
工事の名称 場           所 期     間 種   別
概     要

契約方法 入札時期

穂積中原地内道路修繕工事 穂積地内 4ケ月 土木一式工事
道路修繕工事　L=50m

指名競争入札 第１四半期

十九条地内防護柵設置工事 十九条地内 3ケ月 土木一式工事
防護柵設置工事　Ｌ=220ｍ

指名競争入札 第１四半期

宝江地内防護柵設置工事 宝江地内 4ケ月 土木一式工事
防護柵設置工事　Ｌ=250ｍ

指名競争入札 第１四半期

牛牧地内防護柵設置工事 牛牧地内 4ケ月 土木一式工事
防護柵設置工事　Ｌ=320ｍ

指名競争入札 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=85,300㎡

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=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=212,800㎡

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=65,200㎡

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=33,600㎡

指名競争入札 第１四半期

稲里市道5-1046･1049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＝１2０ｍ、W=5．
０ｍ 一般競争入札 第１四半期

十七条市道9-1071・1210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＝１90ｍ、W=5．0
ｍ 一般競争入札 第１四半期

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１四半期

牛牧市道6-1039号線道路改良工事 牛牧地内 3ケ月 土木一式工事
拡幅改良工事・Ｌ＝80ｍ、W=6.0ｍ

指名競争入札 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㎡（外構、排
水施設等） 一般競争入札 第１四半期

平成２７年度公共工事発注見通し
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生津小学校トイレ改修工事 生津小学校 2ケ月 管工事
トイレ洋式化改修工事　１式

一般競争入札 第１四半期

空調整備工事

生津小学校、本田小学校
穂積小学校、牛牧小学校
南小学校、西小学校、中
小学校

4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

牛牧小学校増築及び大規模改修工事 牛牧小学校 15ケ月 建築一式工事
校舎増築、既設校舎の改修及びトイ
レ洋式化　１式 一般競争入札 第１四半期

西小学校大規模改修工事 西小学校 4ケ月 建築一式工事
校舎の改修及びトイレ洋式化　１式

一般競争入札 第１四半期

穂積中学校技術棟改修工事 穂積中学校 3ケ月 建築一式工事
技術棟の改修工事　１式

一般競争入札 第１四半期

牛牧基幹管路網更新工事 牛牧地内 4ケ月 水道施設工事
ＳＵＳφ２００
 Ｌ＝２０ｍ 一般競争入札 第１四半期

牛牧配水管改良工事 牛牧地内 4ケ月 水道施設工事
ＨＩＶＰφ７５
 Ｌ＝３１０ｍ 指名競争入札 第１四半期

本田配水管改良工事 本田地内 4ケ月 水道施設工事
ＨＩＶＰφ７５
 Ｌ＝１２０ｍ 指名競争入札 第１四半期

美江寺配水管拡張工事 美江寺地内 4ケ月 水道施設工事
ＨＩＶＰφ１００
 Ｌ＝１３０ｍ 指名競争入札 第１四半期

穂積配水管拡張工事 穂積地内 3ケ月 水道施設工事
ＨＩＶＰφ７５
 Ｌ＝２７０ｍ 指名競争入札 第１四半期
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別府地内側溝設置工事 別府地内 4ケ月 土木一式工事
道路修繕工事　L=130m

指名競争入札 第２四半期

瑞穂市環状道路整備工事 古橋・中宮地内 6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２四半期

（仮称）野田橋歩道橋下部工事 野田新田・牛牧地内 8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２四半期

（仮称）別府井場公園整備工事 別府地内 5ケ月 土木一式工事
公園整備工事A=3,490㎡（排水施
設、遊具等） 一般競争入札 第２四半期

（仮称）別府堤外公園整備工事 別府地内 3ケ月 土木一式工事
公園整備工事A=1,403㎡(防護柵等)

指名競争入札 第２四半期

（仮称）別府井場公園ﾄｲﾚ設置工事 別府地内 4ケ月 建築一式工事
公衆ﾄｲﾚ新設工事　便器4基、浄化槽
65人槽 一般競争入札 第２四半期

中宮配水管改良工事 中宮地内 4ケ月 水道施設工事
ＨＩＶＰφ７５
 Ｌ＝５５５ｍ 一般競争入札 第２四半期

呂久クリーンセンター機能強化工事 呂久地内 6ケ月 水道施設工事
スクリーンユニット交換　１式
ＵＶ計交換　１式
水処理槽コンクリート修繕　１式

一般競争入札 第２四半期
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巣南橋補修工事 十七条地内 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

十八条橋補修工事 古橋地内 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

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

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、構造物移設工事　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

（仮称）祖父江伯母塚公園整備工事 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

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

本田基幹管路網更新工事 本田地内 5ケ月 水道施設工事
ＤＣＩＰ（GX）φ２００
 Ｌ＝３５０ｍ 一般競争入札 第３四半期

十九条幹線管路網更新工事 十九条地内 5ケ月 水道施設工事
ＤＣＩＰ（GX）φ１５０
 Ｌ＝８００ｍ 一般競争入札 第３四半期

美江寺配水管拡張工事（その２） 美江寺地内 5ケ月 水道施設工事
ＨＩＶＰφ１００
 Ｌ＝２７０ｍ 指名競争入札 第３四半期

稲里配水管拡張工事 稲里地内 4ケ月 水道施設工事
ＨＩＶＰφ７５
 Ｌ＝２１０ｍ 指名競争入札 第３四半期

特殊防火井戸新設工事 瑞穂市内 4ケ月 さく井工事
特殊防火井戸新設工  N=4ヶ所

指名競争入札 第３四半期


