
工事名 工事場所 工事期間 工種 工事概要 入札方法

こども課
新見保育所空調設備更新及び屋上防水改修工事 西方 約６ヶ月 管・電気・防水

受変電設備工、幹線設備工、空調設備工、防水
工 指名競争 第３四半期

旧明新幼稚園解体工事 石蟹 約４ヶ月 とび・土木 園舎解体、倉庫解体　他 指名競争 第３四半期

農林課
平成３０年度豊永営農団地排水施設改良工事 豊永宇山 約６カ月 土木

暗渠排水工、皿型水路工、天地返し工、種子吹
付工 指名競争 第２四半期 済

平成３０年度小規模林道整備事業林道法曽吹屋線改良工事 法曽 約７カ月 土木 法面保護工 指名競争 第２四半期 済

平成３０年度林地災害復旧事業仮応急工事 坂本 約１カ月 土木 大型土のう設置、流木撤去 随意契約 第２四半期 済

商工観光課
新見千屋温泉宿泊棟エレベーター設置工事 千屋花見 約６カ月 建築 宿泊棟エレベーター設置　１式 指名競争 第１四半期 済

平成３０年度　工事発注見通し
入札時期
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建設課
市道荷出法曽井倉線道路改良工事 法曽 約４カ月 土木 Ｌ＝１４０．０ｍ　道路改良 指名競争 第1四半期 済

