
 

 

令和３年度   公共工事の発注見通しに関する事項（R3.10）第２回変更 

 建設課（土木係） Ｎｏ．１ 

 

NO. 工  事  名 
場 所 

期  間 種別 概     要 
入札・契約 入札の時期 

備   考 
（地区） 方   法 随契又は契約の時期 

 蒲生田関口線    道路改良工事    

1 道路改良工事 蒲生田 約６ヶ月 土木 L=110m 指名競争 第１四半期  

     W=6.0(16.0)m    

 負ヶ沢雨留井戸橋線    橋梁補修工事    

2 雨留井戸橋ほか補修

工事 

太郎ほか 約８ヶ月 土木 ２橋 指名競争 第２四半期  

         

 小滝最上坂線    橋梁補修工事    

3 観楽橋ほか補修工事 小滝 約８ヶ月 土木 ２橋 指名競争 第２四半期  

         

 蒲生田関口１号線    道路改良工事    

4 道路改良工事 宮内 約５ヶ月 土木 L=100m 指名競争 第２四半期  

     W=6.0～9.0m    

 若狭郷屋蒲生田線    道路改良工事    

5 道路改良工事 若狭郷屋 約５ヶ月 土木 L=50m 指名競争 第３四半期  

     W=6.0(8.0)m    

 宮崎新道線    道路改良工事    

6 道路改良工事 宮崎 約５ヶ月 土木 L=60m 指名競争 第３四半期  

     W=4.0(5.0)m    

 北山線    側溝整備工事    

7 側溝整備工事 川樋 約４ヶ月 土木 L=130m 指名競争 第 1四半期  

     U30    

 宮内中学校池黒線ほ    側溝整備工事    

8 か側溝整備工事 宮内 約５ヶ月 土木 L=150m 指名競争 第１四半期  

     U30    

 二色根中央線    道路改良工事    

9 道路改良工事 二色根 約７ヶ月 土木 L=90m 指名競争 第１四半期  

     W=6.0ｍ    

 緑町郡山線    道路改良工事    

10 側溝整備工事 赤湯 約４ヶ月 土木 L=75m 指名競争 第１四半期  

     U30    

 市役所北線ほか    舗装新設工事    

11 舗装新設工事 三間通 約３ヶ月 舗装 L=130m 指名競争 第１四半期  

  ほか   W=4.5-5.0    

 荻中央線    側溝整備工事    

12 側溝整備工事 荻 約４ヶ月 土木 L=30m 指名競争 第２四半期  

     U90    

 塩釜神社西線ほか    舗装新設工事    

13 舗装新設工事 砂塚ほか 約２ヶ月 舗装 L=325m 指名競争 第１四半期  

     W=3.0-3.5    

 石田二色根線    側溝整備工事    

14 側溝整備工事 二色根 約４ヶ月 土木 L=165m 指名競争 第２四半期  

     U40    



 

 

 建設課（土木係） Ｎｏ．２ 

 

NO

. 
工  事  名 

場 所 
期  間 種別 概     要 

入札・契約 入札の時期 
備   考 

（地区） 方   法 随契又は契約の時期 

 竹原羽付線外    側溝整備工事    

15 側溝整備工事 和田ほか 約４ヶ月 土木 L=40m、蓋整備 指名競争 第３四半期  

     U30    

 堀田線ほか    側溝整備工事    

16 側溝整備工事 椚塚 約４ヶ月 土木 L=50m 指名競争 第２四半期  

     U40    

 大堰川    水路整備工事    

17 水路整備工事 宮内 約６ヶ月 土木 L=170m 指名競争 第２四半期  

     U90    

 畑中池黒線ほか    側溝整備工事    

18 側溝整備工事 池黒 約４ヶ月 土木 L=60ｍ 指名競争 第２四半期  

     U25-40    

 舟橋ほか    暗渠改修工事    

19 暗渠改修工事 郡山ほか 約４ヶ月 土木 L=15ｍ 指名競争 第２四半期  

     □50-80    

 桜木町３号ほか    蓋設置、水路嵩    

20 側溝整備工事 三間通 約３ヶ月 土木 上工事 L=100ｍ 指名競争 第１四半期  

  ほか   U100-U40    

 元林山新田線ほか    側溝整備工事    

21 側溝整備工事 新田ほか 約３ヵ月 土木 L=100ｍ 指名競争 第３四半期  

     U30-40    

 太郎釜渡戸線    側溝整備工事    

22 側溝整備工事 太郎 約３ヵ月 土木 L=50ｍ 指名競争 第２四半期  

     U30    

 市道北山線周辺    水路整備工事    

23 浸水対策水路整備工事 川樋 約５ヵ月 土木 L=110ｍ 指名競争 第 1四半期  

     U60    

 漆山地区    水路整備工事    

24 浸水対策水路整備工事 漆山 約３ヵ月 土木 L=40ｍ 指名競争 第 1四半期  

     U40    

 長岡表町線ほか    舗装補修工事    

25 舗装補修工事 長岡ほか 約４ヵ月 舗装 L=400ｍ 指名競争 第３四半期  

     W=8.0    

 排水路整備工事    水路整備工事    

26  各地 未定 土木 未定 指名競争 第２～四半期  

         

 宮内地内    水路整備工事    

27 浸水対策工事 宮内ほか 約４ヵ月 土木 L=140ｍ 指名競争 第３四半期  

         

 蒲生田関口線    道路改良工事    

28 道路改良工事（第 2工

区） 

蒲生田 約４ヶ月 土木 L=30m 指名競争 第３四半期 （追加） 

         

         

         

         


