
平 成３１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 松茂小学校職員玄関改修工事 松茂小学校 ４ヶ月 建築一式工事 防音扉改修一式

2 ４月 指名競争入札 町内小学校ブロック塀改修工事
松茂小学校・喜来小
学校・長原小学校

５ヶ月
タイル・れんが・
ブロック工事

ブロック塀改修一式

3 ５月 指名競争入札 取水塔・水管橋耐震化工事 松茂町広島 ９ヶ月 水道施設工事 耐震補強工事

4 ５月 指名競争入札 浄水場フェンス設置工事 浄水場 ５ヶ月 土木一式工事 L=128.5m

5 ５月 指名競争入札 町営住宅水道メーター取替工事 松茂町笹木野 ３ヶ月 水道施設工事 メーター取替　１式

6 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）

松茂町笹木野・満穂 ９ヶ月 水道施設工事
φ200L=136mφ75L=103.2mφ
50L=218m

7 ６月 指名競争入札 浄水場設備修繕 浄水場 ７ヶ月 水道施設工事
無停電電源装置修繕・エア
コン増設・PLC装置修繕

8 ６月 指名競争入札 松茂小学校運動場防球ネット拡張工事 松茂小学校 ３ヶ月 建築一式工事 防球ネット設置一式

9 ６月 指名競争入札 松茂中学校駐輪場改修工事 松茂中学校 ３ヶ月 建築一式工事 駐輪場改修一式

10 ６月 指名競争入札 M13八北開拓地区下水道工事その2 笹木野字八北開拓 １０ヶ月 水道施設工事 推進・開削

11 ６月 指名競争入札 M13八北開拓地区下水道工事その3
笹木野字八北開拓・
満穂字満穂開拓

１０ヶ月 水道施設工事 推進・開削

12 ６月 指名競争入札 東部児童クラブ下水道接続工事 東部児童クラブ ３ヶ月 水道施設工事 下水道接続工事

13 ６月 指名競争入札 中喜来７９号線外舗装工事 松茂町中喜来外 ４ヶ月 舗装工事
舗装工　A＝2000㎡
仮設工　１式

14 ６月 指名競争入札 松茂町役場立体駐車場整備工事 松茂町役場 １０ヶ月 建築一式工事 立体駐車場の建設

15 ６月 指名競争入札 松茂町役場議場音響設備更新工事 松茂町役場 １０ヶ月 機械器具設置工事 音響設備の更新

　　　（注１）ここに記載する内容は、平成３１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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16 ７月 指名競争入札 水路土揚場等整備工事 松茂町全域 ３ヶ月 土木一式工事
張コンクリート工　１式
防草シート設置工　１式

17 ７月 指名競争入札 町営住宅階段手摺設置工事 松茂町笹木野 ４ヶ月 建築一式工事 設備工事　１式

18 ８月 指名競争入札 長原２３号線道路整備工事 松茂町長原 ５ヶ月 土木一式工事 道路土工　１式、擁壁工　１式
舗装工　１式、構造物撤去工　１式

19 ８月 指名競争入札 松茂４号線外道路改良工事 松茂町住吉外 ５ヶ月 土木一式工事 床版工　１式、舗装工　１式
構造物撤去工　１式

20 ８月 指名競争入札 福有団地下水道接続工事 松茂町笹木野 ５ヶ月 管工事
土工　１式　配管工　１式
構造物撤去工　１式

21 ８月 指名競争入札 松茂児童クラブ施設増築工事 松茂児童クラブ ６ヶ月 建築一式工事 施設増築工事

22 ９月 指名競争入札 宮前地区樋門改修工事 松茂町中喜来 ３ヶ月 土木一式工事 構造物取壊し工　１式、水門据付工　１式
水門受台工　１式、平張工　１式

23 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

24 ９月 指名競争入札 野郷地区用排水路改修工事（２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=60m、付帯工 １式
復旧工 １式、仮設工 １式

25 ９月 指名競争入札 松茂１７号線２号橋外橋梁修繕工事 松茂町笹木野外 ５ヶ月 土木一式工事 橋梁架替工 1式
橋梁補修工　１式

26 ９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
φ150L=140mφ100L=125mφ
75L=16m　消火栓１基

27 １０月 指名競争入札
松茂17号線2号橋架け替えによる配水管
布設替工事（笹木野地区）

松茂町笹木野 ５ヶ月 水道施設工事 φ75L=18m

28 １０月 指名競争入札 防犯カメラ設置工事 松茂町内 ４ヶ月 機械器具設置工事 防犯カメラの設置

29 １０月 指名競争入札 第二団地５号線外舗装工事 松茂町広島外 ４ヶ月 舗装工事
舗装工　A＝2000㎡
仮設工　１式

30 １２月 指名競争入札 松茂３号線舗装改修工事 松茂町中喜来 ３ヶ月 舗装工事 舗装版切断工　１式、舗装工　A=3,000㎡
区画線工 1式

　　　（注１）ここに記載する内容は、平成３１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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