
令和２年度

工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

総務部　危機管理課

耐震性貯水槽設置工事 上原町 約６ヶ月 土木工事 耐震性防火水槽（40㎥規模）の整備 9,500 第２四半期

耐震性貯水槽設置工事 川北町 約６ヶ月 土木工事 耐震性防火水槽（40㎥規模）の整備 9,500 第２四半期

生活福祉部　児童福祉課

永末保育所屋根改修工事 永末町 約２ヶ月 建築工事 屋根瓦工事(365.6㎡)　雨樋改修 6,366 第１四半期

高保育所調理室改修工事 高町 約４ヶ月 建築工事
下処理室及び調理員専用トイレ設置工事
(食材庫、倉庫、調理員休憩室改装(増床無し))

10,233 第２四半期

高野保育所病後児保育室整備工事 高野町 約４ヶ月 建築工事 既存施設を改修し病後児支援室を整備(床面積 24㎡) 11,046 第１四半期

生活福祉部　市民生活課

旧西城斎苑解体撤去工事 旧西城斎苑 約６ヶ月 建築工事 解体撤去工事 24,324 第１四半期

企画振興部　いちばんづくり課

林間学校リノベーション工事
比和町
古頃

約６ヶ月 建築工事 旧古頃小学校を林間学校へ改修 4,768 第２四半期

企画振興部　自治定住課

敷信自治振興センタートイレ改修工事 板橋町 約３ヶ月 管工事 多目的トイレの新設 5,750 第１四半期

敷信自治振興センター旧JA店舗事務室改修工事 板橋町 約３ヶ月 建築工事 店舗を会議室に改修 3,478 第１四半期

山内自治振興センタートイレ改修工事 山内町 約３ヶ月 管工事
1、2階トイレ（現状：男女共用トイレ）を男女別仕様に改
修

2,142 第１四半期

総領自治振興センタートイレ改修工事 総領町 約３ヶ月 管工事 多目的トイレの新設 5,016 第１四半期

企画振興部　商工観光課

庄原工業団地災害復旧工事 是松町 約８ヶ月 土木工事
掘削工3,000m3、盛土工3,900m3、法面整形工800㎡、植生
工800㎡等

26,648 第１四半期

広島県庄原市　公共工事発注見通し 令和２年４月

・「庄原市建設工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する規則」に基づき、１件の予算額が２００万円以上の建設工事について公表しています。

・ここに記載している発注予定工事については令和２年４月時点の予定であり、発注時期、工事期間、工事金額等については、今後変更する場合があります。

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

時　期

食彩館しょうばらゆめさくらウッドデッキ改修工事 新庄町 約４ヶ月 建築工事
食彩館しょうばらゆめさくらホール西側ウッドデッキの改
修工事

4,675 第１四半期

環境建設部　建設課

市道庄原高線災害防除工事 東本町 約８ヶ月 土木工事 L=50m　法面工 57,027 第１四半期

市道高板橋線災害防除工事 永末町 約５ヶ月 土木工事 L=50m　法面工 16,779 第１四半期

市道西城小奴可線道路改良工事
西城町
八鳥

約５ヶ月 土木工事 L=200m、W=5.0m　土工・法面工・舗装工 10,030 第１四半期

市道入江的場線道路改良工事
西城町
入江

約５ヶ月 土木工事 L=100m、W=5.0m　土工・護岸工 13,000 第２四半期

市道久代中央線道路改良工事
東城町
久代

約６ヶ月 土木工事 L=100m、W=5.0m　土工・排水工・法面工 17,000 第１四半期

市道川鳥陰地線道路改良工事
東城町
川鳥

約４ヶ月 土木工事 L=100m、W=5.0m　土工・排水工・法面工 8,000 第２四半期

市道木屋原本郷線（折口橋）橋梁補修工事
比和町
木屋原

約５ヶ月 土木工事 1橋 22,065 第２四半期

市道一里松線（一里松橋）橋梁補修工事
比和町
森脇

約５ヶ月 土木工事 1橋 17,200 第２四半期

市道庄原高線災害防除工事 東本町 約４ヶ月 土木工事 L=50m　法面工 37,000 第３四半期

市道高板橋線災害防除工事 高町 約６ヶ月 土木工事 L=50m　法面工 22,000 第３四半期

市道夜灯線道路改良工事 高町 約７ヶ月 土木工事 L=200m、W=5.0m　土工・法面工・護岸工・舗装工 35,000 第２四半期

市道西城小奴可線道路改良工事
西城町
八鳥

約４ヶ月 土木工事 L=100m、W=5.0m　土工・法面工・舗装工 8,000 第３四半期

市道入江的場線道路改良工事
西城町
入江

約４ヶ月 土木工事 L=100m、W=5.0m　土工・護岸工 8,000 第３四半期

市道鴨居線道路改良工事
東城町
帝釈山中

約５ヶ月 土木工事 L=80m、W=5.0m　土工・排水工・法面工 12,000 第３四半期

市道久代中央線道路改良工事
東城町
久代

約４ヶ月 土木工事 L=80m、W=5.0m　土工・排水工・法面工 8,000 第３四半期

市道川鳥陰地線道路改良工事
東城町
川鳥

約４ヶ月 土木工事 L=100m、W=5.0m　土工・排水工・法面工 8,000 第２四半期

市道吾妻山線道路改良工事
比和町
森脇

約６ヶ月 土木工事 L=120m、W=5.0m　土工・橋梁下部工・護岸工 33,800 第３四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

市道上領家線道路改良工事
総領町
上領家

約５ヶ月 土木工事 L=360m、W=7.0m　土工・護岸工・舗装工 33,000 第３四半期

市道絞り中原線2期道路改良工事
比和町
三河内

約６ヶ月 土木工事 L=150m、W=7.0m　土工・護岸工・舗装工 48,000 第３四半期

市道俵原森脇線（俵原橋）橋梁補修工事
高野町
上湯川

約５ヶ月 土木工事 1橋 39,000 第２四半期

市道陰地比奈線（第２陰地橋）橋梁補修工事
東城町
川西

約５ヶ月 土木工事 1橋 39,000 第２四半期

池ノ内地区復旧工事 山内町 約８ヶ月 土木工事 伏工　L＝30ｍ 7,964 第１四半期

金鋳谷地区復旧工事 小用町 約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝20ｍ 9,867 第１四半期

堂面地区復旧工事 春田町 約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝30ｍ 4,444 第１四半期

上蘭藤地区復旧工事 峰田町 約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝5ｍ 1,530 第１四半期

日南田地区復旧工事 峰田町 約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝10ｍ 2,497 第１四半期

下本郷2地区復旧工事 高茂町 約８ヶ月 土木工事 擁壁工　L＝10ｍ 2,497 第１四半期

仮屋迫地区復旧工事 小用町 約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝25ｍ 5,797 第１四半期

石丸地区復旧工事 板橋町 約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝15ｍ 3,982 第１四半期

石原地区復旧工事 上谷町 約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝15ｍ 3,934 第２四半期

殿垣内地区復旧工事 実留町 約８ヶ月 土木工事 法枠工　L＝23ｍ 3,900 第２四半期

神川地区復旧工事 本村町 約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝28ｍ 6,000 第２四半期

大揚地区復旧工事 上原町 約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝15ｍ 5,380 第２四半期

日向地区復旧工事 平和町 約８ヶ月 土木工事 法枠工　L＝50ｍ 7,880 第２四半期

吉東地区復旧工事 上原町 約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝15ｍ 4,890 第２四半期

日ノ岳地区復旧工事 本村町 約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝20ｍ 2,170 第２四半期

3



工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

森之木地区復旧工事 山内町 約８ヶ月 土木工事 かご工　L＝25ｍ 2,040 第２四半期

寺下地区復旧工事 新庄町 約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝15ｍ 2,570 第２四半期

厚真地区復旧工事
西城町
小鳥原

約８ヶ月 土木工事 法枠工　L＝10ｍ 4,500 第２四半期

上り原乙地区復旧工事
西城町
大屋

約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝10ｍ 2,100 第２四半期

衣木地区復旧工事
西城町
油木

約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝8ｍ 3,050 第２四半期

政光谷地区復旧工事
東城町
久代

約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝25ｍ 8,460 第２四半期

姿谷地区復旧工事
東城町
三坂

約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝20ｍ 9,200 第２四半期

堂河内地区復旧工事
東城町
田黒

約８ヶ月 土木工事 かご工　L＝10ｍ 4,060 第２四半期

折坂下地区復旧工事
東城町

森
約８ヶ月 土木工事 かご工・土留工　L＝13ｍ 5,140 第２四半期

吹矢谷地区復旧工事
東城町
戸宇

約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝30ｍ 5,810 第２四半期

上市場地区復旧工事 東城町 約８ヶ月 土木工事 かご工　L＝10ｍ 3,980 第２四半期

古御堂地区復旧工事
東城町
久代

約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝35ｍ 18,000 第２四半期

神田地区復旧工事
東城町
川鳥

約８ヶ月 土木工事 伏工　L＝18ｍ 5,570 第２四半期

松ノ木原地区復旧工事
東城町
帝釈末渡

約８ヶ月 土木工事 伏工　L＝15ｍ 5,320 第２四半期

川西地区復旧工事
東城町
田黒

約８ヶ月 土木工事 土留工　L＝10ｍ 3,450 第２四半期

上市奥池改修工事
高野町
新市

約10ヶ月 土木工事 堤体工一式　底樋工L＝25ｍ　斜樋工一式 13,351 第２四半期

持丸地区園芸作物条件整備工事
東城町
小奴可

約８ヶ月 土木工事 土層改良6.4ha 19,401 第２四半期

田口地区圃場整備工事
口和町
宮内

約８ヶ月 土木工事 土層改良2.3ha　防護柵700ｍ 12,090 第２四半期

中国縦貫道排水路災害復旧工事 本村町 約８ヶ月 土木工事 KF300　L＝8.5ｍ 2,684 第２四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

179/210庄原横谷農地災害復旧工事 上原町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、盛土、張芝 2,849 第３四半期

189/210庄原井西農地災害復旧工事 川北町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、フトン篭、盛土、張芝、二次製品水路 7,084 第３四半期

