
令和３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　管財課

IP告知システム更改工事
庄原市役所・

広島市
約６ヶ月

通信設備
工事

サーバ機器等の更新 149,710 第２四半期

総務部　危機管理課

耐震性貯水槽設置工事 川北町 約４ヶ月 土木工事 耐震性防火水槽（40㎥規模）の整備 9,500 第３四半期

耐震性貯水槽設置工事 東城町川鳥 約４ヶ月 土木工事 耐震性防火水槽（40㎥規模）の整備 9,500 第３四半期

生活福祉部　児童福祉課

東城保育所病後児支援室整備工事 東城町川東 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68.4㎡) 4,102 第１四半期

峰田保育所屋根改修工事 春田町 約２ヶ月 建築工事 屋根瓦工事(465.3㎡)、雨樋改修、破風塗装 11,704 第１四半期

生活福祉部　市民生活課

庄原市ふれあいセンター空調修繕工事 西本町 約３ヶ月
機器/配管
/電気設備

工事
コパリホールのチラ―ユニット更新 11,500 第１四半期

企画振興部　自治定住課

久代自治振興センター駐車場法面復旧工事
東城町
久代

約１ヶ月 土木工事 法面の修繕工事（コンクリートブロック施工等） 2,453 未定

比和自治振興センター空調機取替工事  比和町比和 約４ヶ月 管工事 空調機の取替工事 11,478 第２四半期

木屋自治振興会館屋根等修繕工事  総領町木屋 約３ヶ月 建築工事
網戸張替、フローリング塗装、床材張替、カーテン取替、壁クロ
ス張替、照明取付調整、建具調整・戸車取替、小便器シーリング
打替、掲示板修繕、棟巻替

2,195 第１四半期

庄原自治振興センター大規模改修工事請負費 西本町 約１８ヶ月 建築工事
多目的ホールの増築を中心とした大規模改修工事
※庄原市民会館（生涯学習課予算）との按分

907,207 第２四半期

広島県庄原市　公共工事発注見通し 令和３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３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

企画振興部　商工観光課
庄原市総合交流拠点施設（ゆめさくら）空調設備更新
工事（ミルクファームHARU)

新庄町 約３ヶ月 管工事 ガスエアコンの更新工事 7,942 第１四半期

お試しオフィス整備工事 未定 未定 建設工事
既存施設を活用した新たなお試しオフィス整備に関する施
設改修工事

17,600 未定

企画振興部　農業振興課

比婆牛看板設置工事 未定 約２ヶ月 建築工事 比婆牛の看板の設置 4,663 第２四半期

環境建設部　建設課

市道庄原高線災害防除工事 東本町 約６ヶ月 土木工事 L=40m　法面工 37,000 第２四半期

市道高板橋線災害防除工事 永末町 約４ヶ月 土木工事 L=20m　法面工 6,000 第２四半期

市道柳原大仙谷線道路改良工事 本町 約５ヶ月 土木工事 L=50m、W=5.0m　土工・法面工・排水工・舗装工 9,800 第２四半期

市道横畠高茂線(2工区)道路改良工事 高茂町 約６ヶ月 土木工事 L=170m、W=5.0m　土工・法面工・舗装工 19,600 第１四半期

市道下高宮内線(2工区)道路改良工事 高野町奥門田 約５ヶ月 土木工事 L=100m、W=5.0m　土工・法面工・排水工・舗装工 9,800 第１四半期

市道夜灯線(2工区)道路改良工事 高町 約６ヶ月 土木工事 L=90m、W=5.0m　土工・法面工・舗装工 30,000 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６ヶ月 土木工事 L=180m、W=5.0m　土工・法面工・舗装工 29,000 第３四半期

市道入江的場線道路改良工事 西城町入江 約６ヶ月 土木工事 L=150m、W=5.0m　土工・法面工・舗装工 29,200 第３四半期

市道鴨居線道路改良工事
東城町帝釈山

中
約６ヶ月 土木工事 L=80m、W=5.0m　土工・法面工 25,000 第３四半期

市道久代中央線道路改良工事 東城町久代 約６ヶ月 土木工事 L=80m、W=5.0m　土工・排水工・法面工 27,000 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=140m、W=5.0m　土工・法面工・排水工 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=40m、W=5.0m　土工・橋梁工・護岸工 35,000 第３四半期

市道上領家線道路改良工事 総領町上領家 約６ヶ月 土木工事 L=360m、W=7.0m　土工・排水工・舗装工 34,000 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 43,317 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 20,000 第１四半期

市道木屋原西側線（立花橋）橋梁補修工事 比和町木屋原 約５ヶ月 土木工事 1橋 10,000 第１四半期

市道法京寺線（法京寺橋）橋梁補修工事 西城町熊野 約５ヶ月 土木工事 1橋 35,000 第１四半期

市道五反縄線（落合橋）橋梁補修工事 口和町大月 約５ヶ月 土木工事 1橋 38,000 第１四半期

市道庄原高線災害防除工事 東本町 約３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４ヶ月 土木工事 L=80m　法面工 25,000 第３四半期

市道川鳥陰地線道路改良工事 東城町川鳥 約６ヶ月 土木工事 L=170m、W=5.0m　土工・法面工・排水工・舗装工 23,000 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４ヶ月 土木工事 L=150m、W=7.0m　土工・法面工・舗装工 20,000 第３四半期

