
※入札・契約の方法は設計金額の変動により変更することがあります。
※予算の都合上発注を取りやめることがあります。

番
号

工事名 工事場所 工期
工事の種

類
概　　　　　要

入札・契約
の方法※

発注時期 担当課

1
田川地区排水路整備6工区
工事

大字田川地内 約3ヶ月 土木一式 排水構造物工 L=84m 指名競争入札 令和3年5月 土木課

2
長富1号線(長富橋)上部工
設置工事

大字長富地内 約10ヶ月 土木一式 上部工一式､護岸工一式､河川土工一式 一般競争入札 令和3年5月 土木課

3
下平井町地区管渠築造工
事

字下平井町地内 約3ヶ月 土木一式
管路 延長L=50m 開削工法        
管きょ工 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200㎜

指名競争入札 令和3年5月 下水道課

4
姥萢地区管渠築造5工区工
事

大字姥萢字船橋地
内

約4ヶ月 土木一式
管路 延長L=166m 開削工法        
管きょ工 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200㎜

指名競争入札 令和3年5月 下水道課

5
姥萢地区管渠築造6工区工
事

大字姥萢字船橋地
内

約4ヶ月 土木一式
管路 延長L=173m 開削工法        
管きょ工 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200㎜

指名競争入札 令和3年5月 下水道課

6
沖飯詰地区排水路整備工
事

大字沖飯詰地内 約3ヶ月 土木一式 排水構造物工 L=62m 指名競争入札 令和3年6月 土木課

7
船橋地区排水路整備2工区
工事

大字姥萢地内 約3ヶ月 土木一式 排水構造物工 L=75m 指名競争入札 令和3年6月 土木課

8
相内地区道路整備5工区工
事

相内地内 約5ヶ月 土木一式 排水構造物工 L=258m 指名競争入札 令和3年6月 土木課

9
中崎幹線(中崎橋)下部工設
置工事

大字毘沙門地内 約9ヶ月 土木一式
仮桟橋工一式､旧橋橋台撤去工一式､新
橋橋台設置工一式､仮締切工一式

一般競争入札 令和3年6月 土木課

10
石岡藤巻地区排水路整備3
工区工事

大字石岡地内 約4ヶ月 土木一式 大型水路工 L=45m 指名競争入札 令和3年7月 土木課

11 小曲地区道路整備工事 大字小曲地内 約3ヶ月 土木一式 排水構造物工 L=65m 指名競争入札 令和3年7月 土木課

12 旧漆川団地道路整備工事 大字漆川地内 約5ヶ月 土木一式
舗装工一式､路盤工一式､側溝工一式    
L=210m､W=6m

指名競争入札 令和3年7月 土木課

13
七ﾂ館地区排水路整備3工
区工事

大字七ツ館地内 約4ヶ月 土木一式 大型水路工 L=103m 指名競争入札 令和3年7月 土木課

14 漆川地区道路整備工事 大字漆川地内 約5ヶ月 土木一式 排水構造物工 L=155m 指名競争入札 令和3年8月 土木課

15
田園町地区排水路整備2工
区工事

大字石岡地内 約3ヶ月 土木一式 排水構造物工 L=250m 指名競争入札 令和3年9月 土木課

16
新宮団地市営住宅(1工区)
屋外付帯(通路･駐車場･緑
地)工事

若葉三丁目地内 約6ヶ月 土木一式
新宮団地の通路･駐車場･側溝及び緑地
整備工事一式

指名競争入札 令和3年9月 建築住宅課

17
新宮団地市営住宅(2工区)
屋外付帯(通路･駐車場･緑
地)工事

若葉一丁目地内 約6ヶ月 土木一式
新宮団地の通路･駐車場･側溝及び緑地
整備工事一式

指名競争入札 令和3年9月 建築住宅課

18
新宮団地市営住宅屋外付
帯(児童遊園)工事

若葉一丁目地内 約6ヶ月 土木一式
新宮団地の児童遊園及び団地案内板
整備工事一式

指名競争入札 令和3年9月 建築住宅課

19
姥萢地区管渠築造7工区工
事

大字姥萢字船橋地
内

約4ヶ月 土木一式
管路 延長L=199m 開削工法        
管きょ工 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200㎜

