
平 成３０年　４月　１日

番号 入札時期 入札・契約方法 工　事　名　（ 路　線　名　等） 工 事 箇 所 工　期 工 事 種 別 工 事 概 要

1 4月 指名競争入札 浄水場設備修繕 浄水場 11ヶ月 水道施設工事
クライアントＰＣ修繕・配
水池ＮＯ２水位計修繕等

2 5月 指名競争入札 喜来小学校プールサイド貼替工事その２ 喜来小学校 2ヶ月 防水工事 プールサイド面材貼替

3 5月 指名競争入札 松茂中学校屋内消火栓ポンプ更新工事 松茂中学校 3ヶ月 消防施設工事 屋内消火栓ポンプ更新

4 5月 指名競争入札 長原幼稚園空調設備改修工事 長原幼稚園 3ヶ月 電気工事 空調設備新設

5 5月 指名競争入札 幼小中学校電話設備改修工事 町内幼小中学校 4ヶ月 電気通信工事 電話設備改修

6 6月 指名競争入札 喜来幼稚園預かり保育用トイレ改修工事 喜来幼稚園 4ヶ月 内装仕上工事 トイレ洋式化

7 6月 指名競争入札 M13八北開拓地区下水道工事
松茂町笹木野字八北
開拓

10ヶ月 水道施設工事 推進工・開削工

8 6月 指名競争入札 松茂3号線幹線下水道工事その3
松茂町笹木野字八北
開拓・満穂

10ヶ月 水道施設工事 推進工・開削工

9 6月 指名競争入札 松茂3号線幹線下水道路線変更工事
松茂町中喜来字稲本・笹
木野字八北開拓

5ヶ月 水道施設工事 推進工

10 6月 指名競争入札
公共下水道事業に伴う配水管布設替工事
（笹木野・満穂地区）１工区

松茂町笹木野・満穂 9ヶ月 水道施設工事

11 6月 指名競争入札
公共下水道事業に伴う配水管布設替工事
（笹木野・満穂地区）２工区

松茂町笹木野・満穂 9ヶ月 水道施設工事

12 6月 指名競争入札 ごみ焼却施設機械設備補修工事 第二環境センター 9ヶ月 清掃施設工事 焼却施設設備工事

13 6月 指名競争入札 粗大ごみ処理施設機械設備補修工事 第二環境センター 9ヶ月 清掃施設工事 粗大ごみ処理施設設備工事

14 6月 指名競争入札 ごみ焼却施設焼却炉補修工事 第二環境センター 9ヶ月 清掃施設工事 焼却施設設備工事

15 6月 指名競争入札 クリーンセンター解体工事 クリーンセンター 4ヶ月 解体工事 処分場施設解体工事

　　　（注１）ここに記載する内容は、平成３０年４月１日現在の予定である。
　　　　　　①実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。
　　　　　　②ここに記載されている工事が発注されない場合がある。
　　　　　　③ここに記載されていない工事が発注される場合がある。
　　　（注２）随意契約については、「入札時期」を「契約時期」と読み替えるものとする。

平成３０年度建設工事発注情報

φ200×120m、φ75×112m、
φ50×255m



平 成３０年　４月　１日

番号 入札時期 入札・契約方法 工　事　名　（ 路　線　名　等） 工 事 箇 所 工　期 工 事 種 別 工 事 概 要

16 6月 指名競争入札 クリーンセンター舗装工事 クリーンセンター 4ヶ月 舗装工事 処分場舗装工事

17 6月 指名競争入札 ごみ焼却施設切断機刃物交換等工事 第二環境センター 4ヶ月 清掃施設工事 焼却施設設備工事

18 6月 指名競争入札 し尿屎尿処理場整備工事 し尿処理場 9ヶ月 清掃施設工事 し尿処理施設設備工事

19 6月 指名競争入札 豊久排水機場設備整備工事 豊久排水機場 9ヶ月 管工事 排水機場設備工事

20 7月 指名競争入札 豊久４号線舗装改修工事 松茂町豊久 3ヶ月 舗装工事
舗装版切断工　１式、舗装版取壊工 １式
土工 １式、舗装工　A=900㎡
区画線工 1式

21 7月 指名競争入札 浄水場ろ過機等修繕 浄水場 8ヶ月 水道施設工事
ろ過機小配管修繕・濃縮槽
上端部補修等

22 7月 指名競争入札
一般国道１１号バス停改良事業に伴う配水
管布設替工事（中喜来地区）

松茂町中喜来 8ヶ月 水道施設工事 φ200×100m以下

23 7月 指名競争入札 松茂中学校武道室及び卓球室窓枠改修工事 松茂中学校 2ヶ月 防水工事 窓枠コーキング打ち替え

24 8月 指名競争入札
老朽管更新事業に伴う配水管布設替工事
（広島地区）

松茂町広島 6ヶ月 水道施設工事 φ150×235m、φ75×25m

25 8月 指名競争入札 消火栓設置等工事 松茂町広島・笹木野 6ヶ月 消防施設工事 新設１箇所、補修１箇所

26 9月 指名競争入札 松茂１６号線２号橋外１橋橋梁修繕等工事 松茂町笹木野外 5ヶ月 土木一式工事 上部工架替工 1式、支承工　１式
沓座拡幅工　1式、橋梁補修工　１式

27 9月 指名競争入札 野郷地区用排水路改修工事（１工区） 松茂町中喜来 5ヶ月 土木一式工事
構造物撤去工 １式、土工 １式
水路工　L=120m、付帯工 １式
復旧工 １式、仮設工 １式

28 9月 指名競争入札 ポンプ場機械設備等修繕工事 松茂町笹木野外 5ヶ月 管工事 機械設備等修繕　１式

29 9月 指名競争入札 福有団地ベランダ改修工事 松茂町中喜来 5ヶ月 建築一式工事 ベランダ改修工事　１式

30 12月 指名競争入札 住吉１６号線舗装改修工事 松茂町住吉 4ヶ月 舗装工事
舗装版切断工　１式、舗装版取壊工 １式
土工 １式、舗装工　A=2,040㎡
区画線工 1式

　　　（注１）ここに記載する内容は、平成３０年４月１日現在の予定である。
　　　　　　①実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。
　　　　　　②ここに記載されている工事が発注されない場合がある。
　　　　　　③ここに記載されていない工事が発注される場合がある。
　　　（注２）随意契約については、「入札時期」を「契約時期」と読み替えるものとする。
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