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 30,000 第３四半期

市道寺迫上線（中井納橋）橋梁補修工事 東城町小奴可 約５ヶ月 土木工事 1橋 28,400 第３四半期

市道戸郷下谷線道路維持修繕工事 一木町 約３ヶ月 土木工事 法面防草シート 3,400 第２四半期

市道戸郷下谷線(2工区)道路維持修繕工事 一木町 約３ヶ月 土木工事 張コンクリート 3,400 第２四半期

市道戸郷下谷線(3工区)道路維持修繕工事 実留町 約３ヶ月 土木工事 張コンクリート 2,700 第２四半期

飛地屋地区復旧工事 本村町 約６ヶ月 土木工事 法面工　L＝30ｍ 13,033 第２四半期

中山地区復旧工事 川北町 約６ヶ月 土木工事 流路工　L＝20ｍ 4,319 第２四半期

笹野丸地区復旧工事 本村町 約６ヶ月 土木工事 法面工　L＝10ｍ 10,424 第２四半期

神田谷地区復旧工事 東城町新免 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝30ｍ 6,764 第２四半期

弘法谷地区復旧工事 東城町福代 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝20ｍ 5,372 第２四半期

今岡谷地区復旧工事 東城町福代 約６ヶ月 土木工事 水路工　L＝25ｍ 4,599 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

幸之平地区復旧工事 東城町竹森 約６ヶ月 土木工事 法面工　L＝57ｍ 14,075 第２四半期

川除地区復旧工事 東城町森 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝15ｍ 3,884 第２四半期

重松谷地区復旧工事 東城町久代 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝34ｍ 6,512 第２四半期

中郷地区復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事 水路工　L＝93ｍ 8,261 第２四半期

桜谷地区復旧工事 東城町帝釈始終 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝15ｍ 3,605 第２四半期

殿河内地区復旧工事 西城町中野 約６ヶ月 土木工事 法面工　L＝20ｍ 7,931 第２四半期

兼利地区復旧工事 西城町中野 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝12ｍ 4,724 第２四半期

小屋ヶ谷地区復旧工事 西城町栗 約６ヶ月 土木工事 伏工　L＝22ｍ 4,889 第２四半期

寺宇恵山地区復旧工事 西城町栗 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝17ｍ 1,760 第２四半期

下古頃地区復旧工事 比和町古頃 約６ヶ月 土木工事 渓間工　L＝30ｍ 5,604 第２四半期

小和田地区復旧工事 比和町三河内 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝10ｍ 3,837 第２四半期

向中先途地区復旧工事 比和町三河内 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝21ｍ 6,551 第２四半期

元恒地区復旧工事 口和町永田 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝20ｍ 6,966 第２四半期

下金田地区復旧工事 口和町金田 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝29ｍ 10,540 第２四半期

上日南地区復旧工事 口和町向泉 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝10ｍ 4,280 第２四半期

中山地区復旧工事 高野町上湯川 約６ヶ月 土木工事 法面工　L＝10ｍ 8,821 第２四半期

土居地区復旧工事 総領町亀谷 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝20ｍ 6,541 第２四半期

田口地区ほ場整備工事 口和町宮内 約８ヶ月 土木工事 区画整理・土層改良等 36,000 第２四半期

栗頭首工改修工事 西城町西城 約６ヶ月 土木工事 躯体製作　一式 38,000 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

界谷小峠線　林道整備工事 比和町 約６ヶ月 土木工事 法面工　L＝100ｍ 9,000 第２四半期

東城中央支線　林道整備工事 東城町 約６ヶ月 土木工事 舗装工　L＝768ｍ 19,000 第２四半期

万原線林道災害復旧工事 東城町保田 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝8ｍ 5,514 第２四半期

五王谷線林道災害復旧工事 東城町川鳥 約６ヶ月 土木工事 路盤工　L＝354ｍ 5,514 第２四半期

末政1号線林道災害復旧工事 東城町粟田 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝25ｍ 2,889 第２四半期

長谷線林道災害復旧工事 西城町平子 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝63ｍ 12,572 第２四半期

長谷線林道災害復旧工事 西城町平子 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝11ｍ 2,213 第２四半期

上奥名線林道災害復旧工事 西城町平子 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝9ｍ 1,709 第２四半期

高尾小坂線林道災害復旧工事 東城町保田 約６ヶ月 土木工事 伏工　L＝24ｍ 2,841 第２四半期

薮谷線林道災害復旧工事 東城町内堀 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝16ｍ 8,993 第２四半期

葦嶽線林道災害復旧工事 本村町 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝20ｍ 4,906 第２四半期

井手ヶ原山線林道災害復旧工事 比和町比和 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝33ｍ 9,490 第1四半期

東城中央線林道災害復旧工事 東城町川鳥 約６ヶ月 土木工事 伏工　L＝13ｍ 1,956 第２四半期

第566号普通河川川北川河川災害復旧工事 川北町 約８ヶ月 土木工事 L=7.3m　コンクリートブロック積27㎡ 4,000 第２四半期

第567号普通河川大内谷川河川災害復旧工事 濁川町 約８ヶ月 土木工事 L=18.0m　コンクリートブロック積93㎡ 10,000 第２四半期

第568号普通河川長野川河川災害復旧工事 川北町 約８ヶ月 土木工事 L=10.4m　コンクリートブロック積30㎡ 4,500 第２四半期

第569号普通河川大津恵川河川災害復旧工事 川北町 約８ヶ月 土木工事 L=21.0m　コンクリートブロック積57㎡ 6,000 第２四半期

第570号普通河川野田川河川災害復旧工事 川手町 約１０ヶ月 土木工事 L=14.8m　コンクリートブロック積31㎡ 6,500 第１四半期

第650号市道宗高線道路災害復旧工事 高町 約１０ヶ月 土木工事 L=16.5m　コンクリートブロック積82㎡ 10,000 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

