
 

 

 

令和３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。 

 
 



令和３年度　発注予定工事表

工種：土木一式工事

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1 土木一式 制限付一般競争入札 駐車場整備工事（美星天文台） 美星町大倉 駐車場新設工事一式（56台分） 210日 美星振興課

第1 土木一式 制限付一般競争入札 井原中学校仮設職員駐車場撤去工事 井原中学校 仮設駐車場原状復旧 155日 教育総務課

第1 土木一式 制限付一般競争入札 駐車場整備工事（井原市出部公民館） 上出部町 出部公民館駐車場整備工事 90日 生涯学習課

第1 土木一式 制限付一般競争入札 駐車場整備工事（市民会館） 井原町夏目 Ａ=1,354㎡ 270日 市民会館

第1 土木一式 制限付一般競争入札 埋立処分地整備工事（池谷公共残土処理場） 芳井町池谷 法面工、排水工 185日 建設課

第1 土木一式 指名競争入札 道路修繕工事（市道　倉掛１２号線） 井原町倉掛 L=60m、W=3.5m 105日 建設課

第1 土木一式 制限付一般競争入札 道路防災工事（市道　森谷増原峠線） 美星町宇戸谷 L=30m、W=4m 145日 建設課

第1 土木一式 制限付一般競争入札
排水ポンプ場新設土木工事（南部排水ポンプ
場）

七日市町花野 土木工事一式 230日 建設課

第1 土木一式 指名競争入札 道路修繕工事（二種市道　立田元之尻線） 東江原町内寺 L=30.0m、W=4.0m 125日 農林課

第1 土木一式 指名競争入札 道路修繕工事（二種市道　花滝黒瀬線） 芳井町花滝  L=50.0m、W=2.2m 135日 農林課

第1 土木一式 制限付一般競争入札
公共下水道雨水管埋設工事
東江原汚水枝線 補助その1-3 外

東江原町祝部
開削工□1300×1300～1800㎜、
L=78ｍ

225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　稲倉産業団地線（1工
区））

岩倉町畦ヶ市 L=160.0m、W=5.5～9.5m 220日 建設課

第1 土木一式 制限付一般競争入札
道路改良工事（市道　稲倉産業団地線（2工
区））

岩倉町畦ヶ市 外 L=300.0m、W=5.5～9.5m 220日 建設課

第2 土木一式 制限付一般競争入札 埋立処分地整備工事（野上公共残土処理場） 野上町日尾 敷均工、排水工 185日 建設課

第2 土木一式 指名競争入札 道路防災工事（市道　井山線210工区） 芳井町片塚 L=20m、W=5m 105日 建設課

第2 土木一式 指名競争入札 道路防災工事（市道　井山線400工区） 芳井町井山 L=30m、W=5m 115日 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　日芳橋塚原線） 七日市町花野 L=120m、W=12m 175日 建設課

第2 土木一式 指名競争入札 歩道整備工事（市道　井原北川２号線) 木之子町岩ケ市 L=280m、W=3.5m 105日 建設課



第2 土木一式 指名競争入札 下水路修繕工事（井原中央１号支線下水路） 井原町中町 L=80m、W=0.4m 115日 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
東江原汚水枝線 補助その11-7 外

東江原町青木 開削工φ150･200㎜、L=339ｍ 220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
出部汚水枝線 補助その55-11 外

上出部町下町 外  開削工φ150･200㎜、L=362ｍ 225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
西江原汚水枝線 補助その37-4 外

西江原町戸倉 開削工φ150･200㎜、L=211ｍ 205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
井原汚水枝線 補助その3-1 外

