
平成３１年度

業務の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

総務部　税務課

地方税法による地図訂正等の申出に伴う測量図作成業務
庄原地域

全域
約１１ヶ月 測量図作成

地方税法による地図訂正等の申出に伴う測量図作成業
務

2,805 第１四半期

生活福祉部　高齢者福祉課

第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画　日常生活圏域
ニーズ調査業務

市内全域 約１年間 計画策定
第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定の資料
とするための、住民を対象とした日常生活圏域ニーズ
調査業務

3,330 第３四半期

生活福祉部　市民生活課

備後庄原駅改修工事監理業務
庄原市
中本町

約８ヶ月 工事監理 駅舎改修工事にかかる監理業務 3,300 第２四半期

斎場監理システム構築業務
庄原市役所

他
約１年間

システム
構築

申込状況確認にかかるシステムの構築業務 6,930 第１四半期

企画振興部　いちばんづくり課

外国人グローバル人材確保・定着促進計画ニーズ調査分析
業務

市内全域 約３ヶ月
アンケート

分析
市内事業所及び外国人に対するアンケート調査の回答
分析

680 第２四半期

企画振興部　自治定住課

Ｕターン促進パンフレット作成業務 市内全域 約５ケ月 取材・作成 市内のＵターン者の取材・パンフレット原稿作成 956 第１四半期

定住促進につながる住宅の整備事業ニーズ調査業務 市内全域 約３ケ月 ニーズ調査
市内在住者及び市内勤務者、高等学校同窓会会員に対
するアンケート調査

1,757 第１四半期

庄原市自治振興センター整備計画作成業務 西本町 約９ヶ月 計画策定 庄原市民会館等大規模改修に伴う基本計画策定業務 7,304 第１四半期

企画振興部　商工林業課

サテライトオフィス誘致戦略策定業務
中本町
一丁目

約３ヶ月 計画策定 1,100 第１四半期

環境建設部　建設課

市道天神線災害防除事業　測量設計業務
東城町

森
約６ヶ月 測量設計 L=65m 10,000 第２四半期

・ここに記載している発注予定業務委託については平成３１年４月時点の予定であり、発注時期、委託期間、契約方法等については、今後変更する場合があります。

広島県庄原市　公共業務委託発注見通し

・今年度入札、プロポーザル方式での発注を予定しているすべての発注業務委託について公表しています。

平成３１年４月

・複数年度に渡って実施する業務委託については実施期間の総額を記載しています。
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業務の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

