
令和２年度　　公共工事の発注見通し 総務部 4月公表分

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

1 危機管理室 大東分団第３部防火水槽更新工事 南方中 4 ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 地下埋設式防火水槽、容量40m3

2 危機管理室
デジタル防災行政無線
天狗寺山中継局管理道復旧工事

加茂町
行重

4 ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期
①補強盛土擁壁 H=5.40m、L=3.60m
②種子吹付工　A=76.5㎡

3 危機管理室 田邑分団第６部消防機庫新築工事 上田邑 5 ヶ月 建築 指名競争入札 第1四半期 鉄骨平屋建　A=23.2㎡

4 危機管理室 西苫田分団第３部消防機庫新築工事 総社 5 ヶ月 建築 指名競争入札 第1四半期 木造２階建　A=60㎡

5 人権啓発課 高野コミュニティハウス改修工事 河面 3 ヶ月 建築 指名競争入札 第1四半期 トイレ改修ほか　A=60.76㎡

6 人権啓発課 西八出児童遊園地改修工事 八出 3 ヶ月 建築 指名競争入札 第3四半期 東屋設置工ほか　A=487㎡

令和２年度　　公共工事の発注見通し 環境福祉部 4月公表分

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

1 環境生活課 市道B203号線道路改良工事 小田中 4 ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 L=30.0m　W=4.00m

令和２年度　　公共工事の発注見通し 産業文化部 4月公表分

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

1
仕事・移住

支援室
ウッディハウス加茂大規模改修工事

加茂町
中原

7 ヶ月 建築 一般競争入札 第2四半期
ウッディハウス加茂大規模改修　木
造2階建て、延床面積707.25㎡

2 企業立地課 中核工業団地調整池浚渫工事その６ 瓜生原 4 ヶ月 しゅんせつ 指名競争入札 第3四半期 浚渫工及び仮設道処理

3
歴史まちづ
くり推進室

作州民芸館改修工事 西今町 5 ヶ月 建築 指名競争入札 第3四半期
作州民芸館改修工事一式（トイレ改修工事、自動
火災警報装置整備工事 他）

4 文化課
史跡津山城跡厩堀法面復旧及び保存
修理工事

山下 10 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期
法面復旧工620㎡、連続繊維補強土
V=430㎥

令和２年度　　公共工事の発注見通し 農林部 4月公表分

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

1 農村整備課 H30-72-210　農道橋復旧工事 坪井上 10 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 農業用施設災害復旧工事　L=11.0m

2 農村整備課 見谷池改修工事 神代 10 ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 底樋管工 L=2.6m　斜樋管工 L=5.6m

3 農村整備課 昆砂殿池廃止工事
加茂町
百々

5 ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 水路工　L=50m

4 農村整備課 久米地区水路整備工事その１ 中北下 5 ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 L=390.0m W=0.25m～0.50m

5 農村整備課 田熊頭首工更新工事 田熊 5 ヶ月 鋼構造物 指名競争入札 第2四半期
起伏ゲート部材交換 N=1式
現場塗装 N=1式

6 農村整備課 福井第一井堰修繕工事 福井 5 ヶ月 鋼構造物 指名競争入札 第2四半期 起伏ゲート部材交換 N=1式

7 森林課 林道因美線単独災害復旧工事
加茂町
知和

3 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 L=78.0m W=5.0m

8 森林課 林道大畝線単独災害復旧工事その2 阿波 4 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 L=20.0m W=4.0m

9 森林課 林道勝２号線単独災害復旧工事 阿波 3 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 L=21.0m W=4.0m

10 森林課 林道美作北線３号個所災害復旧工事
加茂町
青柳

6 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 L=54.0m W=4.0m

11 森林課 林道美作北線４号個所災害復旧工事
加茂町
青柳

3 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 L=32.0m W=4.0m

12 森林課 林道美作北線単独災害復旧工事
加茂町
知和

4 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 L=20.0m W=4.0m

13 森林課 林道粟倉木屋原線甚五郎橋補修工事
加茂町
公郷

5 ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 L=6.4m W=10.2m

14 森林課 原口地区林地崩壊予防工事
加茂町
原口

4 ヶ月 土工 指名競争入札 第2四半期 L=60.0m W=1.2

15 森林課 林道公郷大谷線改良工事
加茂町
公郷

4 ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 L=30.0m W=3.0m

16 森林課
林業専用道ヌタノ尾線開設工事その
１

阿波 6 ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期 L=400.0m W=3.0m

17 森林課
林業専用道ヌタノ尾線開設工事その
２

阿波 6 ヶ月 土木 一般競争入札 第4四半期 L=500.0m W=3.0m

工事期間

工事期間

工事期間

工事期間
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令和２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 工事種別 入札・契約方法 発注時期 工事概要 備考

