
平成30年4月1日現在

番号 所属名 工事名 工事場所
工期

（日数）
工事種別 工事概要 入札（契約）方法

入札（随意契
約）予定時期

1 下水道課 （仮）芦刈第１号管渠布設工事
小城市芦刈町浜枝
川　地内

180 土木 管渠布設　L=587ｍ 指名競争入札 第２四半期

2 下水道課 （仮）牛津第１号管渠布設工事
小城市牛津町牛津
地内

120 土木 管渠布設　L=84m 指名競争入札 第２四半期

3 下水道課 （仮）牛津第２号管渠布設工事
小城市牛津町牛津
地内

150 土木 管渠布設　L=331m 指名競争入札 第２四半期

4 下水道課 （仮）牛津第３号管渠布設工事
小城市芦刈町浜枝
川　地内

180 土木 管渠布設　L=700m 指名競争入札 第２四半期

5 下水道課 （仮）三日月浄化センター建設工事
小城市三日月町樋
口　地内

400 土木
三日月浄化センター水処理棟
（5・6系）建設工事一式

条件付一般競争入札 第３四半期

6 下水道課 （仮）小城第１号管渠布設工事
小城市小城町　地
内

190 土木 管渠布設　L=222ｍ 指名競争入札 第１四半期

7 下水道課 （仮）小城第２号管渠布設工事
小城市三日月町久
米　地内

140 土木 管渠布設　L=240ｍ 指名競争入札 第１四半期

8 下水道課 （仮）小城第３号管渠布設工事
小城市三日月町久
米　地内

190 土木 管渠布設　L=175ｍ 指名競争入札 第１四半期

9 下水道課 （仮）小城第４号管渠布設工事
小城市三日月町久
米　地内

160 土木 管渠布設　L=240ｍ 指名競争入札 第２四半期

10 下水道課 （仮）小城第５号管渠布設工事
小城市小城町　地
内

225 土木 管渠布設　L=603ｍ 指名競争入札 第２四半期

11 下水道課 （仮）小城第６号管渠布設工事
小城市三日月町久
米　地内

200 土木 管渠布設　L=295ｍ 指名競争入札 第２四半期

12 下水道課 （仮）小城第７号管渠布設工事
小城市小城町　地
内

140 土木 管渠布設　L=90ｍ 指名競争入札 第３四半期

13 下水道課 （仮）小城第８号管渠布設工事
小城市小城町　地
内

110 土木 管渠布設　L=44ｍ 指名競争入札 第３四半期

14 下水道課 第1号浄化槽設置工事 小城市内 90 浄化槽設置 合併浄化槽　N=3基 指名競争入札 第１四半期

15 下水道課 第2号浄化槽設置工事 小城市内 90 浄化槽設置 合併浄化槽　N=3基 指名競争入札 第１四半期

平成30年度　建設工事発注見通し
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16 下水道課 第3号浄化槽設置工事 小城市内 90 浄化槽設置 合併浄化槽　N=3基 指名競争入札 第１四半期