第652号市道大戈支線道路災害復旧工事 川西町 約１０ヶ月 土木工事 L=10.0m　コンクリートブロック積20㎡ 2,000 第１四半期

第653号市道上谷線道路災害復旧工事 上谷町 約１０ヶ月 土木工事 L=8.5m　コンクリートブロック積60㎡ 9,000 第１四半期

第654号市道七塚山内線道路災害復旧工事 木戸町 約１０ヶ月 土木工事 L=9.0m　コンクリートブロック積24㎡ 2,500 第１四半期

中国自動車道側道法面復旧工事 東城町 約１０ヶ月 土木工事 L=18.0m　植生基材吹付工500㎡ 25,000 第１四半期

5907/210庄原池永ため池災害復旧工事 板橋町 約９ヶ月 土木工事 ため池災害復旧　L＝29m 25,839 第１四半期

5908/210庄原紙屋2号ため池災害復旧工事 板橋町 約９ヶ月 土木工事 ため池災害復旧　L＝54m 45,771 第１四半期

5914/210庄原風呂屋ため池災害復旧工事 高茂町 約９ヶ月 土木工事 ため池災害復旧　L＝57m 68,816 第１四半期

5917/210庄原貞光ため池災害復旧工事 新庄町 約９ヶ月 土木工事 ため池災害復旧　L＝64m 49,852 第１四半期

5919/210庄原兵後ため池災害復旧工事 戸郷町 約９ヶ月 土木工事 ため池災害復旧　L＝24m 29,997 第１四半期

5923/210庄原堀越ため池災害復旧工事 本町 約９ヶ月 土木工事 ため池災害復旧　L＝35m 75,691 第１四半期

5928/210庄原上田2号ため池災害復旧工事 峰田町 約９ヶ月 土木工事 ため池災害復旧　L＝20m 22,627 第１四半期

5930/210庄原三平ため池災害復旧工事 山内町 約９ヶ月 土木工事 ため池災害復旧　L＝48m 26,697 第１四半期

5931/210庄原小松ヶ曽根ため池災害復旧工事 山内町 約９ヶ月 土木工事 ため池災害復旧　L＝28m 6,039 第１四半期

2/211庄原中岡農地災害復旧工事 大久保町 約３ヵ月 土木工事 農地災害復旧　L＝13m 2,376 第１四半期

3/212庄原谷口農地災害復旧工事 川北町 約３ヵ月 土木工事 農地災害復旧　L＝16m 3,311 第１四半期

4/213庄原森岡農地災害復旧工事 川北町 約３ヵ月 土木工事 農地災害復旧　L＝14m 3,036 第１四半期

5/214庄原平岡農地災害復旧工事 川北町 約３ヵ月 土木工事 農地災害復旧　L＝8m 2,167 第１四半期

6/215庄原奥谷農地災害復旧工事 市町 約３ヵ月 土木工事 農地災害復旧　L＝30m 5,995 第１四半期

8/216庄原藤谷農地災害復旧工事 七塚町 約３ヵ月 土木工事 農地災害復旧　L＝20m 4,290 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

133/217庄原永岡農地災害復旧工事 水越町 約３ヵ月 土木工事 農地災害復旧　L＝14m 2,409 第１四半期

501/210庄原木船水路災害復旧工事 小用町 約６ヶ月 土木工事 水路災害復旧　L＝17m 2,068 第２四半期

504/218庄原中山水路災害復旧工事 川北町 約６ヶ月 土木工事 水路災害復旧　L＝40m 7,887 第２四半期

901/219庄原宮内陰地揚水機災害復旧工事 宮内町 約９ヶ月 機械設備工事ポンプ取替、建屋改修 11,708 第２四半期

902/220庄原宮内日南揚水機災害復旧工事 宮内町 約９ヶ月 機械設備工事ポンプ取替、建屋改修 10,655 第２四半期

環境建設部　環境政策課
備北クリーンセンター　１号、２号給じん装置整備工
事

一木町 約１ヶ月
機械整備

工事
給じん装置及び付随設備の修繕 4,379 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
処理棟内機器修繕 9,897 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 18,290 第２四半期

東城し尿　各種機械修理工事 東城町 約６ヶ月
機械整備

工事
ポンプ機器等修繕 7,861 第２四半期

環境建設部　都市整備課

市道本町中央線外道路整備工事 東城町川西 約６ヶ月 土木工事 L=560m　W=6.0m  土工・排水工・舗装工 110,137 第３四半期

東城地区サイン整備工事 東城町川西 約３ヶ月 土木工事 N=10箇所　案内標識設置工 5,000 第２四半期

令和2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=2箇所　土工・舗装工・休息施設・公園遊具 27,700 第２四半期

令和2年度駅前広場周辺駐車場整備工事  東本町三丁目 約３ヶ月 土木工事 A=913m2　土工・舗装工・排水工・フェンス工 12,000 第２四半期

令和2年度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　 13,300 第２四半期

令和2年度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

市道駅前線外道路整備工事 中本町二丁目 約６ヶ月 土木工事 L=200m　W=6.0m  土工・排水工・舗装工 36,000 第３四半期

庄原駅周辺地区　6-2街区外宅地整備工事 中本町二丁目 約５ヶ月 土木工事 宅地整備　A=910m2 29,000 第２四半期

令和2年度庄原駅周辺地区6-1街区宅地整備工事
東本町
三丁目

約５ヶ月 土木工事 宅地整備　A=1,450m2 23,700 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

上野総合公園陸上競技場メインスタンド改修工事 新庄町 約６ヶ月 建築工事  外部改修 A=900m2　内部改修  A=600m2(防水工・塗装工・付 24,910 第３四半期

上野総合公園龍宮橋改修工事 新庄町 約６ヶ月 土木工事 擬木橋設置　 N=1橋 6,837 第２四半期

刈屋口公営住宅解体撤去工事 三日市町 約３ヶ月 建築工事 N=1棟5戸（RC造）　解体撤去工 4,646 第１四半期

環境建設部　下水道課

庄原汚水新庄幹線マンホール維持修繕工事 新庄町 約４ヶ月 土木 　マンホール内更生 ３基 8,100 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５ヶ月 土木 　φ250mm  約L=200m 21,000 第２四半期