225/210庄原廣澤2号農地災害復旧工事 実留町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、盛土、張芝 3,740 第３四半期

247/210庄原岡田農地災害復旧工事 濁川町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、フトン篭、盛土、張芝 5,082 第３四半期

264/210庄原実安1号農地災害復旧工事 水越町 約６ヶ月 土木工事 排土 2,894 第３四半期

292/210庄原伊尾農地災害復旧工事 上原町 約６ヶ月 土木工事 フトン篭 5,245 第３四半期

5065/210庄原上原中田3号道路災害復旧工事 上原町 約６ヶ月 土木工事 フトン篭 55,525 第３四半期

5068/210庄原大藤1号道路災害復旧工事 小用町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積 10,125 第３四半期

5107/210庄原竹益道路災害復旧工事 本郷町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、盛土、張芝、水路埋塞土撤去 4,191 第３四半期

5420/210庄原八曽池水路災害復旧工事 市町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、張芝 3,993 第３四半期

5427/210庄原江木池上溝水路災害復旧工事 市町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、盛土、二次製品水路 3,025 第３四半期

5429/210庄原平山水路災害復旧工事 上谷町 約６ヶ月 土木工事 コンクリートブロック積、盛土 7,425 第３四半期

5443/210庄原熊野池水路災害復旧工事 上原町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、石積、仮設道（敷鉄板） 3,619 第３四半期

5455/210庄原王子水路災害復旧工事 川北町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、盛土、底張コンクリート、埋戻コンクリート 6,391 第３四半期

5457/210庄原八幡池水路災害復旧工事 川北町 約６ヶ月 土木工事 底張コンクリート、ブロック積、盛土 3,762 第３四半期

5460/210庄原井西水路災害復旧工事 川北町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、盛土、張芝 3,465 第３四半期

5464/210庄原黒田原池1号水路災害復旧工事 川北町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、盛土、フトン篭、水路工 5,456 第３四半期

5465/210庄原黒田原池2号水路災害復旧工事 川北町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、二次製品水路 6,446 第３四半期

5467/210庄原扇谷池水路災害復旧工事 川北町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、盛土 4,136 第３四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

5470/210庄原友貞水路災害復旧工事 川北町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、盛土 5,104 第３四半期

5487/210庄原上川西2号水路災害復旧工事 川西町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積 3,886 第３四半期

5502/210庄原大下水路災害復旧工事 高茂町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、底張コンクリート、盛土、排土 7,513 第３四半期

5511/210庄原3合池水路災害復旧工事 実留町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、盛土、水路工 5,566 第３四半期

5519/210庄原石川水路災害復旧工事 高町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、盛土 4,158 第３四半期

5541/210庄原隠地1号水路災害復旧工事 本村町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積、盛土、張芝、水路工 19,151 第３四半期

5564/210庄原実安水路災害復旧工事 水越町 約６ヶ月 土木工事 ブロック積 12,648 第３四半期

5808/210庄原八幡頭首工災害復旧工事 川北町 約６ヶ月 土木工事 岩着タイプ堰、ブロック積 4,290 第３四半期

5811/210庄原田所頭首工災害復旧工事 実留町 約６ヶ月 土木工事 岩着タイプ堰、ブロック積 4,279 第３四半期

5907/210庄原池永ため池災害復旧工事 板橋町 約６ヶ月 土木工事 斜樋、底樋、洪水吐 22,518 第３四半期

5908/210庄原紙屋2号ため池災害復旧工事 板橋町 約６ヶ月 土木工事 斜樋、底樋、洪水吐 31,707 第３四半期

5911/210庄原三坂谷2号ため池災害復旧工事 掛田町 約６ヶ月 土木工事 排土 3,017 第３四半期

5914/210庄原風呂屋ため池災害復旧工事 高茂町 約６ヶ月 土木工事 斜樋、底樋 52,678 第３四半期

5916/210庄原大才ため池災害復旧工事 川西町 約６ヶ月 土木工事 排土 2,135 第３四半期

5917/210庄原貞光ため池災害復旧工事 新庄町 約６ヶ月 土木工事 斜樋、底樋、洪水吐 34,513 第３四半期

5919/210庄原兵後ため池災害復旧工事 戸郷町 約６ヶ月 土木工事 斜樋、底樋、洪水吐 21,380 第３四半期

5921/210庄原新ため池災害復旧工事 濁川町 約６ヶ月 土木工事 排土 2,210 第３四半期

5923/210庄原堀越ため池災害復旧工事 本町 約６ヶ月 土木工事 斜樋、底樋、洪水吐 56,263 第３四半期

5928/210庄原上田2号ため池災害復旧工事 峰田町 約６ヶ月 土木工事 斜樋、底樋、洪水吐 11,265 第３四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

5930/210庄原三平ため池災害復旧工事 山内町 約６ヶ月 土木工事 斜樋、底樋、洪水吐 18,082 第３四半期

5931/210庄原小松ヶ曽根ため池災害復旧工事 山内町 約６ヶ月 土木工事 斜樋、底樋、洪水吐 25,714 第３四半期

5934/210庄原畑谷ため池災害復旧工事 川手町 約６ヶ月 土木工事 洪水吐 3,927 第３四半期

5941/210庄原西光寺ため池災害復旧工事 新庄町 約６ヶ月 土木工事 斜樋、底樋、洪水吐 6,284 第３四半期

5952/210庄原小車目揚水機災害復旧工事 水越町 約６ヶ月 土木工事 渦巻ポンプ 3,604 第３四半期

環境建設部　環境政策課

備北クリーンセンター　１号、２号燃焼装置整備工事 一木町 約１ヶ月
機械整備

工事
焼却炉内の火床板及び側壁火床板、シール板の交換 11,286 第１四半期

リサイクルプラザ　処理棟修繕工事 是松町 約５ヶ月
機械整備

工事
２次破砕機オーバーホール他 29,647 第３四半期

東城RDF　コンベヤー修理工事 東城町 随時
機械整備

工事
消耗部品の交換他 4,222 第３四半期

東城RDF　乾燥設備修理工事 東城町 随時
機械整備

工事
消耗部品の交換他 3,156 第３四半期

衛生センター　処理棟修繕工事 掛田町 約６ヶ月
機械整備

工事
前処理機、ﾎﾟﾝﾌﾟのオーバーホール他 14,641 第２四半期

東城し尿　遠心分離機NO.2修理工事 東城町 約３ヶ月
機械整備

工事
遠心分離機のオーバーホール 2,770 第２四半期

環境建設部　都市整備課

上野総合公園陸上競技場トラック全面改修工事 新庄町 約６ヶ月 土木工事 全天候型ウレタン舗装改修 A=7,300m2　付帯工事一式 180,180 第２四半期

上野総合公園陸上競技場メインスタンド防水工事 新庄町 約６ヶ月 建築工事 硬化ウレタン塗膜防水 A=1,000m2　コーキング打替 21,694 第２四半期

福代公営住宅浄化槽設置・水洗化工事
東城町
福代

約３ヶ月 管工事 浄化槽35人槽１基　２棟10戸の給排水設備工 20,000 第３四半期

戸郷市民住宅ガス管改修工事（２号棟） 戸郷町 約６ヶ月 管工事 １棟40戸 12,000 第２四半期

令和元年度駅前広場周辺公園整備工事
中本町
二丁目

約６ヶ月 土木工事 N=1箇所　土工・舗装工・休息施設 15,280 第１四半期

令和元年度本町三日市線道路整備工事
西本町
二丁目

約６ヶ月 土木工事 L=130ｍ　W=10.0m　土工・排水工・舗装工 10,395 第１四半期

令和元年度本町中央線外道路整備工事
東城町
東城外

約６ヶ月 土木工事 L=280m　W=6.0m  土工・排水工・舗装工 39,860 第１四半期

7



工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

都市計画道路駅前線外道路整備工事
中本町
二丁目

約６ヶ月 土木工事
道路整備工事 L=160ｍ　W=16.0m　 土工・排水工・舗装工
区画道路整備工事　N=1箇所、公園用地整地工事　N=1箇所

68,200 第３四半期

庄原駅周辺地区　5街区宅地整備工事
中本町
二丁目

約３ヶ月 土木工事 宅地整備　A=1,350m2 20,000 第３四半期

庄原駅周辺地区　6街区宅地整備工事
東本町
三丁目

約３ヶ月 土木工事 宅地整備　A=1,900m2 20,000 第４四半期

庄原小学校線道路整備工事
西本町
二丁目

約６ヶ月 土木工事 L=150m　W=9.0m  土工・排水工 36,338 第２四半期

駅前広場周辺公園整備工事
中本町
二丁目

約６ヶ月 土木工事 N=2箇所　土工・舗装工・休息施設・公園遊具 22,000 第３四半期

駅前広場周辺駐車場整備工事
東本町
三丁目

約６ヶ月 土木工事 A=913m2　土工・舗装工・排水工・フェンス工 8,600 第４四半期

庄原地区サイン整備工事
西本町・
東本町外

約６ヶ月 土木工事 案内サインN=5箇所・誘導サインN=14箇所　 19,000 第２四半期

本町中央線外道路整備工事
東城町
東城外

約６ヶ月 土木工事 L=200m　W=6.0m  土工・排水工・舗装工 61,000 第３四半期

東城地区サイン整備工事
東城町
東城外

約３ヶ月 土木工事 案内サインN=4箇所・誘導サインN=10箇所　 3,000 第２四半期

環境建設部　下水道課

庄原処理区 マンホールポンプ改築工事（保健ｾﾝﾀｰ横）
西本町
四丁目

約５ヶ月
機械器具・
電気工事

ポンプ本体、水位計 14,750 第２四半期

庄原処理区 マンホールポンプ改築工事（美湯ハイツ） 宮内町 約５ヶ月
機械器具・
電気工事

ポンプ本体、水位計 18,400 第２四半期

庄原汚水新庄幹線枝線管路整備工事 宮内町 約４ヶ月
管更正工

事
φ200mm  L=197m 20,300 第２四半期

石田宅前マンホールポンプ更新工事 掛田町 約３ヶ月
機械器具・
電気工事

ポンプ更新 3,740 第１四半期

庄原汚水新庄幹線マンホール維持修繕工事 新庄町 約３ヶ月
ＭＰ更正

工事
マンホール内更生 ３基 8,148 第２四半期

山内西処理場 機械設備更新工事 木戸町 約５ヶ月
機械器具・
電気工事

スクリーンユニット更新 30,000 第２四半期

水道局　水道課

雇用促進住宅線ポンプ所解体撤去工事 戸郷町 約３ヶ月 撤去工事 撤去工事一式 3,410 第１四半期

大久保ポンプ所ポンプ更新工事 大久保町 約３ヶ月
水道施設

工事
分解整備工事（ポンプ2基） 3,256 第３四半期

国道183号（庄原消防署～板橋交差点）配水管布設替工
事

板橋町 約５ヶ月
水道管
布設工事

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）ф200　L＝92.0ⅿ
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）ф100　L＝25.0ⅿ

