
公表日 ：平成28年10月5日

作成日 ：平成28年10月1日現在

変更 繰越 　 　 　 　 工　事 入札 入札時期

追加の 現年 工　　事　　名 工事種別 工　　事　　概　　要 期　間 及び契約 （第 契約状況 主管課名 備　考

有無 別 　  （日間） の方法 四半期）

変更 現年 防火水槽設置工事 大口 地内 土木一式 耐震４０ｔ 4 総務課 検討中

変更 現年 西太良コミュニティセンター　床板張替他工事 大口曽木 地内 建築一式 集会場床張替　112.0㎡ 32 指名 3 企画政策課 入札時期変更等

変更 現年 非常用自家発電機設置工事 大口里 地内 電気工事 自家発電機設置 指名 3 財政課 入札時期変更

変更 現年 共進地区納骨堂　外壁等改修工事 菱刈前目 地内 建築一式 外壁改修・屋根防水 52 指名 3 市民課

工事期間減

入札時期変更

変更 現年 冨士簡易水道配水管布設工事（28-1工区） 大口鳥巣 地内 管工事 ＨＩＶＰΦ100　Ｌ＝398ｍ 100 指名 3 市民課

工事期間減

入札時期変更

変更 現年 冨士簡易水道配水管布設工事（28-2工区） 大口鳥巣 地内 管工事 ＨＩＶＰΦ100　Ｌ＝600ｍ 180 指名 3 市民課 入札時期変更

変更 現年 冨士簡易水道配水管布設工事（28-3工区） 大口鳥巣 地内 管工事 ＨＩＶＰΦ30　Ｌ＝208ｍ 180 指名 3 市民課 入札時期変更

変更 現年 冨士簡易水道配水管布設工事（28-4工区） 大口鳥巣 地内 管工事 ＨＩＶＰΦ30　Ｌ＝170ｍ 180 指名 3 市民課 入札時期変更

変更 現年 冨士簡易水道配水管布設工事（28-5工区） 大口鳥巣 地内 管工事 ＨＩＶＰΦ30　Ｌ＝124ｍ 180 指名 3 市民課 入札時期変更

変更 現年 冨士簡易水道配水管布設工事（28-6工区） 大口鳥巣 地内 管工事 ＨＩＶＰΦ50　Ｌ＝237ｍ 180 指名 3 市民課 入札時期変更

現年 国道267号配水管新設工事（ﾊﾞｲﾊﾟｽ）28-1工区 大口篠原 地内 管工事 ― ― ― ― 契約済 水道課

現年 国道267号配水管新設工事（ﾊﾞｲﾊﾟｽ）28-2工区 大口里 地内 管工事 ― ― ― ― 契約済 水道課

廃止 現年 平成28年度中央・湯之尾連絡管新設工事（28-1工区） 菱刈川北 地内 ― ― ― ― ― 水道課 交付金カット

廃止 現年 平成28年度中央・湯之尾連絡管新設工事（28-2工区） 菱刈川北 地内 ― ― ― ― ― 水道課 交付金カット

変更 現年 平成28年度中央・本城連絡管新設工事（28-1工区） 菱刈荒田 地内 管工事 HIVPΦ150　Ｌ＝300ｍ 150 指名 3 水道課 工事延長減

現年 平成28年度中央・本城連絡管新設工事（28-2工区） 菱刈荒田 地内 管工事 HIVPΦ150　Ｌ＝500ｍ 150 指名 3 水道課

現年 平成28年度中央・本城連絡管新設工事（28-3工区） 菱刈荒田 地内 管工事 HIVPΦ150　Ｌ＝200ｍ 120 指名 3 水道課

現年 平成28年度中央・本城連絡管新設工事（28-4工区） 菱刈荒田 地内 管工事 HIVPΦ150　Ｌ＝200ｍ 120 指名 3 水道課

現年 市道井手原線配水管布設替工事 大口里 地内 管工事 HIVPΦ75　Ｌ＝150ｍ 120 指名 3 水道課

現年 広域農道舗装補修工事 大口白木 地内 舗装 オーバレイ工　L＝300ｍ 60 指名 4 農政課

現年 里地区用排水路整備事業 大口里 地内 土木一式 水路工　L＝３0ｍ 60 指名 4 農政課

変更 現年 広域農道（下ノ木場）交差点改修工事 大口宮人 地内 土木一式 農道工　L＝100ｍ 130 指名 3 農政課 入札時期変更

変更 現年 育成牧場林道舗装補修工事 大口山野 地内 舗装 L=100ｍ　W=4ｍ 60 指名 3 林務課 入札時期変更

現年 鳥神山遊歩道整備工事 大口平出水 地内 土木一式 L-600ｍ 100 指名 3 林務課