庄原汚水４号幹線１号マンホールポンプ更新工事 上原町 約４ヶ月
ＭＰ更新工

事
　ポンプ更新 5,140 第１四半期

庄原市浄化センター 溶存酸素計更新工事 西本町四丁目 約４ヶ月
機械器具・
電気工事

　溶存酸素計更新 3,200 第１四半期

山内西地区処理場 汚泥引抜ポンプ取替工事 木戸町 約３ヶ月
機械器

具・電気
工事

　汚泥引抜ポンプ取替 2,300 第１四半期

山内西コンポスト施設 粉体投入機更新工事 木戸町 約３ヶ月
機械器具・
電気工事

　粉体投入機更新 2,000 第１四半期

山内西コンポスト施設 汚泥供給ポンプ取替工事 木戸町 約３ヶ月
機械器

具・電気
工事

　汚泥供給ポンプ取替 3,000 第１四半期

山内西コンポスト施設 発酵槽モーター更新工事 木戸町 約３ヶ月
機械器具・
電気工事

　発酵槽モーター更新 2,200 第１四半期

水道局　水道課

2系急速ろ過池内面防食工事 東本町 約８ヶ月
水道施設

工事
ろ過池の内面保護工事 7,997 第２四半期

2系急速ろ過池厚生工事 東本町 約８ヶ月
水道施設

工事
ろ過砂の入れ替え 6,226 第２四半期

中央監視装置更新工事 東城町 約６ヶ月
水道施設

工事
中央監視装置のシステム改修 9,108 第１四半期

大久保ポンプ所ポンプ・電動機分解整備工事 大久保町 約４ヶ月
水道施設

工事
分解整備工事（ポンプ2基、電動機2台） 3,256 第２四半期

国道432号（新庄交差点）配水管布設替工事 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＝92.0ⅿ 14,400 第２四半期

市道新庄西谷線（ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝﾐｯｷｰ横）配水管布設替工事 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）ф100　L＝120.0ⅿ 10,800 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 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）ф150　L＝255.0ⅿ　　　　配水
用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）ф150（添架）　L＝15.0ⅿ

30,300 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

国道183号（比婆観光前）配水管布設替工事 板橋町 約６ヶ月
水道管

布設工事
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）ф240　L＝306.0ⅿ 42,840 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６ヶ月
水道管

布設工事
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）ф100　L＝32.0ⅿ 2,016 第３四半期

総領地区加圧ポンプ所施設整備工事 峰田町 約７ヶ月
水道施設

工事
ポンプ池15㎥、ポンプ250㎥/日 150,000 第２四半期

教育部　教育総務課

東城中学校体育館多目的トイレ設置工事 東城町 約４ヶ月 管工事
東城中学校体育館の既存スペースを改修し多目的トイレを
整備する。

4,444 第１四半期

板橋小学校体育館トイレ洋式化工事 板橋町 約１０ヶ月 管工事 板橋小学校体育館の和式便器を洋式便器に改修する。 4,068 第１四半期

西城小学校体育館多目的トイレ設置工事 西城町 約１０ヶ月 管工事
西城小学校体育館の既存トイレを改修し、多目的トイレを
整備する。

4,444 第１四半期

教育部　生涯学習課

庄原市民会館等大規模改修工事 西本町 約１年半 建築工事
大ホールの座席改修を中心とした大規模改修工事
※庄原自治振興センター（自治定住課予算）との按分

536,228 第２四半期

庄原市総合体育館　空調設備工事 西本町 約３ヶ月 電気工事 エアコン設置、既設機器撤去等 50,158 第２四半期

庄原市総合体育館　トイレ改修工事 西本町 約４ヶ月 管工事 和式トイレの洋式化 10,932 第２四半期

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 西城町 約６ヶ月 建築工事 プール室天井改修及び照明機器の改修 43,443 第３四半期

西城中学校本校舎屋上防水・特別教室屋上防水工事 西城町 約１０ヶ月 建築工事 西城中学校本校舎屋上防水・特別教室屋上防水工事 28,853 第１四半期

西城支所　地域振興室

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 フトン篭　盛土工 2,739 第２四半期

西城松田1号農地災害復旧工事
西城町
平子

約３ヶ月 土木工事 フトン篭工　盛土工　張芝工　排土工 3,751 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 フトン篭工　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 フトン篭　盛土工 2,167 第２四半期

西城清本農地災害復旧工事
西城町
中野

約４ヶ月 土木工事 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４ヶ月 土木工事 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 フトン篭工　盛土工　張芝工 2,145 第２四半期

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 フトン篭工　盛土工　張芝工 2,486 第２四半期

西城福山1号農地災害復旧工事
西城町
福山

約４ヶ月 土木工事 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 フトン篭工　盛土工 3,080 第２四半期

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 ブロック積工　盛土工　張芝工 3,146 第２四半期

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 フトン篭工　盛土工 3,795 第２四半期

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 フトン篭工　盛土工　張芝工 2,365 第２四半期

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 フトン篭工　盛土工　張芝工 2,442 第２四半期

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 フトン篭工　盛土工　張芝工 3,773 第２四半期

西城大兼1号水路災害復旧工事
西城町
大戸

約４ヶ月 土木工事 フトン篭工　水路工 4,268 第２四半期

西城母谷水路外1件災害復旧工事
西城町
小鳥原

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工　盛土工　排土工　水路工 4,994 第２四半期

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 ブロック積工　盛土工 3,531 第２四半期

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 擁壁工　ブロック積工　盛土工　水路工 2,145 第２四半期

