
公表日 ：令和２年　４月　６日

作成日 ：令和２年　４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）

繰越 重留地区防火水槽設置工事 菱刈重留 地内 土木一式 防火水槽40t設置 100 指名 2 総務課

繰越 重留地区防火水槽撤去工事 菱刈重留 地内 土木一式 防火水槽撤去 100 指名 2 総務課

現年 交通安全施設整備事業 市内一円 土木一式 ガードレール設置など 120 指名 3 総務課

現年 山野基幹集落センター耐震改修工事 大口山野 地内 建築一式 耐震改修工事 90 指名 1 企画政策課

現年 西太良地区コミュニティセンター耐震改修工事 大口曽木 地内 建築一式 耐震改修工事 90 指名 1 企画政策課

現年 旧伊佐市衛生センター解体工事（２工区） 大口里 地内 解体工事 旧伊佐市衛生センター解体 77 指名 2 環境政策課

現年 旧伊佐市衛生センター解体工事（３工区） 大口里 地内 解体工事 旧伊佐市衛生センター解体 130 指名 3 環境政策課

現年 旧伊佐市衛生センター解体工事（４工区） 大口里 地内 解体工事 旧伊佐市衛生センター解体 101 指名 3 環境政策課

現年 牛尾地区湧水処理施設老朽設備更新工事 大口牛尾 地内 更新工事 設備改修、更新 149 随契 3 環境政策課

現年 農村情報連絡施設デジタル防災無線施設整備 菱刈一円 電気工事 親局改修・15子局へ見直し整備 指名 1 地域総務課 期間検討中

現年 曽木の滝公園駐車場整備工事 大口宮人 地内 土木一式 面積約900㎡ 100 指名 2 伊佐PR課

現年 市道大道下青木線配水管布設替工事 大口篠原 地内 管工事 HPPEφ100　Ｌ＝180ｍ 120 指名 1 水道課

現年 曽木地区連絡管布設工事　Ｒ2-1工区 菱刈荒田 地内 管工事 HPPEφ100　Ｌ＝150ｍ 120 指名 2 水道課

現年 曽木地区連絡管布設工事　Ｒ2-2工区 菱刈荒田 地内 管工事 HPPEφ100　Ｌ＝300ｍ 120 指名 2 水道課

現年 陣ノ尾地区連絡管布設工事　Ｒ2-1工区 大口篠原 地内 管工事 GX管φ150　Ｌ＝100ｍ 120 指名 3 水道課

現年 陣ノ尾地区連絡管布設工事　Ｒ2-2工区 大口篠原 地内 管工事 GX管φ150　Ｌ＝200ｍ 120 指名 3 水道課

現年 大口水源地急速濾過機設置工事 大口原田 地内 設備工事 急速濾過　１基 200 指名 2 水道課

現年 広域農道舗装補修工事 地内 舗装 L=500ｍ 60 指名 3 農政課 場所検討中

現年 鳥巣１号線舗装補修工事 大口鳥巣 地内 舗装 L=500ｍ 60 指名 3 農政課

場　　　所

令和２年度　伊佐市公共工事発注の見通し一覧表（第１回公表）
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繰越 鵜泊2号線道路改良工事（31-2工区） 菱刈川北 地内 土木一式 Ｌ＝１００ｍ　Ｗ＝６.７ｍ 205 指名 1 建設課

繰越 永尾金波田線道路改良工事 大口原田 地内 土木一式 Ｌ＝１００ｍ　Ｗ＝７ｍ 190 指名 2 建設課
社本整備

総合交付金事業

現年 湯之谷線道路改良工事 大口下殿 地内 土木一式 Ｌ＝５０ｍ　Ｗ＝５ｍ 110 指名 3 建設課

現年 田中下２号線側溝整備工事 菱刈田中 地内 土木一式 Ｌ＝１５０ｍ　Ｗ＝３ｍ 130 指名 2 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＝１００ｍ　Ｗ＝６.７ｍ 205 指名 4 建設課