1 管理課 30過-1河川単独災害復旧工事 上横野 9 ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期
練石積工(有材) A=5㎡
練石積工(新材) A=10㎡

2 管理課
市営住宅小原団地7.10.11.12.19号棟
解体工事

小原 4 ヶ月 解体 指名競争入札 第1四半期
63.92㎡×4棟
128.00㎡×1棟

3 管理課 市営住宅上村団地8号棟解体工事 杉宮 4 ヶ月 解体 指名競争入札 第2四半期 317.6㎡×1棟

4 管理課 市営住宅一方770-3住宅解体工事 一方 3 ヶ月 解体 指名競争入札 第2四半期 133.02㎡×1棟

5 土木課 30過-8道路単独災害復旧工事 油木北 5 ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 L=11.0m,W=1.4～2.0m

6 土木課 No.1-1道路修繕工事 平福 4 ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 L=34.9m  W=5.4m～6.8m

7 土木課 No.1-3道路修繕工事 沼 3 ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 L=20.0m  W=3.1m

8 土木課 No.4-1　道路改良工事 新野山形 4 ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 待避所　L=64.3m　W=7.0m

9 土木課 黒木単独災害復旧工事
加茂町
黒木

3 ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 L=18.5m W=4.7～5.4m

10 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1四半期 L=90.0m  W=5.0m

11 土木課
市道河面楢線道路防災施設修繕工事
その3

近長 3 ヶ月
とび・土

工
指名競争入札 第1四半期 L=50.0m  W=4.2m

12 土木課
総社川崎線（沼林田工区）道路新設
工事その11

沼 9 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 交差点改良

13 土木課 No.1-2道路修繕工事 国分寺 3 ヶ月 舗装 指名競争入札 第1四半期 L=40.0m　W=3.6m

14 土木課 市道神庭66号線道路舗装工事その2 上高倉 3 ヶ月 舗装 一般競争入札 第1四半期 L=500.0m  W=9.25m

15 土木課
市道東津山城東6号線道路舗装工事そ
の1

野介代 3 ヶ月 舗装 指名競争入札 第1四半期 L=200.0m  W=5.0m

16 土木課 30過-9河川単独災害復旧工事 宮部上 5 ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 L=21.5m,W=0.8～1.2m

17 土木課 市道院庄60号線床版設置工事 院庄ほか 4 ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 L=18.0m　W=5.0m

18 土木課 市道小渕線道路改良工事その2
加茂町
桑原

5 ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 L=90.0m W=4.0m

19 土木課 市道勝部川崎線道路改良工事その１ 野介代 4 ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 L=100.0ｍ　W=9.75m

20 土木課 市道西加茂29号線道路改良工事
加茂町
中原

6 ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 L=100.0m W=5.5(7.0)m

21 土木課 市道福岡43号線道路改良工事その1 八出 4 ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 L=200.0m  W=11.0m

22 土木課 市道堀坂勝北線道路改良工事その1 吉見 5 ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 L=150.0ｍ　W=5.0m

23 土木課 西八出口歩道橋架設工事 横山 5 ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期 L=20.0m  W=3.0m

24 土木課 水木原橋架替工事 坪井下 6 ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期 L=8.0ｍ　W=3.0m

25 土木課 道路標識修繕工事 上村ほか 3 ヶ月
とび・土

工
指名競争入札 第2四半期 N=3基

26 土木課 道路照明灯修繕工事
小田中
ほか

6 ヶ月 電気 指名競争入札 第2四半期 N=10基

27 土木課 市道田熊37号線道路舗装工事その5 田熊 4 ヶ月 舗装 指名競争入札 第2四半期 L=100.0ｍ　W=7.5m

28 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=50.0m　W=5.0m

29 土木課 市道大崎34号線道路改良工事 西吉田 3 ヶ月 土木 指名競争入札 第3四半期 L=40.0m　W=3.3m

30 土木課 市道神庭66号線道路改良工事その16 上高倉 4 ヶ月 土木 一般競争入札 第3四半期 L=400.0m  W=9.25m

31 土木課
市道東津山城東6号線道路改良工事そ
の6

野介代 3 ヶ月 土木 指名競争入札 第3四半期 L=100.0m  W=5.0m

32 土木課 市道M115・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=115.0m　W=3.5m