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 ブロック積工　水路工 3,748 第２四半期

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 ブロック積工　盛土工 2,464 第２四半期

西城金代水路災害復旧工事
西城町
大屋

約４ヶ月 土木工事 フトン篭工　盛土工　水路工 4,306 第２四半期

西城須田水路災害復旧工事
西城町
熊野

約１１ヶ月 土木工事 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１１ヶ月 土木工事 コンクリート堰工 37,598 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

西城八日市頭首工災害復旧工事
西城町
小鳥原

約４ヶ月 土木工事 水叩工　護岸工 5,000 第１四半期

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 水叩工　護岸工 9,834 第１四半期

西城こくぼため池災害復旧工事
西城町

栗
約１１ヶ月 土木工事 堤体工　斜樋工　底樋工 28,000 第１四半期

西城谷野農地災害復旧工事
西城町
大屋

約３ヶ月 土木工事 ブロック積工 2,068 第２四半期

西城明賀農地災害復旧工事
西城町
平子

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工　法面工　排土工 4,950 第２四半期

西城若狭農地災害復旧工事
西城町
大屋

約３ヶ月 土木工事 ブロック積工 2,640 第２四半期

西城上田農地災害復旧工事
西城町
大屋

約３ヶ月 土木工事 フトン篭工　張芝工　排土工 2,783 第２四半期

西城橋本農地災害復旧工事
西城町
大屋

約３ヶ月 土木工事 フトン篭工　張芝工 3,366 第２四半期

西城峠本農地災害復旧工事
西城町
大佐

約３ヶ月 土木工事 フトン篭工　張芝工 3,157 第２四半期

西城宮崎農地災害復旧工事
西城町
八鳥

約３ヶ月 土木工事 ブロック積工 3,113 第２四半期

西城杉田2号道路外1件災害復旧工事
西城町
大屋

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工　舗装工　排土工 5,379 第２四半期

西城福山水路災害復旧工事
西城町
中野

約７ヶ月 土木工事 ブロック積工 16,742 第１四半期

西城油木中組水路外1件災害復旧工事
西城町
油木

約３ヶ月 土木工事 ブロック積工　盛土工 2,662 第２四半期

西城重国谷水路災害復旧工事
西城町
八鳥

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工　水路工 4,059 第２四半期

西城奥名頭首工災害復旧工事
西城町
平子

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工　水路工 4,851 第２四半期

第1433号普通河川本谷川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約９ヶ月 土木工事 ブロック積工　根固工 18,645 第１四半期

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 ブロック積工 11,840 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 ブロック積工　 10,695 第１四半期

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７ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 15,826 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

第2506号普通河川清延川河川災害復旧工事
西城町
三坂

約４ヶ月 土木工事 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５ヶ月 土木工事 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４ヶ月 土木工事 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 ブロック積工 2,482 第２四半期

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５ヶ月 土木工事 ブロック積工 7,230 第２四半期

第2993号普通河川塩田川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約５ヶ月 土木工事 ブロック積工　根固工 9,105 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４ヶ月 土木工事 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４ヶ月 土木工事 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 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 ブロック積工 3,705 第２四半期

第3018号普通河川寺谷川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約５ヶ月 土木工事 ブロック積工 9,063 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４ヶ月 土木工事 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１１ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 24,953 第１四半期

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４ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 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１１ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 27,062 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 ブロック積工 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８ヶ月 土木工事 ブロック積工　擁壁工 19,947 第１四半期

第3690号普通河川兼利川河川災害復旧工事
西城町
中野

約５ヶ月 土木工事 ブロック積工　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５ヶ月 土木工事 ブロック積工 9,856 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3693号普通河川七谷川河川災害復旧工事
西城町
熊野

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工 6,002 第２四半期

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７ヶ月 土木工事 ブロック積工 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１１ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 25,567 第１四半期

第4194号普通河川兼利川河川災害復旧工事
西城町
中野

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工 4,378 第２四半期

第4218号普通河川白谷河川災害復旧工事
西城町

栗
約１１ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工　根固工 20,164 第１四半期

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５ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 9,887 第２四半期

第4229号普通河川入江川河川災害復旧工事
西城町
入江

約１１ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 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１１ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 50,765 第１四半期

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 法面工 11,976 第１四半期

第5013号普通河川七谷川河川災害復旧工事
西城町
熊野

約７ヶ月 土木工事 ブロック積工 15,881 第１四半期

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 ブロック積工　張芝工 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４ヶ月 土木工事 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４ヶ月 土木工事 ブロック積工 5,839 第２四半期

第5037号普通河川本谷川河川災害復旧工事
西城町
大佐

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工 4,356 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１１ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 74,397 第１四半期

第5523号普通河川内京川河川災害復旧工事
西城町
八鳥

約９ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 19,326 第１四半期

第5525号普通河川丹谷川河川災害復旧工事
西城町
福山

約７ヶ月 土木工事 ブロック積工 15,331 第１四半期

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 ブロック積工　張芝工 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１１ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 63,330 第１四半期
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予算額
(千円)
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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１１ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工　舗装工 46,788 第１四半期

第8号市道丑の河線道路災害復旧工事
西城町
平子

約３ヶ月 土木工事 法面工 2,055 第２四半期

第571号普通河川下モ下タ川河川災害復旧工事
西城町
八鳥

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 6,080 第２四半期

第572号普通河川内京川河川災害復旧工事
西城町
八鳥

約７ヶ月 土木工事 ブロック積工 14,656 第１四半期

第573号普通河川宮ノ段川河川災害復旧工事
西城町
中野

約３ヶ月 土木工事 ブロック積工 3,371 第２四半期

第574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 ブロック積工　張芝工 11,668 第１四半期