七日市町花野
開削工φ150㎜、L=150ｍ
推進工φ300㎜、L= 50ｍ

225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
井原汚水枝線 補助その3-2 外

七日市町花野 開削工φ150･200㎜、L=347ｍ 220日 下水道課

第2 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 補助その2-2 外

芳井町吉井 開削工φ150㎜、L=499ｍ 220日 下水道課

第2 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 補助その2-3 外

芳井町吉井  開削工φ150㎜、L=379ｍ 215日 下水道課

第2 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 補助その2-4 外

芳井町吉井
開削工φ150㎜、L=118ｍ
推進工φ300㎜、L= 39ｍ

240日 下水道課

第3 土木一式 指名競争入札 橋梁修繕工事(大長田橋　大長田線) 芳井町吉井 L=4.1m、W=3m 110日 建設課

第3 土木一式 制限付一般競争入札 橋梁修繕工事(ヒダイ橋　ヒダイ石草線) 芳井町上鴫  L=14.9m、W=3.2m 150日 建設課

第3 土木一式 指名競争入札 橋梁修繕工事(野田橋　三原線) 芳井町東三原 L=11.4m、W=11.4m 110日 建設課

第3 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=23.0m、W=5m 125日 建設課

第3 土木一式 指名競争入札 河川修繕工事（普通河川　鴫川） 芳井町西三原 L=50m、W=2m 110日 建設課

第3 土木一式 指名競争入札 河川浚渫工事（普通河川　高草川） 高屋町谷丹生 L=200m、W=2m 120日 建設課

第3 土木一式 指名競争入札 河川整備工事（準用河川　長谷川） 西江原町長谷 L=20m、W=2.5m 120日 建設課

第3 土木一式 指名競争入札 河川整備工事（普通河川　松谷川） 芳井町下鴫 L=50m、W=2m 110日 建設課

第3 土木一式 指名競争入札 河川整備工事（準用河川　矢ノ川） 大江町新川 L=15m、W=2m 110日 建設課

第3 土木一式 指名競争入札 水門等設置工事（西郷下水路） 木之子町西郷 L=1m、W=0.8m 115日 建設課

第3 土木一式 指名競争入札 道路修繕工事（農道　岩野枝線） 井原町岩野  L=10.0m、W=1.5m 120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=30.0m、W=3.0m 130日 農林課

第3 土木一式 指名競争入札 水路修繕工事（内寺池用排水路） 東江原町内寺 L=100.0m、W=0.3m 135日 農林課



第3 土木一式 指名競争入札 水路修繕工事（狭山池用水路） 上稲木町宮地 L=30.0m、W=0.5m 125日 農林課

第3 土木一式 指名競争入札 ため池修繕工事（天神山池） 芳井町天神山 斜樋補修 N=1式 115日 農林課

第3 土木一式 指名競争入札 ため池修繕工事（薄木池） 美星町星田 斜樋補修 N=1式 120日 農林課

第3 土木一式 制限付一般競争入札
公共下水道人孔蓋調整工事
井原汚水枝線及び芳井1号汚水幹線

井原町本町 外 人孔蓋調整　N= 9箇所 120日 下水道課

第3 土木一式 制限付一般競争入札
公共下水道人孔蓋調整工事
山王汚水幹線

上出部町 外 人孔蓋調整　N= 7箇所 120日 下水道課

第3 土木一式 指名競争入札
公共下水道人孔蓋調整工事
井原１号汚水幹線 外

井原町 外 人孔蓋調整　N= 5箇所 120日 下水道課

※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。



令和３年度　発注予定工事表

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1 建築一式 制限付一般競争入札 外壁改修工事（井原市営新町住宅） 井原町 外壁改修 180日 都市施設課

