
 

平成２８年度 井原市の発注見通しの公表について（10 月 1日以降） 
 

 

｢公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律｣第７条並びに｢公共工事の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律施行令｣第５条における公共工事の発注の見通しの公表に関する規定によ

り、建設工事に係る発注見通しを公表します。 

 

本表は 10 月 1日以降の発注見通しであり、4月 1日付けで公表した発注見通しの内、未発注の工

事も含めて公表しており、内容の変更なく再公表した工事については「再掲」、内容を変更して再公

表した工事については「変更」と備考欄に記載しています。 

また、備考欄に「追加」と記載している工事は、4月 1日付けで公表した発注見通しには無かった

工事になります。 

 

なお、公表する内容は公表する時点における発注の見通しであり、公表した後に変更又は追加する

場合があります。 



発注

時期

工種 発注方法 工事名 工事場所 工事概要

工事

期間

担当課 備考

第3 土木一式 指名競争入札 道路修繕工事（農道　浜田１号線）

東江原町東平井

Ｌ=20．0ｍ　Ｗ=3．0ｍ 90日 農林課 「変更」

第3 土木一式 指名競争入札 道路修繕工事（市道 梶江佐原線） 芳井町与井 L=60ｍ、W=6ｍ 110日 都市建設課 「変更」

第3 土木一式 指名競争入札

道路修繕工事（市道 相原池矢之側線）

大江町 L=30ｍ、W=4～5ｍ 100日 都市建設課 「変更」

第3 土木一式

制限付一般競争入札
道路改良工事（市道 木之子中学校福当２号線）

木之子町 L=134ｍ、W=5ｍ 150日 都市建設課 「変更」

第3 土木一式

制限付一般競争入札

道路改良工事（市道 相谷稗原線） 稗原町 L=120ｍ、W=5ｍ 160日 都市建設課 「変更」

第3 土木一式

制限付一般競争入札

埋立処分地整備工事（池谷残土処理場）

芳井町池谷 A=4.0ha 150日 都市建設課 「変更」

第3 土木一式 指名競争入札

道路修繕工事（二種市道　布東２号線）

美星町大倉 Ｌ=60．0ｍ　Ｗ=3．0ｍ 100日 農林課 「変更」

第3 土木一式

制限付一般競争入札

道路改良工事（市道 岩倉下稲木１号線）

岩倉町 L=70ｍ、W=5ｍ 135日 都市建設課 「変更」

工種：土木一式工事

平成28年度　発注工事予定表（２回目）

第3 土木一式

制限付一般競争入札

道路改良工事（市道 岩倉下稲木１号線）

岩倉町 L=70ｍ、W=5ｍ 135日 都市建設課 「変更」

第3 土木一式

制限付一般競争入札

道路改良工事（市道 西ノ谷入田線）
上稲木町 L=98ｍ、W=5ｍ 160日 都市建設課 「変更」

第3 土木一式

制限付一般競争入札

道路改良工事（二種市道　淀奥大谷線）

門田町淀 Ｌ=120．0ｍ　Ｗ=4．0ｍ 135日 農林課 「再掲」

第3 土木一式 指名競争入札

道路修繕工事（二種市道　中原菅田線）

門田町菅田 Ｌ=70．0ｍ　Ｗ=3．0ｍ 100日 農林課 「再掲」

第3 土木一式 指名競争入札 道路修繕工事（市道 木之子線） 木之子町 L=30ｍ、W=5ｍ 100日 都市建設課 「再掲」

第3 土木一式 指名競争入札 道路修繕工事（市道 向山立岩線） 木之子町 L=20ｍ、W=3.5ｍ 100日 都市建設課 「再掲」

第3 土木一式

制限付一般競争入札

道路改良工事（市道 米持平井線） 東江原町 L=84ｍ、W=5.5ｍ 140日 都市建設課 「変更」

第3 土木一式 指名競争入札

道路修繕工事（二種市道　飯名外川原線）

芳井町梶江 Ｌ=50．0ｍ　Ｗ=3．0ｍ 115日 農林課 「再掲」

第3 土木一式 指名競争入札 道路防災工事（市道 三沢２号線） 美星町黒忠 L=30ｍ、W=7ｍ 110日 都市建設課 「変更」



発注

時期

工種 発注方法 工事名 工事場所 工事概要

工事

期間

担当課 備考

工種：土木一式工事

平成28年度　発注工事予定表（２回目）

第3 土木一式 指名競争入札

道路修繕工事（市道 平松長草線②）

