
平成２８年度 公共工事発注見通し（１０月見直し）
工事の名称 場    所 期     間 種   別 概     要 契約方法 入札時期

牛牧地内舗装修繕工事 牛牧地内 4ケ月 土木一式工事 舗装修繕工事　Ｌ＝２００ｍ 指名競争入札 第３四半期

野白新田地内側溝設置（３期）工事 野白新田地内 4ケ月 土木一式工事 道路修繕工事　Ｌ＝５０ｍ 指名競争入札 第３四半期

本田松原地内防護柵設置工事 本田地内 4ケ月 土木一式工事 防護柵設置工事　Ｌ＝２６０ｍ 指名競争入札 第３四半期

道路ストック総点検に基づく道路維持補修工事 呂久、横屋地内 4ケ月 土木一式工事 舗装修繕工事　Ｌ＝１，１８８ｍ 一般競争入札 第３四半期

新月橋補修工事 新月地内 4ケ月 土木一式工事 橋梁補修工事　Ｎ＝１橋 指名競争入札 第３四半期

本田橋補修工事 本田地内 4ケ月 土木一式工事 橋梁補修工事　Ｎ＝１橋 一般競争入札 第３四半期

下犀川橋南舗装修繕工事 牛牧地内 4ケ月 土木一式工事 舗装修繕工事　Ｌ＝80ｍ 指名競争入札 第３四半期

揖斐川堤防左岸舗装修繕工事 横屋地内 4ケ月 土木一式工事 舗装修繕工事　Ｌ＝180ｍ 一般競争入札 第３四半期

野白新田南地内舗装修繕工事 野白新田地内 4ケ月 土木一式工事 舗装修繕工事　Ｌ＝190ｍ 一般競争入札 第３四半期

祖父江地内舗装修繕第２期工事 祖父江地内 4ケ月 土木一式工事 舗装修繕工事　Ｌ＝290ｍ 一般競争入札 第３四半期

横屋地内舗装修繕工事 横屋地内 4ケ月 土木一式工事 舗装修繕工事　Ｌ＝170ｍ 指名競争入札 第３四半期

古橋地内側溝入替工事 古橋地内 4ケ月 土木一式工事 道路修繕工事　Ｌ＝８０ｍ 指名競争入札 第３四半期

本田地内側溝設置第３期工事 本田地内 4ケ月 土木一式工事 道路修繕工事　Ｌ＝８０ｍ 指名競争入札 第３四半期

唐栗地内側溝修繕工事 唐栗地内 4ケ月 土木一式工事 道路修繕工事　Ｌ＝１３０ｍ 指名競争入札 第３四半期
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本田地内水路複断面化工事 本田地内 4ケ月 土木一式工事 水路複断面化工事　Ｌ＝４３０ｍ 指名競争入札 第３四半期

稲里地内水路複断面化工事 稲里地内 4ケ月 土木一式工事 水路複断面化工事　Ｌ＝２７０ｍ 指名競争入札 第３四半期

穂積地内水路複断面化工事 穂積地内 4ケ月 土木一式工事 水路複断面化工事　Ｌ＝４６０ｍ 指名競争入札 第３四半期

祖父江地内水路複断面化工事 祖父江地内 4ケ月 土木一式工事 水路複断面化工事　Ｌ＝２２０ｍ 指名競争入札 第３四半期

野白新田地内水路複断面化工事 野白新田地内 4ケ月 土木一式工事 水路複断面化工事　Ｌ＝１１０ｍ 指名競争入札 第３四半期

稲里地内水路管理用通路整備工事 稲里地内 4ケ月 土木一式工事 通路整備工事　Ｌ＝１５０ｍ 指名競争入札 第３四半期

宮田地内水路修繕工事 宮田地内 4ケ月 土木一式工事 水路修繕工事　Ｌ＝120ｍ 指名競争入札 第３四半期

穂積市道4-1097号線道路改良第２期工事 穂積地内 5ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事　Ｌ＝125ｍ、W=6ｍ 一般競争入札 第３四半期

七崎市道8-1008号線道路改良工事 七崎地内 5ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事　Ｌ＝120ｍ、W=6ｍ 一般競争入札 第３四半期

牛牧市道6-1179号線道路改良工事 牛牧地内 5ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事　Ｌ＝175ｍ、W=6ｍ 一般競争入札 第３四半期

中宮市道10-1157号線道路改良工事 中宮地内 5ケ月 土木一式工事 道路改良工事　Ｌ＝60ｍ、W=6ｍ 指名競争入札 第３四半期

（仮称）野白新田扣畑公園整備工事 野白新田地内 6ケ月 土木一式工事 公園整備工事A=7,232㎡(修景施設整備
等) 一般競争入札 第３四半期

（仮称）豊かな緑ふれあい公園整備工事 祖父江地内 6ケ月 土木一式工事 公園整備工事A=3,535㎡(給排水設備、遊
具等） 一般競争入札 第３四半期

野白新田幹線排水路改良工事 野白新田地内 5ケ月 土木一式工事 排水路改良工事　L=50m W=1.8m H=1.8m 一般競争入札 第３四半期
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国道21号下牛牧交差点市道新設工事 牛牧地内 6ケ月 土木一式工事 道路新設工事　L=160m W=4.0m 一般競争入札 第３四半期

十七条市道9-1206号線道路改良工事 十七条地内 4ケ月 土木一式工事 道路改良工事　L=100m W=8m 一般競争入札 第３四半期

横屋市道10-1158号線道路改良工事 横屋地内 6ケ月 土木一式工事 道路改良工事　L=242m W=5m 一般競争入札 第３四半期

牛牧市道3-3号線道路改良工事 牛牧地内 6ケ月 土木一式工事 道路改良工事　L=80m W=8m 一般競争入札 第３四半期



平成２８年度 公共工事発注見通し（１０月見直し）
工事の名称 場    所 期     間 種   別 概     要 契約方法 入札時期

別府幹線管路改良工事 別府地内 5ケ月 水道施設工事 ＳＵＳφ１５０　　  Ｌ＝１３０ｍ 一般競争入札 第３四半期

横屋字中吹配水管改良工事 横屋地内 5ケ月 水道施設工事 ＨＰＰＥφ７５　　　Ｌ＝２４０ｍ 指名競争入札 第３四半期

牛牧字明治ほか配水管拡張工事 牛牧地内 5ケ月 水道施設工事 ＨＰＰＥφ７５　　　Ｌ＝２１０ｍ 指名競争入札 第３四半期

アクアパークすなみ汚泥移送ポンプ修繕及び流
入ポンプ槽水位計取替工事 大月地内 4ケ月 水道施設工事 返送汚泥ポンプ修繕　　Ｎ＝１基

流入ポンプ水位計取替　Ｎ＝１台 指名競争入札 第３四半期

別府（花塚）地内スライドゲート設置工事 別府地内 4ケ月 鋼構造物工事 スライドゲート設置工事　Ｎ＝１基 指名競争入札 第３四半期

穂積地内スライドゲート設置工事 穂積地内 4ケ月 鋼構造物工事 スライドゲート設置工事　Ｎ＝１基 指名競争入札 第３四半期

横屋地内スライドゲート設置工事 横屋地内 4ケ月 鋼構造物工事 スライドゲート設置工事　Ｎ＝１基 指名競争入札 第３四半期

（仮称）豊かな緑ふれあい公園トイレ設置工事 祖父江地内 6ケ月 建築一式工事 トイレ設置工（便器４基、浄化槽） 一般競争入札 第３四半期