33 土木課 市道院庄59号線道路改良工事その６ 院庄ほか 6 ヶ月 土木 随意契約 第3四半期 L=30.0m　W=5.0m

34 土木課 市道E17号線舗装修繕工事その７ 二宮 3 ヶ月 舗装 指名競争入札 第3四半期 L=400.0m  W=5.0m

35 土木課 市道1002号線道路舗装工事その3 志戸部 4 ヶ月 舗装 一般競争入札 第3四半期 L=250.0m　W=9.0m

36 都市計画課 市道G111号線道路改良工事その5 平福 3 ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 自由勾配側溝 L=5.0ｍ

37 都市計画課
総社川崎線（山北工区）道路改良工
事その7

山北 9 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 L=87.5ｍ  W=17.0ｍ

38 都市計画課 道路側溝施設整備工事その8
戸川町
ほか

5 ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 水路工　L=120ｍ

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

39 都市計画課 鶴山公園三ノ丸園路整備工事 山下 4 ヶ月 舗装 指名競争入札 第1四半期 L=130ｍ　W=2.0ｍ

40 都市計画課 久米山管理道復旧工事 久米川南 4 ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 L=80ｍ　W=3.0ｍ

41 都市計画課 山下児童公園トイレ整備工事 山下 5 ヶ月 建築 指名競争入札 第2四半期 トイレ整備　一式

42 下水道課 小田中第１汚水枝線埋設工事その1 総社 6 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 VUφ150　L=244.6m

43 下水道課 河辺汚水幹線敷設工事 河辺ほか 5 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期
WEETAφ150 L=113.6m
VUφ150　L=13.3m

44 下水道課 倭文第2汚水枝線埋設工事その1 里公文 5 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 PEφ150　L=166.6m

45 下水道課 勝北中央汚水枝線築造工事その1 杉宮 4 ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期
VUφ150　L=13.0m
PRPφ150　L=31.0m

46 下水道課 中央第2排水区ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ躯体工事 吹屋町 8 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 土木工事　1式

47 下水道課 中央汚水枝線築造工事その1 二宮 7 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 RSφ350　L=45.4m

48 下水道課 西中汚水枝線埋設工事その1 西中 5 ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 PRPφ150　L=125.1m

49 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1四半期 VUφ150～200　L=717.4m

50 下水道課 沼第一汚水枝線埋設工事その2 沼 3 ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 VUφ150　L=34.0m

51 下水道課 野辺汚水幹線ほか埋設工事その1
東一宮
ほか

8 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 VUφ150～250　L=709.9m

52 下水道課 東苫田汚水枝線埋設工事その1 志戸部 8 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 VUφ150　L=276.0m

53 下水道課 東松原汚水枝線埋設工事その1 野介代 7 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 VUφ150　L=300.3m

54 下水道課 マンホール蓋更新工事その１ 川崎ほか 4 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 マンホール蓋 N=16箇所

55 下水道課 昭和町第2ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ躯体工事 一方ほか 10 ヶ月 土木 一般競争入札 第1四半期 土木工事　1式

56 下水道課
中央第2排水区ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ電気設備工
事

吹屋町 9 ヶ月 電気 一般競争入札 第1四半期 電気設備　1式

57 下水道課 昭和町第2ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ電気設備工事 一方ほか 10 ヶ月 電気 一般競争入札 第1四半期 電気設備　1式

58 下水道課
中央第2排水区ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ機械設備工
事

吹屋町 9 ヶ月
機械器具

設置
一般競争入札 第1四半期 機械設備　1式

59 下水道課 昭和町第2ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ機械設備工事 一方ほか 10 ヶ月
機械器具

設置
一般競争入札 第1四半期 機械設備　1式

60 下水道課 勝北中央汚水枝線埋設工事その1 杉宮 5 ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 PRPφ150　L=117.0m

61 下水道課 林田汚水枝線埋設工事
東新町
ほか

6 ヶ月 土木 一般競争入札 第2四半期 VUφ150　L=211m

令和２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 工事種別 入札・契約方法 発注時期 工事概要 備考