第575号普通河川内京川河川災害復旧工事
西城町
八鳥

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工　根固工 4,771 第２四半期

第576号普通河川下モ下タ川河川災害復旧工事
西城町
八鳥

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工 5,679 第２四半期

第577号普通河川椀谷川河川災害復旧工事
西城町
八鳥

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工 5,836 第２四半期

第578号普通河川清延川河川災害復旧工事
西城町
三坂

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 5,361 第２四半期

第579号普通河川兼利川河川災害復旧工事
西城町
中野

約５ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工　護床工 7,455 第２四半期

第580号普通河川馬場瀬川河川災害復旧工事
西城町
平子

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工 4,657 第２四半期

第581号普通河川本谷川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約３ヶ月 土木工事 ブロック積工 2,581 第２四半期

第582号普通河川兼利川河川災害復旧工事
西城町
中野

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 5,773 第２四半期

第583号普通河川宮ノ段川河川災害復旧工事
西城町
中野

約５ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 8,131 第２四半期

第584号普通河川宮ノ段川河川災害復旧工事
西城町
中野

約５ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 8,255 第２四半期

第585号普通河川清延川河川災害復旧工事
西城町
三坂

約５ヶ月 土木工事 ブロック積工 7,788 第２四半期

第587号普通河川入江川河川災害復旧工事
西城町
入江

約３ヶ月 土木工事 ブロック積工 3,270 第２四半期

第588号普通河川保ヶ谷川河川災害復旧工事
西城町
小鳥原

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工 5,965 第２四半期
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第589号普通河川深谷川河川災害復旧工事
西城町
大佐

約１０ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 25,263 第１四半期

第590号普通河川本谷川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工 5,947 第２四半期

第591号普通河川陽川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約５ヶ月 土木工事 ブロック積工　護床工 9,331 第２四半期

第592号普通河川熊野川河川災害復旧工事
西城町
熊野

約７ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 17,468 第１四半期

第593号普通河川大羽川河川災害復旧工事
西城町
熊野

約３ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 3,438 第２四半期

第595号普通河川上高尾川河川災害復旧工事
西城町
高尾

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工　護床工 5,460 第２四半期

第597号普通河川宮ノ段川河川災害復旧工事
西城町
中野

約５ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 8,748 第２四半期

第599号普通河川塩田川河川災害復旧工事
西城町
中迫

約４ヶ月 土木工事 ブロック積工　護床工 5,173 第２四半期

第600号普通河川長谷川河川災害復旧工事
西城町
平子

約１１ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 57,520 第１四半期

第602号普通河川宮ノ段川河川災害復旧工事
西城町
中野

約３ヶ月 土木工事 ブロック積工　張芝工 3,386 第２四半期

第655号市道黒谷中央線道路災害復旧工事
西城町
大屋

約５ヶ月 土木工事 法面工 8,559 第２四半期

第658号市道西城小奴可線道路災害復旧工事
西城町
八鳥

約５ヶ月 土木工事 ブロック積工 8,527 第２四半期

第659号市道三田黒谷線道路災害復旧工事
西城町
大屋

約３ヶ月 土木工事 法面工 3,091 第２四半期

第660号市道入江栗線道路災害復旧工事
西城町

栗
約３ヶ月 土木工事 ブロック積工 3,874 第２四半期

第661号市道今西小原線道路災害復旧工事
西城町
中野

約７ヶ月 土木工事 ブロック積工 18,821 第１四半期

第662号市道矢田河内線道路災害復旧工事
西城町
小鳥原

約６ヶ月 土木工事 ブロック積工 13,154 第１四半期

小鳥原農村公園施設修繕工事
西城町
小鳥原

約４ヶ月 建築工事 屋根修繕他 3,300 第１四半期
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水道局　西城水道室

西城地区浄水場保温修繕(西城･常納原･三坂浄水場) 西城町 約３ヶ月 保温工事 浄水場内の保温部分の改修 2,904 第２四半期

西城取水場取水口改修工事 西城町 約４ヶ月 土木工事 取水口付近のブロック積、根継工 5,412 第３四半期

三坂配水管更新工事 西城町 約６ヶ月 管工事 水道配水管更新工事 HPPEφ150、φ100　L=110ｍ 11,451 第２四半期

常納原地区高区加圧ポンプ更新工事 西城町 約４ヶ月
機械・電

機工
加圧ポンプ及びインバーターの取替更新 9,669 第１四半期

国道183号線道路改良に伴う配水管支障移転工事 西城町 約６ヶ月 管工事 国道改良に伴う水道管の支障移転 6,930 第２四半期

東城支所　総務室・教育室

東城支所庁舎　空調設備更新工事 東城町川東 約６ヶ月 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　室内機 49台、室外機 20台 133,238 第１四半期

東城支所　市民生活室

東城保育所病後児支援室整備工事 東城町川東 約２ヶ月 建設工事 床面積68.4㎡　保育室及び専用トイレ、洗濯室等の工事 4,102 第１四半期

東城斎場空調取替工事（炉前ホールほヶ） 東城町川鳥 約１ヶ月 管工事 炉前ホール、収骨室、事務室、監視室の空調（室内機・室外機）の取替工事 13,530 第１四半期

東城支所　産業建設室

太山寺緑地休養公園遊具外撤去工事 東城町川東 約３ヶ月 建築工事 遊具、便所、看板等の撤去工事 5,643 第１四半期

為重集会所解体撤去工事 東城町久代 約３ヶ月 建築工事 建物の解体撤去工事 1,850 第２四半期

東城工業団地汚水処理施設排水管補修工事 東城町新福代 約３ヶ月 管工事 排水管の管更生 14,000 第１四半期

H30年災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

H30年災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１四半期

H30年災331東城清水（昌）1号農地災害復旧工事 東城町粟田 約１０ヶ月 土木工事 L=112m　フトン篭、排土 21,637 第２四半期

H30年災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

H30年災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
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H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災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１四半期

H30年災349東城森本農地災害復旧工事 東城町粟田 約８ヶ月 土木工事 L=140m　ブロック積、排土、盛土 19,547 第３四半期

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災404東城新田（清）農地災害復旧工事 東城町内堀 約６ヶ月 土木工事 L=56m　排土、フトン篭、ブロック積 8,206 第２四半期

