
No．1

平成30年度　　公共工事の発注見通し 都市建設部 ４月公表分

番号 担当課名 工事名称 工事場所 工事期間工事種別 入札・契約方法 発注時期 工事概要 備考

1 土木課 加茂橋補修工事 綾部ほか 9ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 L=81.6m   W=5.50m

2 土木課 市道神庭66号線道路改良工事その8 綾部 6ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 L=200.0m　W=9.25m

3 土木課
総社川崎線（沼林田工区）道路新設
工事その7

沼 7ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 L=100.0m　W=5.00m

4 土木課 市道D27号線道路改良工事 大田 4ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 L=40.0m 　W=6.50m

5 土木課 市道Ｔ100号線道路改良工事 国分寺 3ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 L=50.0m 　W=5.00m

6 土木課 市道E71号線道路改良工事その1 二宮 5ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 L=70.0m 　W=5.00m

7 土木課 市道神庭66号線道路改良工事その9 下高倉東 6ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期 L=300.0m　W=9.25m

8 土木課 市道Ｔ207号線道路改良工事 国分寺 3ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 L=10.0m 　W=5.00m

9 土木課 市道E11号線道路改良工事 二宮 4ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 L=40.0m 　W=4.00m

10 土木課 市道Ｇ83号線道路改良工事 中島 5ヶ月 舗装 指名競争入札 第2四半期 L=200.0m　W=4.00m

11 土木課 市道E100号線道路改良工事 二宮 4ヶ月 舗装 指名競争入札 第2四半期 L=80.0m 　W=4.00m

12 土木課 市道神庭66号線道路改良工事その10 上高倉 6ヶ月 土木 一般競争入札 第3四半期 L=300.0m  W=9.25m

13 土木課 市道神庭66号線道路改良工事その11 上高倉 6ヶ月 土木 一般競争入札 第3四半期 L=200.0m　W=7.50m

14 土木課 29-159河川災害復旧工事 東田辺 3ヶ月 土木 指名競争入札 第3四半期 L=9.0m  ブロック積工

15 土木課 29-306道路災害復旧工事 堀坂 3ヶ月 土木 指名競争入札 第3四半期
L=17.2m　 W=3.60～5.10m
ブロック積工

16 土木課 市道Ｒ4号線道路改良工事 河面 3ヶ月 土木 指名競争入札 第3四半期 L=60.0m　 W=4.00m

17 土木課 市道1022号線道路改良工事 山方 4ヶ月 土木 指名競争入札 第3四半期 L=60.0m 　W=4.00m

18 土木課 市道D41号線道路改良工事 紫保井 4ヶ月 土木 指名競争入札 第3四半期 L=30.0m　 W=4.00m

19 土木課 市道L058号線道路改良工事 下横野 4ヶ月 土木 指名競争入札 第3四半期 L=45.0m 　W=3.50m

20 土木課 市道L149号線道路改良工事 上横野 4ヶ月 土木 指名競争入札 第3四半期 L=60.0m　 W=4.00m
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No．2

21 土木課 市道M117号線道路改良工事 下高倉西 4ヶ月 土木 指名競争入札 第3四半期 L=60.0m 　W=4.00m

22 土木課 市道E41号線道路舗装工事 二宮 3ヶ月 舗装 指名競争入札 第3四半期 L=60.0m 　W=6.00m

23 都市計画課
総社川崎線（山北工区）橋梁下部工
事その3

山北 6ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 橋台　N=1基

24 都市計画課 市道H080号線道路改良工事
南町一丁
目

4ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 L=40.0m   W=10.50m

25 都市計画課 市道拠点線道路新設工事その7 押入 6ヶ月 舗装 指名競争入札 第1四半期 L=100.0m  W=11.50～12.50m

26 公園緑地課 鶴山公園鶴山館前便所改築工事 山下 5ヶ月 建築 指名競争入札 第2四半期 改築  A=37.0㎡

27 下水道課 一色汚水枝線埋設工事その1 一色 7ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 VUφ150　 L=250.0m

28 下水道課 川崎第二排水区ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ躯体工事 川崎 6ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 躯体一式

29 下水道課 勝北中央汚水幹線ほか築造工事その1 市場 9ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期
SPφ250（VUφ150）　L=28.0m
PRPφ150　L=240.0m

