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現年 防火水槽設置工事 大口十曽 地内 土木一式 耐震性貯水槽40ｍ3　1基 100 指名 3 総務課

現年 第７分団　詰所改築工事 大口羽月 地内 建築一式 旧羽月駐在所改築　１戸 100 指名 2 総務課

現年 曽木の滝公園遊歩道整備工事 大口宮人 地内 土木一式 Ｌ＝80m 60 指名 2 地域振興課

現年 中央公園ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｺｰﾄ改修工事 大口里 地内 土木一式 Ａ＝260㎡ 50 指名 1 地域振興課

現年 北薩ヘリポート公園維持工事 大口下殿 地内 土木一式 法面整形1800㎡ほか 120 指名 2 地域振興課

現年 忠元公園駐車場整備工事 大口原田 地内 土木一式 Ａ＝3000㎡ 150 指名 1 地域振興課

現年 十曽プール解体工事 大口小木原 地内 土木一式 プール、付属施設解体撤去 80 指名 3 地域振興課

現年 市道里町轟公園線配水管新設工事 （25-1工区） 大口里 地内 管工事 HIVPΦ75　Ｌ＝440ｍ 120 指名 1 水道課

現年 市道里町轟公園線配水管新設工事 （25-2工区） 大口里 地内 管工事 HIVPΦ75　Ｌ＝330ｍ 120 指名 2 水道課

現年 菱刈連絡管新設工事 （25-1工区） 菱刈徳辺 地内 管工事 HIVPΦ100　Ｌ＝250ｍ 150 指名 3 水道課

現年 菱刈連絡管新設工事 （25-2工区） 菱刈徳辺 地内 管工事 HIVPΦ100　Ｌ＝450ｍ 150 指名 3 水道課

現年 山野ポンプ場造成工事 大口山野 地内

管工事

土木一式

造成一式 150 指名 1 水道課

現年 山野ポンプ室築造工事 大口山野 地内

管工事

建築一式

ポンプ室築造一式 180 指名 2 水道課

現年 山野ポンプ槽築造工事 大口山野 地内 管工事 ポンプ槽築造一式 180 指名 2 水道課

現年 汚泥再生処理センター建設地伐採工事 大口曽木 地内 土木一式

伐木工　Ａ＝９４００㎡　５０

（本/１００㎡）未満　伐木処分

100 指名 3 環境政策課

現年 菱刈庁舎屋上防水改修工事 菱刈前目 地内 建築一式 屋上の塗膜防水による補修工事 60 指名 1 地域総務課

現年 里地区用排水路整備事業 大口里 地内 土木一式 L＝300ｍ 100 指名 3 農政課

現年 広域農道曽木地区舗装工事 大口曽木 地内 舗装 L＝400ｍ 60 指名 1 農政課

繰越 林業専用道（規格相当）開設工事　1工区 菱刈前目　　池田 地区 土木一式 Ｌ＝700ｍ　Ｗ＝3.5ｍ 145 指名 1 林務課

繰越 林業専用道（規格相当）開設工事　2工区 菱刈前目　　池田 地区 土木一式 Ｌ＝2100ｍ　Ｗ＝3.5ｍ 180 指名 1 林務課

現年 林業専用道（規格相当）開設工事　 菱刈前目　　池田 地区 土木一式 Ｌ＝1000ｍ　Ｗ＝3.5ｍ 180 指名 3 林務課

繰越 曽木ノ滝下荒田線(2工区)道路改良工事 大口曽木 地内 土木一式 Ｌ＝70.0ｍ　Ｗ＝6.0ｍ 120 指名 1 建設課

繰越 重留青木線道路改良工事 菱刈市山 地内 土木一式 Ｌ＝200.0ｍ　Ｗ＝7.0ｍ 120 指名 3 建設課

繰越 十曽線道路改良工事 大口小木原 地内 土木一式 Ｌ＝100.0ｍ　Ｗ＝6.0ｍ 100 指名 3 建設課
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繰越 井立田上場線道路改良工事 大口山野 地内 土木一式 Ｌ＝60.0ｍ　Ｗ＝5.0ｍ 90 指名 1 建設課