変更 現年 林道　山ノ神線開設工事 大口白木 地内 土木一式 L=520ｍ　W=4ｍ 170 指名 2 入札済 林務課

工事延長減

工事期間減

平成28年度　伊佐市公共工事発注の見通し一覧表（第２回公表）

場　　　所
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公表日 ：平成28年10月5日

作成日 ：平成28年10月1日現在

変更 繰越 　 　 　 　 工　事 入札 入札時期

追加の 現年 工　　事　　名 工事種別 工　　事　　概　　要 期　間 及び契約 （第 契約状況 主管課名 備　考

有無 別 　  （日間） の方法 四半期）

平成28年度　伊佐市公共工事発注の見通し一覧表（第２回公表）

場　　　所

現年 林道　西ノ山線舗装工事 大口針持 地内 舗装 ― ― ― ― 契約済 林務課

追加 現年 県費単独補助治山事業　川岩瀬地区 大口川岩瀬 地内 土木一式 ― ― ― ― 契約済 林務課

変更 繰越 田中上1号線道路改良工事 菱刈田中 地内 土木一式 Ｌ＝90ｍ　Ｗ＝5ｍ 135 指名 3 建設課 入札時期変更

繰越 井手原線道路改良工事 大口里 地内 土木一式 ― ― ― ― 契約済 建設課

変更 繰越 三日月線道路改良工事 大口山野 地内 土木一式 Ｌ＝100ｍ　Ｗ＝5ｍ 125 指名 3 建設課 入札時期変更

繰越 田代線道路改良工事 大口針持 地内 土木一式 ― ― ― ― 契約済 建設課

繰越 湯之尾団地9号線道路災害復旧工事 菱刈川北 地内 土木一式 ― ― ― ― 契約済 建設課

現年 大口大田郡山里道整備工事 大口大田 地内 土木一式 ― ― ― ― 契約済 建設課

変更 現年 大口金波田里道整備工事 大口金波田 地内 土木一式 Ｌ＝50ｍ　Ｗ＝4ｍ 85 指名 4 建設課

工事延長減

入札時期変更

現年 山之口園田線側溝整備工事 大口鳥巣 地内 土木一式 ― ― ― ― 契約済 建設課

現年 湯之谷2号線側溝整備工事 大口下殿 地内 土木一式 ― ― ― ― 契約済 建設課

現年 針牟田川西線道路改良工事 大口曽木 地内 土木一式 ― ― ― ― 契約済 建設課

現年 太田山野線側溝整備工事 大口小木原 地内 土木一式 ― ― ― ― 契約済 建設課

現年 敬寿園線待避所設置工事 大口山野 地内 土木一式 Ｌ＝20ｍ 90 指名 3 建設課

現年 山之口白木線側溝整備工事 大口白木 地内 土木一式 ― ― ― ― 契約済 建設課

現年 戸切忠元線側溝整備工事 大口里 地内 土木一式 ― ― ― ― 契約済 建設課

変更 現年 上松渕辺線道路改良工事 大口山野 地内 土木一式 Ｌ＝200ｍ 100 指名 3 建設課 工事延長減

変更 現年 永池4号線側溝整備工事 菱刈南浦 地内 土木一式 Ｌ＝20ｍ 100 指名 4 建設課 入札時期変更

現年 花北3号線側溝整備工事 菱刈花北 地内 土木一式 ― ― ― ― 契約済 建設課

変更 現年 湯之尾徳辺線視距改良工事 菱刈徳辺 地内 土木一式 Ｌ＝80ｍ 90 指名 4 建設課 入札時期変更

変更 現年 徳辺下2号線側溝整備工事 菱刈徳辺 地内 土木一式 Ｌ＝100ｍ 110 指名 4 建設課 入札時期変更

　 現年 荒瀬3号線側溝整備工事 菱刈川南 地内 土木一式 ― ― ― ― 契約済 建設課

　 現年 一ノ山小水流線道路改良工事 大口里 地内 土木一式 Ｌ＝230ｍ　Ｗ＝7ｍ 185 指名 3 建設課

変更 現年 篠原下目丸線道路改良工事 大口篠原 地内 土木一式 Ｌ＝100ｍ　Ｗ＝5ｍ 135 指名 4 建設課 入札時期変更

現年 井立田上場線道路改良工事 大口山野 地内 土木一式 Ｌ＝150ｍ　Ｗ＝6ｍ 125 指名 3 建設課
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公表日 ：平成28年10月5日