市道大草線災害防除事業　測量設計業務
口和町
宮内

約６ヶ月 測量設計 L=300m 5,000 第２四半期

市道木屋原甲之邑線災害防除事業　測量設計業務
比和町
古頃

約６ヶ月 測量設計 L=100m 10,000 第２四半期

市道二月田線災害防除事業　測量設計業務
総領町
黒目

約６ヶ月 測量設計 L=12m 2,000 第２四半期

市道西新町板橋線道路改良事業　測量設計業務 西本町 約６ヶ月 測量設計 L=390m,W=5.0m 10,000 第２四半期

市道金信金佐谷線道路改良事業　測量設計業務　 七塚町 約６ヶ月 測量設計 L=250m,W=4.0m 5,000 第２四半期

市道金信八幡線道路改良事業　測量設計業務　 七塚町 約６ヶ月 測量設計 L=292m,W=4.0m 5,000 第２四半期

市道三坂小学校線道路改良事業　測量設計業務　
東城町
三坂

約６ヶ月 測量設計 L=157m,W=4.0m 7,000 第２四半期

市道皆原線道路改良事業　測量設計業務　
口和町
向泉

約８ヶ月 測量設計 L=1,956m,W=9.0m 20,000 第２四半期

市道本谷線道路改良事業　測量設計業務　
口和町
竹地谷

約６ヶ月 測量設計 L=450m,W=5.0m 5,000 第２四半期

市道竹地本谷東線道路改良事業　測量設計業務　
口和町
竹地谷

約６ヶ月 測量設計 L=1,318m,W=4.0m 5,000 第２四半期

市道下郷線道路改良事業　測量設計業務
口和町
大月

約６ヶ月 測量設計 L=550m,W=4.0m 10,000 第２四半期

市道市原線道路改良事業　測量設計業務　
高野町
新市

約８ヶ月 測量設計 L=1,200m,W=5.0m 10,000 第２四半期

庄原市管内橋梁定期点検業務 市内全域 約８ヶ月 調査 315橋 116,600 第２四半期

環境建設部　環境政策課

新焼却施設整備事業
プラント建設工事監理業務

一木町 H31～33 設計監理 130,701 第１四半期

水質検査分析業務 市内全域 約１年間 測定
終処分場、備北衛生センター・東城クリーンセン

ター・下谷川・各河川他水質分析
7,498 第１四半期

ダイオキシン類・ごみ質他検査分析業務 市内全域 約１年間 測定
備北クリーンセンター・備北衛生センター・東城ク
リーンセンター他測定分析

5,601 第１四半期

環境建設部　都市整備課

駅前広場周辺公園設計業務
中本町
二丁目

約６ヶ月 設計 公園設計　３箇所 3,300 第３四半期
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業務の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

東城地区サイン整備設計業務 東城町 約６ヶ月 設計 案内サイン・観光サイン 3,000 第３四半期

庄原駅周辺地区建物営業調査業務
東本町
三丁目

約４ヶ月 調査 再算定・営業調査 4,600 第１四半期

環境建設部　地籍用地課

東城地区　一筆地調査・測量業務 東城町 約９ヶ月 地籍調査 A＝0.60 k㎡ 21,705 第１四半期

総領地区　一筆地調査・測量業務 総領町 約９ヶ月 地籍調査 A＝1.39 k㎡ 32,557 第１四半期

市道胡町線　用地測量業務 西城町 約６ヶ月 用地測量 A＝225.22㎡ 5,406 第２四半期

環境建設部　下水道課

ストックマネジメント計画策定業務 市内全域 約６ヶ月 計画策定
ストックマネジメント計画策定,東城処理区更新計画を
含む

30,000 第２四半期

公共下水道 管渠耐震診断（詳細）調査業務 総領町 約６ヶ月
管渠耐震診

断
下水道管線、緊急輸送路ほか 管渠耐震診断 10,000 第２四半期

水道局　水道課

水道事業危機管理マニュアル作成業務 庄原市 約９ヶ月 計画策定 現況の把握、被害想定の整理、マニュアルの策定 6,556 第１四半期

国道183号外配水管布設替設計業務 板橋町外 約３ヶ月 配管設計 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）Ф200～75　L=317.0m 2,412 第１四半期

国道183号（比婆観光～セトウチ）配水管布設替設計業務 上原町外 約３ヶ月 配管設計 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）Ф200　L=770.0m 2,975 第１四半期

総領地区加圧ポンプ所施設整備設計業務 峰田町 約４ヶ月 建築設計 ポンプ池15㎥、ポンプ250㎥ 13,750 第１四半期

総領地区送配水施設測量調査（用地・地質）業務 峰田町外 約３ヶ月
用地測量、
地質調査

用地測量　A＝1,000㎡、地質調査　L=15.0m 2,910 第１四半期

総領地区送配水管布設設計業務委託 峰田町外 約３ヶ月 配管設計 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）Ф100　L=1,000.0m 2,908 第１四半期

教育部　生涯学習課

庄原市民会館等整備基本計画策定業務
西本町
二丁目

約９ヶ月 計画策定 庄原市民会館等大規模改修に伴う基本計画策定業務 10,956 第１四半期

水道局　西城水道室

市街地排水路布設工事に伴う配水管支障移転工事設計業務 西城町 約３ヶ月 設計業務 市街地排水路布設に伴う配水管支障移転工事の設計 3,090 第１四半期
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業務の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

東城支所　総務室・教育室

市有林比奈事業地間伐等業務
東城町
戸宇

約６ヵ月 施業 間伐5.00ha、路網開設650m、素材搬出250㎥ 5,396 第２四半期

水道局　東城水道室

上ノ町・備中町・本町配水管布設替設計業務 東城町東城 約３ケ月 設計 HPPEφ75mm　L=242m、HPPEφ50mm　L=118ｍ 2,112 第１四半期

高野支所　地域振興室

高野斎場待合室等拡張事業　地形用地測量業務 高野町 約１０ヶ月 測量設計 1,000㎡ 3,300 第１四半期

高野斎場待合室等拡張事業　造成設計業務 高野町 約１０ヶ月 測量設計 1,000㎡ 2,600 第１四半期
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