美星町星田 L=100ｍ、W=6ｍ 105日 都市建設課 「再掲」

第3 土木一式

制限付一般競争入札

下水路修繕工事（山王雨水幹線）

上出部町四季が丘

L=50ｍ、底W=1.1ｍ 160日 都市建設課 「追加」

第3 土木一式

制限付一般競争入札

道路災害復旧工事（市道　岩野池ノ内線）

井原町岩野 L=21.0ｍ、W=3.5～4.0ｍ 120日 都市建設課 「追加」

第3 土木一式 指名競争入札

道路災害復旧工事（市道　宇内塚線）

芳井町川相 L=10.0ｍ、W=4.1～4.2ｍ 75日 都市建設課 「追加」

第3 土木一式 指名競争入札 道路災害復旧工事（市道　鳴谷線） 芳井町花滝 L=5.0ｍ、W=4.1～4.2ｍ 75日 都市建設課 「追加」

第3 土木一式 指名競争入札

道路災害復旧工事（市道　平谷矢谷線）

美星町星田 L=13.0ｍ、W=3.4～3.6ｍ 75日 都市建設課 「追加」

第3 土木一式 指名競争入札

道路災害復旧工事（2種市道　淀西2号線）

門田町淀 L=13.0ｍ、W=3.4ｍ 70日 都市建設課 「追加」

第3 土木一式 指名競争入札

道路災害復旧工事（2種市道　権現平赤穂所線）

北山町赤穂所

L=12.6ｍ、W=3.0ｍ 100日 都市建設課 「追加」第3 土木一式 指名競争入札

道路災害復旧工事（2種市道　権現平赤穂所線）

北山町赤穂所

L=12.6ｍ、W=3.0ｍ 100日 都市建設課 「追加」

第3 土木一式 指名競争入札

道路災害復旧工事（2種市道　山地2号線）

上稲木町山地

L=10.0ｍ、W=3.6～3.8ｍ 80日 都市建設課 「追加」

第3 土木一式

制限付一般競争入札

道路災害復旧工事（2種市道　山地線） 上稲木町山地

L=22.0ｍ、W=1.5ｍ 115日 都市建設課 「追加」

第3 土木一式

制限付一般競争入札 小規模土地改良事業（農道　中ノ間角尾瀬線） 東江原町西平井

L=100.0ｍ、W=4.0ｍ 140日 農林課 「追加」

第3 土木一式 指名競争入札

小規模土地改良事業（農道　宇戸用排水路）

美星町宇戸 L=24.0ｍ、W=1.0ｍ 100日 農林課 「追加」

第3 土木一式 指名競争入札

小規模土地改良事業（中之坪用排水路）
木之子町福当

L=100.0ｍ、W=0.45ｍ 105日 農林課 「追加」

発注時期

備考欄の内容

4月1日付けで公表した発注見通しには無かった工事は「追加」と記載。

第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。

4月1日付けで公表した発注見通しの内、未発注の工事について

　内容の変更なく再公表した工事は「再掲」と記載。

　内容を変更して再公表した工事は「変更」と記載。



発注

時期

工種 発注方法 工事名 工事場所 工事概要

工事

期間

担当課 備考

第3 水道施設 指名競争入札 水道施設整備工事（川町地区） 芳井町下鴫 導水管、配水管　一式 160日 上水道課 「変更」

第3

工事内容により

分離発注

水道施設、電気

指名競争入札 水道施設整備工事（種花滝地区） 芳井町種 取水井、電気計装設備　一式 160日 上水道課 「変更」

第3

工事内容により

分離発注

水道施設

指名競争入札 水道施設整備工事（高原地区） 芳井町上鴫 浄水施設、配水施設　一式 160日 上水道課 「変更」

第3

工事内容により

分離発注

水道施設

指名競争入札 水道施設整備工事（宇戸谷地区）

美星町宇戸谷

送水施設、配水施設　一式 160日 上水道課 「変更」

第3

進捗状況により

地区ごとに分離発注

水道施設

指名競争入札

水道施設整備工事（種花滝・高原地区）

芳井町下鴫・上鴫

門柵、場内舗装一式 120日 上水道課 「変更」

発注時期

備考欄の内容

平成28年度　発注工事予定表（２回目）

工種：水道施設工事

第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。

4月1日付けで公表した発注見通しの内、未発注の工事について

　内容の変更なく再公表した工事は「再掲」と記載。

　内容を変更して再公表した工事は「変更」と記載。

4月1日付けで公表した発注見通しには無かった工事は「追加」と記載。

