
 

 

 

平成２９年度 井原市の発注見通しの公表について 
 

 

 

 

｢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の見通しを公表します。 

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

備考

第１ 土木一式

制限付一般競争入札

公共下水道汚水管埋設工事

（出部汚水枝線補助９－３外）

 
笹賀町家後屋地内

開削φ150・200ｍｍ、L=195m 195日 下水道課

第１ 土木一式

制限付一般競争入札

公共下水道汚水管埋設工事

（出部汚水枝線補助３４－４外）

 
笹賀町金鴫地内

推進･開削φ150・300ｍｍ、L=883m 260日 下水道課

第１ 土木一式

制限付一般競争入札

道路改良工事（市道　日芳橋塚原線） 七日市町花野 L=120.0m、W=8.80m 155日 都市建設課

第１ 土木一式

制限付一般競争入札

人工芝改修工事（井原運動公園庭球場）
上出部町 人工芝改修（庭球コート２面分） 80日 スポーツ課

第１ 土木一式

制限付一般競争入札

公共下水道汚水管埋設工事

（出部汚水枝線補助５５－３外）

 
上出部町下町地内

推進φ350ｍｍ、L=814m 265日 下水道課

第１ 土木一式

制限付一般競争入札

公共下水道汚水管埋設工事

（西江原汚水枝線補助３６－４外）

 
西江原町戸倉地内

推進･開削φ350・200ｍｍ、L=257m 280日 下水道課

第１ 土木一式 指名競争入札 水路修繕工事（西平井用排水路） 東江原町 L=75ｍ、W=0.5ｍ 90日 農林課

第１ 土木一式

制限付一般競争入札

公共下水道汚水管埋設工事

（東江原汚水枝線補助１０－１外）

 
東江原町南平井地内

開削φ200・150ｍｍ、L=884m 265日 下水道課

第１ 土木一式

制限付一般競争入札

公共下水道汚水管埋設工事

（東江原汚水枝線補助9－2外）

 
東江原町南平井地内

開削φ200ｍｍ、L=70m 120日 下水道課

第１ 土木一式 指名競争入札 道路改良工事（市道　相谷稗原線） 稗原町畦之川 L=120.0m、W=5.00m 100日 都市建設課

第１ 土木一式

制限付一般競争入札

特環公共下水道汚水管埋設工事

（佐原汚水枝線補助３－2外）

 
芳井町吉井地内

推進･開削φ150・300・400ｍｍ、L=705m

245日 下水道課

第１ 土木一式

制限付一般競争入札

特環公共下水道汚水管埋設工事

（西吉井汚水枝線補助１－2外）

 
芳井町吉井地内

開削φ150ｍｍ、L=464m 220日 下水道課

第１ 土木一式

制限付一般競争入札

特環公共下水道汚水管埋設工事

（西吉井汚水枝線補助１－3外）

 
芳井町吉井地内

開削φ150ｍｍ、L=565m 220日 下水道課

第１ 土木一式

制限付一般競争入札

残土処理場整備工事（池谷残土処理場）
芳井町池谷 防災工、法面工、排水工 135日 都市建設課

第１ 土木一式 指名競争入札 道路修繕工事（市道　実相線） 門田町実相 L=40.0m、W=5.00m 105日 都市建設課

工種：土木一式工事

平成29年度　発注工事予定表
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工種：土木一式工事

平成29年度　発注工事予定表

第１ 土木一式

制限付一般競争入札

残土処理場整備工事（野上残土処理場）
野上町日尾 防災工、法面工、排水工 130日 都市建設課

第2 土木一式 指名競争入札

下水路修繕工事（一般下水路　夏目下水路）

井原町夏目 L=30.0m、底W=0.30m 85日 都市建設課

第2 土木一式

制限付一般競争入札

橋梁修繕工事（新橋　市道表通り線）

井原町新町～向町

L=89.2m、W=4.50m 145日 都市建設課

第2 土木一式

制限付一般競争入札

橋梁修繕工事（桜橋　市道中町桜橋線）

井原町中町～北山町向畑

L=84.0m、W=2.50m 155日 都市建設課