繰越 高柳元町線外1線道路舗装工事 大口里 地内 舗装一式 Ｌ＝1000.0ｍ　Ｗ＝7.0ｍ 160 指名 2 建設課

繰越 上青木中山線道路改良工事 大口青木 地内 土木一式 Ｌ＝100.0ｍ　Ｗ＝5.0ｍ 90 指名 2 建設課

繰越 大道下青木線道路改良工事 大口青木 地内 土木一式 Ｌ＝100.0ｍ　Ｗ＝7.0ｍ 100 指名 3 建設課

現年 里町轟公園線道路改良工事 大口里 地内 土木一式 Ｌ＝150.0ｍ　Ｗ＝5.0ｍ 180 指名 1 建設課

現年 大道下青木線道路改良工事 大口青木 地内 土木一式 Ｌ＝500.0ｍ　Ｗ＝7.0ｍ 180 指名 3 建設課

現年 大道下青木線流末水路改修工事 大口青木 地内 土木一式 Ｌ＝100.0ｍ 120 指名 1 建設課

　 現年 田代線道路改良工事 大口曽木 地内 土木一式 Ｌ＝100.0ｍ　Ｗ＝7.0ｍ 150 指名 3 建設課

現年 曽木ノ滝下荒田線道路改良工事 大口曽木 地内 土木一式 Ｌ＝100.0ｍ　Ｗ＝6.0ｍ 160 指名 3 建設課

　 現年 重留青木線道路改良工事 菱刈市山 地内 土木一式 Ｌ＝100.0ｍ　Ｗ＝7.0ｍ 90 指名 3 建設課

現年 井立田上場線道路舗装工事 大口山野 地内 土木一式 Ｌ＝500.0ｍ　Ｗ＝5.5ｍ 70 指名 2 建設課

　 現年 向井野線道路改良工事 大口山野 地内 土木一式 Ｌ＝170.0ｍ　Ｗ＝5.0ｍ 130 指名 4 建設課

現年 楠原１号線道路改良工事 菱刈南浦 地内 土木一式 Ｌ＝100.0ｍ　Ｗ＝5.0ｍ 130 指名 3 建設課

　 現年 宇都名折線道路改良工事 菱刈南浦 地内 土木一式 Ｌ＝100.0ｍ　Ｗ＝5.0ｍ 130 指名 3 建設課

　 現年 鵜泊2号線道路改良工事 菱刈川北 地内 土木一式 Ｌ＝100.0ｍ　Ｗ＝7.0ｍ 120 指名 4 　 建設課

　 現年 下殿線道路改良工事 大口下殿 地内 土木一式 Ｌ＝50.0ｍ　Ｗ＝6.0ｍ 80 指名 3 建設課

現年 大峰橋橋梁改良工事 菱刈荒田 地内 土木一式 Ｌ＝6.0ｍ　Ｗ＝5.0ｍ 80 指名 2 　 建設課 　　

現年 浜場橋橋梁改良工事 菱刈下手 地内 土木一式 Ｌ＝50.0ｍ　Ｗ＝5.0ｍ 80 指名 2 建設課

現年 下手旧河川敷浚渫工事 菱刈下手 地内 土木一式 Ｌ＝1000.0ｍ 150 指名 3 建設課

現年 大田高柳線道路改良工事 大口大田 地内 土木一式 Ｌ＝100.0ｍ　Ｗ＝4.0ｍ 100 指名 3 建設課

現年 堂崎線道路改良工事 大口堂崎 地内 土木一式 Ｌ＝100.0ｍ　Ｗ＝4.0ｍ 100 指名 3 建設課

現年 勝毛線道路改良工事 大口平出水 地内 土木一式 Ｌ＝100.0ｍ　Ｗ＝4.0ｍ 100 指名 3 建設課

現年 下殿線側溝整備工事 大口下殿 地内 土木一式 Ｌ＝180.0ｍ 100 指名 1 建設課

現年 弥生郡山線側溝整備工事 大口大田 地内 土木一式 Ｌ＝250.0ｍ 120 指名 1 建設課

現年 崎山下木場線側溝整備工事 大口宮人 地内 土木一式 Ｌ＝150.0ｍ 100 指名 4 建設課

現年 大田山野線側溝整備工事 大口大田 地内 土木一式 Ｌ＝180.0ｍ 100 指名 2 建設課

現年 荒瀬2号線側溝整備工事 菱刈川南 地内 土木一式 Ｌ＝200.0ｍ 120 指名 1 建設課
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現年 薬師田中線側溝整備工事 菱刈田中 地内 土木一式 Ｌ＝50.0ｍ 100 指名 1 建設課

現年 花北1号線側溝整備工事 菱刈花北 地内 土木一式 Ｌ＝40.0ｍ 80 指名 1 建設課

現年 本城小川添線側溝整備工事 菱刈南浦 地内 土木一式 Ｌ＝130.0ｍ 100 指名 2 建設課

繰越 元町団地1号棟外壁補修工事 大口里 地内 建築一式 外壁補修工事 90 指名 2 建設課

繰越 湯之尾団地外壁補修工事 菱刈川北 地内 建築一式 外壁補修工事 90 指名 2 建設課

繰越 大口東小屋体外壁補修工事 大口目丸 地内 建築一式 外壁補修工事一式 120 指名 1 教委総務課

繰越 針持小屋体外壁補修工事 大口針持 地内 建築一式 外壁補修工事一式 120 指名 1 教委総務課

現年 大口小太陽光発電施設補修工事 大口里 地内 電気工事 太陽光発電施設補修工事一式 90 指名 1 教委総務課

現年 羽月西小体育館屋根改修工事 大口田代 地内 建築一式 屋根改修工事一式 90 指名 1 教委総務課

現年 菱刈中体育館屋根葺き替え工事 菱刈前目 地内 建築一式 屋根葺き替え工事一式 90 指名 1 教委総務課

現年 文化会館冷暖房器自動制御機器取替修繕 文化会館 修繕 機器取替 30 指名 1 文化スポーツ課

現年 田中運動広場駐車場舗装排水工事 菱刈重留 地内 土木一式 駐車場舗装工事 60 指名 2 文化スポーツ課

現年 菱刈農村運動広場防球ネット設置工事 菱刈前目 地内 土木一式 ネット設置工事 90 指名 2 文化スポーツ課

現年 大口地区弓道場修繕工事 大口鳥巣 地内 建築一式 建物修繕 90 指名 2 文化スポーツ課
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