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

野白新田地内舗装修繕工事 野白新田地内 4ケ月 土木一式工事 舗装修繕工事　Ｌ＝１５０ｍ 指名競争入札 第１四半期

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１四半期

別府地内側溝設置（２期）工事 別府地内 4ケ月 土木一式工事 道路修繕工事　Ｌ＝１２０ｍ 指名競争入札 第１四半期

中宮地内防護柵設置工事 中宮地内 4ケ月 土木一式工事 防護柵設置工事　Ｌ＝２４０ｍ 指名競争入札 第１四半期

本田緑町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＝４３５ｍ 指名競争入札 第１四半期

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１四半期

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１四半期

中川堤防除草工事 瑞穂市地内 4ケ月 土木一式工事 堤防除草工事　Ａ＝８５，４００㎡ 指名競争入札 第１四半期

五六堤防除草工事 瑞穂市地内 4ケ月 土木一式工事 堤防除草工事　Ａ＝１５８，３００㎡ 一般競争入札 第１四半期

犀川堤防除草工事 瑞穂市地内 4ケ月 土木一式工事 堤防除草工事　Ａ＝２１３，７００㎡ 一般競争入札 第１四半期

糸貫川堤防除草工事 瑞穂市地内 4ケ月 土木一式工事 堤防除草工事　Ａ＝６５，４００㎡ 指名競争入札 第１四半期

天王・新堀・宝江川堤防除草工事 瑞穂市地内 4ケ月 土木一式工事 堤防除草工事　Ａ＝３３，３００㎡ 指名競争入札 第１四半期

コミュニティー道路補修工事 穂積地内 4ケ月 土木一式工事 舗装修繕工事　Ｌ＝２００ｍ 指名競争入札 第１四半期
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ＪＲ横屋高架下冠水対策工事 横屋地内 4ケ月 土木一式工事 冠水対策工事　Ｎ＝１式 指名競争入札 第１四半期

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＝110ｍ、W=7ｍ 指名競争入札 第１四半期

（仮称）野田橋歩道橋整備工事 野田新田・牛牧地内 9ケ月 土木一式工事 橋梁整備工事（歩道整備）　L=78.3m
W=3m 一般競争入札 第１四半期

（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１四半期

（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１四半期

別府水源地配水池新設工事 別府地内 10ケ月 土木一式工事 配水池造成工　1式　ステンレス鋼板製
配水池（Ｖｅ＝２８００ ） 一般競争入札 第１四半期

別府マンホールポンプ９号取替工事 別府　地内 5ケ月 土木一式工事 マンホールポンプ本体取替工事　Ｎ＝２
基 指名競争入札 第１四半期

大月多目的広場舗装工事（その１） 瑞穂市大月地内 3ケ月 ほ装工事 舗装工事（Ａ＝4,900㎡） 一般競争入札 第１四半期

（仮称）野白新田扣畑公園ﾄｲﾚ設置工事 野白新田地内 5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１四半期

（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１四半期

南保育・教育センター大規模改修工事 南保育・教育センター 9ケ月 建築一式工事 園舎改修　建築・電気・設備　Ｎ＝１式 一般競争入札 第１四半期

穂積中学校駐輪場増設工事 穂積中学校 3ケ月 建築一式工事 駐輪場増設工事（２６０台分）　Ｎ＝１
式 一般競争入札 第１四半期

第３庁舎改修工事 瑞穂市役所 3ケ月 建築一式工事 模様替えに係る建築工事　１式 一般競争入札 第１四半期
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中宮配水管改良工事 中宮地内 4ケ月 水道施設工事 ＨＰＰＥφ７５
 Ｌ＝２７０ｍ 一般競争入札 第１四半期

稲里配水管拡張工事 稲里地内 4ケ月 水道施設工事 ＨＰＰＥφ７５
 Ｌ＝２２０ｍ 指名競争入札 第１四半期

中学校空調機器設置工事
穂積中学校
穂積北中学校
巣南中学校

6ケ月 管工事 教室等へのエアコン設置　１式 一般競争入札 第１四半期

市民センター冷温水発生機更新工事 市民センター 3ケ月 管工事 1階用冷温水発生機の更新 一般競争入札 第１四半期

総合センター冷温水発生機及び冷却塔更新工事 総合センター 3ケ月 管工事 福祉・保健・生涯学習センター用冷温水
発生機及び冷却塔の更新 一般競争入札 第１四半期
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祖父江市道5-1195号線道路改良工事 祖父江地内 5ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事　Ｌ＝100ｍ、W=5ｍ 一般競争入札 第２四半期