14,345 第１四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

市道東下町浜沖線（日野自動車前）配水管布設替工事 東本町 約５ヶ月
水道管
布設工事

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）ф100　L＝100.0ⅿ 10,000 第１四半期

国道432号（新庄交差点～大信産業）配水管布設替工事
【1工区】

新庄町 約５ヶ月
水道管
布設工事

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）ф200　L＝45.0ⅿ 5,750 第２四半期

国道432号（新庄交差点～大信産業）配水管布設替工事
【2工区】

新庄町 約６ヶ月
水道管
布設工事

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）ф150　L＝340.0ⅿ
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）ф150（添架）　L＝15.0ⅿ

31,340 第２四半期

駅前土地区画整理事業に伴う配水管支障移転工事 東本町 約５ヶ月
水道管
布設工事

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）ф100　L＝106.0ⅿ
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）ф75　L＝46.0ⅿ

7,708 第３四半期

総領地区（第1工区）送配水管布設工事 峰田町外 約６ヶ月
水道管
布設工事

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）ф100　L＝650.0ⅿ 33,800 第１四半期

総領地区（第2工区）送配水管布設工事 峰田町外 約６ヶ月
水道管
布設工事

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）ф100　L＝650.0ⅿ 33,800 第１四半期

総領地区（第3工区）送配水管布設工事 峰田町外 約６ヶ月
水道管
布設工事

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）ф100　L＝650.0ⅿ 33,800 第２四半期

総領地区（第4工区）送配水管布設工事 峰田町外 約６ヶ月
水道管
布設工事

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）ф100　L＝650.0ⅿ 33,800 第２四半期

総領地区送配水管（第1・2工区）舗装工事 峰田町外 約３ヶ月 舗装工事 L=1,300.0ⅿ 23,400 第３四半期

総領地区送配水管（第3・4工区）舗装工事 峰田町外 約３ヶ月 舗装工事 L=1,300.0ⅿ 23,400 第３四半期

教育部　教育総務課

庄原市公立学校校内LAN整備工事 市内全域 約９ヶ月
電気設備

工事
市内23小中学校への校内LAN整備及び電源キャビネット設
置工事

206,998 第１四半期

西城支所　地域振興室

西城地域放課後児童クラブ　新築工事
西城町
西城

約11か月 建築工事 西城地域放課後児童クラブ　新築 （106㎡） 38,900 第１四半期

西城名越農地災害復旧工事
西城町
三坂

約３ヶ月 土木工事 L=39.0ｍ　フトン篭　盛土工 2,739 第１四半期

西城別曽農地災害復旧工事
西城町
入江

約３ヶ月 土木工事 L=22.0ｍ　フトン篭　盛土工　張芝工 2,618 第１四半期

西城森兼農地災害復旧工事
西城町
中野

約５ヶ月 土木工事 L=35ｍ　フトン籠工　盛土工　張芝工　排土工 7,183 第１四半期

西城麻田農地災害復旧工事
西城町
中野

約３ヶ月 土木工事 L=16.0ｍ　フトン篭　盛土工 2,167 第１四半期

西城清本農地災害復旧工事
西城町
中野

約５ヶ月 土木工事 L=42.0ｍ　フトン篭　盛土工　張芝工　排土工 6,435 第１四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

西城清本2号農地外1件災害復旧工事
西城町
中野

約５ヶ月 土木工事 L=17.0ｍ　フトン篭工　盛土工　張芝工　水路工 5,005 第１四半期

西城安井農地災害復旧工事
西城町
八鳥

約３ヶ月 土木工事 L=15.0ｍ　フトン篭工　盛土工　張芝工 2,145 第１四半期

西城福本農地災害復旧工事
西城町
福山

約３ヶ月 土木工事 L=9.0ｍ　フトン篭工　盛土工　張芝工 2,486 第１四半期

西城福山1号農地災害復旧工事
西城町
福山

約５ヶ月 土木工事 L=42.0ｍ　フトン篭工　盛土工　張芝工　排土工 6,886 第１四半期

西城福山2号農地災害復旧工事
西城町
福山

約３ヶ月 土木工事 L=24.0ｍ　フトン篭工　盛土工 3,080 第１四半期

西城柳生農地災害復旧工事
西城町
高尾

約３ヶ月 土木工事 L=8.0ｍ　ブロック積工　盛土工　張芝工 3,146 第１四半期

西城藤岡2号農地災害復旧工事
西城町
大戸

約３ヶ月 土木工事 L=35.0ｍ　フトン篭工　盛土工 3,795 第１四半期

西城増永農地災害復旧工事
西城町
大屋

約３ヶ月 土木工事 L=19.0ｍ　フトン篭工　盛土工　張芝工 2,365 第１四半期

西城大塚農地災害復旧工事
西城町
大屋

約３ヶ月 土木工事 L=12.0ｍ　ブロック積工　盛土工　張芝工 2,079 第１四半期

西城杉田農地災害復旧工事
西城町
大屋

約３ヶ月 土木工事 L=18.0ｍ　フトン篭工　盛土工　張芝工 2,442 第１四半期

西城郷力農地災害復旧工事
西城町
大屋

約３ヶ月 土木工事 L=24.0ｍ　フトン篭工　盛土工　張芝工 3,773 第１四半期

西城奥鹿深1号農道災害復旧工事
西城町
大佐

約３ヶ月 土木工事 L=12.0ｍ　ブロック積工 2,376 第１四半期

西城奥鹿深2号農道災害復旧工事
西城町
大佐

約11か月 土木工事 L=365ｍ　盛土工　ブロック積工　砂利舗装工 14,642 第１四半期

西城本谷3号水路災害復旧工事
西城町
大屋

約３ヶ月 土木工事 L=9ｍ　フトン籠工　盛土工　張芝工　水路工 2,541 第１四半期

西城大兼1号水路災害復旧工事
西城町
大戸

約３ヶ月 土木工事 L=20ｍ　フトン籠工　水路工 4,268 第１四半期

西城本谷水路災害復旧工事
西城町
大屋

約３ヶ月 土木工事 L=39.0ｍ　ブロック積工　盛土工　張芝工 2,288 第１四半期

西城こつぼ水路外1件災害復旧工事
西城町
小鳥原

約５ヶ月 土木工事 L=8.0ｍ　ブロック積工　盛土工　張芝工　排土工　水路工 5,544 第１四半期

西城母谷水路外1件災害復旧工事
西城町
小鳥原

約５ヶ月 土木工事 L=26.0ｍ　ブロック積工　盛土工　排土工　水路工 4,994 第１四半期

西城本谷1号水路災害復旧工事
西城町
大屋

約３ヶ月 土木工事 L=15.0ｍ　ブロック積工　盛土工 3,531 第１四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

西城上西水路災害復旧工事
西城町
入江

約３ヶ月 土木工事 L=81.0ｍ　ブロック積工　盛土工　水路工 4,925 第１四半期

西城山本水路災害復旧工事
西城町
中迫

約３ヶ月 土木工事 L=22.0ｍ　擁壁工　ブロック積工　盛土工　水路工 2,145 第１四半期

西城高尾2号水路災害復旧工事
西城町
高尾

約３ヶ月 土木工事 L=11.0ｍ　ブロック積工　水路工 3,748 第１四半期

西城水呑水路外1件災害復旧工事
西城町
入江

約７ヶ月 土木工事 L=17.0ｍ　ブロック積工　盛土工　張芝工　水路工 10,909 第１四半期

西城前平水路災害復旧工事
西城町
大屋

約３ヶ月 土木工事 L=7.0ｍ　ブロック積工　盛土工 2,464 第１四半期

西城金代水路災害復旧工事
西城町
大屋

約３ヶ月 土木工事 L=25.0ｍ　フトン篭工　盛土工　水路工 4,306 第１四半期

西城須田水路災害復旧工事
西城町
熊野

約11か月 土木工事 L=9.0ｍ　ブロック積工　盛土工 37,598 第１四半期

西城万原頭首工災害復旧工事
西城町
八鳥

約５ヶ月 土木工事 L=23.8ｍ　コンクリート堰工 37,598 第２四半期

西城八日市頭首工災害復旧工事
西城町
小鳥原

約５ヶ月 土木工事 L=8.0ｍ　水叩工　護岸工 5,000 第２四半期

西城横畑頭首工災害復旧工事
西城町

栗
約５ヶ月 土木工事 L=6.0ｍ　水叩工　護岸工 9,834 第２四半期

西城こくぼため池災害復旧工事
西城町

栗
約９ヶ月 土木工事 L=30.0ｍ　堤体工　斜樋工　底樋工 28,000 第２四半期

第1778号普通河川二本栃川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約６ヶ月 土木工事 L=54.1ｍ　ブロック積工　石積工　植生工 15,826 第１四半期

第2504号普通河川植木川河川災害復旧工事
西城町
高尾

約６ヶ月 土木工事 L=69ｍ　ブロック積工　植生工 24,554 第１四半期

第1777号普通河川金代川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約６ヶ月 土木工事 L=36.6ｍ　ブロック積工　石積工 10,695 第１四半期

第2988号普通河川母谷川河川災害復旧工事
西城町
小鳥原

約６ヶ月 土木工事 L=97.8ｍ　ブロック積工　植生工 32,808 第１四半期

第2989号普通河川母谷川河川災害復旧工事
西城町
小鳥原

約６ヶ月 土木工事 L=18ｍ　ブロック積工 7,230 第１四半期

第2993号普通河川塩田川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約６ヶ月 土木工事 L=23ｍ　ブロック積工　根固工 9,105 第１四半期