1
勝北支所
地域振興課

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1四半期 道路改良　L=50.0m　W=5.0m

2
勝北支所
地域振興課

広戸79号線　側溝改良工事 日本原 4 ヶ月 土木 指名競争入札 第1四半期 側溝改良　L=70.0m　W=4.0m

3
勝北支所
地域振興課

川東剣山線　道路改良工事 市場 4 ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 道路改良　L=50.0m　W=4.0m

4
勝北支所
地域振興課

広戸8号線外2　側溝改良工事 大吉 4 ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 側溝改良　L=50.0m　W=4.0m

5
勝北支所
地域振興課

広戸81号線外1　側溝改良工事 大吉 4 ヶ月 土木 指名競争入札 第2四半期 側溝改良　L=50.0m　W=5.0m

6
勝北支所
地域振興課

広戸38号線　道路舗装工事 大吉 3 ヶ月 舗装 指名競争入札 第3四半期 舗装新設　L=100.0m　W=5.0m

7
久米支所
地域振興課

久米体育館屋根改修工 中北下 5 ヶ月 屋根 一般競争入札 第2四半期
屋上防水350㎡
金属屋根塗装2,400㎡

工事期間

工事期間
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令和２年度　　公共工事の発注見通し 教育委員会 4月公表分

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

1 教育総務課 加茂小学校便所改修工事
加茂町
塔中

5 ヶ月 建築 指名競争入札 第1四半期 便所改修　127㎡

2 教育総務課 院庄小学校防球ネット設置ほか工事 院庄 3 ヶ月
とび・土

工
指名競争入札 第1四半期

防球ネット設置　１式
遊具移設　1式

3 教育総務課 津山東中学校防球ネット改修工事 押入 3 ヶ月
とび・土

工
指名競争入札 第1四半期 防球ネット改修　１式

4 教育総務課 小中学校電気配線等改修工事その１ 山北ほか 9 ヶ月 電気 一般競争入札 第1四半期
校内ＬＡＮ施設整備　1式
電源改修　１式

5 教育総務課 小中学校電気配線等改修工事その２
小田中
ほか

9 ヶ月 電気 一般競争入札 第1四半期
校内ＬＡＮ施設整備　1式
電源改修　１式

6 教育総務課 小中学校電気配線等改修工事その３ 川崎ほか 9 ヶ月 電気 一般競争入札 第1四半期
校内ＬＡＮ施設整備　1式
電源改修　１式

7 教育総務課 小中学校電気配線等改修工事その４
志戸部
ほか

9 ヶ月 電気 一般競争入札 第1四半期
校内ＬＡＮ施設整備　1式
電源改修　１式

8 教育総務課 小中学校電気配線等改修工事その５ 綾部ほか 9 ヶ月 電気 一般競争入札 第1四半期
校内ＬＡＮ施設整備　1式
電源改修　１式

9 教育総務課 小中学校電気配線等改修工事その６
坪井上
ほか

9 ヶ月 電気 指名競争入札 第1四半期
校内ＬＡＮ施設整備　1式
電源改修　１式

10 教育総務課 加茂小学校便所改修機械設備工事
加茂町
塔中

5 ヶ月 管 指名競争入札 第1四半期 便所改修　127㎡

11 教育総務課 加茂小学校屋上防水改修工事
加茂町
塔中

4 ヶ月 防水 一般競争入札 第1四半期
屋上防水改修　1,845㎡
屋根塗装改修ほか　1式

12 教育総務課 鶴山小学校給食リフト改修工事 志戸部 4 ヶ月
機械器具

設置
見積照会 第1四半期 リフト改修　300kg　3停止　１基

13 教育総務課 北小学校等太陽光発電出力制御工事 山北ほか 6 ヶ月 電気通信 見積照会 第1四半期
小型計測装置　　　６台
ネットワーク接続　１式

14 教育総務課 西小学校屋内運動場建具改修工事 小田中 3 ヶ月 建具 指名競争入札 第1四半期 建具改修　１式

15 教育総務課 小学校遊具更新工事
小田中
ほか

4 ヶ月 その他 指名競争入札 第1四半期 遊具更新・撤去　１式

16 教育総務課 高田小学校囲障設置工事 下横野 2 ヶ月 その他 指名競争入札 第1四半期 門扉設置　１式

工事期間
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