
令和２年度公共工事発注見通し一覧

(競争入札)

番号 工事名 工事種別 工事場所 工期 工事概要 入札予定時期 担当課

1 海田市駅エレベーター改修工事 建築工事 新町 7月
戸開走行保護装置設置　主ロープ・調速機ロープ（南口1号機）交
換等

第１四半期 都市整備課

2 海田総合公園キャンプ場入口造成工事 土木工事 東海田字蟻ヶ原 6月 伐開除根　A=7,500㎡，盛土工　V=2,300㎥ 第１四半期 都市整備課

3 海田総合公園第２期整備区域盛土造成工事 土木工事 東海田字蟻ヶ原 4月 盛土工　V=7,000㎥ 第１四半期 都市整備課

4 海田総合公園せせらぎ広場ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ改修工事 造園工事 東海田字蟻ヶ原 5月 ウッドデッキ撤去新設　A=94㎡ 第１四半期 都市整備課

5 海田総合公園せせらぎ広場ステージ改修工事 造園工事 東海田字蟻ヶ原 5月 舗装改修（人工芝張替）A=160㎡ 第１四半期 都市整備課

6 海田総合公園空調設備改修工事 電気工事 東海田字蟻ヶ原 4月 空調設備更新　3台 第１四半期 都市整備課

7 海田総合公園放送設備改修工事 電気工事 東海田字蟻ヶ原 4月 放送設備更新　1台 第１四半期 都市整備課

8 町営第２蟹原住宅大規模改修工事 建築工事 蟹原二丁目 8月
外壁塗装改修，屋根防水改修，階段室やバルコニーの床防水改
修，その他ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修等

第２四半期 都市整備課

9 町道３号線（明神町地内）舗装修繕工事 舗装工事 明神町 3月 アスファルト舗装工 A=750㎡ 第１四半期 建設課

10 町道１４号線道路修繕工事 舗装工事 窪町 6月 床版取替 L=140m，舗装工 A=470㎡ 第３四半期 建設課

11 町道２１７号線（昭和町地内）道路修繕工事 土木工事 昭和町 6月 床版取替 L=122m 第３四半期 建設課

12 町内あんしん歩行エリア修繕工事 舗装工事 東昭和町地内外 3月 グリーンライン及び側帯塗替え L=900m 第３四半期 建設課

13 町道７号線（寺迫一丁目地内）歩道整備工事 土木工事 寺迫一丁目 4月 歩道整備　Ｌ=50ｍ，Ｗ=2ｍ 第２四半期 建設課

14 町道２号線（瀬野川西踏切）道路改良工事 土木工事 中店 4月 道路改良 L=20m，W=2.5m 第１四半期 建設課

15 井手橋橋りょう修繕工事 土木工事 砂走 6月 橋りょう塗装 A=500㎡ 第２四半期 建設課

16 西中央橋橋りょう修繕工事 土木工事 三迫三丁目 6月 表面保護 A=102㎡，断面修復 A=7㎡，塗装塗替 A=32㎡ 第２四半期 建設課

17 港橋撤去等工事 土木工事 窪町 4月 橋りょう撤去 1橋，階段設置 1基 第１四半期 建設課

18 南幸町地区急傾斜地崩壊対策工事 土木工事 南幸町外 12月 重力式擁壁工 L=38m，落石防護柵工 L=38m 第１四半期 建設課

19
町道６号線，町道１３７号線（西ノ谷川，西ノ谷川支川）改修
工事

土木工事 三迫三丁目 12月 橋梁架替工 N=3箇所，護岸工 A=574㎡，道路嵩上げ工 L=100ｍ 第２四半期 建設課

20 栃木橋災害復旧工事（上部工） 土木工事 東二丁目 10月 上部工 L=8.2ｍ（W=4.2～5.2ｍ） 第３四半期 建設課

（注）工事概要，工期，入札時期等に変更がある場合があります。



令和２年度公共工事発注見通し一覧

(競争入札)

番号 工事名 工事種別 工事場所 工期 工事概要 入札予定時期 担当課

21 奥之谷川河川改修工事 土木工事 上市外 10月 水路ボックス設置工 L=70m 第２四半期 建設課

22 東海田奥之谷地内里道水路復旧工事 土木工事 東海田奥之谷 9月 ブロック積擁壁工　A=80㎡，水路工　Ｌ=3ｍ 第３四半期 建設課

23 町道３６号線災害復旧工事 土木工事 上市 10月 法面処理工 一式 第３四半期 建設課

24 瀬野川右岸排水区中筋分区雨水整備工事 土木工事 新町 6月 開削工　□2100×1000　L=73m 第３四半期 上下水道課

25 蟹原・国信取水ポンプ井浚渫工事 機械器具設置工事 蟹原一丁目 5月 蟹原取水ポンプ井外浚渫 第３四半期 上下水道課

26 昭和中町地内配水管布設替工事 水道施設工事 昭和中町 4月
φ100耐震形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 L=230ｍ
φ 80仮設ｽﾃﾝﾚｽ管　　　　L=170ｍ

第２四半期 上下水道課

27 国信浄水場改修工事（機械・電気）
機械器具設置工事

電気工事
国信二丁目 7月

国信浄水場改修工事
（機械・電気設備更新）

第２四半期 上下水道課

28 国信浄水場車庫・倉庫新築工事 建築工事 国信二丁目 3月 国信浄水場車庫・倉庫新築　Ａ＝50㎡ 第２四半期 上下水道課

29 海田小学校体育館非構造部材耐震補強等工事 建築工事 昭和中町 12月 海田小学校体育館非構造部材耐震補強等 第１四半期 学校教育課

30 海田西小学校体育館非構造部材耐震補強等工事 建築工事 南つくも町 12月 海田西小学校体育館非構造部材耐震補強等 第１四半期 学校教育課

31 海田中学校体育館放送設備改修工事 電気工事 幸町 2月 海田中学校体育館放送設備改修 第２四半期 学校教育課

32 海田中学校適応指導教室空調設備改修工事 電気工事 幸町 3月 海田中学校適応指導教室空調設備改修 第１四半期 学校教育課

33 海田西中学校サポートルーム空調設備改修工事 電気工事 南つくも町 3月 海田西中学校サポートルーム空調設備改修 第１四半期 学校教育課

34 旧千葉家住宅大手塀等修繕工事 建築工事 中店 5月 旧千葉家住宅大手塀等の修繕 第１四半期 生涯学習課

（注）工事概要，工期，入札時期等に変更がある場合があります。