作成日 ：平成28年10月1日現在

変更 繰越 　 　 　 　 工　事 入札 入札時期

追加の 現年 工　　事　　名 工事種別 工　　事　　概　　要 期　間 及び契約 （第 契約状況 主管課名 備　考

有無 別 　  （日間） の方法 四半期）

平成28年度　伊佐市公共工事発注の見通し一覧表（第２回公表）

場　　　所

変更 現年 川南栗野線道路改良工事 菱刈川南 地内 土木一式 Ｌ＝150ｍ　Ｗ＝6ｍ 160 指名 3 建設課

工事延長減

入札時期変更

変更 現年 鵜泊2号線道路改良工事 菱刈川北 地内 土木一式 Ｌ＝100ｍ　Ｗ＝6ｍ 185 指名 4 建設課 入札時期変更

現年 楠原1号線道路改良工事 菱刈南浦 地内 土木一式 ― ― ― ― 契約済 建設課

変更 現年 十曽線道路改良工事 大口小木原 地内 土木一式 Ｌ＝150ｍ　Ｗ＝6ｍ 135 指名 3 建設課 工事延長減

現年 前目10号線歩道整備工事 菱刈前目 地内 土木一式 Ｌ＝200ｍ　Ｗ＝2ｍ 130 指名 3 建設課

変更 現年 永尾金波田線橋梁(原田橋)改築工事 大口原田 地内 土木一式 Ｌ＝50ｍ　Ｗ＝7ｍ 270 指名 4 建設課 入札時期変更

現年 影島橋橋梁補修工事 大口曽木 地内 土木一式 Ｌ＝71ｍ 105 指名 3 建設課

現年 笹野橋橋梁補修工事 大口木ノ氏 地内 土木一式 Ｌ＝13ｍ 120 指名 3 建設課

現年 元古屋橋橋梁補修工事 大口木ノ氏 地内 土木一式 Ｌ＝9ｍ 105 指名 3 建設課

現年 楠本橋橋梁補修工事 菱刈田中 地内 土木一式 Ｌ＝19ｍ 105 指名 3 建設課

現年 中村橋橋梁補修工事 大口山野 地内 土木一式 Ｌ＝19ｍ 85 指名 3 建設課

現年 金山橋橋梁補修工事 大口山野 地内 土木一式 Ｌ＝11ｍ 85 指名 3 建設課

現年 堂免橋橋梁補修工事 大口山野 地内 土木一式 Ｌ＝9ｍ 90 指名 3 建設課

現年 五反田橋橋梁補修工事 大口里 地内 土木一式 Ｌ＝9ｍ 90 指名 3 建設課

現年 毘沙門橋橋梁補修工事 大口里 地内 土木一式 Ｌ＝5ｍ 80 指名 3 建設課

現年 新生橋橋梁補修工事 大口青木 地内 土木一式 Ｌ＝5ｍ 80 指名 3 建設課

現年 永池橋橋梁補修工事 菱刈南浦 地内 土木一式 Ｌ＝8ｍ 100 指名 3 建設課

現年 野池橋橋梁補修工事 菱刈南浦 地内 土木一式 Ｌ＝9ｍ 100 指名 3 建設課

現年 麓橋橋梁補修工事 菱刈南浦 地内 土木一式 Ｌ＝7ｍ 65 指名 3 建設課

現年 松崎橋橋梁補修工事 菱刈前目 地内 土木一式 Ｌ＝7ｍ 65 指名 3 建設課

現年 小屋谷橋橋梁補修工事 大口田代 地内 土木一式 Ｌ＝7ｍ 65 指名 3 建設課

現年 前田橋橋梁補修工事 大口田代 地内 土木一式 Ｌ＝11ｍ 65 指名 3 建設課

現年 前田崎山橋橋梁補修工事 大口田代 地内 土木一式 Ｌ＝3ｍ 65 指名 3 建設課

現年 堂塚橋橋梁補修工事 大口針持 地内 土木一式 Ｌ＝11ｍ 90 指名 3 建設課

現年 柴江橋橋梁補修工事 菱刈南浦 地内 土木一式 Ｌ＝3ｍ 85 指名 3 建設課

現年 下名橋橋梁補修工事 菱刈前目 地内 土木一式 Ｌ＝8ｍ 85 指名 3 建設課
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公表日 ：平成28年10月5日

作成日 ：平成28年10月1日現在
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現年 第3号橋橋梁補修工事 菱刈前目 地内 土木一式 Ｌ＝12ｍ 65 指名 3 建設課

