
工事の名称 場           所 期     間 種   別 概     要 契約方法 入札時期

横屋地内舗装修繕工事 横屋地内 3ケ月 土木一式工事 舗装修繕工事
L=160m 指名競争入札 第３四半期

本田地内舗装修繕工事 本田地内 3ケ月 土木一式工事 舗装修繕工事
L=190m 指名競争入札 第３四半期

馬場地内舗装修繕工事 馬場地内 3ケ月 土木一式工事 舗装修繕工事
L=270m 一般競争入札 第３四半期

維持点々補修工事 瑞穂市内 3ケ月 土木一式工事 舗装修繕工事
A=2,000㎡ 指名競争入札 第３四半期

祖父江市道5-1197号線他3路線舗装工事 祖父江地内 4ケ月 土木一式工事 舗装修繕工事
L=948m 一般競争入札 第３四半期

区画線・カラー舗装補修工事 瑞穂市内 4ケ月 土木一式工事 区画線復旧工事L=10,500m
カラー舗装補修工事A=250㎡ 一般競争入札 第３四半期

穂積地内側溝設置工事 穂積地内 3ケ月 土木一式工事 側溝設置工事
L=100m 指名競争入札 第３四半期

本田地内側溝設置工事 本田地内 3ケ月 土木一式工事 側溝設置工事
L=100m 指名競争入札 第３四半期

馬場地内側溝修繕工事 馬場地内 3ケ月 土木一式工事 側溝修繕工事
L=50m 指名競争入札 第３四半期

本田水路複断面化工事 本田地内 3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

稲里水路複断面化工事 稲里地内 3ケ月 土木一式工事 水路複断面化工事
L=230m 指名競争入札 第３四半期

穂積水路複断面化工事 穂積地内 3ケ月 土木一式工事 水路複断面化工事
L=250m 指名競争入札 第３四半期

祖父江水路複断面化工事 祖父江地内 3ケ月 土木一式工事 水路複断面化工事
L=300m 指名競争入札 第３四半期

野白新田水路複断面化工事 野白新田地内 3ケ月 土木一式工事 水路複断面化工事
L=300m 指名競争入札 第３四半期

古橋水路改修工事 古橋地内 3ケ月 土木一式工事 水路改修工事
L=50m 指名競争入札 第３四半期

横屋水路改修工事 横屋地内 3ケ月 土木一式工事 水路改修工事
L=80m 指名競争入札 第３四半期

平成２７年度公共工事発注見通し（１０月見直し）
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別府地内側溝設置工事 別府地内 3ケ月 土木一式工事 側溝設置工事
L=130m 指名競争入札 第３四半期

牛牧地内防護柵設置工事 牛牧地内 3ケ月 土木一式工事 防護柵設置工事
L=320m 指名競争入札 第３四半期

巣南橋補修工事 田之上地内 5ケ月 土木一式工事 橋梁修繕工事
N=1式 指名競争入札 第３四半期

十八条橋補修工事 古橋地内 5ケ月 土木一式工事 橋梁修繕工事
N=1式 指名競争入札 第３四半期

道路維持補修工事 瑞穂市内 5ケ月 土木一式工事 舗装修繕工事
N=1式 一般競争入札 第３四半期

市内水路改修工事 瑞穂市内 3ケ月 土木一式工事 水路改修工事
N=1式 指名競争入札 第３四半期

コミュニティー道路補修工事 穂積地内 3ケ月 土木一式工事 舗装修繕工事
L=100m 指名競争入札 第３四半期

野白新田地内側溝設置工事 野白新田地内 3ケ月 土木一式工事 側溝設置工事
L=130m 指名競争入札 第３四半期

十九条・牛牧道路修繕工事 十九条・牛牧地内 3ケ月 土木一式工事 側溝設置工事
L=120m 一般競争入札 第３四半期

（仮称）豊かな緑ふれあい公園外構工事 祖父江地内 4ケ月 土木一式工事 公園整備工事A=2,964㎡(外構工事) 一般競争入札 第３四半期

唐栗市道9-1175号線道路改良工事 唐栗地内 4ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事・Ｌ＝60ｍ、W=4.0ｍ 指名競争入札 第３四半期

牛牧市道6-1029・1153号線道路改良工事 牛牧地内 4ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事・Ｌ＝100ｍ、W=8.0ｍ 指名競争入札 第３四半期

穂積市道4-1083号線道路改良工事 穂積地内 4ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事 L=40m、W=6.0m 指名競争入札 第３四半期

本田市道2-1151号線道路改良工事 本田地内 5ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事 L=120m、W=7.63m 一般競争入札 第３四半期

穂積市道4-1044他1路線道路改良工事 穂積地内 5ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事 L=130m、W=7.54m 一般競争入札 第３四半期