第3018号普通河川寺谷川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約６ヶ月 土木工事 L=34.4ｍ　ブロック積工 9,063 第１四半期

第1433号普通河川本谷川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約６ヶ月 土木工事 L=51.7ｍ　ブロック積工　根固工 18,645 第２四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

第1444号普通河川二本栃川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約６ヶ月 土木工事 L=14ｍ　ブロック積工 11,840 第２四半期

第2505号普通河川用川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約６ヶ月 土木工事 L=91.4ｍ　ブロック積工　植生工　根固工 23,413 第２四半期

第2506号普通河川清延川河川災害復旧工事
西城町
三坂

約６ヶ月 土木工事 L=15ｍ　ブロック積工 6,621 第２四半期

第2507号普通河川清延川河川災害復旧工事
西城町
三坂

約６ヶ月 土木工事 L=22ｍ　ブロック積工 8,104 第２四半期

第2508号普通河川清延川河川災害復旧工事
西城町
三坂

約６ヶ月 土木工事 L=10.9ｍ　ブロック積工 5,308 第２四半期

第2987号普通河川長谷川河川災害復旧工事
西城町
平子

約３ヶ月 土木工事 L=6.9ｍ　ブロック積工 2,482 第２四半期

第2990号普通河川母谷川河川災害復旧工事
西城町
小鳥原

約６ヶ月 土木工事 L=17ｍ　ブロック積工 5,032 第２四半期

第2991号普通河川大戸川河川災害復旧工事
西城町

栗
約３ヶ月 土木工事 L=18ｍ　ブロック積工 4,784 第２四半期

第2992号普通河川大滝川河川災害復旧工事
西城町
平子

約３ヶ月 土木工事 L=8.2ｍ　ブロック積工 2,909 第２四半期

第2994号普通河川塩田川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約３ヶ月 土木工事 L=7ｍ　ブロック積工 3,705 第２四半期

第3035号市道塩田１号線道路災害復旧工事
西城町
大屋

約３ヶ月 土木工事 L=9.2ｍ　ブロック積工　舗装工 4,229 第２四半期

第3683号普通河川深谷川河川災害復旧工事
西城町
大佐

約６ヶ月 土木工事 L=70.5ｍ　ブロック積工　植生工 24,953 第２四半期

第3684号普通河川母谷川河川災害復旧工事
西城町
小鳥原

約６ヶ月 土木工事 L=13.2ｍ　ブロック積工　植生工 6,262 第２四半期

第3686号普通河川兼利川河川災害復旧工事
西城町
中野

約６ヶ月 土木工事 L=95.3ｍ　ブロック積工　石積工　擁壁工 27,062 第１四半期

第3687号普通河川兼利川河川災害復旧工事
西城町
中野

約６ヶ月 土木工事 L=86.7ｍ　ブロック積工　石積工 21,295 第１四半期

第3688号普通河川兼利川河川災害復旧工事
西城町
中野

約６ヶ月 土木工事 L=40.8ｍ　ブロック積工　石積工 10,198 第１四半期

第3689号普通河川兼利川河川災害復旧工事
西城町
中野

約６ヶ月 土木工事 L=66.5ｍ　ブロック積工　石積工　擁壁工 19,947 第２四半期

第3690号普通河川兼利川河川災害復旧工事
西城町
中野

約６ヶ月 土木工事 L=45.4ｍ　ブロック積工　石積工　舗装工 9,423 第２四半期

第3691号普通河川宮之段川河川災害復旧工事
西城町
中野

約６ヶ月 土木工事 L=46ｍ　ブロック積工　石積工 9,856 第１四半期
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予算額
(千円)
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第3692号普通河川古谷川河川災害復旧工事
西城町
油木

約６ヶ月 土木工事 L=57ｍ　ブロック積工　根固工 27,192 第２四半期

第3693号普通河川七谷川河川災害復旧工事
西城町
熊野

約６ヶ月 土木工事 L=21ｍ　ブロック積工 6,002 第１四半期

第3714号普通河川宮之段川河川災害復旧工事
西城町
中野

約６ヶ月 土木工事 L=35ｍ　ブロック積工　石積工 11,193 第１四半期

第3715号普通河川宮之段川河川災害復旧工事
西城町
中野

約６ヶ月 土木工事 L=91.5ｍ　ブロック積工　石積工 19,694 第１四半期

第3716号普通河川宮之段川河川災害復旧工事
西城町
中野

約６ヶ月 土木工事 L=62ｍ　ブロック積工　石積工 16,041 第１四半期

第4193号普通河川二本栃川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約６ヶ月 土木工事 L=84ｍ　ブロック積工　植生工 25,567 第２四半期

第4194号普通河川兼利川河川災害復旧工事
西城町
中野

約３ヶ月 土木工事 L=14.5ｍ　ブロック積工 4,378 第１四半期

第4218号普通河川白谷河川災害復旧工事
西城町

栗
約６ヶ月 土木工事 L=109.7ｍ　ブロック積工　植生工　根固工 20,164 第２四半期

第4219号普通河川灰庭川河川災害復旧工事
西城町
油木

約６ヶ月 土木工事 L=40ｍ　ブロック積工　植生工　根固工 13,014 第２四半期

第4220号普通河川灰谷川河川災害復旧工事
西城町
小鳥原

約６ヶ月 土木工事 L=38ｍ　ブロック積工　植生工工 9,887 第１四半期

第4229号普通河川入江川河川災害復旧工事
西城町
入江

約６ヶ月 土木工事 L=132.6ｍ　ブロック積工　植生工工 22,039 第１四半期

第4230号普通河川長谷川河川災害復旧工事
西城町
平子

約６ヶ月 土木工事 L=143.9ｍ　ブロック積工　植生工 50,765 第２四半期

第4237号市道小原線道路災害復旧工事
西城町
福山

約６ヶ月 土木工事 L=30ｍ　植生工　法面工 11,976 第２四半期

第5013号普通河川七谷川河川災害復旧工事
西城町
熊野

約６ヶ月 土木工事 L=29.5ｍ　ブロック積工 15,881 第２四半期

第5014号普通河川滝戸川河川災害復旧工事
西城町
大佐

約３ヶ月 土木工事 L=9.1ｍ　ブロック積工　植生工 3,263 第２四半期

第5025号普通河川大迫川河川災害復旧工事
西城町
中迫

約６ヶ月 土木工事 L=22ｍ　ブロック積工 5,544 第２四半期

第5027号普通河川塩田川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約６ヶ月 土木工事 L=19.3ｍ　ブロック積工 5,839 第１四半期

第5036号普通河川本谷川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約６ヶ月 土木工事 L=128.2ｍ　ブロック積工　植生工 32,416 第１四半期

第5037号普通河川本谷川河川災害復旧工事
西城町
大佐

約３ヶ月 土木工事 L=12ｍ　ブロック積工 4,356 第１四半期
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予算額
(千円)
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第5038号普通河川大羽川河川災害復旧工事
西城町
熊野

約６ヶ月 土木工事 L=22ｍ　ブロック積工 9,974 第１四半期

第5045号普通河川本谷川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約６ヶ月 土木工事 L=39.4ｍ　ブロック積工　植生工　根固工 11,733 第２四半期

第5522号普通河川寺谷川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約６ヶ月 土木工事 L=251.9ｍ　ブロック積工　植生工 74,397 第２四半期

第5523号普通河川内京川河川災害復旧工事
西城町
八鳥

約６ヶ月 土木工事 L=72ｍ　ブロック積工　植生工 19,326 第１四半期

第5524号普通河川大草谷川河川災害復旧工事
西城町
八鳥

約６ヶ月 土木工事 L=72ｍ　ブロック積工　植生工 19,326 第２四半期

第5025号普通河川丹谷川河川災害復旧工事
西城町
福山

約６ヶ月 土木工事 L=74ｍ　ブロック積工 15,331 第２四半期

第5526号普通河川長者原川河川災害復旧工事
西城町
熊野

約６ヶ月 土木工事 L=29ｍ　ブロック積工 9,455 第１四半期

第5527号普通河川土深川河川災害復旧工事
西城町
熊野

約３ヶ月 土木工事 L=12.5ｍ　ブロック積工 4,642 第１四半期

第5528号普通河川土深川河川災害復旧工事
西城町
熊野

約６ヶ月 土木工事 L=10ｍ　ブロック積工 5,745 第２四半期

第5552号普通河川内京川河川災害復旧工事
西城町
八鳥

約３ヶ月 土木工事 L=8.5ｍ　ブロック積工　排水工 3,972 第２四半期

第5553号普通河川内京川河川災害復旧工事
西城町
八鳥

約６ヶ月 土木工事 L=197.8ｍ　ブロック積工　植生工 63,330 第１四半期

第5554号市道八鳥日南下線道路災害復旧工事
西城町
八鳥

約６ヶ月 土木工事 L=30.5ｍ　ブロック積工　植生工　舗装工 46,788 第１四半期

第140号普通河川大滝川河川災害復旧工事
西城町
平子

約６ヶ月 土木工事 L=20ｍ　ブロック積工　石積工 9,000 第２四半期

水道局　西城水道室

西城浄水場法面修繕工事 西城町 約２ヶ月 土木工事 西城浄水場外周の法面のコンクリート防草工事 2,739 第１四半期

西城地区取水･浄水場濁度計更新工事 西城町 約８ヶ月 機械工事 西城取水･浄水場内の濁度計の更新工事 10,054 第１四半期

西城地区浄水場残留塩素計設置工事 西城町 約８ヶ月 機械工事 西城浄水場内の残塩計の２台目設置工事 2,178 第１四半期

三坂地区配水管更新工事 西城町 約４ヶ月 管工事 三坂地区の配水管更新工事 5,500 第２四半期

西城地区第１配水池緊急遮断弁更新工事 西城町 約３ヶ月 機械工事 西城第１配水池の緊急遮断弁更新工事 4,658 第１四半期
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予算額
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東城支所　総務室・教育室

