
平成３０年度公共工事発注見通し

担当課課名 工事名称 工事場所 入札契約方式 工事種別 入札予定時期  工事概要

1 都市管理課 古橋地内側溝設置工事 古橋地内 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 3ケ月 側溝設置工事　L＝５０ｍ

2 都市管理課 中宮地内側溝設置工事 中宮地内 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 4ケ月 側溝設置工事　L＝１１５ｍ

3 都市管理課 十七条地内側溝設置工事 十七条地内 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 4ケ月 側溝設置工事　L＝１００ｍ

4 都市管理課 中川堤防除草工事 瑞穂市地内 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 4ケ月 堤防除草工事　A＝85,500㎡

5 都市管理課 五六川堤防除草工事 瑞穂市地内 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 4ケ月 堤防除草工事　A＝158,400㎡

6 都市管理課 犀川堤防除草工事 瑞穂市地内 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 4ケ月 堤防除草工事　A＝214,000㎡

7 都市管理課 糸貫川堤防除草工事 瑞穂市地内 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 4ケ月 堤防除草工事　A＝65,900㎡

8 都市管理課 天王・新堀・宝江川堤防除草工事 瑞穂市地内 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 4ケ月 堤防除草工事　A＝33,100㎡

9 都市開発課 十七条市道9-1207号線道路改良工事 十七条地内 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 10ケ月 拡幅改良工事　L=380m､W=9m

10 都市開発課 稲里市道5-1046号線道路改良工事 稲里地内 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 5ケ月 拡幅改良工事　L=25m､W=5m

11 都市開発課
西部環状道路第10期(市道10-1号線)
道路改良工事

古橋地内 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 9ケ月
拡幅改良工事　L=140m､
　　　　　　　W=10.75～14m
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12 教育総務課
瑞穂市立牛牧第２保育所駐車場整備工
事

瑞穂市祖父江地内 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 6ケ月

駐車場整備（N=38台）　A=980.45
㎡
路床盛土工　　V=640ｍ3
擁壁工　L型擁壁（Ｈ1000）　Ｌ
=18.7ｍ
小型水路工　PU3型側溝
（300*300）　Ｌ=18.7ｍ
　　　　　　PU2型側溝(300*300)
L=98.6ｍ
舗装工　表層工・路盤工　A=900㎡
柵工　メッシュフェンス(H1500)
L=131.5ｍ
付帯工　Ｎ=１式　撤去工　Ｎ=１式

13 教育総務課
瑞穂市立穂積中学テニスコート造成工
事

別府地内 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 10ケ月

土工　切土　V=2,730ｍ3、盛土
V=1,700ｍ3
側溝工　L=572ｍ　集水桝工　N=1式
AS舗装工　通路　A=868㎡、車道
A=５８８㎡、駐車場　A=７３４㎡
土系舗装工　テニスコート　A=3,901
㎡
フェンス基礎工　L=３４１ｍ

14 下水道課 アクアパークすなみ排水管布設工事 大月地内 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 4ケ月 硬質塩化ビニル管　Ｌ＝４０ｍ
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15 上水道課 重里配水管拡張工事 重里地内 一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 4ケ月 ＨＰＰＥφ１００　Ｌ＝２５０ｍ

16 上水道課 重要給水施設配水管改良工事 牛牧地内 一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 4ケ月 ＧＸφ１５０　Ｌ＝２６６ｍ

17 上水道課 生津配水管改良工事 生津地内 一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 4ケ月 ＨＰＰＥφ７５　Ｌ＝２６０ｍ

18 上水道課 牛牧配水管改良工事 牛牧地内 一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 4ケ月 ＨＰＰＥφ７５　Ｌ＝２１０ｍ

19 上水道課 穂積配水管改良工事 穂積地内 指名競争入札 水道施設工事 第１四半期 3ケ月 ＨＰＰＥφ７５　Ｌ＝１１０ｍ

20 教育総務課
瑞穂市立ほづみ幼稚園造形室及び園舎
外壁改修工事

ほづみ幼稚園 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 5ケ月
造形室改修工
　建築・電気設備・機械設備　N=1式
園舎外壁改修工　Ｂ棟　N=1式