指名競争入札 令和3年9月 下水道課

20
姥萢地区管渠築造8工区工
事

大字姥萢字船橋地
内

約4ヶ月 土木一式
管路 延長L=181m 開削工法        
管きょ工 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200㎜

指名競争入札 令和3年9月 下水道課

21 一ﾂ谷地区管渠築造工事 字一ツ谷地内 約3ヶ月 土木一式
管路 延長L=66m 開削工法        
管きょ工 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200㎜

指名競争入札 令和3年9月 下水道課

22
南部第1雨水幹線築造1の7
工区工事

大字姥萢地内 約4ヶ月 土木一式 大型水路工 L=36m 指名競争入札 令和3年10月 土木課

23 金木観光物産館外部工事
金木町朝日山195
番地2

約9ヶ月 建築一式 外壁塗装､外廊天井張り替え等 指名競争入札 令和3年5月 観光物産課

24 金木観光物産館内部工事
金木町朝日山195
番地2

約9ヶ月 建築一式 内装貼り替え､模様替 指名競争入札 令和3年5月 観光物産課

25
新宮団地市営住宅(№3号
棟)建替建設(建築)工事

若葉三丁目地内 約5ヶ月 建築一式
木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建)延床面積
195.83㎡1棟の建築工事一式

一般競争入札 令和3年5月 建築住宅課

26
新宮団地市営住宅(№4号
棟)建替建設(建築)工事

若葉三丁目地内 約5ヶ月 建築一式
木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 4戸建)延床面積
261.11㎡1棟の建築工事一式

一般競争入札 令和3年5月 建築住宅課

令和３年度工事発注見通し一覧表（予定価格250万円以上）
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27
新宮団地市営住宅(№26号
棟)建替建設(建築)工事

若葉一丁目地内 約5ヶ月 建築一式
木造平家建(3LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建)延床面積
161.19㎡1棟及びｺﾞﾐ置場1棟の建築工
事一式

一般競争入札 令和3年5月 建築住宅課

28
新宮団地市営住宅(№27号
棟)建替建設(建築)工事

若葉一丁目地内 約5ヶ月 建築一式
木造平家建(3LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建)延床面積
161.19㎡1棟の建築工事一式