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災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１四半期
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H30年災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 3,432 第３四半期

H30年災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１四半期

H30年災450東城藤原（鏡）1号農地災害復旧工事 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１四半期

H30年災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

H30年災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 7,843 第３四半期

H30年災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３四半期

H30年災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３四半期

H30年災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３四半期

H30年災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３四半期

H30年災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３四半期

H30年災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

H30年災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１四半期

H30年災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１四半期

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災5158東城上森脇１号道路災害復旧工事 東城町粟田 約３ヶ月 土木工事 L=21m　ブロック積 3,740 第１四半期

H30年災5161東城清実道路災害復旧工事 東城町粟田 約３ヶ月 土木工事 L=16m　ブロック積 2,673 第１四半期

H30年災5162東城藤原（富）１号道路災害復旧工事 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
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H30年災5163東城藤原（富）２号道路災害復旧工事 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

H30年災5165東城内名１号道路災害復旧工事 東城町竹森 約３ヶ月 土木工事 L=8m　ブロック積 4,026 第１四半期

H30年災5167東城加甲道路災害復旧工事 東城町小奴可 約３ヶ月 土木工事 L=16m　ブロック積 2,134 第１四半期

H30年災5173東城森西２６号B道路災害復旧工事 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

H30年災5187東城横路（克）道路災害復旧工事 東城町森 約３ヶ月 土木工事 L=14m　ブロック積 2,596 第１四半期

H30年災5192東城戸宇下７号道路災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事 L=24m　ブロック積 5,500 第１四半期

H30年災5194東城亀竹道路災害復旧工事 東城町菅 約６ヶ月 土木工事 L=38m　ブロック積 6,644 第１四半期

H30年災5197東城伴蔵原池道路災害復旧工事 東城町戸宇 約８ヶ月 土木工事 L=62m　ブロック積 11,946 第１四半期

H30年災5199東城権現池道路災害復旧工事 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

H30年災5200東城草田池道路災害復旧工事 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

H30年災5201東城大樋所１号道路災害復旧工事 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

H30年災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

H30年災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１四半期

H30年災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１四半期

H30年災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１四半期

H30年災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

H30年災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

H30年災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１四半期

H30年災5637東城成田（孝）水路災害復旧工事 東城町粟田 約８ヶ月 土木工事 L=81m　ブロック積 13,860 第２四半期
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H30年災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

H30年災5641東城森本水路災害復旧工事 東城町粟田 約１０ヶ月 土木工事 L=44m　二次製品 20,559 第３四半期

H30年災5645東城井納田畝水路災害復旧工事 東城町小奴可 約６ヶ月 土木工事 L=168m　ブロック積 6,413 第２四半期

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災5661東城成林（弘）水路災害復旧工事 東城町小奴可 約６ヶ月 土木工事 L=75m　二次製品 7,051 第２四半期

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災5680東城瀬尾（敏）水路外１件災害復旧工事 東城町塩原 約６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

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災5701東城石田（寿）水路災害復旧工事 東城町川鳥 約６ヶ月 土木工事 L=58m　ブロック積 7,997 第２四半期

H30年災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 3,553 第１四半期
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H30年災5703東城竹川水路外１件災害復旧工事 東城町川鳥 約６ヶ月 土木工事 水路　L=68m　二次製品、農地　L=28m　ブロック積 5,830 第２四半期

H30年災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

H30年災5710東城田辺（康）１号水路災害復旧工事 東城町田黒 約８ヶ月 土木工事 L=13m　ブロック積 12,342 第３四半期

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災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１四半期

H30年災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

H30年災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１四半期

H30年災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

H30年災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

H30年災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１四半期

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災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
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時　期

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災5813東城米村頭首工災害復旧工事 東城町川東 約３ヶ月 土木工事 躯体（岩着） 4,598 第２四半期

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災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

H30年災5820東城小奴可頭首工災害復旧工事 東城町小奴可 約１０ヶ月 土木工事 躯体(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ) 20,438 第３四半期

H30年災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３四半期

H30年災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３四半期

H30年災5825東城内田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 12,639 第３四半期

H30年災5826東城下千鳥頭首工災害復旧工事 東城町千鳥 約８ヶ月 土木工事 エプロン、護岸ブロック 15,807 第３四半期

H30年災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３四半期

H30年災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 2,772 第２四半期

H30年災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３四半期

H30年災5835東城橋神頭首工災害復旧工事 東城町三坂 約６ヶ月 土木工事 躯体（岩着）、護岸ブロック 8,459 第１四半期

H30年災5836東城岡崎（輝）頭首工災害復旧工事 東城町久代 約８ヶ月 土木工事 躯体（岩着）、護岸ブロック 18,524 第３四半期

H30年災5837東城猫山頭首工災害復旧工事 東城町小奴可 約１０ヶ月 土木工事 護岸ブロック 22,451 第３四半期
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H30年災5838東城いちのわたり頭首工災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 エプロン 2,387 第３四半期

H30年災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３四半期

H30年災5938東城栃木ため池災害復旧工事 東城町小奴可 約６ヶ月 土木工事 堤、斜、底、洪 9,273 第３四半期

H30年災5940東城広畑ため池災害復旧工事 東城町加谷 約８ヶ月 土木工事 排土、斜樋、フトン篭 14,289 第３四半期

H30年災5943東城迫の谷ため池災害復旧工事 東城町森 約８ヶ月 土木工事 堤、斜、底、洪 15,059 第３四半期

H30年災5944東城草田ため池災害復旧工事 東城町三坂 約８ヶ月 土木工事 洪水吐 14,058 第３四半期

H30年災5954東城井納谷２号揚水機災害復旧工事 東城町小奴可 約１０ヶ月 土木工事 二次製品、フトン篭 20,944 第３四半期

第1781号普通河川　保田川河川災害復旧工事 東城町保田 約３ヶ月 土木工事 L=9.4ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積23.0ｍ2 3,165 第１四半期