21 総合政策課 駅前にぎわい創出施設改修工事 別府地内 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 6ケ月
・内装改修４２．２３㎡
・外構　壁設置

22 都市管理課 穂積駅法面植栽伐採工事 別府地内 指名競争入札 造園工事業 第１四半期 4ケ月 植栽伐採工事　A＝591㎡

23 上水道課 別府水源地電気設備更新工事 別府地内 随意契約 電気工事 第１四半期 9ケ月
非常用自家発電装置部分更新工事
配水ﾎﾟﾝﾌﾟＶＶＶＦ盤ｲﾝﾊﾞｰﾀ更新工事
配水ﾎﾟﾝﾌﾟＶＶＶＦ盤ｺﾝﾊﾞｰﾀ更新工事

24 上水道課 宮田・古橋水源地電気設備更新工事 宮田・古橋地内 随意契約 電気工事 第１四半期 9ケ月
監視盤、取水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤、補機盤更新工事
直流電源盤蓄電池更新工事

25 環境課 美来の森　エアコン更新工事
美来の森（十九条地
内）

指名競争入札 管工事 第１四半期 2ケ月
エアコン室内機　３基
エアコン室外機　２基　更新

26 生涯学習課
総合センターホール棟冷温水発生機外
更新工事

総合センター 一般競争入札 管工事 第１四半期 4ケ月 大ホール系統冷温水発生機冷却塔更新
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27 都市開発課 七崎市道8-1208号線道路改良工事 七崎地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 6ケ月 拡幅改良工事　L=100m､W=6m

28 都市開発課 穂積市道4-1109号線道路改良工事 穂積地内 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 4ケ月 拡幅改良工事　L=55m､W=5m

29 都市開発課 穂積市道4-1011号線道路改良工事 穂積地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 6ケ月 道路改良工事　L=120m､W=4～5m

30 都市開発課 穂積領下分水路改良工事 穂積地内 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 4ケ月 水路改良工事　L=83m

31 都市開発課 上牛牧ふれあい公園駐車場整備工事 牛牧地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 5ケ月 公園整備工事　A=423㎡

32 教育総務課 各保育所遊具新設工事 各保育所 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 3ケ月 新設遊具設置工　N=1式

33 教育総務課
瑞穂市立穂積中学テニスコート整備工
事

別府地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 7ケ月
クラブハウス建築
建築工事、電気設備、機械設備　N=1
式

34 商工農政観光課
只越第2揚水機場ﾎﾟﾝﾌﾟ設備整備補修工
事

只越地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 5ケ月
水中ﾎﾟﾝﾌﾟφ200、操作盤等更新N=1
基

35 商工農政観光課
只越第3揚水機場ﾎﾟﾝﾌﾟ設備整備補修工
事

只越地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 5ケ月
水中ﾎﾟﾝﾌﾟφ200、操作盤等更新N=1
基

36 財務情報課 駅南公民館解体工事 別府地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 2ケ月 建物解体

37 財務情報課 駐車場整備工事 別府地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 4ケ月
駐車場整備Ａ=1,146㎡
Ｌ型擁壁Ｌ＝102ｍ

38 市民協働安全課 瑞穂消防署訓練場整備工事 別府地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 8ケ月 訓練場整備・Ａ＝１，０５１㎡

39 市民協働安全課 別府水防倉庫土地整備工事 別府地内 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 3ケ月 砕石・A＝５０㎡

40 下水道課 西マンホールポンプ６号修繕 宮田地内 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 5ケ月
マンホールポンプ　口径１５０㎜
5.5kw
オーバーホール　Ｎ＝２台
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41 上水道課 宝江幹線管路改良工事 宝江地内 一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 5ケ月 ＧＸφ１５０　Ｌ＝２１０ｍ

42 上水道課 宮田幹線管路改良工事 宮田地内 一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 5ケ月 ＧＸφ１５０　Ｌ＝２４０ｍ