第2 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）

岩倉町大方 L=50.0m、W=5.00m 125日 都市建設課

第2 土木一式

制限付一般競争入札

駐車場新設工事（西部いこいの里） 高屋町四丁目 駐車場新設工事一式 180日 福祉課

第2 土木一式 指名競争入札 道路改良工事（市道　石谷大仏線） 高屋町石谷 L=40.0m、W=5.00m 100日 都市建設課

第2 土木一式

制限付一般競争入札

道路改良工事（市道　花野東高月線） 七日市町花野 L=65.0m、W=7.00m 135日 都市建設課

第2 土木一式

制限付一般競争入札

雨水ポンプ場設置工事（北側ポンプ場） 七日市町地内 Ｎ=１箇所・１式 155日 都市建設課

第2 土木一式

制限付一般競争入札

道路改良工事（市道　西之谷入田線） 上稲木町山地 L=60.0m、W=5.00m 165日 都市建設課

第2 土木一式

制限付一般競争入札

公共下水道汚水管埋設工事

（出部汚水枝線補助５５－２）

 
上出部町中町地内

推進φ350ｍｍ、L=195m 250日 下水道課

第2 土木一式

制限付一般競争入札

公共下水道汚水管埋設工事

（東江原汚水枝線補助7－１）

 
東江原町青木地内

推進φ300ｍｍ、L=95m 230日 下水道課

第2 土木一式 指名競争入札 道路修繕工事（市道　三山宇頭線②） 美星町宇戸 L=47.7m、W=5.00m 90日 都市建設課

第2 土木一式

制限付一般競争入札

橋梁修繕工事（梶江橋　市道梶江簗瀬線）

芳井町梶江 L=99.6m、W=8.00m 160日 都市建設課

第2 土木一式

制限付一般競争入札

橋梁修繕工事（飯名橋　市道梶江簗瀬線）

芳井町梶江 L=62.0m、W=8.00m 110日 都市建設課
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工種：土木一式工事

平成29年度　発注工事予定表

第2 土木一式 指名競争入札 道路改良工事（市道　追崎上野線） 芳井町吉井 L=50.0m、W=5.00m 100日 都市建設課

第2 土木一式 指名競争入札 道路修繕工事（市道　追崎線） 芳井町吉井 L=20.0m、W=5.00m 85日 都市建設課

第2 土木一式 指名競争入札 道路修繕工事（市道　宇内塚線） 芳井町川相 L=30.0m、W=5.00m 90日 都市建設課

第2 土木一式 指名競争入札

下水路修繕工事（一般下水路　東高月下水路）

木之子町高月 L=40.0m、底W=0.30m 85日 都市建設課

第2 土木一式 指名競争入札 道路修繕工事（市道　木之子線） 木之子町惣谷 L=30.0m、W=5.00m 85日 都市建設課

第2 土木一式 指名競争入札
道路修繕工事（二種市道　安井神川線）

門田町 L=35m、W=3m 90日 農林課

第2 土木一式

制限付一般競争入札

道路改良工事（市道　祝部腰折線） 野上町笹谷 L=30.0m、W=7.00m 130日 都市建設課

第3 土木一式 指名競争入札 水路修繕工事（木田池用排水路） 大江町 L=100m、W=0.5m 100日 農林課

第3 土木一式 指名競争入札 道路修繕工事（農道　百町線） 美星町宇戸 L=30m、W=3m 85日 農林課

第3 土木一式 指名競争入札 ため池修繕工事（長草田池） 美星町三山 余水吐修繕 100日 農林課

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=40m、W=3m 90日 農林課

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=40m、W=3m 95日 農林課

※発注時期 　　　第1＝4月～6月、第2＝7月～9月、第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。
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第1 水道施設 指名競争入札 配水管布設替工事（市道　西前地線） 井原町夏目 φ75ｍｍ、Ｌ=150ｍ 120日 上水道課