　内容を変更して再公表した工事は「変更」と記載。



発注

時期

工種 発注方法 工事名 工事場所 工事概要

工事

期間

担当課 備考

第3 建築一式

制限付一般競争入札

外壁改修工事（井原市営祝部住宅）

東江原町 外壁改修 110日 都市建設課 「変更」

発注時期

備考欄の内容

4月1日付けで公表した発注見通しには無かった工事は「追加」と記載。

平成28年度　発注工事予定表（２回目）

工種：建築一式工事

第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。

4月1日付けで公表した発注見通しの内、未発注の工事について

　内容の変更なく再公表した工事は「再掲」と記載。

　内容を変更して再公表した工事は「変更」と記載。



発注

時期

工種 発注方法 工事名 工事場所 工事概要

工事

期間

担当課 備考

第3 舗装 指名競争入札 舗装修繕工事（市道 梅木名越線） 芳井町山村 L=300ｍ、W=3～5ｍ 75日 都市建設課 「変更」

第3 舗装 指名競争入札

舗装修繕工事（市道 井原駅前２号線）

七日市町 L=200ｍ、W=14ｍ 60日 都市建設課 「変更」

第3 舗装 指名競争入札

舗装修繕工事（市道 井原北川２号線） 木之子町下原

L=200ｍ、W=7ｍ 60日 都市建設課 「変更」

第3 舗装 指名競争入札

舗装修繕工事（市道 井原北川１号線）

木之子町 L=200ｍ、W=7ｍ 60日 都市建設課 「変更」

発注時期

備考欄の内容

4月1日付けで公表した発注見通しには無かった工事は「追加」と記載。

平成28年度　発注工事予定表（２回目）

工種：舗装工事

第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。

4月1日付けで公表した発注見通しの内、未発注の工事について

　内容の変更なく再公表した工事は「再掲」と記載。

　内容を変更して再公表した工事は「変更」と記載。



発注

時期

工種 発注方法 工事名 工事場所 工事概要

工事

期間

担当課 備考

第3 法面 指名競争入札 道路防災工事（市道 千峯線） 芳井町山村 L=60ｍ、W=4ｍ 105日 都市建設課 「変更」

第3 法面 指名競争入札

道路災害復旧工事（市道　才児細見線） 西江原町才児

L=20.4ｍ、W=4.8～6.7ｍ 95日 都市建設課 「追加」

第3 法面 指名競争入札 道路防災工事（市道　井山線） 芳井町片塚 L=50ｍ、W=7.3ｍ 180日 都市建設課 「追加」

第3 法面 指名競争入札 道路防災工事（市道　高原線） 芳井町上鴫 L=20ｍ、W=4.0ｍ 120日 都市建設課 「追加」

第3 法面 指名競争入札 道路防災工事（市道　松谷鍋山線） 芳井町下鴫 L=26.9ｍ、W=5.0ｍ 110日 都市建設課 「追加」

発注時期

備考欄の内容

平成28年度　発注工事予定表（２回目）

工種：とび・土工・コンクリート（法面工事）

第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。

4月1日付けで公表した発注見通しの内、未発注の工事について

　内容の変更なく再公表した工事は「再掲」と記載。

　内容を変更して再公表した工事は「変更」と記載。

4月1日付けで公表した発注見通しには無かった工事は「追加」と記載。

　内容を変更して再公表した工事は「変更」と記載。



発注

時期

工種 発注方法 工事名 工事場所 工事概要

工事

期間

担当課 備考

第3 塗装 指名競争入札

交通安全施設整備工事（２種）（市道 三山宇頭線 外）

美星町一円 区画線L=3,000ｍ 90日 都市建設課 「再掲」

発注時期

備考欄の内容

4月1日付けで公表した発注見通しには無かった工事は「追加」と記載。

平成28年度　発注工事予定表（２回目）

工種：塗装工事

第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。

4月1日付けで公表した発注見通しの内、未発注の工事について

　内容の変更なく再公表した工事は「再掲」と記載。

　内容を変更して再公表した工事は「変更」と記載。


