
令和３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

地積測量図作成業務委託 庄原市内全域 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

1,870 第１四半期

企画振興部　商工観光課

お試しオフィス整備プランニング委託 未定 未定
プランニン
グ及び設計

整理

新たなお試しオフィス整備に関する施設のプランニン
グ・設計等

1,650 第１四半期

企画振興部　自治定住課

庄原自治振興区仮事務所移転業務委託 西本町 約１ヶ月 引越 仮事務所移転に係る物品移設作業 474 第２四半期

環境建設部　建設課

市道春田陰地線災害防除事業　測量設計業務 春田町 約６ヶ月 測量設計 Ｌ＝30ｍ 7,000 第１四半期

市道庄原高線(3工区)災害防除事業　測量設計業務 高町 約６ヶ月 測量設計 Ｌ＝25ｍ 10,000 第１四半期

市道高野線災害防除事業　測量業務 東城町久代 約５ヶ月 測量 Ｌ＝60ｍ 2,500 第１四半期

市道天神線災害防除事業　測量業務 東城町森 約６ヶ月 測量 Ｌ＝65ｍ 6,000 第１四半期

市道田黒篠原線・川除田黒線災害防除事業　測量設計業務 東城町田黒 約６ヶ月 測量設計 Ｌ＝220ｍ 7,000 第１四半期

市道相原線災害防除事業　測量設計業務 東城町三坂 約６ヶ月 測量設計 Ｌ＝180ｍ 9,000 第１四半期

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 7,000 第１四半期

市道宮内線道路改良事業　測量業務 宮内町 約５ヶ月 測量 Ｌ＝280ｍ、Ｗ＝6.0ｍ 3,000 第２四半期

市道金信金佐谷線道路改良事業　測量業務 七塚町 約６ヶ月 測量 Ｌ＝250ｍ、Ｗ＝4.0ｍ 6,000 第１四半期

・ここに記載している発注予定業務委託については令和３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。

令和３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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市道石丸1号線道路改良事業　測量業務 東本町 約６ヶ月 測量 Ｌ＝415.4ｍ、Ｗ＝5.0ｍ 7,000 第１四半期

市道番目沖線　測量業務 板橋町 約５ヶ月 測量 Ｌ＝300ｍ、Ｗ＝4.0ｍ 4,000 第１四半期

市道蘇羅比古線道路改良事業　測量設計業務 本村町 約７ヶ月 測量設計 Ｌ＝950ｍ、Ｗ＝4.0ｍ 16,000 第１四半期

市道戸郷下谷線(4工区)道路改良事業　測量設計業務
一木町・
実留町

約８ヶ月 測量設計 Ｌ＝1,500ｍ、Ｗ＝7.0ｍ 25,000 第１四半期

市道塩原西側線道路改良事業　設計業務 東城町塩原 約７ヶ月 設計 Ｌ＝550ｍ、Ｗ＝4.0ｍ 14,000 第１四半期

市道八幡研修ｾﾝﾀｰ北線・森市場線道路改良事業　測量業務 東城町森 約６ヶ月 測量 Ｌ＝330ｍ、Ｗ＝4.0ｍ 9,000 第１四半期

市道川鳥陰地中央線道路改良事業　測量設計業務 東城町森 約６ヶ月 測量設計 Ｌ＝920ｍ、Ｗ＝5.0ｍ 10,000 第１四半期

市道本谷線・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８ヶ月 測量設計 Ｌ＝1,768ｍ、Ｗ＝4.0～5.0ｍ 23,000 第１四半期

市道下郷線道路改良事業　測量業務 口和町大月 約６ヶ月 測量 Ｌ＝550ｍ、Ｗ＝4.0ｍ 7,000 第１四半期

市道市原線道路改良事業　測量設計業務 高野町新市 約７ヶ月 測量 Ｌ＝1,200ｍ、Ｗ＝5.0ｍ 13,000 第１四半期

市道五ノ木線道路改良事業　測量設計業務 比和町三河内 約７ヶ月 測量設計 Ｌ＝660ｍ、Ｗ＝5.0ｍ 13,000 第１四半期

市道小坂本線道路改良事業　測量業務 総領町亀谷 約６ヶ月 測量 Ｌ＝670ｍ、Ｗ＝5.0ｍ 8,000 第１四半期

市道川西縦貫線(竹の下橋)他橋梁補修工事設計業務 川西町外 約６ヶ月 設計 2橋 9,750 第１四半期

市道国本線(金子原橋)他橋梁補修工事設計業務 高野町高暮外 約６ヶ月 設計 2橋 9,750 第１四半期

庄原市管内橋梁定期点検業務 庄原市内 約８ヶ月 調査 206橋 66,000 第１四半期

市道皆原線道路改良事業　測量設計業務 口和町向泉 約６ヶ月 測量 Ｌ＝1,958ｍ、Ｗ＝6.0ｍ 10,000 第３四半期

環境建設部　環境政策課

一般廃棄物処理施設長寿命化策定業務 市内全域 約１１ヶ月 計画策定 3施設の長寿命化の策定 14,608 第１四半期

神龍湖不法投棄回収 東城地域 約１２ヶ月 回収業務 神龍湖不法投棄回収 7,491 第３四半期
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水質検査分析業務 市内全域 約１２ヶ月 分析業務 施設の水質検査分析 7,929 第１四半期