一般競争入札 令和3年5月 建築住宅課

29
金木小学校大規模改造(校
舎)Ⅰ期工事

金木町芦野地内 約10ヶ月 建築一式 校舎(建築､機械設備工事) 一般競争入札 令和3年5月 教育総務課

30
金木小学校大規模改造(屋
内運動場)Ⅰ期工事

金木町芦野地内 約10ヶ月 建築一式 屋内運動場(建築､機械設備工事) 一般競争入札 令和3年5月 教育総務課

31
富士見団地市営住宅(№3号
棟)屋根外壁改修工事

蓮沼地内 約6ヶ月 建築一式
RC造4階建(18戸建)延床面積1587.13㎡
1棟の屋根外壁改修工事一式

一般競争入札 令和3年7月 建築住宅課

32
富士見団地市営住宅(№5号
棟)屋根外壁改修工事

蓮沼地内 約6ヶ月 建築一式
RC造3階建(24戸建)延床面積2116.80㎡
1棟の屋根外壁改修工事一式

一般競争入札 令和3年7月 建築住宅課

33
富士見団地市営住宅(№9号
棟)屋根外壁改修工事

蓮沼地内 約6ヶ月 建築一式
RC造4階建(24戸建)延床面積2086.14㎡
1棟の屋根外壁改修工事一式

一般競争入札 令和3年7月 建築住宅課

34
富士見団地市営住宅(№13
号棟)屋根外壁改修工事

蓮沼地内 約6ヶ月 建築一式
RC造4階建(32戸建)延床面積2842.22㎡
1棟の屋根外壁改修工事一式

一般競争入札 令和3年7月 建築住宅課

35
七和配水池大規模改修工
事

大字原子地内 約6ヶ月 建築一式
外壁塗装一式､屋上防水工一式､足場一
式

一般競争入札 令和3年7月 浄水管理室

36
菊ヶ丘運動公園ﾄｲﾚ新築工
事

字不魚住地内 約4ヶ月 建築一式
建築工事一式 木造 平家建 延床面積
50㎡程度

指名競争入札 令和3年10月 公園管理課

37
補助林道改良(脇元割長根
線)工事

磯松磯松山地内 約3ヶ月
とび・土工・
コンクリート

法面整形工､植生工
L=71m､A=347m2

指名競争入札 令和3年6月 農林水産課

38
金木観光物産館機電気設
備工事

金木町朝日山１９５
番地２

約9ヶ月 電気 高圧受電設備新設等 指名競争入札 令和3年5月 観光物産課

39 菊ヶ丘公園街路灯新設工事 字不魚住地内 約6ヶ月 電気 防犯灯建込み工事　4基 指名競争入札 令和3年5月 土木課

40
新宮団地市営住宅(№3号
棟)建替建設(電気設備)工事

若葉三丁目地内 約5ヶ月 電気
木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建)延床面積
195.83㎡1棟の電気設備工事一式

指名競争入札 令和3年5月 建築住宅課

41
新宮団地市営住宅(№4号
棟)建替建設(電気設備)工事

若葉三丁目地内 約5ヶ月 電気
木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 4戸建)延床面積
261.11㎡1棟の電気設備工事一式

指名競争入札 令和3年5月 建築住宅課

42
新宮団地市営住宅(№26号
棟)建替建設(電気設備)工事

若葉一丁目地内 約5ヶ月 電気
木造平家建(3LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建)延床面積
161.19㎡1棟の電気設備工事一式

指名競争入札 令和3年5月 建築住宅課

43
新宮団地市営住宅(№27号
棟)建替建設(電気設備)工事

若葉一丁目地内 約5ヶ月 電気
木造平家建(3LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建)延床面積
161.19㎡1棟の電気設備工事一式

指名競争入札 令和3年5月 建築住宅課

44
工業用水道電気･計装設備
更新工事

大字毘沙門地内 約18ヶ月 電気
受変電設備一式､運転操作設備一式､中
央監視設備一式､ﾃﾚﾒｰﾀ設備一式

一般競争入札 令和3年7月 浄水管理室

45
十三地区MP操作盤等  更新
工事

十三地内 約6ヶ月 電気
操作盤設置工4面､ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱4本､
通報装置6箇所､水位計6箇所､ﾌﾛｰﾄ6箇
所

一般競争入札 令和3年9月 下水道課

46
金木観光物産館機械設備
工事

金木町朝日山１９５
番地２

約9ヶ月 管
冷暖房設備、水洗便所設備、プレハブ
冷蔵庫等

指名競争入札 令和3年5月 観光物産課

47
金木観光物産館厨房設備
工事

金木町朝日山１９５
番地２

約9ヶ月 管 厨房設備、スーパーケース等 指名競争入札 令和3年5月 観光物産課

48
新宮団地市営住宅(№3号
棟)建替建設(機械設備)工事

若葉三丁目地内 約5ヶ月 管
木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建)延床面積
195.83㎡1棟の機械設備工事一式

指名競争入札 令和3年5月 建築住宅課

49
新宮団地市営住宅(№4号
棟)建替建設(機械設備)工事

若葉三丁目地内 約5ヶ月 管
木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 4戸建)延床面積
261.11㎡1棟の機械設備工事一式