市道東村1号線道路改良工事 草間 約4カ月 土木 Ｌ＝１２０．０ｍ　道路改良 指名競争 第３四半期

市道位田足見線道路改良工事 唐松 約６カ月 土木 Ｌ＝７０．０ｍ　道路改良 指名競争 第1四半期 済

市道下正田線道路改良工事 正田 約６カ月 土木 Ｌ＝５０．０ｍ　道路改良 指名競争 第１四半期 済

市道大原土橋線道路改良工事 土橋 約４カ月 土木 Ｌ＝１３０．０ｍ　道路改良 指名競争 第1四半期 済

県道豊永赤馬長屋線道路改良工事 大佐田治部 約３カ月 土木 Ｌ＝３０．０ｍ　道路改良 指名競争 第１四半期 済

県道千屋実大佐線道路改良工事 大佐大井野 約５カ月 土木 Ｌ＝１５０．０ｍ　道路改良 指名競争 第1四半期 済

市道松仁子老能線道路改良工事 草間 約４カ月 土木 Ｌ＝１００．０ｍ　道路改良 指名競争 第３四半期

 市道井倉線道路改良工事  井倉  約５カ月  土木  Ｌ＝８０．０ｍ　道路改良  指名競争  第２四半期

県道千屋大佐線道路改良工事 菅生 約４カ月 土木 Ｌ＝１００．０ｍ　道路改良 指名競争 第２四半期 済

市道田元上寺元線（森ヶ平上橋）橋梁補修工事 上熊谷 約３カ月 土木 Ｌ＝１０．８ｍ　塗替塗装等　　　 　 指名競争 第２四半期 済

市道柳原吉田線（梅田橋）橋梁補修工事 神郷高瀬 約３カ月 土木 Ｌ＝１０．４ｍ　断面修復等　　　 　 指名競争 第２四半期 済

市道三角高下線（新三角高下橋）橋梁補修工事 哲西町八鳥 約３カ月 土木 Ｌ＝１０．４ｍ　断面修復等　　　 　 指名競争 第２四半期 済

市道国寄４号線道路改良工事 豊永赤馬 約４カ月 土木 Ｌ＝１３０．０ｍ　道路改良 指名競争 第３四半期

市道落合実清線道路改良工事 大佐上刑部 約４カ月 土木 Ｌ＝１００．０ｍ　道路改良 指名競争 第４四半期

市道松仁子老能線道路舗装工事 草間 約３カ月 舗装 Ｌ＝９０．０ｍ　道路舗装 指名競争 第1四半期 済

市道摺臼原線道路舗装工事 菅生 約３カ月 舗装 Ｌ＝１５０．０ｍ　道路舗装 指名競争 第１四半期 済

市道荷出法曽井倉線道路舗装工事 法曽 約３カ月 舗装 Ｌ＝１４０．０ｍ　道路舗装 指名競争 第４四半期

市道東村1号線道路舗装工事 草間 約３カ月 舗装 Ｌ＝３００．０ｍ　道路舗装 指名競争 第４四半期

県道千屋実大佐線道路舗装工事 大佐大井野 約３カ月 舗装 Ｌ＝１５０．０ｍ　道路舗装 指名競争 第４四半期

市道位田足見線道路舗装工事 唐松 約３カ月 舗装 Ｌ＝２００．０ｍ　道路舗装 指名競争 第４四半期

市道国寄４号線道路舗装工事 豊永赤馬 約３カ月 舗装 Ｌ＝２６０．０ｍ　道路舗装 指名競争 第４四半期
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上水道課
千屋簡易水道建設工事 千屋 約８カ月 水道施設 電気計装設備一式 指名競争 第１四半期 済

千屋簡易水道建設工事 千屋 約４カ月 水道施設 場内整備一式 指名競争 第２四半期 済

新砥簡易水道建設工事 哲多町田淵 約１０カ月 水道施設 活性炭ろ過装置一式 指名競争 第１四半期 済

簡易水道統合整備事業遠隔監視システム整備工事 水道給水区域 約１０カ月 水道施設 遠隔監視システム一式 指名競争 第１四半期 済

高瀬簡易水道改良事業 神郷高瀬 約８カ月 水道施設 配水管Ｌ＝４００ｍ 指名競争 第２四半期 済

 哲西簡易水道改良事業  哲西町矢田  約８カ月  水道施設  配水管Ｌ＝６９０ｍ  指名競争  第２四半期

下水道課
公共下水道事業道路舗装復旧工事 金谷・正田 約５カ月 舗装 Ｌ＝６５０．０ｍ　道路舗装 指名競争 第３四半期

公共下水道事業道路舗装復旧工事 金谷 約５カ月 舗装 Ｌ＝５００．０ｍ　道路舗装 指名競争 第３四半期

公共下水道事業道路舗装復旧工事 哲多町花木 約３カ月 舗装 Ｌ＝３００．０ｍ　道路舗装 指名競争 第３四半期

特定環境保全公共下水道事業管渠埋設工事 哲西町矢田 約５カ月 土木 Ｌ＝　６０．０ｍ　、マンホールポンプ１箇所 指名競争 第３四半期

都市整備課
市営住宅金谷団地電気設備改修工事 金谷 約６カ月 電気 電気容量拡充 指名競争 第２四半期 済

哲多支局地域振興課
平成３０年度哲多町介護老人保健施設すずらん冷暖房設備更新工事 哲多町本郷 約６カ月 電気 （空調機更新７９台、電気設備　一式） 指名競争 第１四半期 済

哲西支局地域振興課
平成３０年度　哲西荘法面復旧工事 哲西町矢田 約３カ月 とび・土工法面保護工一式 指名競争 第4四半期

平成３０年度　松ヶ迫霊園法面復旧工事 哲西町上神代 約３カ月 とび・土工法面保護工一式 指名競争 第4四半期

教育総務課
平成30年度 千屋・神郷北・神代小学校空調設備設置工事 千屋 他 約４カ月 管・電気 空調設備設置工事、電気設備工事 他 指名競争 第2四半期 済

平成30年度 草間台・塩城・刑部小学校空調設備設置工事 草間 他 約４カ月 管・電気 空調設備設置工事、電気設備工事 他 指名競争 第2四半期 済

平成30年度 萬歳・新砥・矢神・野馳小学校空調設備設置工事 哲多町矢戸 他 約４カ月 管・電気 空調設備設置工事、電気設備工事 他 指名競争 第2四半期 済

平成30年度 哲多・哲西中学校空調設備設置工事 哲多町成松 他 約４カ月 管・電気 空調設備設置工事、電気設備工事 他 指名競争 第2四半期 済

平成30年度 旧正田小学校敷地内水路付替え工事 正田 約３カ月 土木 水路付替え　Ｌ＝１００．０ｍ 指名競争 第3四半期
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生涯学習課
平成３０年度千屋公民館解体撤去工事 千屋実 約５カ月 とび・土工施設解体工事 指名競争 第3四半期

消防本部
新見消防署浴室改修工事 新見 ３ヶ月 建築 既設浴室解体１式　　ユニットバス据え付け１式 指名競争 第１四半期 済