第1 建築一式 制限付一般競争入札 木之子中学校特別教室棟増築・改修工事 木之子中学校 既存校舎の増築・改修等 240日 教育総務課

第1 建築一式 制限付一般競争入札 高屋小学校トイレ改修工事 高屋小学校 校舎と体育館トイレ洋式化、建具更新等 150日 教育総務課

第1 建築一式 制限付一般競争入札 木之子小学校トイレ改修工事 木之子小学校 校舎と体育館トイレ洋式化、建具更新等 150日 教育総務課

第1 建築一式 制限付一般競争入札 西江原小学校トイレ改修工事 西江原小学校 校舎と体育館トイレ洋式化、建具更新等 150日 教育総務課

第1 建築一式 制限付一般競争入札 野上小学校トイレ改修工事 野上小学校 校舎トイレ洋式化、建具更新等 120日 教育総務課

第1 建築一式 制限付一般競争入札 出部小学校トイレ改修工事 出部小学校 校舎と体育館トイレ洋式化、建具更新等 150日 教育総務課

第1 建築一式 制限付一般競争入札 芳井小学校トイレ改修工事 芳井小学校 校舎と体育館トイレ洋式化、建具更新等 150日 教育総務課

第1 建築一式 制限付一般競争入札 大江小学校トイレ棟新築工事 大江小学校 トイレ棟新築、一部廊下のバリアフリー改修等 140日 教育総務課

第1 建築一式 指名競争入札 消防用ホース乾燥塔新設工事 芳井町種 消防用ホース乾燥塔新設等 100日 危機管理課

第3 建築一式 指名競争入札 美星小学校屋内運動場床塗装改修工事 美星小学校 床面研磨塗装、ライン引き直し 60日 教育総務課

第3 建築一式 指名競争入札 芳井中学校屋内運動場床塗装改修工事 芳井中学校 床面研磨塗装、ライン引き直し 60日 教育総務課

第3 建築一式 制限付一般競争入札 大江小学校トイレ改修工事 大江小学校 校舎と体育館トイレ洋式化、建具更新等 130日 教育総務課

第3 建築一式 制限付一般競争入札 井原小学校トイレ改修工事 井原小学校 校舎と体育館トイレ洋式化、建具更新等 130日 教育総務課

第3 建築一式 制限付一般競争入札 井原中学校トイレ改修工事 井原中学校 体育館トイレ洋式化、建具更新等 90日 教育総務課

第3 建築一式 制限付一般競争入札 芳井中学校トイレ改修工事 芳井中学校 校舎と体育館トイレ洋式化、建具更新等 130日 教育総務課

※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。



令和３年度　発注予定工事表

工種：法面処理工事

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 法面処理 指名競争入札 道路改良工事（市道　兼保見詰１号南線） 岩倉町兼安 L=204m、W=４～5m 220日 建設課

第1 法面処理 指名競争入札
道路災害復旧工事（広域営農団地農道　井原
芳井）

西江原町藤ノ木 L=55.0m、W=7.6～8.3m 195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。



令和３年度　発注予定工事表

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1 電気 指名競争入札 遠方監視装置更新工事　（中部水源地 外）
西江原町川原端
外

親局1子局5 300日 上水道課

第3 電気 指名競争入札 木之子小学校屋内運動場照明器具更新工事 木之子小学校 既存照明器具の更新（ＬＥＤ化） 60日 教育総務課

第3 電気 指名競争入札 井原小学校屋内運動場照明器具更新工事 井原小学校 既存照明器具の更新（ＬＥＤ化） 60日 教育総務課

※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。



令和３年度　発注予定工事表

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 舗装 指名競争入札 舗装修繕工事（二種市道　立田元之尻線） 東江原町内寺 L=100.0m、W=4.0m 120日 農林課

第1 舗装 指名競争入札 舗装新設工事（市道　稲倉産業団地線） 岩倉町畦ヶ市 外 L=460.0m、W=5.5～9.5m 190日 建設課

第1 舗装 指名競争入札 舗装新設工事（市道　兼保見詰１号南線） 下稲木町兼保 L=335.0m、W=4.0～5.0m 190日 建設課

第2 舗装 指名競争入札 舗装修繕工事（市道　桜線） 芳井町簗瀬 L=300m、W=5m 105日 建設課

第3 舗装 指名競争入札 舗装修繕工事（二種市道　飯名外川原線） 芳井町梶江 L=100.0m、W=3.0m 115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。



令和３年度　発注予定工事表

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 電気通信 指名競争入札 地域情報通信基盤設備再構築工事（第２期）
芳井町及び美星町
一円

情報通信ケーブル更新（幹線：L=39,451ｍ、支
線：L=92,200ｍ）

300日 総務課

※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。



令和３年度　発注予定工事表

工種：水道施設工事

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 水道施設 指名競争入札
配水管布設替工事
　（県道　下御領井原線）

上出部町鹿木戸 φ150　L=200ｍ 190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　高屋区６-３１線外）

高屋町四丁目 φ100　L=236m 220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　花木槙ヶ坪線）

笹賀町笠沢 外  φ75　L=80m 150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　谷古屋波形線）

東江原町荒神谷 φ75～φ50　L=80m 160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　新川宮ノ峠線）

大江町田上 φ100　L=145m 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　高屋区6-11線）

高屋町五丁目 φ100　L=410ｍ 210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　篠原矢谷線） 芳井町吉井 φ75　L=90m 160日 上水道課

第1 水道施設 指名競争入札
水道施設等耐震化事業
　（中部水源地送水管）

西江原町寺戸 外 φ250　L=257m 210日 上水道課

第1 水道施設 指名競争入札 水道施設等耐震化事業（中部配水池） 北山町茶之木迫 V=1,050㎥ 280日 上水道課

第2 水道施設 指名競争入札 配水管新設工事（市道　稲倉産業団地線） 岩倉町 外 φ150　L=513m 210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 補助その11-7 外

東江原町青木  移転工 220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
出部汚水枝線 補助その55-11 外

上出部町下町 外 移転工 225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
井原汚水枝線 補助その3-1 外

七日市町花野 移転工 225日 下水道課

第2 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 補助その2-2 外

芳井町吉井 移転工 240日 下水道課

※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。



令和３年度　発注予定工事表

工種：消防施設工事

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 消防設備 指名競争入札
自動火災報知・非常放送設備修繕工事
（アクティブライフ井原）

七日市町 受信機・表示機及び非常放送設備更新 90日 生涯学習課

※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。



令和３年度　発注予定工事表

工種：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2 解体 指名競争入札 公民館解体工事（井原市美星公民館） 美星町三山 旧公民館解体 90日 生涯学習課

※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。