東城中学校クラブハウス改修工事
東城町
川東

約４ヵ月 建築工事 7,216 第２四半期

東城中学校ごみステーション改修工事
東城町
川東

約２ヵ月 建築工事 2,596 第２四半期

東城支所　市民生活室

東城斎場　１・２号炉　誘引送風機修繕工事
東城町
川鳥

約１か月
機械設備

工事
火葬炉の誘引送風機交換修繕 8,653 第１四半期

リフレッシュハウス東城　井戸水軟水装置更新工事
東城町
粟田

約１か月
機械設備

工事
老朽化による軟水装置の更新 4,180 第１四半期

東城支所　産業建設室

第1780号普通河川黒地川河川災害復旧工事
東城町
塩原

約３ヶ月 土木工事 L=4.0m　ブロック積工 2,913 第１四半期

第1782号普通河川長谷川河川災害復旧工事
東城町
保田

約３ヶ月 土木工事 L=8.0m　ブロック積工 3,330 第１四半期

第2463号普通河川白石川河川災害復旧工事
東城町
帝釈始終

約６ヶ月 土木工事 L=94.4m　ブロック積工 39,898 第２四半期

第2464号普通河川白石川河川災害復旧工事
東城町
帝釈始終

約６ヶ月 土木工事 L=80.5m　ブロック積工 38,998 第２四半期

第2465号普通河川頭地川河川災害復旧工事
東城町
千鳥

約３ヶ月 土木工事 L=12.0m　ブロック積工 3,714 第１四半期

第2467号普通河川頭地川河川災害復旧工事
東城町
千鳥

約６ヶ月 土木工事 L=13.8m　ブロック積工　根固工 11,747 第１四半期

第2469号普通河川頭地川河川災害復旧工事
東城町
千鳥

約６ヶ月 土木工事 L=64.8m　ブロック積工 19,488 第１四半期

第2509号普通河日野原川河川災害復旧工事
東城町
小奴可

約６ヶ月 土木工事 L=18.0m　ブロック積工 6,946 第３四半期

第2511号普通河川頭地川河川災害復旧工事
東城町
千鳥

約６ヶ月 土木工事 L=20.0m　ブロック積工 6,230 第１四半期

第2512号普通河川頭地川河川災害復旧工事
東城町
千鳥

約６ヶ月 土木工事 L=18.0m　ブロック積工 5,565 第１四半期

第2513号普通河川新庄川河川災害復旧工事
東城町
小奴可

約３ヶ月 土木工事 L=10.0m　ブロック積工 3,508 第１四半期

第2995号普通河川菅大谷川河川災害復旧工事
東城町
受原

約６ヶ月 土木工事 L=47.5m　ブロック積工 19,423 第３四半期

15



工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

第2996号普通河川三草川河川災害復旧工事
東城町
受原

約６ヶ月 土木工事 L=16.0m　ブロック積工 8,776 第３四半期

第2997号普通河川蟶野川河川災害復旧工事
東城町
帝釈始終

約６ヶ月 土木工事 L=51.0m　ブロック積工 26,699 第３四半期

第2999号普通河川頭地川河川災害復旧工事
東城町
千鳥

約６ヶ月 土木工事 L=6.5m　ブロック積工 9,407 第１四半期

第3010号普通河川白石川河川災害復旧工事
東城町
帝釈始終

約６ヶ月 土木工事 L=18.0m　ブロック積工 7,485 第２四半期

第3694号普通河川小串川河川災害復旧工事
東城町
小串

約３ヶ月 土木工事 L=7.0m　ブロック積工 2,946 第１四半期

第3695号普通河川小串川河川災害復旧工事
東城町
小串

約６ヶ月 土木工事 L=23.0m　ブロック積工 9,858 第１四半期

第3696号準用河川野部川河川災害復旧工事
東城町
久代

約６ヶ月 土木工事 L=18.2m　ブロック積工 6,040 第２四半期

第3697号普通河川白石川河川災害復旧工事
東城町
帝釈始終

約６ヶ月 土木工事 L=13.4m　ブロック積工 6,583 第１四半期

第3701号普通河川吹矢谷川河川災害復旧工事
東城町
戸宇

約６ヶ月 土木工事 L=107.6m　ブロック積工 25,151 第３四半期

第3703号普通河川小串川河川災害復旧工事
東城町
小串

約６ヶ月 土木工事 L=40.1m　ブロック積工 17,812 第３四半期

第3704号普通河川小串川河川災害復旧工事
東城町
小串

約６ヶ月 土木工事 L=78.8m　ブロック積工 21,359 第１四半期

第3717号普通河川前谷川河川災害復旧工事
東城町
帝釈宇山

約６ヶ月 土木工事 L=16.7m　ブロック積工 5,394 第１四半期

第4197号普通河川大谷川河川災害復旧工事
東城町
久代

約６ヶ月 土木工事 L=56.5m　ブロック積工 19,294 第３四半期

第4199号普通河川保光川河川災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=13.0m　ブロック積工 4,682 第３四半期

第4200号普通河川郷川河川災害復旧工事
東城町
新免

約６ヶ月 土木工事 L=4.0m　ブロック積工　根固工 5,078 第３四半期

第4221号普通河川小串川河川災害復旧工事
東城町
粟田

約６ヶ月 土木工事 L=19.0m　ブロック積工 14,172 第３四半期

第4222号普通河川保光川河川災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=8.0m　ブロック積工 2,824 第３四半期

第4225号普通河川日野原川河川災害復旧工事
東城町
小奴可

約３ヶ月 土木工事 L=13.0m　ブロック積工 3,490 第３四半期

第5015号普通河川畑井川河川災害復旧工事
東城町
粟田

約６ヶ月 土木工事 L=208.5m　ブロック積工 40,430 第２四半期
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予算額
(千円)

時　期

第5016号普通河川所尾川河川災害復旧工事
東城町
内堀

約６ヶ月 土木工事 L=32.0m　ブロック積工 9,418 第１四半期

第5017号普通河川上川河川災害復旧工事
東城町
久代

約３ヶ月 土木工事 L=11.0m　ブロック積工 4,003 第３四半期

第5019号普通河川大森谷川河川災害復旧工事
東城町
久代

約３ヶ月 土木工事 L=6.0m　ブロック積工 2,427 第３四半期

第5021号普通河川佐久保川河川災害復旧工事
東城町
新免

約６ヶ月 土木工事 L=85.0m　ブロック積工 20,137 第３四半期

第5022号普通河川竹森川河川災害復旧工事
東城町
竹森

約６ヶ月 土木工事 L=47.5m　ブロック積工 15,884 第２四半期

第5024号普通河川日野原川河川災害復旧工事
東城町
小奴可

約３ヶ月 土木工事 L=5.0m　ブロック積工 2,565 第３四半期

第5026号普通河川保田川河川災害復旧工事
東城町
保田

約６ヶ月 土木工事 L=19.2m　ブロック積工 6,576 第３四半期

第5028号普通河川小串川河川災害復旧工事
東城町
小串

約６ヶ月 土木工事 L=49.2m　ブロック積工 22,806 第３四半期

第5039号普通河川小串川河川災害復旧工事
東城町
小串

約６ヶ月 土木工事 L=93.8m　ブロック積工 34,432 第１四半期

第5040号普通河川前谷川河川災害復旧工事
東城町
帝釈宇山

約６ヶ月 土木工事 L=56.1m　ブロック積工 14,914 第３四半期

第5043号普通河川小串川河川災害復旧工事
東城町
小串

約６ヶ月 土木工事 L=20.5m　ブロック積工 9,425 第３四半期

第5044号普通河川保光川河川災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=12.4m　ブロック積工 4,205 第３四半期

第5046号市道大古屋線道路災害復旧工事
東城町
内堀

約６ヶ月 土木工事 L=55.0m　ブロック積工 16,694 第１四半期

第5530号普通河川近光川河川災害復旧工事
東城町
粟田

約６ヶ月 土木工事 L=47.5m　ブロック積工 15,340 第１四半期

第5531号普通河川薮谷川河川災害復旧工事
東城町
内堀

約３ヶ月 土木工事 L=6.0m　ブロック積工 3,312 第３四半期

第5533号普通河川薮谷川及支川河川災害復旧工事
東城町
内堀

約６ヶ月 土木工事 L=16.0m　ブロック積工 7,880 第３四半期

第5536号普通河川薮谷川及支川河川災害復旧工事
東城町
内堀

約６ヶ月 土木工事 L=84.9m　ブロック積工 30,877 第３四半期

第5537号普通河川薮谷川河川災害復旧工事
東城町
内堀

約３ヶ月 土木工事 L=8.0m　ブロック積工 3,805 第３四半期

第5538号普通河川為重川支川河川災害復旧工事
東城町
久代

約６ヶ月 土木工事 L=51.4m　ブロック積工 5,846 第１四半期
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(千円)
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第5542号普通河川為重川河川災害復旧工事
東城町
戸宇

約６ヶ月 土木工事 L=27.5m　ブロック積工 7,588 第３四半期

第5544号普通河川福代川支川河川災害復旧工事
東城町
福代

約３ヶ月 土木工事 L=6.4m　ブロック積工 2,192 第３四半期

第5545号普通河川福代川支川河川災害復旧工事
東城町
福代

約３ヶ月 土木工事 L=12.0m　ブロック積工 2,262 第３四半期

第5547号普通河川三坂川支川河川災害復旧工事
東城町
福代

約６ヶ月 土木工事 L=75.2m　ブロック積工 13,591 第３四半期

第5549号普通河川小串川河川災害復旧工事
東城町
小串

約６ヶ月 土木工事 L=27.0m　ブロック積工 13,662 第３四半期

第5550号普通河川大森谷川河川災害復旧工事
東城町
久代

約３ヶ月 土木工事 L=18.7m　ブロック積工 4,958 第３四半期

第5551号普通河川小串川河川災害復旧工事
東城町
小串

約６ヶ月 土木工事 L=32.5m　ブロック積工　底張ブロック 15,749 第３四半期

第141号普通河川末政川河川災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=9.1m　ブロック積工 2,375 第２四半期