30 下水道課 中央汚水枝線埋設工事その1 二宮 9ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 VUφ150 　L=650.0m

31 下水道課 南部汚水枝線築造工事その1
昭和町
2丁目

8ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期
RPφ300 　L=92.2m
SPφ400（VUφ150）　L=4.0m

32 下水道課
吉井川左岸第二排水区ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ躯体
工事

二宮 6ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 躯体一式

33 下水道課 倭文第１汚水枝線埋設工事その1 桑上 7ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 PEφ200 　L=250.0m

34 下水道課 城北汚水枝線埋設工事その1 山北 4ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 VUφ150 　L=59.0m

35 下水道課 城北汚水枝線埋設工事その2 上河原 3ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 VUφ150 　L=29.8m

36 下水道課 沼第二汚水枝線埋設工事その1 沼 5ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 VUφ150 　L=89.0m

37 下水道課 東苫田汚水枝線埋設工事その1 林田 4ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 VUφ150 　L=46.0m

38 下水道課 東苫田汚水枝線埋設工事その5 志戸部 3ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 VUφ150　 L=75.0m

39 下水道課
川崎第二排水区ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ電気設備工
事

川崎 8ヶ月 電気 一般競争入札 第1四半期 電気設備工事一式

40 下水道課
吉井川左岸第二排水区ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ電気
設備工事

二宮 8ヶ月 電気 一般競争入札 第1四半期 電気設備工事一式

41 下水道課
川崎第二排水区ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ機械設備工
事

川崎 8ヶ月
機械器
具設置

一般競争入札 第1四半期
φ700　水中ポンプ　N=2台
電動ゲート　N=1基

42 下水道課
吉井川左岸第二排水区ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ機械
設備工事

二宮 8ヶ月
機械器
具設置

一般競争入札 第1四半期
φ300　水中ポンプ　N=2台
電動ゲート　N=1基
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43 下水道課 押入汚水枝線築造工事その1 押入 7ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期 RPφ300 　L=56.7m

44 下水道課 上兼田汚水枝線埋設工事その1 川崎 7ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期 VUφ150 　L=250.0m

45 下水道課 久米第１汚水枝線埋設工事その2 中北下 6ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期
PEφ150 　L=240.0m
VUφ150 　L=70.0m

46 下水道課 久米第１汚水枝線埋設工事その3 南方中 8ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期 VUφ150　 L=480.0m

47 下水道課 高野山西汚水枝線埋設工事その1 高野山西 7ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期 VUφ150 　L=170.0m

48 下水道課 東部汚水枝線埋設工事その1 押入 8ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期 VUφ150 　L=253.7m

49 下水道課 南部汚水枝線築造工事その2 横山 9ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期
RPφ300 　L=50.0m
VUφ150　 L=220.0m

50 下水道課 南部汚水枝線埋設工事その1
昭和町
1丁目

10ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期 VUφ150 　L=479.3m

51 下水道課 新野山形汚水枝線埋設工事その1 新野山形 9ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期 PRPφ150　L=657.8m

52 下水道課 沼第一汚水枝線埋設工事その1 大田 10ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期
VUφ200　 L=469.0m
VUφ150 　L=763.0m

53 下水道課 東苫田汚水枝線埋設工事その2 志戸部 9ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期 VUφ150　 L=530.0m

54 下水道課 東松原汚水枝線埋設工事その1 野介代 6ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期 VUφ150　 L=300.3m

55 下水道課 久米第１汚水枝線埋設工事その1
南方中
ほか

5ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期
PVCφ100　L=95.0m
VUφ150　 L=86.0m

56 下水道課 東苫田汚水枝線埋設工事その4 林田 7ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 VUφ150　 L=100.0m

57 下水道課 小田中第１汚水枝線埋設工事その1 総社 10ヶ月 土木 一般競争入札 第3四半期 VUφ150　 L=912.0m

58 下水道課 南部汚水枝線埋設工事その2
昭和町
1丁目

9ヶ月 土木 一般競争入札 第3四半期 VUφ150 　L=260.0m

59 下水道課 東苫田汚水枝線築造工事その1 志戸部 10ヶ月 土木 一般競争入札 第3四半期
RPφ300　 L=140.0m
VUφ150　 L=320.0m