横屋市道10-1104号線道路改良工事 横屋地内 6ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事　Ｌ＝190ｍ、W=6ｍ 一般競争入札 第２四半期

十九条6-101号線道路改良工事 十九条地内 5ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事　Ｌ＝110ｍ、W=6ｍ 一般競争入札 第２四半期

西部環状道路第8期（市道10-1号線）道路改良
工事 古橋地内 5ケ月 土木一式工事 道路改良工事　Ｌ＝100ｍ、W=10.75～14

ｍ 一般競争入札 第２四半期

祖父江第2揚水機場改修工事 祖父江地内 5ケ月 土木一式工事 水中ポンプφ200、操作盤等更新　N=1基 一般競争入札 第２四半期

祖父江第3揚水機場改修工事 祖父江地内 5ケ月 土木一式工事 水中ポンプφ125、操作盤等更新　N=1基 指名競争入札 第２四半期

巣南庁舎駐車場舗装、区画線補修工事 宮田地内 3ケ月 ほ装工事 舗装工　　　ｔ＝5ｃｍ、Ａ＝8,415㎡
区画線工　 Ｌ＝1,123m 一般競争入札 第２四半期

別府保育所東館改修工事 別府保育所東館 6ケ月 建築一式工事 保育室・調理室・トイレ改修　Ｎ＝１式 一般競争入札 第２四半期

生津小学校体育館屋根改修工事 生津小学校 2ケ月 建築一式工事 屋根葺替工事　Ｎ＝１式 一般競争入札 第２四半期

巣南中学校防球ネット設置工事 巣南中学校 3ケ月 建築一式工事 防球ネット（Ｈ＝１４．０ｍ）設置工事
Ｌ＝６０．０ｍ 指名競争入札 第２四半期

本田第２保育所未満児室給排水設備改修工事 本田第２保育所 2ケ月 管工事 未満児調理室手洗い場設置、沐浴室排水
管改修　Ｎ＝１式 指名競争入札 第２四半期

穂積小学校渡り廊下防水改修工事 穂積小学校 2ケ月 防水工事 防水工事　Ｎ＝１式 指名競争入札 第２四半期

宮田配水管改良工事 宮田地内 4ケ月 水道施設工事 ＨＰＰＥφ７５
Ｌ＝３００ｍ 指名競争入札 第２四半期

美江寺配水管拡張工事 美江寺地内 4ケ月 水道施設工事 ＨＰＰＥφ７５
 Ｌ＝３２０ｍ 一般競争入札 第２四半期
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特殊防火井戸新設工事 瑞穂市地内４箇所 5ケ月 さく井工事 特殊防火井戸の設置 指名競争入札 第２四半期

穂積樋門改修工事 穂積地内 5ケ月 鋼構造物工事 鋼製スライドゲート補修　N=1門 指名競争入札 第２四半期
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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

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

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＝110ｍ、W=6ｍ 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

瑞穂消防署駐車場拡張工事 稲里地内 2ケ月 土木一式工事 駐車場の拡張 指名競争入札 第３四半期

大月多目的広場舗装工事（その２） 瑞穂市大月地内 3ケ月 ほ装工事 舗装工事（Ａ＝6,800㎡） 一般競争入札 第３四半期

消防団第７分団詰所建設工事 瑞穂市生津内宮町地内 6ケ月 建築一式工事 消防団詰所の新築 一般競争入札 第３四半期

防災行政無線改修工事 瑞穂市地内２箇所 5ケ月 消防施設工事 防災行政無線子局の設置 一般競争入札 第３四半期

十九条幹線管路改良工事 十九条地内 5ケ月 水道施設工事 ＤＣＩＰ（GX）φ１５０
 Ｌ＝３３０ｍ 一般競争入札 第３四半期

十九条幹線管路改良工事（その２） 十九条地内 5ケ月 水道施設工事 ＤＣＩＰ（GX）φ１５０
Ｌ＝３００ｍ 一般競争入札 第３四半期

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
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牛牧配水管改良工事 牛牧地内 5ケ月 水道施設工事 ＨＰＰＥφ７５
Ｌ＝４２０ｍ 一般競争入札 第３四半期
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