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類・ごみ質他検査業務 市内全域 約１２ヶ月 分析業務 施設のダイオキシン類等検査分析 5,518 第１四半期

自動車騒音常時監視業務 市内全域 約９ヶ月 測定業務 市内の道路騒音測定 2,558 第１四半期

環境建設部　都市整備課

都市計画マスタープラン及び
立地適性化計画策定業務委託

市内一円 約２０ヶ月 計画策定 23,574 第２四半期

大規模盛土防災計画策定業務委託 市内一円 約２０ヶ月 計画策定 第２次スクリーニング計画策定 5,700 第２四半期

都市再生整備事業
庄原地区（２期）事業評価業務委託

中本町二丁目 約５ヶ月 事業評価 事業評価のフォローアップ 2,184 第３四半期

都市再生整備事業
東城地区（２期）事業評価業務委託

東城町東城 約５ヶ月 事業評価 都市再生整備事業（東城地区2期）の事業評価 3,744 第３四半期

市道西浦下線測量設計補償業務委託 西本町二丁目 約６ヶ月 測量設計 L=100m　W=4.0m　路線測量・道路設計・建物補償調査 20,000 第２四半期

市道本町三日市線測量設計業務委託 西本町二丁目 約６ヶ月 測量設計 L=100m　W=10.0m　路線測量・道路設計 10,000 第２四半期

庄原駅周辺地区土地区画整理
工事損害事後調査業務委託

中本町外 約６ヶ月 調査業務 2,470 第３四半期

南の里公営住宅外壁改修設計業務委託 三日市町 約５ヶ月 調査設計 ５棟24戸 1,325 第２四半期

第一川東公営住宅用地測量・敷地整地設計
業務委託

東城町川東 約６ヶ月 測量設計 A=2,447m2 　４棟16戸 4,026 第２四半期

第一川東公営住宅水道・下水道設計業務委託 東城町川東 約６ヶ月 測量設計 水道・下水道管路敷設設計　４棟16戸 4,597 第２四半期

第一川東公営住宅建築工事実施設計業務委託 東城町川東 約６ヶ月 建築設計 木造平屋長屋建　４戸/棟 ２棟・２戸/棟 ４棟 8,783 第２四半期

環境建設部　地籍用地課

東城地区　一筆地調査・測量業務委託 東城町 約９ヶ月 地籍調査 A＝0.44 k㎡ 26,340 第１四半期

総領地区　一筆地調査・測量業務委託 総領町 約９ヶ月 地籍調査 A＝1.00 k㎡ 30,800 第１四半期

市道三の原線　用地測量業務委託 西城町 約７ヶ月 用地測量 A＝3,600㎡ 907 第２四半期
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市道植松線　用地測量業務委託 小用町 約７ヶ月 用地測量 A＝3,800㎡ 1,197 第２四半期

水道局　下水道課

市道道路改良工事に伴う支障下水道移設実施設計業務委託 木戸町 約５ヶ月 測量設計 L=110ｍ 5,100 第２四半期

水道局　水道課

水質管理業務委託 庄原市 約１２ヶ月 水質検査 試料採水地点における水質の検査 21,135 第１四半期

布掛山浄水場1系急速ろ過池更新計画設計業務委託 庄原市 約１０ヶ月 更新計画 浄水場更新設計　一式 32,460 第１四半期

国道432号外配水管布設替設計業務 新庄町 約３ヶ月 配管設計 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE) ф200～100　L=244.0ⅿ 2,547 第１四半期

総領地区送配水管（7・8工区）布設設計業務 峰田町外 約３ヶ月 配管設計 配水用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（GXDIP) ф100　L=1,180.0ⅿ 3,564 第１四半期

稲草浄水場施設改造設計業務 総領町 約６ヶ月道施設　設計業浄水・送水施設改造　一式 8,580 第１四半期

教育部　教育総務課

小・中学校建築基準法点検・非構造部材点検業務委託 板橋町他 約１０ヶ月 点検
市内12小中学校の建築基準法に準ずる点検（建築物・建築設
備・防火設備）及び非構造部材点検の実施・評価

6,761 第１四半期

西城支所　総務室・教育室

庄原市西城温水プール プール室天井改修工事設計業務等
委託料

西城町 約３ヶ月 設計監理 プール室天井改修及び照明機器改修工事設計業務 2,537 第１四半期

水道局　東城水道室

市道榎ケ坪線外配水管布設替工事設計業務委託 東城町川西 約３ヶ月 測量設計 2,068 第１四半期

主要地方道三原東城線配水管布設替工事設計業務委託 東城町久代 約３ヶ月 測量設計 2,519 第１四半期

福代地区配水管布設替工事設計業務委託 東城町福代 約３ヶ月 測量設計 2,959 第１四半期
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水道局　高野水道室

第２水源導水管布設替測量設計業務委託 高野町 約４ヶ月 測量設計 HPPEφ75㎜　L=560m、流量計 2,841 第１四半期

水道局　比和水道室

比和送配水管布設替（３工区）設計業務委託 比和町 約６ヶ月 測量設計 水道管更新に係る測量設計 3,870 第１四半期
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