60 下水道課 東苫田汚水枝線埋設工事その3 志戸部 10ヶ月 土木 一般競争入札 第3四半期 VUφ150　 L=460.0m

61 下水道課 吉井川左岸雨水路改良工事その1 二宮 5ヶ月 土木 指名競争入札 第3四半期 大型水路W1,200mm×H600mm　L=63.6m

62
加茂支所産
業建設課

No.2-1　道路舗装工事
加茂町公
郷

3ヶ月 舗装 指名競争入札 第2四半期 L=140.0m　W=6.00m

63
久米支所
産業建設課

中学校線歩道設置工事 南方中 6ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期 L=85.0m　 W=2.50m
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No．4

平成30年度　　公共工事の発注見通し 産業経済部 ４月公表分

番号 担当課名 工事名称 工事場所 工事期間工事種別 入札・契約方法 発注時期 工事概要 備考

1
加茂支所
産業建設課

林道大杉線災害復旧工事 阿波 3ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 L=14.0m 　W=3.60～4.00m

2
加茂支所
産業建設課

林道落合線災害復旧工事 阿波 3ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 L=9.0m　  W=3.60～4.00m

3
加茂支所
産業建設課

林道美作中央線改良工事  加茂町原口 6ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 L=21.0m　 W=5.00m

4
加茂支所
産業建設課

Ｈ29－67－401 水路復旧工事その2
加茂町
小渕

6ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 L=170.0m　W=4.00m

6
久米支所
産業建設課

鴻ノ池改修工事 中北下 5ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期
堤体工、ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工、取水施設工
浚渫工

5
久米支所
産業建設課

久米地区水路整備工事その1 領家 5ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 L=260.0m　W=0.30m

7
久米支所
産業建設課

久米地区水路整備工事その2 中北下 6ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 L=418.0m　W=0.50m

8
久米支所
産業建設課

久米地区水路整備工事その3 中北下 5ヶ月
とび・
土工

指名競争入札 第2四半期 L=180.0m　水路ﾗｲﾆﾝｸﾞ

9
久米支所
産業建設課

久米地区2号ゲート改修工事 領家 5ヶ月
鋼構造
物

指名競争入札 第2四半期 樋門取替一式

平成30年度　　公共工事の発注見通し 地域振興部 ４月公表分

番号 担当課名 工事名称 工事場所 工事期間工事種別 入札・契約方法 発注時期 工事概要 備考

1
勝北支所
産業建設課

広戸72号線道路改良工事(その1) 市場 4ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 L=45.0m　 W=5.00m

2
勝北支所
産業建設課

広戸14号線道路改良工事 大吉 7ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 L=70.0m　 W=4.00m

3
勝北支所
産業建設課

広戸38号線道路改良工事 大吉 4ヶ月 土木 指名競争入札 第3四半期 L=20.0m 　W=5.00m

4
勝北支所
産業建設課

広戸60号線外1道路改良工事 大吉 4ヶ月 土木 指名競争入札 第3四半期 L=25.0m　 W=4.00m

5
勝北支所
産業建設課

広戸72号線道路改良工事(その2) 市場 4ヶ月 土木 指名競争入札 第3四半期 L=40.0m　 W=5.00m

6
勝北支所
産業建設課

山崎水路改修工事 大吉 4ヶ月 土木 指名競争入札 第3四半期 L=143.0m　W=0.30m

7
勝北支所
産業建設課

日本原大吉線道路改良工事(その1) 市場ほか 7ヶ月 土木 一般競争入札 第4四半期 L=120.0m　W=5.50m（9.25m）

8
勝北支所
産業建設課

日本原大吉線道路改良工事(その2) 大吉 6ヶ月 土木 指名競争入札 第4四半期 L=100.0m　W=5.50m（9.25m）
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No．5