第142号市道粟田内堀線道路災害復旧工事
東城町
塩原

約６ヶ月 土木工事 L=14.0m　吹付枠工 7,865 第１四半期

第143号市道粟田内堀線道路災害復旧工事
東城町
塩原

約６ヶ月 土木工事 L=25.5m　ブロック積工　吹付枠工 16,842 第１四半期

第144号市道後側線道路災害復旧工事
東城町
帝釈未渡

約６ヶ月 土木工事 L=11.5m　ブロック積工 5,383 第１四半期

第145号市道後側線道路災害復旧工事
東城町
帝釈未渡

約３ヶ月 土木工事 L=8.5m　ブロック積工 4,415 第１四半期

第146号市道別尺線道路災害復旧工事
東城町
千鳥

約３ヶ月 土木工事 L=15.5m　ブロック積工 2,793 第１四半期

第147号市道畑井川大金線道路災害復旧工事
東城町
粟田

約６ヶ月 土木工事 L=19.0m　ブロック積工 8,229 第１四半期

306 東城赤木（勝）農地災害復旧工事
東城町
戸宇

約３ヶ月 土木工事 L=23m　フトン篭 4,422 第２四半期

318 東城赤木（紀）農地災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 排土、表土 2,728 第２四半期

321 東城赤木（博）3号農地災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=37m　ブロック積 11,242 第３四半期

329 東城佐々木（博）農地災害復旧工事
東城町
粟田

約６ヶ月 土木工事 L=42m　フトン篭、排土 7,018 第２四半期

331 東城清水（昌）1号農地災害復旧工事
東城町
粟田

約８ヶ月 土木工事 L=112m　フトン篭、排土 21,637 第２四半期
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332 東城清水（昌）2号農地災害復旧工事
東城町
粟田

約８ヶ月 土木工事 L=50m　フトン篭、排土 11,704 第２四半期

334 東城清水（充）農地災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=18m　フトン篭 2,860 第２四半期

338 東城山岡農地災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=26m　ブロック積、排土 4,092 第２四半期

339 東城中谷農地災害復旧工事
東城町
粟田

約６ヶ月 土木工事 L=134m　ブロック積 6,776 第２四半期

341 東城成田（孝）農地災害復旧工事
東城町
粟田

約６ヶ月 土木工事 L=25m　ブロック積、排土 7,040 第２四半期

342 東城藤本1号農地災害復旧工事
東城町
粟田

約６ヶ月 土木工事 L=15m　フトン篭 8,591 第２四半期

343 東城藤本2号農地災害復旧工事
東城町
粟田

約６ヶ月 土木工事 L=40m　フトン篭 5,148 第２四半期

349 東城森本農地災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=140m　ブロック積、排土、盛土 14,395 第３四半期

351 東城荒尾1号農地災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=17m　フトン篭、排土 3,223 第２四半期

353 東城庭農地災害復旧工事
東城町
竹森

約６ヶ月 土木工事 L=25m　ブロック積、排土 6,072 第２四半期

358 東城荒木（貢）農地災害復旧工事
東城町
小奴可

約３ヶ月 土木工事 L=16m　ブロック積、排土 4,125 第２四半期

373 東城松尾（成）農地災害復旧工事
東城町
小奴可

約８ヶ月 土木工事 L=50m　ブロック積、排土 10,439 第２四半期

393 東城岩本（章）2号農地災害復旧工事
東城町
内堀

約３ヶ月 土木工事 L=16m　ブロック積 2,783 第２四半期

394 東城岡村農地災害復旧工事
東城町
内堀

約６ヶ月 土木工事 L=24m　フトン篭、排土 5,357 第２四半期

402 東城田村農地災害復旧工事
東城町
内堀

約３ヶ月 土木工事 L=36m　フトン篭、排土 4,598 第２四半期

404 東城新田（清）農地災害復旧工事
東城町
内堀

約８ヶ月 土木工事 L=56m　排土、フトン篭、ブロック積 11,616 第２四半期

407 東城藤村農地災害復旧工事
東城町
内堀

約３ヶ月 土木工事 L=10m　フトン篭、排土 3,014 第１四半期

409 東城宮本農地災害復旧工事
東城町
内堀

約６ヶ月 土木工事 L=43m　ブロック積 5,005 第１四半期

411 東城和田（雅）農地災害復旧工事
東城町
内堀

約６ヶ月 土木工事 L=22m　フトン篭 5,357 第２四半期
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416 東城和田（育）1号農地災害復旧工事
東城町
塩原

約６ヶ月 土木工事 L=25m　ブロック積 7,546 第２四半期

419 東城岡崎（真）1号農地災害復旧工事
東城町
千鳥

約３ヶ月 土木工事 L=17m　フトン篭 2,035 第２四半期

422 東城白石（千）農地災害復旧工事
東城町
千鳥

約３ヶ月 土木工事 L=32m　フトン篭、排土 6,521 第３四半期

425 東城田辺（義）1号農地災害復旧工事
東城町
千鳥

約８ヶ月 土木工事 L=73m　ブロック積、フトン篭、排土 12,133 第２四半期

426 東城田辺（義）2号農地災害復旧工事
東城町
千鳥

約３ヶ月 土木工事 L=13m　フトン篭、排土 4,785 第２四半期

432 東城柳生（弥）農地災害復旧工事
東城町
千鳥

約６ヶ月 土木工事 L=41m　フトン篭、排土 7,403 第２四半期

436 東城赤木（真）農地災害復旧工事
東城町
小串

約３ヶ月 土木工事 L=13m　フトン篭、排土 2,310 第２四半期

437 東城小田（寿）1号農地災害復旧工事
東城町
小串

約３ヶ月 土木工事 L=16m　ブロック積 2,123 第２四半期

438 東城田辺（春）農地災害復旧工事
東城町
小串

約６ヶ月 土木工事 L=24m　ブロック積、排土 7,326 第２四半期

442 東城石田（寿）農地災害復旧工事
東城町
川鳥

約３ヶ月 土木工事 L=30m　フトン篭、排土 3,003 第３四半期

444 東城曽田農地災害復旧工事
東城町
川鳥

約３ヶ月 土木工事 L=21m　フトン篭 2,574 第２四半期

453 東城荒川（節）農地災害復旧工事
東城町

森
約３ヶ月 土木工事 L=13m　ブロック積 4,290 第２四半期

456 東城川上農地災害復旧工事
東城町

森
約３ヶ月 土木工事 L=23m　フトン篭 3,674 第１四半期

458 東城高柴（和）1号農地災害復旧工事
東城町

森
約３ヶ月 土木工事 L=16m　フトン篭、排土 3,861 第２四半期

459 東城高柴（和）2号農地災害復旧工事
東城町

森
約３ヶ月 土木工事 L=36m　フトン篭 4,026 第２四半期

460 東城高柴（嘉）農地災害復旧工事
東城町

森
約３ヶ月 土木工事 L=15m　フトン篭 2,827 第２四半期

464 東城藤原（早）農地災害復旧工事
東城町

森
約３ヶ月 土木工事 L=17m　フトン篭、排土 3,806 第２四半期

467 東城高柴（正）農地災害復旧工事
東城町
田黒

約３ヶ月 土木工事 L=11m　フトン篭 2,761 第２四半期

477 東城古木2号農地災害復旧工事
東城町
帝釈未渡

約６ヶ月 土木工事 L=36m　ブロック積、排土 5,291 第２四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

489 東城瀬尾（利）農地災害復旧工事
東城町
新免

約３ヶ月 土木工事 L=23m　ブロック積、排土 4,752 第２四半期

491 東城前田（敬）農地災害復旧工事
東城町
新免

約３ヶ月 土木工事 L=26m　フトン篭、排土 4,598 第１四半期

492 東城横山（正）農地災害復旧工事
東城町
新免

約３ヶ月 土木工事 L=42m　ブロック積、排土 4,224 第２四半期

499 東城小田（孝）農地災害復旧工事
東城町
久代

約３ヶ月 土木工事 L=10m　フトン篭、排土 2,167 第２四半期

519 東城守下農地災害復旧工事
東城町
久代

約３ヶ月 土木工事 表土 4,246 第２四半期

523 東城藤本3号農地災害復旧工事
東城町
粟田

約６ヶ月 土木工事 L=52m　ブロック積、排土 6,897 第２四半期

527 東城笹尾2号農地災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=20m　ブロック積、排土 2,750 第２四半期

528 東城森田5号農地災害復旧工事
東城町
戸宇

約３ヶ月 土木工事 L=9m　ブロック積 2,992 第１四半期

531 東城坂部農地災害復旧工事
東城町
小串

約３ヶ月 土木工事 L=18m　フトン篭 3,333 第２四半期

532 東城池田（博）農地災害復旧工事
東城町
三坂

約３ヶ月 土木工事 L=22m　フトン篭、排土 3,168 第２四半期

450 東城藤原（鏡）1号農地外１件災害復旧工事
東城町
川鳥

約３ヶ月 土木工事 農地　L=8m　ブロック積、水路　L=9m　二次製品 2,178 第２四半期

455 東城石田（元）農地外１件災害復旧工事
東城町

森
約６ヶ月 土木工事 農地　L=10m　フトン篭、水路　L=24m　二次製品 7,733 第２四半期

5601 東城長者原水路災害復旧工事
東城町
川西

約８ヶ月 土木工事 L=321m　ブロック積 11,121 第１四半期

5603 東城若松水路災害復旧工事
東城町
川西

約３ヶ月 土木工事 L=250m　ブロック積 4,213 第１四半期

5605 東城井上（幹）水路災害復旧工事
東城町
川東

約３ヶ月 土木工事 L=86m　ブロック積 3,113 第１四半期

5606 東城多和水路災害復旧工事
東城町
川東

約３ヶ月 土木工事 L=13m　ブロック積 3,696 第２四半期

5610 東城池田（浩）水路災害復旧工事
東城町
戸宇

約８ヶ月 土木工事 L=65m　ブロック積 11,033 第２四半期

5611 東城伊藤（忠）水路災害復旧工事
東城町
戸宇

約３ヶ月 土木工事 L=31m　ブロック積 3,630 第２四半期

5613 東城押谷２号水路災害復旧工事
東城町
戸宇

約３ヶ月 土木工事 L=32m　ブロック積 2,750 第２四半期
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5615 東城杉水路災害復旧工事
東城町
戸宇