指名競争入札 令和3年5月 建築住宅課

50
新宮団地市営住宅(№26号
棟)建替建設(機械設備)工事

若葉一丁目地内 約5ヶ月 管
木造平家建(3LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建)延床面積
161.19㎡1棟の機械設備工事一式

指名競争入札 令和3年5月 建築住宅課

51
新宮団地市営住宅(№27号
棟)建替建設(機械設備)工事

若葉一丁目地内 約5ヶ月 管
木造平家建(3LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建)延床面積
161.19㎡1棟の機械設備工事一式

指名競争入札 令和3年5月 建築住宅課

52 栄小学校ﾄｲﾚ改修工事
大字姥萢字船橋地
内

約2ヶ月 管
校舎及び体育館 和式ﾄｲﾚ30ヶ所洋式化
改修工事一式

指名競争入札 令和3年11月 教育総務課
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53 松島小学校ﾄｲﾚ改修工事
大字米田字八ツ橋
地内

約2ヶ月 管
校舎及び体育館 和式ﾄｲﾚ12ヶ所洋式化
改修工事一式

指名競争入札 令和3年11月 教育総務課

54
姥萢14号線外道路整備その
1工事

大字姥萢地内 約4ヶ月 舗装 舗装工 L=390m 指名競争入札 令和3年5月 土木課

55 鎌谷町･米田線舗装工事 字鎌谷町地内 約3ヶ月 舗装
舗装工一式､路盤工一式 L=450m､
W=7m

指名競争入札 令和3年5月 土木課

56 田川･幾世森線舗装工事 大字新宮地内 約3ヶ月 舗装
舗装工一式､路盤工一式 L=200m､
W=7m

指名競争入札 令和3年5月 土木課

57 湊･寺町線舗装工事 字蓮沼地内 約3ヶ月 舗装 舗装工一式､路盤工一式L=400m､W=6m 指名競争入札 令和3年7月 土木課

58
姥萢14号線外道路整備その
2工事

大字姥萢地内 約5ヶ月 舗装 舗装工 L=390m 指名競争入札 令和3年9月 土木課

59 菅原4線道路改良工事 金木町嘉瀬地内 約3ヶ月 舗装
舗装工一式､路盤工一式 L=300m､
W=6~7m

一般競争入札 令和3年9月 土木課

60
交通安全施設区画線設置
工事

市内一円 約3ヶ月 塗装 区画線工 一式 指名競争入札 令和3年5月 土木課

61
松島小学校屋上防水改修
工事

大字米田字八ツ橋
地内

約3ヶ月 防水 校舎屋上1,293㎡の防水改修工事 指名競争入札 令和3年8月 教育総務課

62
藻川地区汚水処理場施設
更新工事

大字藻川地内 約3ヶ月 水道施設 原水ﾎﾟﾝﾌﾟ1台､水中攪拌ﾎﾟﾝﾌﾟ1台 指名競争入札 令和3年6月 下水道課

63
蒔田地区汚水処理場施設
更新工事

金木町蒔田地内 約3ヶ月 水道施設 水中ﾐｷｻ1台､流量調整ﾎﾟﾝﾌﾟ1台 指名競争入札 令和3年6月 下水道課

64
みどり町二丁目地区配水管
布設替1工区工事

みどり町二丁目地
内

約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ75 L=450.0m 指名競争入札 令和3年7月 水道課

65
みどり町二丁目地区配水管
布設替2工区工事

みどり町二丁目地
内

約4ヶ月 水道施設
配水管布設替工DIPφ75~100 
L=360.0m

指名競争入札 令和3年7月 水道課

66
みどり町八丁目地区配水管
布設替工事

みどり町八丁目地
内

約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ150 L=300.0m 指名競争入札 令和3年7月 水道課

67
若葉地区配水管布設替工
事

若葉地内 約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ75 L=220.0m 指名競争入札 令和3年7月 水道課