17 下水道課 第4号浄化槽設置工事 小城市内 90 浄化槽設置 合併浄化槽　N=3基 指名競争入札 第１四半期

18 下水道課 第5号浄化槽設置工事 小城市内 90 浄化槽設置 合併浄化槽　N=3基 指名競争入札 第２四半期

19 下水道課 第6号浄化槽設置工事 小城市内 90 浄化槽設置 合併浄化槽　N=3基 指名競争入札 第２四半期

20 下水道課 第7号浄化槽設置工事 小城市内 90 浄化槽設置 合併浄化槽　N=3基 指名競争入札 第２四半期

21 下水道課 第8号浄化槽設置工事 小城市内 90 浄化槽設置 合併浄化槽　N=3基 指名競争入札 第３四半期

22 下水道課 第9号浄化槽設置工事 小城市内 90 浄化槽設置 合併浄化槽　N=3基 指名競争入札 第３四半期

23 下水道課 第10号浄化槽設置工事 小城市内 90 浄化槽設置 合併浄化槽　N=3基 指名競争入札 第３四半期

24 下水道課 （仮）中継ポンプ設置工事
小城市芦刈町浜枝
川　地内

150 機械 マンホールポンプ設置　N=1箇所 指名競争入札 第３四半期

25 下水道課 （仮）芦刈第１号舗装復旧工事
小城市芦刈町　地
内

90 ほ装 舗装復旧　A=1,700㎡ 指名競争入札 第１四半期

26 下水道課 （仮）芦刈第２号舗装復旧工事
小城市芦刈町　地
内

90 ほ装 舗装復旧　A=1,100㎡ 指名競争入札 第３四半期

27 下水道課 （仮）牛津第１号舗装復旧工事
小城市牛津町　地
内

90 ほ装 舗装復旧　A=1,520㎡ 指名競争入札 第２四半期

28 下水道課 （仮）三日月第１号舗装復旧工事
小城市三日月町
地内

90 ほ装 舗装復旧　A=1,400㎡ 指名競争入札 第３四半期

29 下水道課 （仮）小城第１号舗装復旧工事
小城市三日月町樋
口　地内

90 ほ装 舗装復旧　A=2,000㎡ 指名競争入札 第３四半期

30 下水道課 （仮）小城第２号舗装復旧工事
小城市三日月町長
神田　地内

90 ほ装 舗装復旧　A=2,000㎡ 指名競争入札 第３四半期
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31 下水道課 若江都市下水路浚渫工事
小城市牛津町柿樋
瀬　地内

43 土木 L=約100ｍ 指名競争入札 第４四半期

32 教育総務課 牛津小学校　駐車場整備工事
小城市牛津町柿樋
瀬　地内

152 ほ装 駐車場整備　　A=972㎡ 指名競争入札 第２四半期

33 教育総務課 牛津中学校　体育館照明器具取替工事
小城市牛津町牛津
地内

78 電気 照明器具取替（LED化）　N=15基 指名競争入札 第１四半期

34 教育総務課 三日月中学校　多目的室改修工事
小城市三日月町長
神田　地内

78 建築 多目的室改修　　A=94.5㎡ 指名競争入札 第１四半期

35 教育総務課 小城中学校　自転車小屋増設工事
小城市小城町松尾
地内

61 建築 駐輪場整備　　N=50台 指名競争入札 第２四半期

36 教育総務課 砥川小学校　保健室シャワー設置工事
小城市牛津町上砥
川　地内

61 建築
シャワーユニット設置　　N=1基
家具移設　　一式

指名競争入札 第２四半期

37 教育総務課
小城市学校給食センター　合併浄化槽接触
バッキ槽ろ材入替工事

小城市小城町岩蔵
地内

61 機械 ろ材入替　　N=1層（V=13㎥） 随意契約 第２四半期

38 教育総務課
小城市学校給食センター　和え物室空調機設
置工事

小城市小城町岩蔵
地内

61 管工
空調機設置　　N=2基
間仕切設置　　一式

指名競争入札 第２四半期

39 教育総務課 小城市立小学校　普通教室空調機設置工事 小城市内 242 管工 空調機設置　　N=108教室 指名競争入札 第４四半期

40 教育総務課 小城市立中学校　普通教室空調機設置工事 小城市内 242 管工 空調機設置　　N=48教室 指名競争入札 第４四半期

41 建設課 蒲原・永田線道路改良工事
小城市牛津町下砥
川　地内

212 土木 L=130m 指名競争入札 第２四半期

42 建設課 久本・遠江線路肩補修工事
小城市三日月町堀
江

120 土木 路肩補修　L=115m 指名競争入札 第３四半期

43 建設課 袴田橋橋りょう補修工事
小城市三日月町
地内

173 とび 袴田橋補修　一式 指名競争入札 第３四半期

44 建設課 高柳橋橋りょう補修工事
小城市牛津町　地
内

173 とび 高柳橋補修　一式 指名競争入札 第３四半期

45 建設課 黒原3号橋橋りょう補修工事
小城市小城町　地
内

173 とび 黒原3号橋補修　一式 指名競争入札 第３四半期
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46 建設課 今寺線歩道改修工事
小城市三日月町佐
織