第1 水道施設 指名競争入札

配水管布設替工事（市道　出部大江１号線）
下出部町二丁目

φ150ｍｍ、Ｌ=150ｍ 140日 上水道課

第1 水道施設 指名競争入札

配水管布設替工事（市道　宮ノ端２号線）

岩倉町塚原

φ200ｍｍ、Ｌ=75ｍ

（つか橋　橋梁添架）

180日 上水道課

第1 水道施設 指名競争入札 配水管布設替工事（市道　滝山２号線） 高屋町一丁目 φ100ｍｍ、Ｌ=120ｍ 140日 上水道課

第1 水道施設 指名競争入札

公共下水道水道管移転工事

（出部汚水枝線補助３４－４外）

 
笹賀町金鴫地内

移転工 260日 下水道課

第1 水道施設 指名競争入札

配水管布設替工事（市道　笹賀区9-20線）

笹賀町一丁目 φ75ｍｍ、Ｌ=230ｍ 140日 上水道課

第1 水道施設 指名競争入札

公共下水道水道管移転工事

（出部汚水枝線補助５５－３外）

 
上出部町下町地内

移転工 265日 下水道課

第1 水道施設 指名競争入札

公共下水道水道管移転工事

（西江原汚水枝線補助３６－４外）

 
西江原町戸倉地内

移転工 280日 下水道課

第1 水道施設 指名競争入札

配水管布設替工事（市道　東新町戸倉１号線）

西江原町城ノ東
φ200～150ｍｍ、Ｌ=35ｍ 120日 上水道課

第1 水道施設 指名競争入札

配水管布設替工事（市道　相原池土取線）

大江町南 φ100ｍｍ、Ｌ=200ｍ 145日 上水道課

第1 水道施設 指名競争入札

公共下水道水道管移転工事

（東江原汚水枝線補助１０－１外）

 
東江原町南平井地内

移転工 265日 下水道課

第1 水道施設 指名競争入札

特環公共下水道水道管移転工事

（佐原汚水枝線補助３－2外）

 
芳井町吉井地内

移転工 245日 下水道課

第1 水道施設 指名競争入札

特環公共下水道水道管移転工事

（西吉井汚水枝線補助１－2外）

 
芳井町吉井地内

移転工 220日 下水道課

第1 水道施設 指名競争入札

特環公共下水道水道管移転工事

（西吉井汚水枝線補助１－3外）

 
芳井町吉井地内

移転工 220日 下水道課

第1 水道施設 指名競争入札

配水管布設替工事（市道　井原東大戸２号線）

門田町岬 φ100ｍｍ、Ｌ=320ｍ 150日 上水道課

平成29年度　発注工事予定表

工種：水道施設工事
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平成29年度　発注工事予定表

工種：水道施設工事

第2 水道施設 指名競争入札

公共下水道水道管移転工事

（出部汚水枝線補助５５－２）

 
上出部町中町地内

移転工 250日 下水道課

第2 水道施設 指名競争入札 水道管移転工事（県道　美袋井原線） 西江原町館跡 φ200ｍｍ、Ｌ=75ｍ 150日 上水道課

第2 水道施設 指名競争入札
水道管移転工事（県道　井原福山港線）

大江町金崎 φ150～200ｍｍ、Ｌ=35ｍ 150日 上水道課

第2 水道施設 指名競争入札

公共下水道水道管移転工事

（東江原汚水枝線補助7－１）

 
東江原町青木地内

移転工 230日 下水道課

第2 水道施設 指名競争入札

公共下水道水道管移転工事

（東江原汚水枝線補助１１－３）

 
東江原町青木地内

移転工 190日 下水道課

第2

工事内容により

分離発注

水道施設、電気、機械

指名競争入札 水道施設整備工事（宇戸谷地区）

美星町宇戸谷外

配水管、電気機械計装設備　一式 240日 上水道課

第2

工事内容により

分離発注

水道施設、電気、機械

指名競争入札 水道施設整備工事（川町地区） 芳井町下鴫

配水管、取水井、電気機械計装設備　一式

210日 上水道課

第2

工事内容により

分離発注

水道施設、電気、機械

指名競争入札 水道施設整備工事（種花滝地区） 芳井町花滝 取水井、電気機械計装設備　一式 150日 上水道課

第2

工事内容により

分離発注

水道施設、電気、機械

指名競争入札 水道施設整備工事（高原地区） 芳井町上鴫

取水施設、浄水施設、送水施設、配水施設、電

気計装設備　一式

240日 上水道課

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 門柵、場内舗装、給水工事　一式 120日 上水道課

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・川町・高原地区）

芳井町花滝外 門柵、場内舗装、給水工事　一式 120日 上水道課

※発注時期 　　　第1＝4月～6月、第2＝7月～9月、第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。
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第1 建築一式 指名競争入札 屋根改修工事(市民活動センター) 井原町 屋根改修、塗装 75日 協働推進課

第１ 建築一式 指名競争入札 文化財センターフェンス設置工事 井原町 フェンス新設（L=135m) 90日 文化課

第1 建築一式 指名競争入札

オートキャンプ場サニタリー棟　ボイラー・シャワー室更新工事

笹賀町

ボイラー1基、コインシャワーパネル4台更新

90日 地域創生課

第１ 建築一式

制限付一般競争入札

井原消防署美星分駐所庁舎整備工事 美星町三山 美星分駐所庁舎の増改築工事 240日 消防組合

第１ 建築一式

制限付一般競争入札

井原市美星支所改修工事 美星町三山

井原消防署美星分駐所併設に伴う支所庁舎改修工事

120日 美星振興課

第１ 建築一式 指名競争入札
教室出入口建具改修工事(美星小学校)

美星町西水砂 高学年棟建具更新 90日 教育総務課

第2 建築一式

制限付一般競争入札

外壁改修工事（井原市営向町住宅） 井原町 外壁改修 180日 都市建設課

第2 建築一式

制限付一般競争入札

外壁改修工事（井原市営折口住宅） 大江町 外壁改修 180日 都市建設課

第2 建築一式 指名競争入札

消防機庫車庫増築工事(明治分団第３部)