現年 大田木ノ氏線道路改良工事 大口木ノ氏 地内 舗装 Ｌ＝２９０ｍ　Ｗ＝６ｍ 160 指名 2 建設課

現年 土瀬戸曽木ノ滝線道路改良工事 大口曽木 地内 土木一式 Ｌ＝２００ｍ　Ｗ＝６ｍ 175 指名 2 建設課

現年 徳辺湯之尾線道路改良工事 菱刈徳辺 地内 土木一式 Ｌ＝１５０ｍ　Ｗ＝６ｍ 145 指名 1 建設課

現年 田中中2号線道路改良工事 菱刈田中 地内 土木一式 Ｌ＝６５ｍ　Ｗ＝５ｍ 160 指名 3 建設課

現年 目丸永尾線道路改良工事 大口原田 地内 土木一式 Ｌ＝１００ｍ　Ｗ＝６ｍ 145 指名 3 建設課

現年 下荒田下手線道路改良工事 菱刈下手 地内 土木一式 Ｌ＝１００ｍ　Ｗ＝6ｍ 175 指名 3 建設課

現年 一の山小水流線道路改良工事 大口里 地内 土木一式 Ｌ＝１００ｍ　Ｗ＝７ｍ 160 指名 2 建設課

現年 十曽線道路改良工事 大口小木原 地内 土木一式 Ｌ＝１００ｍ　Ｗ＝６ｍ 170 指名 2 建設課

現年 大口駅国ノ十線道路舗装工事 大口里 地内 舗装 Ｌ＝１００ｍ　Ｗ＝７ｍ 125 指名 2 建設課

現年 花北下手線道路舗装工事 菱刈下手 地内 舗装 Ｌ＝１００ｍ　Ｗ＝７ｍ 125 指名 2 建設課

現年 前目徳辺線道路舗装工事 菱刈前目 地内 舗装 Ｌ＝１００ｍ　Ｗ＝７ｍ 125 指名 2 建設課

現年 停車場前目線道路舗装工事 菱刈前目 地内 舗装 Ｌ＝１００ｍ　Ｗ＝７ｍ 125 指名 2 建設課

現年 大道下青木線道路改良工事 大口篠原 地内 土木一式 Ｌ＝１５０ｍ　Ｗ＝７ｍ 170 指名 3 建設課
社会資本整備
総合交付金事業

現年 永尾金波田線道路改良工事 大口原田 地内 土木一式 Ｌ＝２００ｍ　Ｗ＝７ｍ 205 指名 3 建設課
社会資本整備
総合交付金事業
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現年 十曽第１号橋橋梁補修工事　 大口小木原 地内 土木一式 Ｌ＝８ｍ　Ｗ＝５ｍ 110 指名 2 建設課
防災安全社会資本
整備交付金事業

現年 十曽第３号橋橋梁補修工事　 大口小木原 地内 土木一式 Ｌ＝１０ｍ　Ｗ＝５ｍ 110 指名 2 建設課
防災安全社会資本
整備交付金事業

現年 松下橋橋梁補修工事　 大口針持 地内 土木一式 Ｌ＝９ｍ　Ｗ＝５ｍ 110 指名 2 建設課
防災安全社会資本
整備交付金事業

現年 塩木川橋橋梁補修工事　 大口曽木 地内 土木一式 Ｌ＝５ｍ　Ｗ＝５ｍ 110 指名 2 建設課
防災安全社会資本
整備交付金事業

現年 新古川橋橋梁補修工事　 大口曽木 地内 土木一式 Ｌ＝６１ｍ　Ｗ＝７ｍ 160 指名 3 建設課
防災安全社会資本
整備交付金事業

現年 柳町橋橋梁補修工事　 菱刈田中 地内 土木一式 Ｌ＝２８ｍ　Ｗ＝15ｍ 200 指名 2 建設課
防災安全社会資本
整備交付金事業

現年 江川橋橋梁補修工事　 菱刈下手 地内 土木一式 Ｌ＝１５６ｍ　Ｗ＝４ｍ 225 指名 3 建設課
防災安全社会資本
整備交付金事業

現年 築地４号橋橋梁補修工事　 菱刈川北 地内 土木一式 Ｌ＝６ｍ　Ｗ＝３ｍ 110 指名 2 建設課
防災安全社会資本
整備交付金事業

現年 前目麓団地外壁等改善工事 菱刈前目 地内 建築一式 外壁塗装ほか 120 指名 2 建設課

現年 農業集落排水機能強化対策工事 菱刈前目 地内 電気工事 機械設備更新ほか 200 指名 2 建設課

現年 本城校区集会施設耐震改修工事 菱刈南浦 地内 建築一式 耐震補強工事一式 45 指名 2 教委総務課

繰越 南永小空調設備工事（機械設備） 菱刈南浦 地内 管一式 空調設備新設 110 指名 1 教委総務課

繰越 南永小空調設備工事（電気設備） 菱刈南浦 地内 電気一式 空調電気配線新設 110 指名 1 教委総務課

繰越 本城幼稚園　空調設備工事（機械設備） 菱刈南浦 地内 管一式 空調設備新設 110 指名 1 教委総務課

繰越 本城幼稚園　空調設備工事（電気設備） 菱刈南浦 地内 電気一式 空調電気配線新設 110 指名 1 教委総務課

　
繰越

未来の学びを支える情報通信ネット
ワーク整備工事

小・中学
校（16校）

地内
校内通信
ﾈｯﾄﾜｰｸ工
事一式

・校内ＬＡＮ整備工事
・電源キャビネット整備工事

240 随契 1 学校教育課
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