
令和２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 市民協働安全課 第１分団車庫改修工事 瑞穂市本田地内 指名競争入札 建築工事 第１四半期 ６ヶ月
第一分団車庫改修工事
Ｎ＝一式

2 市民協働安全課
第１・第３分団車庫兼詰所ホース乾燥
棟新設工事

瑞穂市地内 指名競争入札 建築工事 第１四半期 ６ヶ月
第一・第三分団車庫兼詰所
ホース乾燥棟新設工事
Ｎ＝一式

3 市民協働安全課 別府水防倉庫土地整備工事 瑞穂市別府地内 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 ２ヶ月
土地整備工事
A=372㎡

4 市民協働安全課
コミュニティーセンター３館防犯カメ
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
コミュニティセンター３施設
防犯カメラ設置工事
Ｎ＝一式

5 市民協働安全課
防災コミュニティセンターエアコン修
繕工事

瑞穂市牛牧地内 指名競争入札 電気工事 第１四半期 ２ヶ月
防災コミュニティセンターエアコン修
繕工事
Ｎ＝一式

6 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１四半期 ８ヶ月
防災行政無線デジタル化更新
Ｎ＝一式

7 市民窓口課 瑞穂市役所巣南庁舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事 宮田地内 随意契約 建築工事 第１四半期 ６ヶ月 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事　１台

8 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１四半期 ８ヶ月
拡幅改良工事
Ｌ＝１００ｍ、Ｗ＝６ｍ

9 都市開発課 牛牧市道6-1153号線道路改良工事 牛牧 地内 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 ５ヶ月
拡幅改良工事
Ｌ＝１２０ｍ、Ｗ＝９ｍ

10 都市開発課 (仮称)柳一色歩道橋下部工工事 穂積・稲里 地内 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 ９ヶ月
橋梁下部工事
Ｎ＝２基（橋台）

11 都市管理課 大月地内道路改良工事 大月地内 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 ３ヶ月 側溝設置工事　L=55ｍ

12 都市管理課 唐栗地内転落防止柵設置工事 唐栗地内 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 ３ヶ月 転落防止柵設置工事　L=205ｍ

13 都市管理課 十九条地内転落防止柵設置工事 十九条地内 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 ３ヶ月 転落防止柵設置工事　L=160ｍ

14 都市管理課 根尾川・揖斐川左岸堤防道路除草工事 瑞穂市地内 随意契約 土木一式工事 第１四半期 ５ヶ月 除草工　A=22,700㎡

15 都市管理課 新堀川逆流防止ゲート設置工事 野田新田地内 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 ８ヶ月 逆流防止ゲート設置工事　N=1箇所
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16 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 ５ヶ月 堤防除草工事　A=86,800㎡

17 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 ５ヶ月 堤防除草工事　A=159,700㎡

18 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 ５ヶ月 堤防除草工事　A=213,000㎡

19 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 ５ヶ月 堤防除草工事　A=66,600㎡

20 都市管理課 天王川・新堀川・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 ５ヶ月 堤防除草工事　A=33,300㎡

21 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 ４ヶ月 防犯カメラ設置工事　N=5箇所

22 都市管理課 十九条地内道路改良工事 十九条地内 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 ３ヶ月 側溝設置工事　L=50ｍ

23 上水道課
重要給水施設　本田小学校配水管改良
工事

本田地内 一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 ５ヶ月
ＨＰＰＥφ１００、７５、５０
Ｌ＝６３０ｍ

24 上水道課 穂積字野口幹線管路網更新工事 穂積地内 一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 ４ヶ月
ＧＸφ１５０、７５
Ｌ＝２００ｍ

25 上水道課 重里字石田配水管改良工事 重里地内 一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 ６ヶ月
ＨＰＰＥφ７５
Ｌ＝３２０ｍ

26 上水道課 稲里字南大西配水管改良工事 稲里地内 指名競争入札 水道施設工事 第１四半期 ４ヶ月
ＨＰＰＥφ７５、５０
Ｌ＝１６０ｍ

27 上水道課 量水器取替（第１工区）工事 瑞穂市内 指名競争入札 水道施設工事 第１四半期 ８ヶ月 量水器取替工　一式

28 上水道課 量水器取替（第２工区）工事 瑞穂市内 指名競争入札 水道施設工事 第１四半期 ８ヶ月 量水器取替工　一式

29 上水道課
別府水源地、宮田水源地及び古橋水源
地電気設備等更新工事

別府、宮田及び古橋
地内

随意契約 電気工事 第１四半期 ９ヶ月

［別府水源地］　電気設備更新　N=1
式
［宮田水源地］　電気設備更新　N=1
式　　　　　　　　　　　　　　［古

30 教育総務課 中小学校管理室棟解体工事 瑞穂市立中小学校 一般競争入札 解体工事 第１四半期 ３ヶ月 木造平屋建物解体工事
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31 生涯学習課 第２会議室天井雨漏り補修工事 瑞穂市民センター 指名競争入札 防水工事 第１四半期 ３ヶ月 外壁防水改修工事

