
公表日 ：令和　３年　４月　6日

作成日 ：令和　３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 （第四半期）契約状況 主管課名 備　　　考

有無 別 　  （日間） の方法

現年 目丸地区防火水槽設置工事 大口目丸 地内 土木一式 防火水槽40t設置 100 指名 2 総務課

繰越 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 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空調設備設置工事 大口山野 地内 管工事 空調設備設置工事 90 指名 1 企画政策課

現年 曽木地区連絡管布設工事　Ｒ3-1工区 大口曽木 地内 管工事 HPPE　φ100　L=200ｍ 120 指名 2 水道課

現年 曽木地区連絡管布設工事　Ｒ3-2工区 大口曽木 地内 管工事 HPPE　φ100　L=200ｍ 120 指名 2 水道課

現年 曽木地区連絡管布設工事　Ｒ3-3工区 大口曽木 地内 管工事 HPPE　φ100　L=150ｍ 120 指名 2 水道課

現年 陣之尾地区連絡管布設工事　Ｒ3-1工区 大口篠原 地内 管工事 DIP NS-E φ150　L=100ｍ 120 指名 3 水道課

現年 陣之尾地区連絡管布設工事　Ｒ3-2工区 大口篠原 地内 管工事 DIP NS-E φ150　L=240ｍ 120 指名 3 水道課

現年 水道管路緊急改善事業　新開線 大口里 地内 管工事 HPPE　φ100　L=450ｍ 120 指名 3 水道課

現年 水道管路緊急改善事業　下元町線 大口里・元町 地内 管工事 HPPE　φ100　L=280ｍ 120 指名 3 水道課

現年 水道管路緊急改善事業　立神・本町線 大口元町 地内 管工事 HPPE　φ100　L=170ｍ 120 指名 3 水道課

現年 崎山地区配水池　施設整備工事 大口田代 地内 設備工事 電気室築造・加圧施設改修 200 指名 2 水道課

現年 水道老朽管耐震化更新　仲町・本町線 大口元町 地内 管工事 HPPE　φ75　L=150ｍ 120 指名 3 水道課

現年 水道老朽管耐震化更新　立神・本町線 大口元町 地内 管工事 HPPE　φ75　L=150ｍ 120 指名 3 水道課

現年 水道老朽管耐震化更新　本町4号支線 大口元町 地内 管工事 HPPE　φ75　L=240ｍ 120 指名 3 水道課

繰越 農村情報連絡施設デジタル防災無線撤去工事 菱刈 一円 電気通信工事 屋外拡声子局撤去（51基）,戸別受信機（54台） 60 指名 1 地域総務課

現年 菱刈庁舎旧屋上及びベランダ防水工事 菱刈前目 地内 建築一式 屋根防水工事 120 指名 1 地域総務課

現年 大田地区浸水対策工事 大口大田 地内 土木一式 Ｌ=100ｍ 100 指名 3 農政課
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現年 広域農道舗装補修工事 舗装 Ｌ=500ｍ 60 指名 3 農政課 場所については検討中

現年 鳥巣１号線舗装補修工事 大口鳥巣 地内 舗装 Ｌ=150ｍ 60 指名 3 農政課

現年 林道久七峠線舗装工事 大口木ノ氏地内 舗装 L=1,600ｍ　Ａ＝7,300㎡ 200 指名 2 林務課

現年 林道北平線橋梁補修工事 大口小木原地内 土木一式 補修工事一式 109 指名 2 林務課

繰越 轟公園遊具更新工事 大口里 地内 土木一式 遊具更新　N=1基 120 指名 1 建設課
社会資本整備
総合交付金事業

現年 曽木の滝公園便所改築工事 大口宮人 地内 建築一式 便所改築　N=1箇所 180 指名 3 建設課
社会資本整備
総合交付金事業

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＝１５０ｍ　Ｗ＝７ｍ 190 指名 3 建設課
社会資本整備
総合交付金事業

繰越 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

繰越 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

繰越 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

繰越 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
道路メンテナンス
事業費補助

繰越 菅牟田橋橋梁補修工事　 大口牛尾 地内 土木一式 Ｌ＝６ｍ　Ｗ＝４ｍ 110 指名 2 建設課
道路メンテナンス
事業費補助

繰越 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
道路メンテナンス
事業費補助

繰越 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 2 建設課
道路メンテナンス
事業費補助

繰越 継岩橋橋梁補修工事　 大口木ノ氏地内 土木一式 Ｌ＝６ｍ　Ｗ＝５ｍ 110 指名 2 建設課
道路メンテナンス
事業費補助

繰越 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
道路メンテナンス
事業費補助

繰越 楠原３号橋橋梁補修工事　 菱刈南浦 地内 土木一式 Ｌ＝５ｍ　Ｗ＝３ｍ 110 指名 2 建設課
道路メンテナンス
事業費補助

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 3 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 3 建設課
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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 4 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 土瀬戸馬場線道路改良工事 大口曽木 地内 土木一式 Ｌ＝２００ｍ　Ｗ＝７ｍ 175 指名 3 建設課

現年 三日月線道路改良工事 大口山野 地内 土木一式 Ｌ＝１００ｍ　Ｗ＝４ｍ 160 指名 3 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 3 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 170 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 150 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 150 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 150 指名 2 建設課

現年 井立田上場線道路舗装工事 大口山野 地内 舗装 Ｌ＝１００ｍ　Ｗ＝７ｍ 150 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＝１００ｍ　Ｗ＝７ｍ 145 指名 4 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＝１５０ｍ　Ｗ＝７ｍ 205 指名 4 建設課
社会資本整備
総合交付金事業

　 現年 第一牛之河橋橋梁補修工事　 大口小木原 地内 土木一式 Ｌ＝１０ｍ　Ｗ＝６ｍ 110 指名 2 建設課 道路メンテナンス
事業費補助

現年 田中橋橋梁補修工事　 菱刈田中 地内 土木一式 Ｌ＝６９ｍ　Ｗ＝６ｍ 130 指名 2 建設課 道路メンテナンス
事業費補助

現年 堂免橋橋梁災害復旧工事 大口平出水 地内 土木一式 Ｌ＝1６ｍ 300 指名 1 建設課

現年 瓜之峰第２団地外壁等改善工事 菱刈南浦 地内 建築一式 外壁塗装ほか 120 指名 2 建設課

現年 山野小管理教室棟外壁等改修工事 大口山野 地内 建築一式 外壁及び屋根防水改修 180 指名 1 教委総務課
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現年 曽木小校舎屋根改修工事 大口曽木 地内 建築一式 管理教室棟屋根改修 110 指名 1 教委総務課

現年 本城集会施設空調設備改修工事（電気） 菱刈南浦 地内 電気工事 空調設備機器更新に伴う電気工事 90 指名 3 教委総務課

現年 本城集会施設空調設備改修工事（機械） 菱刈南浦 地内 管工事 空調設備機器更新 90 指名 3 教委総務課

繰越 本城小給水設備改修工事 菱刈南浦 地内 管工事 高架水槽までの給水管改修 120 指名 2 教委総務課

現年 布計鉱山鉱害防止事業第２堆積場安定対策工事 大口山野 地内 土木一式 仮橋・工事用道路工事一式、立木伐採一式 243 入札 2 環境政策課

繰越 牛尾処理場配管改修工事 大口牛尾 地内 管工事

牛尾処理場の配管改修工事
施工延長　Ｌ＝100m
既設配管撤去　Φ150　L＝200m
新設配管布設　Φ150　L＝200m

97 入札 1 環境政策課
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