43 都市管理課 美江寺住宅長寿命化改修工事 美江寺地内 一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 6ケ月 市営住宅長寿命化改修工事　N＝１式

44 教育総務課 瑞穂市立別府保育所中庭改修工事 別府保育所 指名競争入札 建築一式工事 第２四半期 3ケ月
張りコンクリート工
鉄骨柱改修工
仮設工　N=1式

45 教育総務課
瑞穂市立巣南中学校防火シャッター取
替工事

巣南中学校 指名競争入札 建築一式工事 第２四半期 3ケ月 防火シャッター取替工　N=1箇所

46 市民協働安全課
瑞穂市防災行政無線デジタル化整備工
事

瑞穂市地内 一般競争入札 電気通信工事 第２四半期 6ケ月 防災行政無線子局改修・Ｎ＝５箇所

47 市民課 ほづみ霊園内焼却炉撤去工事 別府地内 指名競争入札 解体工事 第２四半期 4ケ月 焼却炉撤去・３基

48 生涯学習課 総合センター自家発電設備更新工事 総合センター 一般競争入札 電気工事 第２四半期 8ケ月 自家発電更新

49 生涯学習課 市民センタートイレ洋式化工事 市民センター 指名競争入札 管工事 第２四半期 2ケ月 トイレ洋式化

50 生涯学習課 巣南公民館２階屋根防水工事 巣南公民館 指名競争入札 屋根工事 第２四半期 2ケ月 ２階屋根防水
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51 都市管理課 別府地内側溝設置工事 別府地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 4ケ月 側溝設置工事　L＝９０ｍ

52 都市管理課 穂積地内側溝設置工事 穂積地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 4ケ月 側溝設置工事　L＝２１７ｍ

53 都市管理課 瑞穂市重里字内河原ほか３地内 瑞穂市地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 4ケ月 橋梁補修工事　N＝２橋

54 都市管理課 唐栗地内水路改良工事 唐栗地内 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 4ケ月 水路改良工事　L＝５０ｍ

55 都市管理課 横屋地内水路土留工事 横屋地内 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 4ケ月 水路土留工事　L＝１００ｍ

56 都市管理課 本田地内水路改良工事 本田地内 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 4ケ月 水路改良工事　L＝６７ｍ

57 都市管理課 生津地内道路維持補修工事 生津地内 一般競争入札 ほ装工事 第３四半期 4ケ月 舗装補修工事　L＝２４０ｍ

58 上水道課 本田配水管拡張工事 本田地内 指名競争入札 水道施設工事 第３四半期 4ケ月 ＨＰＰＥφ７５　Ｌ＝２００ｍ

59 上水道課 穂積配水管拡張工事 穂積地内 指名競争入札 水道施設工事 第３四半期 3ケ月 ＨＰＰＥφ７５　Ｌ＝１３０ｍ

60 上水道課 穂積配水管拡張工事 穂積地内 指名競争入札 水道施設工事 第３四半期 3ケ月 ＨＰＰＥφ７５　Ｌ＝６０ｍ

61 上水道課 重要給水施設配水管改良工事 穂積地内 一般競争入札 水道施設工事 第３四半期 4ケ月
ＧＸφ１５０　Ｌ＝９３ｍ
ＨＰＰＥφ１００　Ｌ＝２５２ｍ

62 上水道課 穂積配水管改良工事 穂積地内 指名競争入札 水道施設工事 第３四半期 3ケ月 ＨＰＰＥφ１００　Ｌ＝６０ｍ

63 上水道課 馬場水源地取水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備更新工事 馬場上光町地内 一般競争入札 水道施設工事 第３四半期 4ケ月 取水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備更新工事

64 生涯学習課
総合センター舞台機構設備吊り物駆動
部更新工事

総合センター 一般競争入札 電気工事 第３四半期 4ケ月 大ホール吊り物駆動部更新工事

65 市民協働安全課 特殊防火井戸新設工事 瑞穂市地内 指名競争入札 さく井工事 第３四半期 4ケ月 特殊防火井戸新設・Ｎ＝４箇所
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