現年 鳥神橋橋梁補修工事 大口鳥巣 地内 土木一式 Ｌ＝18ｍ 100 指名 3 建設課

現年 山ノ内橋橋梁補修工事 菱刈前目 地内 土木一式 Ｌ＝6ｍ 65 指名 3 建設課

現年 築地橋橋梁補修工事 菱刈前目 地内 土木一式 Ｌ＝6ｍ 65 指名 3 建設課

現年 荒瀬橋橋梁補修工事 菱刈川南 地内 土木一式 Ｌ＝6ｍ 65 指名 3 建設課

変更 現年 小水流団地建替工事（1期）1号棟 建築工事 大口里 地内 建築一式 1号棟（2戸） 140 指名 3 建設課

建築工事、電気

設備及び機械設

備等へ15分割

変更 現年 小水流団地建替工事（1期）2号棟 建築工事 大口里 地内 建築一式 2号棟（2戸） 140 指名 3 建設課 入札時期変更

変更 現年 小水流団地建替工事（1期）3号棟 建築工事 大口里 地内 建築一式 3号棟（2戸） 140 指名 3 建設課 入札時期変更

変更 現年 小水流団地建替工事（1期）4号棟 建築工事 大口里 地内 建築一式 4号棟（2戸） 140 指名 3 建設課 入札時期変更

変更 現年 小水流団地建替工事（1期）5号棟 建築工事 大口里 地内 建築一式 5号棟（2戸） 140 指名 3 建設課 入札時期変更

変更 現年 小水流団地建替工事（1期）集会所建設工事 大口里 地内 建築一式 集会所 140 指名 3 建設課 入札時期変更

変更 現年 小水流団地建替工事（1期）住宅棟電気設備工事（1工区） 大口里 地内 電気工事 1・3・5号棟の電気設備 140 指名 3 建設課 入札時期変更

変更 現年 小水流団地建替工事（1期）住宅棟電気設備工事（2工区） 大口里 地内 電気工事 2・4号棟の電気設備 140 指名 3 建設課 入札時期変更

変更 現年 小水流団地建替工事（1期）住宅棟機械設備工事（1工区） 大口里 地内 管工事 1・3・5号棟の機械設備 140 指名 3 建設課 入札時期変更

変更 現年 小水流団地建替工事（1期）住宅棟機械設備工事（2工区） 大口里 地内 管工事 2・4号棟の機械設備 140 指名 3 建設課 入札時期変更

変更 現年 小水流団地建替工事（1期）合併浄化槽設置工事 大口里 地内 管工事 浄化槽102人槽 140 指名 3 建設課 入札時期変更

変更 現年 小水流団地建替工事（1期）屋外整備建築工事 大口里 地内 建築一式 団地内舗装、駐車場 94 指名 3 建設課 入札時期変更

変更 現年 小水流団地建替工事（1期）屋外整備機械設備工事 大口里 地内 管工事 屋外給排水布設 84 指名 3 建設課 入札時期変更