153 土木 歩道改修　L=185m 指名競争入札 第１四半期

47 建設課 三王崎排水機場除塵設備改修工事
小城市芦刈町三王
崎　地内

181 鋼構
No.3除塵機改修
水平ベルトコンベア改修
傾斜ベルトコンベア改修

指名競争入札 第２四半期

48 建設課 寺浦地区保全工事 小城市小城町晴気 173 土木 法面保護工　L=41m 指名競争入札 第３四半期

49 建設課 寺町・柳鶴線道路改良工事
小城市牛津町下砥
川　地内

173 土木 L=120m 指名競争入札 第３四半期

50 建設課 村前橋橋りょう補修工事
小城市小城町　地
内

173 とび 村前橋補修　一式 指名競争入札 第３四半期

51 建設課 土場造成工事
小城市小城町　地
内

78 土木 造成工事　一式 指名競争入札 第１四半期

52 建設課 備蓄倉庫整備
小城市小城町　地
内

173 土木 備蓄倉庫 190㎡ 指名競争入札 第３四半期

53 建設課 北浦４号線路肩保護工事 小城市小城町松尾 123 土木 路肩保護工　L=50m 指名競争入札 第３四半期

54 建設課 芦刈地区舗装補修工事 小城市芦刈町内 173 ほ装
小路・中村線　L=300m
牛王・下古賀線　L=350m
観音寺西線　L=140m

指名競争入札 第３四半期

55 建設課 牛津地区舗装補修工事 小城市牛津町内 173 ほ装
竹下線　L=130m
泉・両新村線　L=350m

指名競争入札 第３四半期

56 建設課 小城地区舗装補修工事 小城市小城町内 153 ほ装
寺浦・荒谷線　L=300m
住吉町住宅3号線　L=13m

指名競争入札 第１四半期

57 建設課 交通安全施設整備第１号工事 小城市内一円 110 とび 交通安全設備　一式 指名競争入札 第１四半期

58 建設課 交通安全施設整備第２号工事 小城市内一円 108 とび 交通安全設備　一式 指名競争入札 第２四半期

59 建設課 交通安全施設整備第３号工事 小城市内一円 102 とび 交通安全設備　一式 指名競争入札 第３四半期
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60 定住推進課 天満町団地内市道改良工事
小城市牛津町牛津
地内