約３ヶ月 土木工事 L=99m　ブロック積 4,554 第２四半期

5616 東城吹矢谷上水路災害復旧工事
東城町
戸宇

約６ヶ月 土木工事 L=100m　ブロック積 5,126 第２四半期

5619 東城山本（一）２号水路災害復旧工事
東城町
戸宇

約６ヶ月 土木工事 L=35m　ブロック積 5,841 第２四半期

5620 東城山本（一）３号水路災害復旧工事
東城町
戸宇

約３ヶ月 土木工事 L=31m　ブロック積 4,191 第１四半期

5625 東城赤木（博）１号水路災害復旧工事
東城町
粟田

約８ヶ月 土木工事 L=76m　ブロック積 11,704 第２四半期

5626 東城赤木（博）２号水路災害復旧工事
東城町
粟田

約６ヶ月 土木工事 L=47m　ブロック積 6,963 第２四半期

5627 東城荒尾水路災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=79m　二次製品 2,673 第２四半期

5630 東城堀谷水路災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=68m　ブロック積 3,652 第２四半期

5633 東城大上水路災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=10m　ブロック積 4,631 第１四半期

5637 東城成田（孝）水路災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=81m　ブロック積 13,519 第３四半期

5638 東城藤原（大）１号水路災害復旧工事
東城町
粟田

約６ヶ月 土木工事 L=27m　ブロック積 5,973 第１四半期

5639 東城藤原（大）２号水路災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=18m　ブロック積 3,311 第１四半期

5640 東城村上水路災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=36m　二次製品 3,333 第２四半期

5641 東城森本水路災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=44m　二次製品 22,011 第３四半期

5642 東城若林水路災害復旧工事
東城町
粟田

約６ヶ月 土木工事 L=35m　ブロック積 8,789 第１四半期

5645 東城井納田畝水路災害復旧工事
東城町
小奴可

約３ヶ月 土木工事 L=168m　ブロック積 6,435 第３四半期

5646 東城井納谷１号水路災害復旧工事
東城町
小奴可

約６ヶ月 土木工事 L=168m　ブロック積 7,348 第２四半期

5648 東城宇恵水路災害復旧工事
東城町
小奴可

約３ヶ月 土木工事 L=4m　ブロック積 3,971 第２四半期

5651 東城小奴可水路災害復旧工事
東城町
小奴可

約６ヶ月 土木工事 L=39m　ブロック積 6,710 第２四半期
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5654 東城佐々木（秀）２号水路災害復旧工事
東城町
小奴可

約３ヶ月 土木工事 L=11m　ブロック積 2,277 第１四半期

5655 東城立川水路災害復旧工事
東城町
小奴可

約８ヶ月 土木工事 L=253m　大型ﾌﾘｭｰﾑ 16,588 第２四半期

5656 東城松尾（成）１号水路災害復旧工事
東城町
小奴可

約６ヶ月 土木工事 L=28m　ブロック積 5,962 第２四半期

5658 東城中川１号水路災害復旧工事
東城町
小奴可

約３ヶ月 土木工事 L=23m　ブロック積 4,730 第２四半期

5660 東城仲田水路災害復旧工事
東城町
小奴可

約８ヶ月 土木工事 L=50m　ブロック積 10,065 第２四半期

5661 東城成林（弘）水路災害復旧工事
東城町
小奴可

約３ヶ月 土木工事 L=75m　二次製品 2,654 第３四半期

5662 東城猫山１号水路災害復旧工事
東城町
小奴可

約３ヶ月 土木工事 L=11m　ブロック積 4,642 第２四半期

5663 東城吉村水路災害復旧工事
東城町
小奴可

約３ヶ月 土木工事 L=11m　ブロック積 3,152 第３四半期

5667 東城柳生（正）水路災害復旧工事
東城町
小奴可

約６ヶ月 土木工事 L=21m　ブロック積 9,537 第２四半期

5668 東城比地原水路災害復旧工事
東城町
小奴可

約３ヶ月 土木工事 L=86m　ブロック積 4,004 第２四半期

5669 東城河内水路災害復旧工事
東城町
加谷

約３ヶ月 土木工事 L=102m　二次製品 4,301 第２四半期

5670 東城田辺（博）水路災害復旧工事
東城町
加谷

約３ヶ月 土木工事 L=70m　ブロック積 2,893 第１四半期

5673 東城宮ヶ原水路災害復旧工事
東城町
加谷

約３ヶ月 土木工事 L=13m　ブロック積 3,652 第２四半期

5674 東城小足谷水路災害復旧工事
東城町
内堀

約３ヶ月 土木工事 L=13m　ブロック積 3,465 第１四半期

5676 東城垰本水路災害復旧工事
東城町
内堀

約６ヶ月 土木工事 L=120m　二次製品 7,909 第２四半期

5677 東城宝ノ原水路災害復旧工事
東城町
内堀

約６ヶ月 土木工事 L=66m　ブロック積 6,831 第２四半期

5679 東城瀬尾（賜）水路災害復旧工事
東城町
塩原

約３ヶ月 土木工事 L=22m　ブロック積 2,343 第２四半期

5681 東城名越（康）水路災害復旧工事
東城町
塩原

約３ヶ月 土木工事 L=10m　ブロック積 2,233 第２四半期

5684 東城内田１号水路災害復旧工事
東城町
千鳥

約３ヶ月 土木工事 L=26m　ブロック積 2,937 第２四半期

23



工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

5687 東城二宮水路災害復旧工事
東城町
千鳥

約３ヶ月 土木工事 L=14m　ブロック積 2,486 第２四半期

5695 東城恩地水路災害復旧工事
東城町
竹森

約３ヶ月 土木工事 L=21m　ブロック積 3,608 第２四半期

5701 東城石田（寿）水路災害復旧工事
東城町
川鳥

約３ヶ月 土木工事 L=58m　ブロック積 7,997 第３四半期

5702 東城児玉水路災害復旧工事
東城町
川鳥

約３ヶ月 土木工事 L=67m　二次製品 3,410 第２四半期

5710 東城田辺（康）１号水路災害復旧工事
東城町
田黒

約３ヶ月 土木工事 L=13m　ブロック積 3,323 第３四半期

5714 東城中ノ柴２号水路災害復旧工事
東城町

森
約３ヶ月 土木工事 L=129m　ブロック積 4,752 第２四半期

5717 東城芳賀（忠）水路災害復旧工事
東城町

菅
約３ヶ月 土木工事 L=31m　ブロック積 3,740 第２四半期

5726 東城伊藤（守）水路災害復旧工事
東城町
帝釈山中

約８ヶ月 土木工事 L=39m　ブロック積 12,166 第２四半期

5732 東城横山（正）水路災害復旧工事
東城町
新免

約６ヶ月 土木工事 L=49m　ブロック積 8,327 第２四半期

5733 東城草田水路災害復旧工事
東城町
三坂

約８ヶ月 土木工事 L=215m　ブロック積 16,786 第２四半期

5734 東城橋神水路災害復旧工事
東城町
三坂

約６ヶ月 土木工事 L=27m　ブロック積 5,907 第２四半期

5735 東城高橋（成）水路災害復旧工事
東城町
三坂

約３ヶ月 土木工事 L=23m　ブロック積 4,972 第２四半期

5736 東城森田水路災害復旧工事
東城町
三坂

約８ヶ月 土木工事 L=178m　ブロック積 12,947 第２四半期

5738 東城奥田水路災害復旧工事
東城町
久代

約３ヶ月 土木工事 L=48m　ブロック積 3,872 第２四半期

5739 東城梶屋２号水路災害復旧工事
東城町
久代

約３ヶ月 土木工事 L=22m　ブロック積 4,521 第２四半期

5742 東城梶屋水路災害復旧工事
東城町
久代

約６ヶ月 土木工事 L=37m　ブロック積 8,239 第２四半期

5744 東城岡崎（真）水路災害復旧工事
東城町
内堀

約６ヶ月 土木工事 L=20m　ブロック積 6,193 第２四半期

5745 東城田辺（一）水路災害復旧工事
東城町
帝釈始終

約６ヶ月 土木工事 L=49m　ブロック積 8,272 第２四半期

5746 東城大金水路災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=30m　ブロック積 4,994 第２四半期
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5747 東城内田２号水路災害復旧工事
東城町
千鳥

約６ヶ月 土木工事 L=135m　二次製品 6,050 第２四半期

5748 東城宮本水路災害復旧工事
東城町
内堀

約６ヶ月 土木工事 L=34m　ブロック積 6,578 第２四半期

5749 東城大谷水路災害復旧工事
東城町
小奴可

約３ヶ月 土木工事 L=77m　ブロック積 3,872 第２四半期

5751 東城谷本水路災害復旧工事
東城町
新免

約３ヶ月 土木工事 L=55m　ブロック積 3,289 第２四半期

5753 東城小室水路災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=30m　ブロック積 2,596 第２四半期

5755 東城貞末谷水路災害復旧工事
東城町
戸宇

約８ヶ月 土木工事 L=147m　ブロック積 14,784 第１四半期

5158 東城上森脇１号農道災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=21m　ブロック積 3,740 第２四半期

5161 東城清実農道災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=16m　ブロック積 2,673 第２四半期

5162 東城藤原（富）１号農道災害復旧工事
東城町
粟田

約６ヶ月 土木工事 L=13m　ブロック積 5,797 第２四半期

5163 東城藤原（富）２号農道災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=14m　ブロック積 4,961 第２四半期

5165 東城内名１号農道災害復旧工事
東城町
竹森

約３ヶ月 土木工事 L=8m　ブロック積 4,026 第３四半期

5166 東城東野田５号農道災害復旧工事
東城町
竹森

約６ヶ月 土木工事 L=34m　ブロック積 5,049 第１四半期

5167 東城加甲農道災害復旧工事
東城町
小奴可

約３ヶ月 土木工事 L=16m　ブロック積 2,134 第２四半期

5173 東城森西２６号B農道災害復旧工事
東城町

森
約３ヶ月 土木工事 L=138m　砂利舗装 2,871 第２四半期

5187 東城横路（克）農道災害復旧工事
東城町

森
約３ヶ月 土木工事 L=14m　ブロック積 2,596 第２四半期

5191 東城為重８号農道災害復旧工事
東城町
久代

約６ヶ月 土木工事 L=35m　ブロック積 5,005 第１四半期

5192 東城戸宇下７号農道災害復旧工事
東城町
戸宇

約６ヶ月 土木工事 L=24m　ブロック積 5,489 第２四半期

5193 東城石ヶ坪農道災害復旧工事
東城町
小奴可

約６ヶ月 土木工事 L=41m　ブロック積 8,855 第２四半期

5194 東城亀竹農道災害復旧工事
東城町

菅
約６ヶ月 土木工事 L=38m　ブロック積 6,644 第２四半期
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5197 東城伴蔵原池農道災害復旧工事
東城町
戸宇