68 長富橋配水管布設替工事 大字長富地内 約7ヶ月 水道施設 配水管布設替工SUSφ150 L=30.0m 一般競争入札 令和3年8月 水道課

69
藤枝3線橋配水管布設替工
事

金木町川倉地内 約7ヶ月 水道施設 配水管布設替工SUSφ250 L=20.0m 一般競争入札 令和3年8月 水道課

70
川倉地区配水管布設替工
事

金木町川倉地内 約4ヶ月 水道施設
配水管布設替工DIPφ75~100 
L=330.0m

指名競争入札 令和3年9月 水道課

71
十三地区汚水処理施設更
新工事

十三地内 約5ヶ月 水道施設 ﾌﾞﾛﾜ1台､可搬式汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ1台 指名競争入札 令和3年10月 下水道課

72
みどり町七丁目地区配水管
布設替1工区工事

みどり町七丁目地
内

約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ75 L=270.0m 指名競争入札 令和4年2月 水道課

73
みどり町七丁目地区配水管
布設替2工区工事

みどり町七丁目地
内

約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ75 L=590.0m 一般競争入札 令和4年2月 水道課

74
みどり町八丁目地区配水管
布設替1工区工事

みどり町八丁目地
内

約4ヶ月 水道施設
配水管布設替工DIPφ75~100 
L=230.0m

指名競争入札 令和4年2月 水道課

75
みどり町八丁目地区配水管
布設替2工区工事

みどり町八丁目地
内

約4ヶ月 水道施設
配水管布設替工DIPφ75~100 
L=200.0m

指名競争入札 令和4年2月 水道課

76
若葉地区配水管布設替工
事

若葉地内 約4ヶ月 水道施設
配水管布設替工DIPφ75 L=360.0m PP
φ50 L=50.0m

指名競争入札 令和4年2月 水道課

77
朝日山地区配水管布設替1
工区工事

金木町朝日山地内 約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ100 L=200.0m 指名競争入札 令和4年2月 水道課

78
朝日山地区配水管布設替2
工区工事

金木町朝日山地内 約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ100 L=200.0m 指名競争入札 令和4年2月 水道課
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79
川倉地区配水管布設替1工
区工事

金木町川倉地内 約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ150 L=220.0m 指名競争入札 令和4年2月 水道課

80
川倉地区配水管布設替2工
区工事

金木町川倉地内 約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ150 L=240.0m 指名競争入札 令和4年2月 水道課

81
新宮団地市営住宅解体(1工
区)工事

若葉一丁目地内 約3ヶ月 解体
№40号棟CB造平家建(4戸建)､№42号棟
CB造平家建(4戸建)､№43号棟CB造2階
建(2戸建)ほか解体工事一式

指名競争入札 令和3年6月 建築住宅課

82
新宮団地市営住宅解体(2工
区)工事

若葉二丁目地内 約3ヶ月 解体
№49号棟CB造平家建(2戸建)1棟､№50
号棟CB造平家建(6戸建)1棟､物置4棟及
び増築部分の解体工事一式

指名競争入札 令和3年6月 建築住宅課

83
菊ヶ丘運動公園大型遊具･
既設ﾄｲﾚ解体工事

字不魚住地内 約2ヶ月 解体 遊具撤去､既設ﾄｲﾚ解体工事一式 指名競争入札 令和3年7月 公園管理課

84 旧松が丘児童館解体工事 大字松野木地内 約3ヶ月 解体
木造平家建 延床面積197.08㎡
上記建築物の解体工事一式

指名競争入札 令和3年8月 管財課

85 旧保健ｾﾝﾀｰ金木解体工事 金木町朝日山地内 約5ヶ月 解体
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建一部木造平家建 
延床面積553.94㎡､外構の解体工事一
式

指名競争入札 令和3年8月 管財課

86
金木総合支所車庫及び車
庫兼物置解体工事

金木町朝日山地内 約2ヶ月 解体
鉄骨造平家建 延床面積97.98㎡､鉄骨
造平家建 延床面積137.14㎡､外構の解
体工事一式

指名競争入札 令和3年8月 管財課