90 土木 道路改良工　一式 指名競争入札 第１四半期

61 定住推進課 天満町団地解体工事
小城市牛津町牛津
地内

90 とび 天満町団地解体 指名競争入札 第１四半期

62 定住推進課 友田団地解体工事
小城市牛津町牛津
地内

90 とび 友田団地解体 指名競争入札 第１四半期

63 財政課 芦刈庁舎跡地周辺整備工事
小城市芦刈町三王
崎　地内

211 ほ装
駐車場の整備
通路、排水路等の整備

指名競争入札 第１四半期

64 都市計画課 まちなか市民交流プラザ駐車場拡張工事
小城市小城町　地
内

114 土木 Ａ＝2,032㎡ 指名競争入札 第２四半期

65 農村整備課 吉原水路１工区整備工事
小城市三日月町久
米　地内

124 土木 水路工　L=180.0ｍ 指名競争入札 第３四半期

66 農村整備課 原田水路整備工事
小城市小城町松尾
地内

113 土木 浚渫及び頭首工補修　L=35.0ｍ 指名競争入札 第２四半期

67 農村整備課 小城第２地区13工区暗渠排水工事
小城市牛津町　地
内

179 土木 暗渠排水工　A=16.9ha 指名競争入札 第１四半期

68 農村整備課 小城第２地区14工区暗渠排水工事
小城市小城町　地
内

179 土木 暗渠排水工　A=16.9ha 指名競争入札 第１四半期

69 農村整備課 大寺水路整備工事
小城市三日月町長
神田　地内

113 土木
浚渫及びボックスカルバート工
L=94.0ｍ

指名競争入札 第２四半期

70 農村整備課 島溝①水路整備工事
小城市三日月町島
溝　地内

124 土木 水路工　L=270.0ｍ 指名競争入札 第３四半期

71 農村整備課 東戸崎水路整備工事
小城市芦刈町三王
崎　地内

113 土木 水路工　L=38.0ｍ 指名競争入札 第２四半期

72 農村整備課 東小松水路整備工事
小城市小城町晴気
地内

126 土木 水路工　L=82.3ｍ 指名競争入札 第３四半期

73 農村整備課 道辺⑦水路整備工事
小城市三日月町道
辺　地内

124 土木 水路工　L=170.0ｍ 指名競争入札 第３四半期

74 農村整備課 北浦溜池承水路整備工事
小城市小城町松尾
地内

126 土木 水路工　L=100.0ｍ 指名競争入札 第３四半期

- 5 -



平成30年4月1日現在

番号 所属名 工事名 工事場所
工期

（日数）
工事種別 工事概要 入札（契約）方法

入札（随意契
約）予定時期

平成30年度　建設工事発注見通し

75 農村整備課 練ヶ里水路1工区整備工事
小城市牛津町柿樋
瀬　地内

113 土木 水路工　L=35.0ｍ 指名競争入札 第２四半期

76 農村整備課 風昌坊頭首工補修工事
小城市小城町松尾
地内

124 鋼構
油圧起伏ゲート W25.0m×H0.9m
水密ゴム交換及び、扉体塗装替
N=1式

指名競争入札 第３四半期

77 農村整備課 かん水施設建屋修繕工事
小城市牛津町上砥
川　地内

166 建築 かん水施設建屋修繕　４箇所 指名競争入札 第３四半期

78 農林水産課 林道江里山線堂徳橋橋りょう補修工事
小城市小城町岩蔵
地内

153 とび
林道江里山線堂徳橋の補修工事
橋長　8.48ｍ

指名競争入札 第２四半期

79 保育幼稚園課 空調機取替及び動力盤改修工事
小城市牛津町　地
内

60 電気
砥川保育園空調機取替え及び動
力盤改修工事一式

指名競争入札 第１四半期

80 保育幼稚園課 小城市芦刈幼稚園解体取りこわし工事
小城市芦刈町　地
内

90 とび
小城市芦刈幼稚園解体取りこわ
し工事一式

指名競争入札 第１四半期

81 防災対策課 防災行政無線拡声子局移設工事
小城市三日月町石
木　地内

19 電気 石木公民館局移設 随意契約 第１四半期

82 健康増進課
三日月保健福祉センター　塩素酸生成装置交
換工事

小城市三日月町長
神田　地内

88 管工
電解次亜塩素酸生成装置交換
1台（電解次亜塩素酸生成最大能
力 5リットル/日）

指名競争入札 第１四半期

83 健康増進課
牛津保健福祉センター　塩素酸生成装置交換
工事

小城市牛津町勝
地内

87 管工
電解次亜塩素酸生成装置交換
1台（電解次亜塩素酸生成最大能
力 60リットル/日）

指名競争入札 第１四半期

84 健康増進課
牛津保健福祉センター温泉井戸揚湯ポンプ交
換工事

小城市牛津町勝
地内

92 井
温泉用ポンプ交換 1台 深さ369
ｍ
予備用温泉用ポンプ 1台 15Ｋｗ

随意契約 第１四半期

85 健康増進課
芦刈保健福祉センター南玄関ロビーほか空調
機交換工事

小城市芦刈町三王
崎　地内

97 電気

室外機 冷房等能力 85ｋｗほか 2台
室内機 冷房等能力 14ｋｗほか 15台
・既設配管利用
・既設空調機フロンガス回収破壊含む

指名競争入札 第２四半期

86 生涯学習課 牛津武道館サッシ取替工事 牛津武道館 60 建築 窓取替・窓手摺設置工事 指名競争入札 第１四半期

87 生涯学習課 生涯学習センター中央監視装置更新工事
小城市生涯学習セ
ンター

120 機械 中央監視装置取替工事 随意契約 第１四半期
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平成30年度　建設工事発注見通し

88 生涯学習課 ふれあい公園外灯LED化改修工事
小城市生涯学習セン
ターふれあい公園

79 電気 外灯11本　改修工事 指名競争入札 第２四半期

89 生涯学習課
生涯学習センター多目的ホール舞台機構設備
制御機器部品取替工事

小城市生涯学習セ
ンター

92 機械 制御機器部品取替工事 随意契約 第２四半期

90 商工観光課 千葉公園展望台・ウッドデッキ他補修工事
小城市小城町松尾
地内

30 建築
展望台外部及び屋根改修
ウッドデッキ改修

指名競争入札 第１四半期

91 商工観光課
小城公園トイレ下水道接続工事及び浄化槽撤
去工事

小城市小城町　地
内

30 管工
排水設備工事　8ｍ
浄化槽撤去工事(埋戻し)110㎥
電源撤去工事　一式

指名競争入札 第１四半期

92 商工観光課
小城公園内東・テニスコート北トイレ改修工
事

小城市小城町　地
内

40 管工
和式トイレ撤去　8台
洋式トイレ設置　8台

指名競争入札 第３四半期

93 水道課 市道原田線配水管布設工事
小城市小城町原田
地内

141 管工 配水管布設　Ｌ＝２４８ｍ 指名競争入札 第１四半期

94 水道課 原田地区配水管布設工事
小城市小城町原田
地内

92 管工 配水管布設　Ｌ＝８４ｍ 指名競争入札 第２四半期

95 水道課 県道小城富士線配水管布設工事
小城市小城町原田
地内

184 管工
配水管布設　Ｌ＝１８５ｍ
減圧弁室　１箇所

指名競争入札 第２四半期

96 水道課 北浦地区配水管布設工事
小城市小城町北浦
地内

123 管工 配水管布設　Ｌ＝６１ｍ 指名競争入札 第２四半期

97 水道課 甘木地区配水管布設工事
小城市三日月町甘
木　地内

153 管工 配水管布設　Ｌ＝１３０ｍ 指名競争入札 第２四半期

98 水道課 寺浦地区配水管布設替工事
小城市小城町寺浦
地内

122 管工 配水管布設　Ｌ＝１４０ｍ 指名競争入札 第１四半期
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