
平成２６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

只越市道2-3-130号線改良工事 只越地内 3ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事･L=100ｍ、W=4.0ｍ 指名競争入札 第１四半期

大月市道12-95号線改良工事 大月地内 6ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事（歩道整備）･L=450ｍ、W=14.0（6 一般競争入札 第１四半期

牛牧市道7-4-59号線改良工事 牛牧地内 3ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事･L=60m、W=6.0m 指名競争入札 第１四半期

牛牧市道5-2-109号線改良工事 牛牧地内 4ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事･L=80m、W=8.0m 一般競争入札 第１四半期

古橋市道13-71号線外1路線改良工事 古橋地内 6ケ月 土木一式工事 拡幅改良工事（歩道整備）･L=500ｍ、W=14.0(6 一般競争入札 第３四半期

本田五島田水路改良工事 本田地内 3ケ月 土木一式工事 水路改良工事･L=60ｍ、W0.6m×H0.9m 指名競争入札 第３四半期

牛牧細道水路改良工事 牛牧地内 3ケ月 土木一式工事 水路改良工事･L=80ｍ、W0.6m×H0.6m 指名競争入札 第３四半期

野白新田扣畑公園整備工事 野白新田地内 5ケ月 土木一式工事 造成工事（ﾌﾞﾛｯｸ積み、整地、側溝）･A=7,232㎡ 一般競争入札 第２四半期

穂積野口公園トイレ設置工事 穂積地内 4ケ月 建築一式工事 トイレ設置工事･N=1棟 一般競争入札 第１四半期

野田新田番屋口トイレ設置工事 野田新田地内 4ケ月 建築一式工事 トイレ設置工事･N=1棟 一般競争入札 第１四半期

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 水路改良工事･L=50ｍ、W1.8m×H1.8m 一般競争入札 第３四半期

古橋舗装修繕工事 古橋地内 4ケ月 土木一式工事 舗装修繕工事　L=365ｍ 指名競争入札 第１四半期
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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=210m 指名競争入札 第１四半期

野白新田側溝設置工事 野白新田地内 4ケ月 土木一式工事 道路修繕工事　L=140m 指名競争入札 第２四半期

上牛牧道路修繕工事 牛牧地内 4ケ月 土木一式工事 道路修繕工事　L=150m 指名競争入札 第２四半期

十七条道路修繕工事 十七条地内 4ケ月 土木一式工事 道路修繕工事　L=120m 指名競争入札 第２四半期

五六橋補修工事 美江寺・本田地内 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

護荘橋補修工事 穂積地内 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

十八条橋補修工事 十八条地内 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

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=157,900㎡ 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=214,500㎡ 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=64,900㎡ 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=35,700㎡ 指名競争入札 第１四半期
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本田水路複断面化工事 本田地内 4ケ月 土木一式工事 水路複断面化工事　L=465ｍ 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 4ケ月 土木一式工事 水路複断面化工事　L=500ｍ 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=290ｍ 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 4ケ月 土木一式工事 水路複断面化工事　L=335ｍ 指名競争入札 第３四半期

野田新田水路複断面化工事 野田新田地内 4ケ月 土木一式工事 水路複断面化工事　L=400ｍ 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=270ｍ 指名競争入札 第３四半期

古橋水路改修工事 古橋地内 4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

本田スライドゲート設置工事 本田地内 4ケ月 土木一式工事 鋼製ゲート設置工事 N=1基 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 4ケ月 土木一式工事 鋼製ゲート設置工事 N=1基 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 4ケ月 土木一式工事 鋼製ゲート設置工事 N=1基 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 道路修繕工事　L=300m 指名競争入札 第２四半期

古橋北河原・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＝２７３ｍ　組立柵渠 指名競争入札 第３四半期
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穂積第４揚水機場改修工事 穂積地内 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