32 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１四半期 ６ヶ月 大ホールボーダーケーブル更新

33 生涯学習課 生津スポーツ広場南側便所改修工事 生津スポーツ広場 指名競争入札 管工事 第１四半期 ４ヶ月 トイレの洋式化および増設

34 生涯学習課
生津スポーツ広場テニスコート照明改
修工事

生津スポーツ広場 一般競争入札 電気工事 第１四半期 ５ヶ月 既設照明のLED化および増設

35 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＝一式

36 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＝１１０ｍ、Ｗ＝６ｍ

37 都市開発課 十九条市道6-1012号線道路改良工事 十九条 地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ７ヶ月
拡幅改良工事
Ｌ＝１６０ｍ、Ｗ＝４～５ｍ

38 都市開発課 十九条・牛牧地内遊水池整備2期工事 十九条・牛牧 地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ６ヶ月
遊水池工事
Ｎ＝１式

39 都市管理課 新堀川沿転落防止柵設置工事 野白新田地内 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 ３ヶ月 転落防止柵設置工事　L=200ｍ

40 都市管理課 交差点防護柵設置工事 瑞穂市地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ５ヶ月 ガードパイプ設置工事　N=33箇所

41 都市管理課 生津大橋・保育園橋補修工事 瑞穂市地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ６ヶ月 橋梁補修工事　N=2橋

42 都市管理課 横屋字下吹水路改良工事 横屋地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ６ヶ月 プレハブ水路設置工事　L=115ｍ

43 都市管理課 只越ピット設置工事 只越地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ５ヶ月 ピット設置工事　N=2箇所

44 商工農政観光課 穂積東原樋門整備補修工事 穂積地内 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 ５ヶ月 スライドゲート修繕工事　N=１基

45 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２四半期 ４ヶ月
ＧＸφ１５０　ＨＰＰＥφ１００、５
０
Ｌ＝１７０ｍ
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46 上水道課 十九条字鳥居前幹線管路網更新工事 十九条地内 一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 ４ヶ月
ＧＸφ１５０、７５
Ｌ＝１５０ｍ

47 上水道課 中宮字江東配水管改良工事 中宮地内 指名競争入札 水道施設工事 第２四半期 ３ヶ月
ＨＰＰＥφ７５
Ｌ＝７０ｍ

48 上水道課
牛牧水源地低圧受電盤及び操作盤更新
工事

牛牧地内 指名競争入札 電気工事 第２四半期 ６ヶ月
牛牧水源地低圧受電盤及び操作盤更新
工事　N=1式

49 教育総務課 牛牧小学校教室照明取替工事 瑞穂市立牛牧小学校 指名競争入札 電気工事 第２四半期 ２ヶ月 照明器具（LED）更新

50 教育総務課 穂積中学校日本語指導教室整備工事 瑞穂市立穂積中学校 指名競争入札 建築工事 第２四半期 ２ヶ月
施工面積　A=86㎡
床貼替・電気設備・空調設備　１式

51 生涯学習課 中央監視装置更新工事 瑞穂市総合センター 一般競争入札 管工事 第２四半期 ６ヶ月
各動力機器の操作・監視・警報および
表示を行う装置の更新

52 都市開発課 稲里二ノ町交差点改良良工事 稲里 地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ６ヶ月
交差点改良工事
Ｎ＝１式

53 都市管理課 野白新田地内舗装工事 野白新田地内 指名競争入札 ほ装工事 第３四半期 ３ヶ月 ほ装工事　L=200ｍ

54 都市管理課 古橋地内道路改良工事 古橋地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ５ヶ月 側溝設置工事　L=150ｍ

55 都市管理課 只越地内第３期伏越工事 只越地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ５ヶ月 側溝設置工事　L=70ｍ

56 都市管理課 本田字板屋前水路改良工事 本田地内 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ４ヶ月 水路改良工事　L=137ｍ

57 都市管理課 本田字轟廻り水路改良工事 本田地内 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ３ヶ月 水路改良工事　L=45ｍ

58 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=7箇所

59 上水道課 横屋字中吹配水管拡張工事 横屋地内 指名競争入札 水道施設工事 第３四半期 ４ヶ月
ＨＰＰＥφ７５
Ｌ＝１５０ｍ

60 上水道課 森字天王配水管改良工事 森地内 指名競争入札 水道施設工事 第３四半期 ３ヶ月
ＨＰＰＥφ１００、７５
Ｌ＝１３５ｍ
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61 上水道課 十九条字屋敷配水管改良工事 十九条地内 指名競争入札 水道施設工事 第３四半期 ４ヶ月
ＨＰＰＥφ７５
Ｌ＝１２０ｍ

62 上水道課 生津外宮前町１丁目配水管改良工事
生津外宮前町１丁目
地内

指名競争入札 水道施設工事 第３四半期 ４ヶ月
ＨＰＰＥφ７５
Ｌ＝９０ｍ

63 上水道課 別府字花塚二ノ町配水管改良工事 別府地内 指名競争入札 水道施設工事 第３四半期 ４ヶ月
ＨＰＰＥφ１００
Ｌ＝１１０ｍ

64 教育総務課 屋外遊具設置工事 市内保育所 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ３ヶ月 遊具設置工事　Ｎ＝一式

65 生涯学習課 舞台機構設備修繕工事 瑞穂市総合センター 指名競争入札 機械器具設置工事 第３四半期 ５ヶ月
マニラロープ、混合ロープ、諸幕の交
換