平成30年度　　公共工事の発注見通し 学校教育部 ４月公表分

番号 担当課名 工事名称 工事場所 工事期間工事種別 入札・契約方法 発注時期 工事概要 備考

1 学校施設課
一宮小学校 屋内運動場大規模改修工
事

東一宮 6ヶ月 建築 一般競争入札 第1四半期
大規模改修工事一式
A=997.0㎡

2 学校施設課 大崎小学校 校舎大規模改修建築工事 金井 12ヶ月 建築 一般競争入札 第1四半期
大規模改修建築工事一式
A=3,039.0㎡

3 学校施設課
河辺小学校 屋内運動場大規模改修工
事

国分寺 6ヶ月 建築 一般競争入札 第1四半期
大規模改修工事一式
A=1,071.0㎡

4 学校施設課 久米中学校 武道場大規模改修工事 南方中 4ヶ月 建築 一般競争入札 第1四半期
大規模改修工事一式
A=450.0㎡

5 学校施設課
勝加茂小学校 校舎・屋内運動場大規
模改修建築工事

中村 12ヶ月 建築 一般競争入札 第1四半期
大規模改修建築工事一式 A=2,200.0
㎡(校舎)、 A=685.0㎡(体育館)

6 学校施設課 誠道小学校 校舎大規模改修建築工事 久米川南 8ヶ月 建築 一般競争入札 第1四半期
大規模改修建築工事一式
A=1,758.0㎡

7 学校施設課
高田小学校 屋内運動場大規模改修建
築工事

下横野 6ヶ月 建築 一般競争入札 第1四半期
大規模改修建築工事一式
A=981.0㎡

8 学校施設課
中道中学校 屋内運動場大規模改修工
事

勝部 6ヶ月 建築 一般競争入札 第1四半期
大規模改修工事一式
A=1,585.0㎡

9 学校施設課 新野小学校 校舎大規模改修建築工事 西中 12ヶ月 建築 一般競争入札 第1四半期
大規模改修建築工事一式
A=2,505.0㎡

10 学校施設課
大崎小学校 校舎大規模改修電気設備
工事

金井 12ヶ月 電気 一般競争入札 第1四半期 大規模改修電気設備工事一式

11 学校施設課
勝加茂小学校 校舎・屋内運動場大規
模改修電気設備工事

中村 12ヶ月 電気 一般競争入札 第1四半期 大規模改修電気設備工事一式

12 学校施設課
誠道小学校 校舎大規模改修電気設備
工事

久米川南 8ヶ月 電気 一般競争入札 第1四半期 大規模改修電気設備工事一式

13 学校施設課
中道中学校 屋内運動場大規模改修電
気設備工事

勝部 6ヶ月 電気 一般競争入札 第1四半期 大規模改修電気設備工事一式

14 学校施設課
新野小学校 校舎大規模改修電気設備
工事

西中 12ヶ月 電気 一般競争入札 第1四半期 大規模改修電気設備工事一式

15 学校施設課
一宮小学校 屋内運動場大規模改修電
気設備工事

東一宮 6ヶ月 電気 指名競争入札 第1四半期 大規模改修電気設備工事一式

16 学校施設課
河辺小学校 屋内運動場大規模改修電
気設備工事

国分寺 6ヶ月 電気 指名競争入札 第1四半期 大規模改修電気設備工事一式

17 学校施設課
高田小学校 屋内運動場大規模改修電
気設備工事

下横野 6ヶ月 電気 指名競争入札 第1四半期 大規模改修電気設備工事一式

18 学校施設課
大崎小学校 校舎大規模改修機械設備
工事

金井 12ヶ月 管 一般競争入札 第1四半期 大規模改修機械設備工事一式

19 学校施設課
勝加茂小学校 校舎・屋内運動場大規
模改修機械設備工事

中村 12ヶ月 管 一般競争入札 第1四半期 大規模改修機械設備工事一式

20 学校施設課
誠道小学校 校舎大規模改修機械設備
工事

久米川南 8ヶ月 管 一般競争入札 第1四半期 大規模改修機械設備工事一式
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21 学校施設課
新野小学校 校舎大規模改修機械設備
工事

西中 12ヶ月 管 一般競争入札 第1四半期 大規模改修機械設備工事一式

22 学校施設課
高田小学校 屋内運動場大規模改修機
械設備工事

下横野 6ヶ月 管 指名競争入札 第1四半期 大規模改修機械設備工事一式

平成30年度　　公共工事の発注見通し 財政部 ４月公表分

番号 担当課名 工事名称 工事場所 工事期間工事種別 入札・契約方法 発注時期 工事概要 備考

1 財政課 加茂支所改築工事
加茂町塔
中

17ヶ月 建築 一般競争入札 第1四半期
公民館、文化センター一部改修
増築 A=407.0㎡ 解体 A=2,158.0㎡
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