
平成３１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 工期 工事概要

1 都市管理課 稲里市道5-1022号線道路改良工事 稲里地内 指名競争入札 ほ装工事 第１四半期 ３ヶ月 ほ装工事　L＝７０ｍ

2 都市管理課 冠水危険箇所注意看板設置工事 瑞穂市地内 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 ３ヶ月 注意看板設置工事　N＝１０箇所

3 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ヶ月 堤防除草工事　A＝８７，０００㎡

4 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ヶ月 堤防除草工事　A＝１５７，９００㎡

5 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ヶ月 堤防除草工事　A＝２１３，０００㎡

6 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ヶ月 堤防除草工事　A＝６５，３００㎡

7 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ヶ月 堤防除草工事　A＝３３，１００㎡

8 都市管理課 都市公園防犯カメラ設置工事 瑞穂市地内 指名競争入札 電気通信工事 第１四半期 ３ヶ月 防犯カメラ設置工事　N＝５箇所

9 都市開発課 (仮称)柳一色歩道橋取付道路工事 穂積 地内 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 ９ヶ月
歩道整備工事
Ｌ＝１１０ｍ、Ｗ＝８．５ｍ

10 都市開発課 七崎市道8-1192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１四半期 ７ヶ月
拡幅改良工事
Ｌ＝１２０ｍ、Ｗ＝４ｍ

11 商工農政観光課 小簾紅園整備工事 呂久地内 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 ９ケ月 紅園整備工事　N=1式

12 財務情報課 第４駐車場フェンス設置工事 瑞穂市別府地内 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 ３ケ月 フェンス設置工事　Ｌ＝８２．６ｍ

13 教育総務課
瑞穂市立穂積小学校ﾊﾞﾙｺﾆｰ雨漏り修繕
工事

瑞穂市穂積地内 指名競争入札 防水工事 第１四半期 ４ヶ月 ﾊﾞﾙｺﾆｰ防水工事　Ｎ＝一式

14 生涯学習課 瑞穂市総合センター屋上防水改修工事 瑞穂市総合センター 一般競争入札 防水工事 第１四半期 ６ヶ月 屋上防水改修工事

15 生涯学習課 瑞穂市総合センター自家発電設備更新工事瑞穂市総合センター 一般競争入札 電気工事 第１四半期 ６ヶ月 自家発電設備更新工事
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16 上水道課 馬場前畑町１丁目配水管改良工事 馬場前畑町地内 一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 ５ヶ月 HＰＰＥφ７５　Ｌ＝２９０ｍ

17 上水道課 祖父江字伯母塚東配水管改良工事 祖父江地内 一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 ５ヶ月 ＨＰＰＥφ７５　Ｌ＝２４０ｍ

18 上水道課 牛牧字野畑配水管改良工事 牛牧地内 一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 ４ヶ月 ＨＰＰＥφ７５　Ｌ＝１３０ｍ

19 上水道課 宮田、別府水源地電気設備更新工事 宮田、別府地内 随意契約 電気工事 第１四半期 ９ヶ月

・宮田水源地
引込盤更新、受電盤更新、主変圧器盤
更新、切換盤更新、照明変圧器盤更
新、高圧引込ケーブル更新
・別府水源地
薬注設備更新

20 都市開発課 穂積市道4-1020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ヶ月
拡幅改良工事
Ｌ＝８０ｍ、Ｗ＝６ｍ

21 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 ５ヶ月
拡幅改良工事
Ｌ＝８０ｍ、Ｗ＝６ｍ

22 商工農政観光課 只越第１揚水機場・花塚揚水機場ﾎﾟﾝﾌﾟ設備整備補修工事只越・別府地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ５ヶ月
水中ﾎﾟﾝﾌﾟφ250、操作盤等更新N=2
基

23 商工農政観光課 穂積字野口樋門整備工事 穂積地内 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 ５ヶ月 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ修繕工事　N=1基

24 教育総務課 防犯カメラ設置工事 瑞穂市立小学校、中学校、保育所及び幼稚園一般競争入札 電気通信工事 第２四半期 ４ヶ月
保育所等20施設
防犯カメラ設置工事　Ｎ＝一式

25 教育総務課 瑞穂市立中保育・教育センター屋内手洗場設置工事瑞穂市美江寺地内 指名競争入札 建築工事 第２四半期 ３ヶ月 手洗場等改修工事　Ｎ＝一式

26 教育総務課 学校無線LAN整備工事 瑞穂市立小学校及び中学校一般競争入札 電気通信工事 第２四半期 ４ヶ月 無線LAN整備工事　Ｎ＝一式

27 教育総務課 瑞穂市立生津小学校・瑞穂市立牛牧小学校立入防止柵設置工事瑞穂市馬場、牛牧地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ４ヶ月

生津小
　フェンス設置工事　L＝２２５ｍ
牛牧小
　フェンス設置工事　L＝３００ｍ

28 教育総務課 瑞穂市立南小学校屋内運動場ﾄｲﾚ改修工事瑞穂市古橋地内 指名競争入札 建築工事 第２四半期 ３ヶ月
屋内運動場内トイレ改修工事
　　　　　　　Ｎ＝一式

29 教育総務課 瑞穂市立巣南中学校体育館ﾄｲﾚ改修及び多目的ﾄｲﾚ増設工事瑞穂市古橋地内 指名競争入札 建築工事 第２四半期 ３ヶ月
屋内運動場内トイレ等改修工事
　　　　　　　Ｎ＝一式
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30 教育総務課 瑞穂市立穂積北中学校屋外トイレ改修工事瑞穂市本田地内 指名競争入札 建築工事 第２四半期 ３ヶ月 屋外トイレ改修工事　Ｎ＝一式