本田基幹管路網更新工事 本田地内 6ケ月 水道施設工事
ＤＣＩＰ（ＮＳ）φ２００　　  Ｌ＝９２０ｍ
地下式消火栓　　　　　  Ｎ＝　２基

一般競争入札 第２四半期

別府基幹管路網更新工事 別府地内 5ケ月 水道施設工事
ＤＣＩＰ（ＮＳ）φ２００　　  Ｌ＝３０２ｍ

一般競争入札 第２四半期

牛牧配水管改良工事 牛牧地内 4ケ月 水道施設工事
ＨＩＶＰφ７５　　　　　　  Ｌ＝３００ｍ
地下式消火栓　　　　　  Ｎ＝　３基

指名競争入札 第１四半期

宮田配水管改良工事 宮田地内 3ケ月 水道施設工事
ＨＩＶＰφ７５　　　　　　　 Ｌ＝１６０ｍ

指名競争入札 第２四半期

牛牧配水管改良工事（橋梁添架） 牛牧地内 5ケ月 水道施設工事
ＳＵＳφ２００　　　　　　　 Ｌ＝８ｍ

指名競争入札 第２四半期

本田配水管改良工事 本田地内 3ケ月 水道施設工事
ＨＩＶＰφ７５　　　　　　　 Ｌ＝２６５ｍ

指名競争入札 第２四半期

重里・本田配水管拡張工事 重里・本田地内 4ケ月 水道施設工事
ＳＵＳ　　φ７５　　　　　　Ｌ＝１８ｍ
ＨＩＶＰ　φ７５　　　      Ｌ＝１８５ｍ

一般競争入札 第２四半期

中宮字江東改良工事 中宮地内 5ケ月 水道施設工事
ＨＩＶＰ　φ１００　　　　　Ｌ＝１６０ｍ
ＨＩＶＰ　φ７５　　　      Ｌ＝２１６ｍ

指名競争入札 第１四半期

中宮字江東消火栓設置工事 中宮地内 3ケ月 水道施設工事 地下式消火栓　　　　　  Ｎ＝　８基 指名競争入札 第１四半期

穂積・生津小学校区放課後児童ｸﾗﾌﾞ改修工
事

穂積・生津小学校内 3ケ月 建築一式工事

建築工事　　　　　　　1式
電気設備工事　　　　1式
機械設備工事　　　　1式
空調機設備工事　　 1式

指名競争入札 第１四半期

別府保育所遊具設置工事 別府・牛牧第1保育所内 3ケ月 土木一式工事 遊具設置工事　　　　1式 指名競争入札 第２四半期
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本田小学校内装・渡り廊下塗装工事 本田小学校内 3ケ月 塗装工事 内装、渡り廊下塗装工　　1式 指名競争入札 第１四半期

生津小学校ﾄｲﾚ改修工事 生津小学校内 3ケ月 管工事 ﾄｲﾚ全面洋式化改修工事　　1式 指名競争入札 第１四半期

天井落下防止改修工事
穂積北中学校柔剣道場内
穂積中学校卓球場内
ほづみ幼稚園遊技場内

5ケ月 建築一式工事 天井落下防止改修工事　　1式 一般競争入札 第１四半期

巣南中学校駐輪場増設工事 巣南中学校内 3ケ月 建築一式工事 駐輪場増設工事　　1式 一般競争入札 第１四半期

巣南庁舎放送設備改修工事 巣南庁舎内 3ケ月 電気通信工事
設備設置２６年を超えた設備の 新機器への
取替工事

一般競争入札 第２四半期

巣南庁舎自動火災報知機設備改修工事 巣南庁舎内 3ケ月 消防施設工事
設備設置２６年を超えた設備の 新機器への
取替工事

一般競争入札 第２四半期

防災行政無線改修工事 瑞穂市内 9ケ月 電気通信工事 防災行政無線子局5局新設、5局改修 一般競争入札 第１四半期

防火井戸新設工事 瑞穂市内 3ケ月 さく井工事 特殊防火井戸の新設４個所 指名競争入札 第３四半期

電話交換機更改工事 市役所及び市役所巣南庁舎 6ケ月 電気通信工事
市役所及び市役所穂積庁舎の電話交換機を
更新するもの

総合評価方式一
般競争入札

第１四半期
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