地区水路改修工事 9月 6ヶ月 2,000 無 土木一般 指名競争入札 水路底打コンクリート110m
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45 農林水産課 別宮地区排水路法面修繕工事 9月 6ヶ月 4,000 無 土木一般 指名競争入札 張コンクリート65m

46 農林水産課 公文地区災害復旧工事 5月 7ヶ月 4,000 無 土木一般 指名競争入札 復旧延長L=6m、ふとんかご

47 農林水産課 倉坂地区災害復旧工事 9月 6ヶ月 7,000 無 土木一般 指名競争入札 復旧延長L=5m、補強土壁工

48 農林水産課 旧新規就農者住宅解体工事 7月 5ヶ月 20,000 無 建築解体 指名競争入札 解体工事3棟

49 農林水産課 中津原地区水路修繕工事 4月 3ヶ月 1,500 無 土木一般 指名競争入札 自由勾配側溝10m

50 農林水産課 元旧川上流水路土砂撤去工事 4月 3ヶ月 3,500 無 土木一般 指名競争入札 土砂撤去延長L=870ｍ

51 農林水産課 八橋東田井井手土砂吐け樋門整備工事 6月 7ヶ月 2,000 無 鋼構造物 指名競争入札 樋門整備1箇所

52 子育て応援課 こがねこども園床面修繕工事 5月 3ヶ月 7,000 無 建築一般 指名競争入札 床板補修面積710.0㎡

53 教育総務課 八橋小屋上防水改修工事 5月 9,000 無 建築一般 指名競争入札 多目的教室屋根及び外壁改修

54 教育総務課 浦安小パントリー改修工事 5月 2ヶ月 6,000 無 建築一般 指名競争入札 給食用パントリーを改修し使用できるようにするもの

55 社会教育課 古布庄地区公民館棟修繕工事 7月 3ヶ月 2,000 無 建築一般 指名競争入札 棟40.6ｍ

56 総務課 防火水槽修繕工事 6月 3ヶ月 1,500 無 塗装 指名競争入札 防火水槽下地処理、高圧洗浄、塗膜防水61㎡

57 総務課 物産館ことうらリニューアル改修工事 8月 7ヶ月 190,000 無 建築一式 指名競争入札 改修工事　一式

工事計 57件 891,000 
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1 上下水道課 上水道配水管布設替工事設計業務（琴浦R3-1） 4月 12ヶ月 無 コンサル 指名競争入札 延長L=5,120ｍ

2 建設住宅課 町道小学校松谷線道路改良工事測量設計業務 5月 8ヶ月 無 コンサル 指名競争入札 業務延長L=130ｍ　排水構造物設計

3 建設住宅課 町道八橋小学校線道路改良工事測量調査設計業務 5月 8ヶ月 無 コンサル 指名競争入札 業務延長L=131ｍ　歩道設計

4 建設住宅課 ゴリン橋改良詳細設計業務 5月 10ヶ月 無 コンサル 指名競争入札 橋梁改修詳細設計　1橋

5 建設住宅課 琴浦町橋梁点検業務 5月 8ヶ月 無 コンサル 指名競争入札 橋梁法定点検Ｎ＝42橋

6 農林水産課 金屋杉下地区水路改修測量設計業務 6月 4ヶ月 無 コンサル 指名競争入札 水路底打コンクリート測量設計750m

7 農林水産課 倉坂地区災害復旧測量設計業務 4月 4ヶ月 無 コンサル 指名競争入札 測量設計5m、補強土壁工

8 農林水産課 林道大父線御用橋PCB調査委託業務 6月 4ヶ月 無 コンサル 指名競争入札 PCB調査1橋

9 農林水産課 旧新規就農者住宅解体工事設計業務 4月 2ヶ月 無 コンサル 指名競争入札 解体工事（3棟）の設計業務

10 農林水産課 旧新規就農者住宅解体工事監理業務 7月 5ヶ月 無 コンサル 指名競争入札 解体工事（3棟）の監理業務

11 税務課 地籍測量業務（2101） 5月 10ヶ月 無 コンサル 指名競争入札 工程CEFⅠFⅡ-1、計画面積0.69k㎡

12 税務課 地籍図・地籍簿作成業務（2001） 5月 10ヶ月 無 コンサル 指名競争入札 工程FⅡ-1FⅡ-2GH、計画面積1.03k㎡

13 社会教育課 斎尾廃寺跡用地測量業務 5月 5ヶ月 無 コンサル 指名競争入札 15筆（7493.42㎡）

14 総務課 社会福祉センター改修設計業務 5月 6ヶ月 無 コンサル 指名競争入札 改修設計　一式

15 総務課 物産館ことうらリニューアル改修実施設計業務 4月 3ヶ月 無 コンサル 指名競争入札 改修設計　一式

16 総務課 物産館ことうらリニューアル改修工事監理業務 8月 7ヶ月 無 コンサル 指名競争入札 監理業務　一式

業務計 16件