変更 現年 小水流団地建替工事（1期）団地内側溝整備工事 大口里 地内 建築一式 ― ― ― ― 契約済 建設課

変更 現年 小水団地建替工事（1期）附帯工事 大口里 地内 建築一式 放送設備移設等 94 指名 3 建設課 入札時期変更

現年 菱刈北部集排施設制御盤機器更新 菱刈花北 地内 電気工事 シーケンサ・タッチパネル 90 指名 3 建設課

変更 現年 大口小学校　上校庭芝舗装工事 大口里 地内 土木一式 芝舗装 60 指名 3 教委総務課 入札時期変更

変更 現年 牛尾小学校　屋根防水工事 大口牛尾 地内 建築一式 ― ― ― ― 契約済 教委総務課 工事名変更

変更 現年 羽月小学校　屋根防水工事 大口下殿 地内 建築一式 ― ― ― ― 契約済 教委総務課 工事名変更

変更 現年 本城小学校　屋根防水工事 菱刈南浦 地内 建築一式 ― ― ― ― 契約済 教委総務課 工事名変更

変更 現年 田中小学校　体育館箱樋改修工事 菱刈田中 地内 建築一式 板金箱樋の改修 60 指名 3 教委総務課 入札時期変更
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追加の 現年 工　　事　　名 工事種別 工　　事　　概　　要 期　間 及び契約 （第 契約状況 主管課名 備　考

有無 別 　  （日間） の方法 四半期）

平成28年度　伊佐市公共工事発注の見通し一覧表（第２回公表）

場　　　所

変更 現年 針持小学校　体育館屋根改修工事 大口針持 地内 建築一式 屋根防水改修 90 指名 3 教委総務課 入札時期変更

現年 大口中央中・駐車場整備工事 大口篠原 地内 土木一式 ― ― ― ― 契約済 教委総務課

現年 大口中央中・プール改修工事 大口篠原 地内 建築一式 ― ― ― ― 契約済 教委総務課

追加 現年 大口中央中・プール新設工事 大口篠原 地内 建築一式 プール新設工事 210 指名 3 教委総務課

現年 大口地区テニスコート表面整備及びコートライン改修工事 大口鳥巣 地内 土木一式 ― ― ― ― 契約済 教委総務課

現年 総合運動公園駐車場排水路工事 大口鳥巣 地内 建築一式 ― ― ― ― 契約済 教委総務課

現年 総合体育館バスケットゴール設置工事 大口鳥巣 地内 建築一式 ― ― ― ― 契約済 教委総務課

現年 ＰＡＣ添加設備増設工事　 大口牛尾 地内 建築一式 ― ― ― ― 契約済 環境政策課

追加 現年 布計鉱山第３鉱さい堆積公害防止工事 大口山野 地内 土木一式 ― ― ― ― 契約済 環境政策課
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