約８ヶ月 土木工事 L=62m　ブロック積 11,946 第２四半期

5199 東城権現池農道災害復旧工事
東城町

森
約３ヶ月 土木工事 L=18m　ブロック積 4,675 第２四半期

5200 東城草田池農道災害復旧工事
東城町
三坂

約３ヶ月 土木工事 L=13m　ブロック積 2,772 第２四半期

5201 東城大樋所１号農道災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 L=35m　ブロック積 2,365 第２四半期

5202 東城瀬尾（哲）農道災害復旧工事
東城町
久代

約３ヶ月 土木工事 L=24m　ブロック積 3,080 第２四半期

5814 東城池田（浩）頭首工災害復旧工事
東城町
戸宇

約３ヶ月 土木工事 躯体(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)、護岸ブロック 4,488 第２四半期

5815 東城斉藤頭首工災害復旧工事
東城町
戸宇

約６ヶ月 土木工事 躯体(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)、護岸ブロック 7,700 第２四半期

5816 東城横山（和）頭首工災害復旧工事
東城町
戸宇

約６ヶ月 土木工事 エプロン 6,138 第２四半期

5817 東城上おんだ頭首工災害復旧工事
東城町
福代

約３ヶ月 土木工事 護岸ブロック 3,619 第２四半期

5819 東城小林（大）頭首工災害復旧工事
東城町
粟田

約６ヶ月 土木工事 エプロン張Co 9,097 第２四半期

5820 東城小奴可頭首工災害復旧工事
東城町
小奴可

約８ヶ月 土木工事 躯体(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ) 20,438 第２四半期

5821 東城木山頭首工災害復旧工事
東城町
小奴可

約８ヶ月 土木工事 躯体張Co、護岸ブロック 17,039 第２四半期

5823 東城高橋（昭）頭首工災害復旧工事
東城町
内堀

約３ヶ月 土木工事 エプロン 2,948 第２四半期

5824 東城垰本頭首工災害復旧工事
東城町
内堀

約３ヶ月 土木工事 躯体打換え 9,559 第３四半期

5825 東城内田頭首工災害復旧工事
東城町
千鳥

約３ヶ月 土木工事 躯体（岩着）、護岸ブロック 8,079 第３四半期

5826 東城下千鳥頭首工災害復旧工事
東城町
千鳥

約３ヶ月 土木工事 エプロン、護岸ブロック 5,867 第３四半期

5827 東城程原頭首工災害復旧工事
東城町
千鳥

約３ヶ月 土木工事 躯体(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)、護岸ブロック 13,266 第３四半期

5828 東城松尾頭首工災害復旧工事
東城町
千鳥

約８ヶ月 土木工事 躯体（岩着）、護岸ブロック 10,912 第２四半期

5832 東城和田（定）頭首工災害復旧工事
東城町
受原

約８ヶ月 土木工事 躯体打換え、護岸ブロック 12,122 第２四半期

26



工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

5833 東城田中頭首工災害復旧工事
東城町
帝釈未渡

約３ヶ月 土木工事 取水 2,243 第３四半期

5834 東城鴨居頭首工災害復旧工事
東城町
帝釈山中

約６ヶ月 土木工事 躯体(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ) 7,271 第２四半期

5835 東城橋神頭首工災害復旧工事
東城町
三坂

約３ヶ月 土木工事 躯体（岩着）、護岸ブロック 4,313 第３四半期

5836 東城岡崎（輝）頭首工災害復旧工事
東城町
久代

約３ヶ月 土木工事 躯体（岩着）、護岸ブロック 2,479 第３四半期

5837 東城猫山頭首工災害復旧工事
東城町
小奴可

約８ヶ月 土木工事 護岸ブロック 22,451 第２四半期

5839 東城こぶけ頭首工災害復旧工事
東城町
戸宇

約６ヶ月 土木工事 躯体（岩着） 7,535 第２四半期

5936 東城波賀ため池災害復旧工事
東城町
粟田

約３ヶ月 土木工事 堤、斜、底、洪 19,160 第３四半期

5938 東城栃木ため池災害復旧工事
東城町
小奴可

約３ヶ月 土木工事 堤、斜、底、洪 7,013 第３四半期

5939 東城宮田２号ため池災害復旧工事
東城町
小奴可

約３ヶ月 土木工事 堤、斜、底、洪 16,265 第３四半期

5940 東城広畑ため池災害復旧工事
東城町
加谷

約３ヶ月 土木工事 排土、斜樋、フトン篭 10,513 第３四半期

5943 東城迫の谷ため池災害復旧工事
東城町

森
約３ヶ月 土木工事 堤、斜、底、洪 16,315 第３四半期

5944 東城草田ため池災害復旧工事
東城町
三坂

約３ヶ月 土木工事 洪水吐 8,884 第３四半期

5945 東城奥田ため池災害復旧工事
東城町
久代

約３ヶ月 土木工事 排土、斜樋 9,506 第３四半期

5680 東城瀬尾（敏）水路外１件災害復旧工事
東城町
塩原

約３ヶ月 土木工事 水路L=23m　ブロック積、農地　L=9m　ブロック積 5,214 第２四半期

5703 東城竹川水路外１件災害復旧工事
東城町
川鳥

約３ヶ月 土木工事 水路　L=68m　二次製品、農地　L=28m　ブロック積 5,808 第２四半期

5707 東城陰地１号水路外１件災害復旧工事
東城町

森
約６ヶ月 土木工事 水路　L=25m　ブロック積、農地　L=19m　畦畔築立 5,698 第２四半期

口和支所　地域振興室

28/210口和渋川１号農地災害復旧工事
口和町
金田

約６ヶ月 土木工事 排土V=532m3,表土V=289m3 12,309 第１四半期
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5520/210口和下金田水路災害復旧工事
口和町
金田

約６ヶ月 土木工事 擁壁工A=8m2,水路工L=11m 6,864 第１四半期

5528/210口和橋堅水路災害復旧工事
口和町
常定

約６ヶ月 土木工事 擁壁工A=71m2,構造物取壊工V=2m3 11,022 第１四半期

5902/210口和ぬけ堤災害復旧工事
口和町
湯木

約６ヶ月 土木工事 ため池　一式 51,148 第１四半期

水道局　口和水道室

第1浄水場送水流量計更新工事
口和町
向泉

約６ヶ月 計装工事 流量計　１か所 4,290 第１四半期

第2浄水場空気減設備更新工事
口和町
向泉

約６ヶ月 計装工事 空気減　1か所 4,290 第２四半期

市道五反縄原畑線配水管布設替工事
口和町
大月

約６ヶ月 土木工事 HPPEΦ150 L=440m 22,000 第３四半期

配水流量計取替更新工事
口和町
向泉

約６ヶ月 計装工事 大月減圧池内流量計　2か所 8,580 第１四半期

高野支所　地域振興室

高野斎場駐車場造成・舗装工事
高野町
新市

約６か月 土木工事 舗装・法面　約1,000㎡ 15,278 第２四半期

毛無山緑地公園　屋外ステージ撤去解体工事　他１件 高野町 約３か月 解体工事
64.9㎡の木造建造物撤去解体工事
86.4㎡の木造建造物撤去解体工事

7,169 第２四半期

5309/210高野高野灰山水路災害復旧工事 高野町 約６か月 土木工事 L=40.0m　練ブロック積工　A=75.0m
2 15,698 第１四半期

5803/210高野半戸頭首工災害復旧工事 高野町 約６か月 土木工事 L=7.5m　ｺﾝｸﾘｰﾄ現場打　35.4m
3 8,429 第２四半期

5901/210高野山下池災害復旧工事 高野町 約６か月 土木工事
堤体工　L=26.3m（ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ工法）　洪水吐工L=22.0m
底樋工　L=23.0m　斜樋工　L=11.6m

38,577 第１四半期

第2459号普通河川湯の谷川河川災害復旧工事 高野町 約６か月 土木工事 L=33.5m　コンクリートブロック積工　75.0m
2 10,569 第１四半期

第4217号普通河川大宮地川河川災害復旧工事 高野町 約６か月 土木工事 L=45.0m　コンクリートブロック積工　100.0m
2 12,088 第１四半期

水道局　高野水道室

新市浄水場～新市配水池テレメター更新工事 高野町 約４ヶ月
機械設備

工事
テレメーター更新工事　一式 2,838 第２四半期

比和支所　総務室・教育室
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比和支所庁舎エレベーター改修工事 比和町 約３ヶ月
機械設備

工事
既設エレベーターの部品の供給が終了することに伴い、制
御機器を中心に交換する。

4,337 第１四半期

比和支所　地域振興室

グリーンポート吾妻路トイレ等改修工事 比和町 約３か月 建築工事 多目的トイレの設置、トイレの洋式化等 8,806 第３四半期

総領支所　地域振興室

第2480号普通河川矢谷川河川災害復旧工事
総領町
五箇

約５ケ月 土木工事 L=5.5m　コンクリートブロック積14.0ｍ2 2,300 第１四半期

第2481号普通河川矢谷川河川災害復旧工事
総領町
五箇

約５ケ月 土木工事 L=8.0m　コンクリートブロック積15.0ｍ2 3,500 第１四半期

第2482号普通河川矢谷川河川災害復旧工事
総領町
五箇

約５ケ月 土木工事 L=9.5m　コンクリートブロック積22.0ｍ2 3,600 第１四半期

第2483号普通河川矢谷川河川災害復旧工事
総領町
五箇

約５ケ月 土木工事 L=14.5m　コンクリートブロック積25.0ｍ2 3,600 第１四半期
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