只越天王前児童遊園整備工事 只越地内 5ケ月 土木一式工事 児童遊園整備工事 L=1,124㎡ 一般競争入札 第３四半期
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稲里市道5-1128号線道路改良工事 稲里地内 4ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事 L=210m、W=5.0m(4.2m) 一般競争入札 第３四半期

野白新田市道5-1187号線道路改良工事 野田新田地内 4ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事 L=100m、W=6.0m 一般競争入札 第３四半期

十七条市道9-1202号線道路改良工事 十七条地内 4ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事 L=70m、W=4.7～5.9m 指名競争入札 第３四半期

瑞穂市環状道路第７期改良工事 古橋・中宮地内 4ケ月 土木一式工事 拡幅・歩道整備工事・Ｌ＝220ｍ、W=14.0ｍ 一般競争入札 第３四半期

ほづみ幼稚園駐車場造成等工事 ほづみ幼稚園 4ケ月 土木一式工事 駐車場造成工事　１式 一般競争入札 第３四半期

古橋西脇・十八条西ノ倉排水路改良工事 古橋・十八条地内 5ケ月 土木一式工事 Ｌ＝400ｍ　組立柵渠 一般競争入札 第３四半期

別府水源地配水地新設敷地造成工事 別府地内 6ケ月 土木一式工事 配水地造成工
Ａ＝１１００㎡ 一般競争入札 第３四半期

本田小学校軒天改修工事 本田小学校 3ケ月 建築一式工事 爆裂・欠損部補修、保護塗装工事　１式 指名競争入札 第３四半期

本田小学校プール改修工事 本田小学校 4ケ月 建築一式工事 プール棟改修工事　１式 一般競争入札 第３四半期

中小学校プール改修工事 中小学校 4ケ月 建築一式工事 プール棟改修工事、プール塗装工事　１式 一般競争入札 第３四半期

巣南中学校体育館軒天改修工事 巣南中学校 3ケ月 建築一式工事 軒天軽カル板張替改修工事　１式 指名競争入札 第３四半期

郷土資料館トイレ改修工事 郷土資料館 2ケ月 建築一式工事 洋式化及び男女別トイレへの改修　1式 指名競争入札 第３四半期

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

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

中川第６揚水機場補修工事 本田地内 5ケ月 機械器具設置工事 ポンプ（1台）更新・電気設備等整備補修 指名競争入札 第３四半期

別府基幹管路改良工事 別府地内 5ケ月 水道施設工事
ＤＣＩＰ（GX）φ２０　 Ｌ＝１３０ｍ
ＤＣＩＰ（GX）φ１５０　Ｌ＝２４０ｍ
ＤＣＩＰ（GX）φ１００　Ｌ＝１００ｍ

一般競争入札 第３四半期
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本田基幹管路改良工事 本田地内 5ケ月 水道施設工事
ＤＣＩＰ（GX）φ２００　　 Ｌ＝２０ｍ
ＤＣＩＰ（GX）φ１５０　  Ｌ＝４６０ｍ
ＤＣＩＰ（GX）φ１００　　  Ｌ＝５０ｍ

一般競争入札 第３四半期

大月基幹管路改良工事 大月地内 5ケ月 水道施設工事 ＤＣＩＰ（GX）φ２００　 Ｌ＝１００ｍ 指名競争入札 第３四半期

牛牧配水管拡張工事 牛牧地内 5ケ月 水道施設工事 ＤＣＩＰ（GX）φ７５　 Ｌ＝１５ｍ
ＨＩＶＰφ７５　　　　 Ｌ＝２００ｍ 指名競争入札 第３四半期

穂積配水管改良工事 穂積地内 2ケ月 水道施設工事 ＨＩＶＰφ７５
 Ｌ＝１３０ｍ 指名競争入札 第３四半期

中宮配水管改良工事 中宮地内 2ケ月 水道施設工事 ＨＩＶＰφ７５
 Ｌ＝１５０ｍ 指名競争入札 第３四半期
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中宮市道10-1164号線道路改良工事 中宮地内 2ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事・Ｌ＝30ｍ、W=4.0ｍ 指名競争入札 第４四半期

（仮称）野田橋歩道橋下部工事 野田新田・牛牧地内
3ケ月

土木一式工事 橋梁下部工事L=78.3m、W=3.0m
　(橋台N=2基、橋脚N=2基)

総合評価方式
一般競争入札 第４四半期

ほづみ幼稚園Ｂ・Ｃ棟改修工事 ほづみ幼稚園 9ケ月 建築一式工事 トイレ改修、スロープ設置、ベランダ改修
工事　１式 一般競争入札 第４四半期
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