芳井町池谷 車庫増築、屋根外壁塗装 60日 協働推進課

第3 建築一式

制限付一般競争入札

いばらぐらしお試し住宅（美星）改修工事 美星町三山 居宅、附属家・離　改修工事 150日 地域創生課

第3 建築一式

制限付一般競争入札

星の郷アクティブヴィラ（ペンションコメット）機能拡張事業

美星町星田

宿泊施設拡大、レストラン機能拡大、体験薪割小屋設置

180日 美星振興課

第3 建築一式

制限付一般競争入札

いばらぐらしお試し住宅（芳井）改修工事 芳井町花滝 居宅、附属家・離　改修工事 120日 地域創生課

第3 建築一式

制限付一般競争入札

屋根改修工事（高原荘） 芳井町上鴫 屋根葺替、煤落下対策 90日 芳井振興課

※発注時期 　　　第1＝4月～6月、第2＝7月～9月、第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。

平成29年度　発注工事予定表

工種：建築一式工事



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

備考

第2 舗装 指名競争入札

小規模土地改良事業（農道　中ノ間角尾瀬線）

東江原町 L=200m、W=4m 80日 農林課

第2 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=300.0m、W=3.50m 85日 都市建設課

※発注時期 　　　第1＝4月～6月、第2＝7月～9月、第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。

平成29年度　発注工事予定表

工種：舗装工事



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

備考

第１ 電気 指名競争入札 空調設備設置工事(井原小学校) 井原町 空調設備設置 90日 教育総務課

第１ 電気 指名競争入札 空調設備設置工事(出部小学校) 下出部町 空調設備設置 90日 教育総務課

第１ 電気 指名競争入札 放送設備更新工事(高屋中学校) 高屋町 校内放送設備更新 60日 教育総務課

第1 電気 指名競争入札 電気温水器取替工事（甲南保育園） 西江原町 電気温水器工事一式 60日 甲南保育園

第１ 電気 指名競争入札 空調設備設置工事(美星小学校) 美星町西水砂 空調設備設置 90日 教育総務課

第１ 電気 指名競争入札 空調設備設置工事(芳井小学校) 芳井町吉井 空調設備設置 90日 教育総務課

第１ 電気 指名競争入札

給湯ユニット更新工事（芳井健康増進福祉施設）

芳井町吉井 給湯ユニット更新 30日 芳井振興課

第１ 電気 指名競争入札 空調設備設置工事(野上小学校) 野上町 空調設備設置 90日 教育総務課

第2 電気 指名競争入札

電気自動車急速充電器新設工事（星の郷青空市）

美星町西水砂

電気自動車急速充電器一式（本体、カーポート、案内看板、舗装・ライン）

90日 環境課

※発注時期 　　　第1＝4月～6月、第2＝7月～9月、第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。

平成29年度　発注工事予定表

工種：電気工事



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

備考

第2 電気通信 指名競争入札

上水道遠方監視装置更新工事（青野第3ﾎﾟﾝﾌﾟ場外）

西江原町賀山　外

ﾃﾚﾒｰﾀｰ装置更新 210日 上水道課

※発注時期 　　　第1＝4月～6月、第2＝7月～9月、第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。

平成29年度　発注工事予定表

工種：電気通信工事



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

備考

第１ 解体 指名競争入札 施設解体工事(旧高屋第2小学校) 高屋町 解体工事一式 75日 財政課

第4 解体 指名競争入札 施設解体工事(現美星分駐所) 美星町三山 解体工事一式 60日 財政課

※発注時期 　　　第1＝4月～6月、第2＝7月～9月、第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。

平成29年度　発注工事予定表

工種：とび・土工・コンクリート（解体工事）



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

備考

第3 鋼構造物 指名競争入札 樋門修繕工事（馬引樋門） 下出部町 樋門修繕 120日 農林課

第3 鋼構造物 指名競争入札 小規模土地改良事業（原田樋門） 上稲木町 樋門新設 120日 農林課

※発注時期 　　　第1＝4月～6月、第2＝7月～9月、第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。

平成29年度　発注工事予定表

工種：鋼構造物工事



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

備考

第１ 法面 指名競争入札 道路防災工事（市道　石谷大仏線） 高屋町石谷 L=50.0m、W=5.00m 125日 都市建設課

第１ 法面 指名競争入札 道路防災工事（市道　大末中尾線） 野上町大末 L=50.0m、W=4.50m 115日 都市建設課

第１ 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=45.0m、W=3.00m 115日 都市建設課

第2 法面 指名競争入札
道路防災工事（市道　昭和橋大正橋線） 井原町石渕ノ上

L=50.0m、W=5.00m 145日 都市建設課

※発注時期 　　　第1＝4月～6月、第2＝7月～9月、第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。

平成29年度　発注工事予定表

工種：とび・土工・コンクリート（法面工事）