31 教育総務課 瑞穂市立ほづみ幼稚園外壁改修工事 瑞穂市只越地内 一般競争入札 建築工事 第２四半期 １０ヶ月 外壁等改修工事　Ｎ＝一式

32 上水道課 重要給水施設巣南庁舎配水管改良工事 宮田地内 一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 ６ヶ月
GXφ１００～２００　L=１２４ｍ
ＨＰＰＥφ７５～１００　Ｌ＝４７０
ｍ

33 上水道課 十九条字鳥居前基幹管路網改良工事 十九条地内 一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 ５ヶ月
GXφ１５０　L=３８０ｍ
GXφ７５　Ｌ＝４０ｍ

34 上水道課 只越字池田配水管改良工事 只越地内 指名競争入札 水道施設工事 第２四半期 ３ヶ月
HＰＰＥφ７５　Ｌ＝８０ｍ
ＨＰＰＥφ５０　Ｌ＝４０ｍ

35 上水道課 稲里字村前配水管改良工事 稲里地内 指名競争入札 水道施設工事 第２四半期 ４ヶ月 ＨＰＰＥφ５０　Ｌ＝１４０ｍ

36 上水道課 牛牧水源地低受電、操作盤更新 牛牧地内 指名競争入札 電気工事 第２四半期 ６ヶ月 低受電、操作盤更新

37 市民協働安全課 瑞穂市防災行政無線デジタル化子局更新工事瑞穂市　地内 一般競争入札 電気通信工事 第２四半期 ８ヶ月
防災行政無線デジタル化更新
Ｎ＝7箇所

38 市民協働安全課 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２四半期 ８ヶ月
特殊防火井戸新設N=2箇所
特殊防火井戸撤去N=1箇所

39 都市管理課 祖父江市道5-1085号線舗装工事 祖父江地内 指名競争入札 ほ装工事 第３四半期 ４ヶ月 ほ装工事　L＝２７０ｍ

40 都市管理課 穂積市道4-102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３四半期 ４ヶ月 側溝設置工事　L＝１００ｍ

41 都市管理課 只越市道2-1099号線第2期伏越工事 只越地内 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ４ヶ月 側溝設置工事　L＝４６ｍ

42 都市管理課 十七条市道9-1191号線伏越工事 十七条地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ４ヶ月
ボックスカルバート設置工事　L＝３
５ｍ

43 都市管理課 苗代田橋・天王橋補修工事 瑞穂市地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ４ヶ月 橋梁補修工事　N＝２橋

44 都市管理課 井場揚水機設置工事 別府地内 一般競争入札 さく井工事 第３四半期 ５ヶ月 揚水機設置工事　N＝１箇所
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45 都市管理課 取水施設補修工事 瑞穂市地内 一般競争入札 鋼構造物工事 第３四半期 ５ヶ月 スライドゲート設置工事　N＝８箇所

46 教育総務課 遊具設置工事 瑞穂市立保育所 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ４ヶ月 遊具設置工事　Ｎ＝一式

47 生涯学習課 あいさつの街宣言広告塔設置工事 生津地内 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ３ヶ月 広告塔の撤去・新設　１基

48 生涯学習課 （仮称）中山道大月多目的広場整備工事大月地内 一般競争入札 造園工事 第３四半期 ２５ヶ月
基盤整備・植栽、遊具施設・建築施設
整備等

49 生涯学習課 図書館照明LED化更新工事 図書館本館 指名競争入札 電気工事 第３四半期 ３ヶ月 図書館本館照明設備のLED化

50 生涯学習課 瑞穂市総合センター大ホールボーダーケーブル取替工事瑞穂市総合センター 一般競争入札 電気工事 第３四半期 ３ヶ月 大ホールボーダーケーブル取替工事

51 上水道課 別府字花塚二ノ町配水管拡張工事 別府地内 一般競争入札 水道施設工事 第３四半期 ５ヶ月 ＨＰＰＥφ７５　Ｌ＝３００ｍ

52 上水道課 穂積字中原配水管拡張工事 穂積地内 指名競争入札 水道施設工事 第３四半期 ３ヶ月 ＨＰＰＥφ７５　Ｌ＝６０ｍ

53 上水道課 重要給水施設穂積小学校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 ５ヶ月
GXφ１５０　L=１０２ｍ
ＨＰＰＥφ１００　Ｌ＝１８２ｍ

54 上水道課 重里字村西配水管改良工事 重里地内 一般競争入札 水道施設工事 第３四半期 ５ヶ月
HＰＰＥφ１００　Ｌ＝１３０ｍ
ＨＰＰＥφ５０　Ｌ＝１７０ｍ

55 上水道課 本田字小橋配水管改良工事 本田地内 指名競争入札 水道施設工事 第３四半期 ３ヶ月
HＰＰＥφ７５　Ｌ＝７０ｍ
ＨＰＰＥφ５０　Ｌ＝２５ｍ

56 上水道課 本田水源地取配水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備更新工事 本田地内 指名競争入札 水道施設工事 第３四半期 ４ヶ月 取配水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備更新

57 市民協働安全課 消防団第1分団旧車庫改修工事 瑞穂市本田　地内 指名競争入札 管工事 第３四半期 ４ヶ月 車庫改修　N=１式


