
※ 番号欄の番号は、変更区分が「変更」及び「取止め」の場合は４月に公表した際の番号を、「追加」の場合は新たな番号を付しています。
変更区分が「変更」の場合、「下線」のある箇所が変更した事項です。

番
号

工事名 工事場所 工期 工事の種類 概　　　　　要
入札及び契約

の方法
入札（契約）

の時期
変更
区分

担当課

【変更、取止め】

8 唐笠柳線道路整備工事 大字唐笠柳地内 ３ヶ月 土木一式
舗装工一式、路盤工一式、排水工一式
Ｌ＝３0ｍ　W＝6.0ｍ

指名競争入札 第１四半期 取止め 土木課

13
中の島ブリッジパーク等大
規模改修（建築）工事

十三土佐地内 ３ヶ月 建築一式
地域活性化センター、ロマネスクドーム、
四阿、アスレチック、公園トイレ、キャンプ
場等改修工事一式

指名競争入札 第３四半期 変更 観光物産課

16
排雪ステーション建設（消
雪井戸ポンプ小屋建築）
工事

中央４丁目地内 ６ヶ月 建築一式
木造平屋建て　延べ床面積A=13.2㎡
上記建設工事における建築一式

指名競争入札 第１四半期 取止め 土木課

53 市浦地区舗装補修工事 市内一円 ３ヶ月 舗装 舗装工一式、　 Ｌ＝500ｍ 指名競争入札 第１四半期 取止め 土木課

57
排雪ステーション建設（消
雪井戸）工事

中央４丁目地内 ６ヶ月 さく井 さく井工H=140ｍ、揚水設備工、配管工 指名競争入札 第１四半期 取止め 土木課

64
水野尾地区配水管布設
工事

大字水野尾地内 ３ヶ月 水道施設 配水管布設工ＰＰφ50　Ｌ＝120ｍ 指名競争入札 第１四半期 取止め 水道課

66
新庁舎アクセス道路整備
工事

字布屋町地内 ４ヶ月 土木一式
舗装工一式、路盤工一式、側溝工一式
 Ｌ＝90ｍ、W=12.5ｍ

指名競争入札 第３四半期 変更 土木課

68 下村１号線道路整備工事 相内地内 ３ヶ月 土木一式
土工一式、舗装工一式、擁壁工一式
L=60m

指名競争入札 第３四半期 変更 市浦総合支所

69
中崎幹線（中崎橋）迂回
路設置工事

大字毘沙門地内 ４ヶ月 土木一式
迂回路設置工（土工、路盤工、舗装工、
仮橋架設工、旧橋撤去工）一式　Ｌ＝
115m

一般競争入札 第３四半期 変更 土木課

70
長富１号線（長富橋）迂回
路設置工事

大字長富地内 ４ヶ月 土木一式
迂回路設置工（土工、路盤工、舗装工、
仮橋架設工、旧橋撤去工）一式　Ｌ＝
125m

一般競争入札 第３四半期 変更 土木課

71
毘沙門・共栄線（毘沙門・
共栄１号橋）迂回路設置
工事

大字毘沙門地内 ４ヶ月 土木一式
迂回路設置工（土工、路盤工、舗装工、
仮橋架設工、旧橋撤去工）一式　Ｌ＝86m

一般競争入札 第３四半期 変更 土木課

76
中部枝線管渠築造L16工
区工事

中央六丁目地内 ３ヶ月 土木一式
管路　延長L=100ｍ　推進工法
管きょ工　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200mm

指名競争入札 第３四半期 変更 下水道課

77
中部枝線管渠築造L17工
区工事

中央六丁目地内 ３ヶ月 土木一式
管路　延長L=140ｍ　開削工法
管きょ工　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200mm

指名競争入札 第２四半期 取止め 下水道課

79
西部枝線下水道施設移
設２工区工事

寺町地内 ３ヶ月 土木一式 取付管およびます工　15箇所 指名競争入札 第３四半期 変更 下水道課

81
派立橋下水管渠布設工
事

相内地内 ３ヶ月 土木一式
管路 延長L=38ｍ 橋梁添架及び開削工
法
管きょ工　ステンレス管75mm

指名競争入札 第４四半期 変更 下水道課

100
駅東部４９号線他道路整
備工事

字一ツ谷外地内 ３ヶ月 舗装
舗装工一式
L=370m　Ｗ＝5.0ｍ

指名競争入札 第３四半期 変更 土木課

101
寺町地区配水管布設替
工事

字寺町地内 ６ヶ月 水道施設
配水管布設替工ＤＩＰφ１50　Ｌ＝50ｍ
給水管切替工一式

指名競争入札 第３四半期 変更 水道課

108
布屋町地区配水管布設
工事

字布屋町地内 ３ヶ月 水道施設 配水管布設替工ＤＩＰφ75　Ｌ＝100ｍ 指名競争入札 第２四半期 取止め 水道課

【追加】

130
南部第１雨水幹線整備工
事

大字姥萢地内 ３ヶ月 土木一式 排水工　L=40.0ｍ 指名競争入札 第３四半期 追加 土木課

131
脇元海辺ふれあいゾーン
大規模改修工事

脇元野脇地内 ３ヶ月 建築一式
鰊御殿、サマーハウス、バンガロー等改
修工事一式

指名競争入札 第３四半期 追加 観光物産課

132
中の島ブリッジパーク大規
模改修（電気）工事

十三土佐地内 ３ヶ月 電気
地域活性化センター、ロマネスクドーム、
ケビンハウス、キュービクル等改修工事一
式

指名競争入札 第３四半期 追加 観光物産課

133
中の島ブリッジパーク大規
模改修（機械）工事

十三土佐地内 ３ヶ月 管
地域活性化センター、公園トイレ、ケビン
ハウス等改修工事一式

指名競争入札 第３四半期 追加 観光物産課

134 栄町地区管渠築造工事 栄町地内 ４ヶ月 土木一式
管路　延長L=40ｍ　開削工法
管きょ工　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200mm

指名競争入札 第３四半期 追加 下水道課

135
一ツ谷地区外管渠築造工
事

一ッ谷外地内 ３ヶ月 土木一式
管路　延長100ｍ　開削工法
管きょ工　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200mm

指名競争入札 第３四半期 追加 下水道課

136
中部枝線管渠築造Ｌ10工
区工事

中央五丁目地内 ４ヶ月 土木一式
管路　延長50ｍ　開削・推進工法
管きょ工　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200mm

指名競争入札 第３四半期 追加 下水道課

146
中部枝線管渠築造K９工
区工事

中央六丁目地内 ３ヶ月 土木一式
管路　延長L=122ｍ　開削工法
管きょ工　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200mm

指名競争入札 第４四半期 追加 下水道課

147
中部枝線管渠築造Ｌ11工
区工事

中央五丁目地内 ３ヶ月 土木一式
管路　延長90ｍ　開削工法
管きょ工　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200mm

指名競争入札 第４四半期 追加 下水道課

※№135、136、147については誤記載のため、見え消しで訂正しました。（平成28年11月7日）
※№137～145までについては、今年度着工しない工事又は未定の工事のため削除しました。（平成28年11月14日）
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