第1783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=21.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積68.0ｍ2 8,326 第１四半期

第1784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=26.2ｍ　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積90.0ｍ2 9,730 第１四半期

第2462号普通河川　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=21.5ｍ　Ａ～Ｃ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積60.0ｍ2 7,131 第１四半期

第2510号普通河川　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=21.0ｍ　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積59.0ｍ2 7,031 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８ヶ月 土木工事  L=47.5ｍ　Ａ～Ｇ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積155.0ｍ2 　　　　 19,423 第１四半期

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　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積66.0ｍ2 　　　　　 8,776 第１四半期

第2998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=9.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積43.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 5,645 第１四半期

第3000号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 L=9.8ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積23.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 4,268 第３四半期

第3001号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事 L=14.5ｍ　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積34.0ｍ2　　　　　　 8,104 第３四半期

第3002号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事 L=24.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積56.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 8,278 第３四半期

第3003号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 L=5.7ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積15.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 2,111 第３四半期
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第3004号普通河川　押谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事  L=31.7ｍ　Ａ～Ｄ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積51.0ｍ2 　　　　　 5,820 第２四半期

第3005号普通河川　押谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事  L=21.3ｍ　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積47.0ｍ2 　　　　　 4,517 第２四半期

第3006号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事 L=17.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積49.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 5,259 第３四半期

第3007号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事 L=22.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積53.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 5,040 第３四半期

第3008号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 L=11.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積20.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 4,821 第３四半期

第3009号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 L=8.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積29.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 4,783 第３四半期

第3011号普通河川　保田川河川災害復旧工事 東城町保田 約１０ヶ月 土木工事 L=65.0ｍ　Ａ～Ｅ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積201.0ｍ2　　　　　 20,065 第２四半期

第3012号普通河川　保田川河川災害復旧工事 東城町保田 約１０ヶ月 土木工事 L=84.2ｍ　Ａ～Ｆ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積376.0ｍ2　　　　　 28,931 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　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積28.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 2,946 第３四半期

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　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積98.0ｍ2 　　　　　 9,858 第３四半期

第3698号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約８ヶ月 土木工事 L=85.0ｍ　Ａ～Ｇ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積221.0ｍ2　　　　　 17,378 第２四半期

第3699号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約８ヶ月 土木工事 L=49.0ｍ　Ａ～Ｄ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積163.0ｍ2　　　　　 15,912 第２四半期

第3700号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約１０ヶ月 土木工事 L=148.8ｍ　Ａ～Ｃ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積416.0ｍ2　　　　　 32,240 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１０ヶ月 土木工事  L=107.6ｍ　Ａ～Ｌ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積307.0ｍ2 　　　　 25,151 第１四半期

第3703号普通河川　小串川河川災害復旧工事 東城町小串 約８ヶ月 土木工事  L=40.1ｍ　Ａ～Ｄ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積203.0ｍ2 　　　　 17,812 第２四半期

第3704号普通河川　小串川河川災害復旧工事 東城町小串 約１０ヶ月 土木工事  L=78.8ｍ　Ａ～Ｆ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積279.0ｍ2 　　　　 21,359 第１四半期

第3718号普通河川　押谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約１０ヶ月 土木工事  L=132.4ｍ　Ａ～Ｆ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積416.0ｍ2 　　　　 25,723 第２四半期

第4195号普通河川　近光川河川災害復旧工事 東城町粟田 約８ヶ月 土木工事  L=53.0ｍ　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積137.0ｍ2 　　　　 11,147 第２四半期

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　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積51.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 4,682 第３四半期
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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　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積10.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 5,078 第２四半期

第4221号普通河川　小串川河川災害復旧工事 東城町粟田 約８ヶ月 土木工事 L=19.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積103.0ｍ2　　　　　　　　　　　 14,172 第２四半期

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　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積21.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 2,824 第３四半期

第4226号普通河川　日野原川河川災害復旧工事 東城町小奴可 約８ヶ月 土木工事  L=49.2ｍ　Ａ～Ｅ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積166.0ｍ2 　　　　 14,972 第１四半期

第5015号普通河川　畑井川河川災害復旧工事1工区 東城町粟田 約１０ヶ月 土木工事  L=128.5ｍ　Ａ～Ｃ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積391.0ｍ2 　　　　 30,792 第１四半期

第5015号普通河川　畑井川河川災害復旧工事2工区 東城町粟田 約１０ヶ月 土木工事  L=80.0ｍ　Ｄ～Ｉ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積126.0ｍ2 　　　　 22,815 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　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積21.0ｍ2　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁1.0ｍ3　　　 4,003 第３四半期

第5020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=23.3ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積82.0ｍ2　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁2.0ｍ3　　　 6,518 第２四半期

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１０ヶ月 土木工事 L=85.0ｍ　Ａ～Ｉ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積121.0ｍ2　　　　　 20,137 第１四半期

第5028号普通河川　小串川河川災害復旧工事 東城町小串 約１０ヶ月 土木工事 L=49.2ｍ　Ａ～Ｇ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積206.0ｍ2　　　　　 22,806 第１四半期

第5039号普通河川　小串川河川災害復旧工事1工区 東城町小串 約８ヶ月 土木工事  L=40.3ｍ　Ａ～Ｃ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積213.0ｍ2 　　　　 18,106 第１四半期

第5039号普通河川　小串川河川災害復旧工事2工区 東城町小串 約１０ヶ月 土木工事  L=53.5ｍ　Ｄ～Ｇ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積267.0ｍ2 　　　　 26,405 第１四半期

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　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積109.0ｍ2　　　　　 9,425 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８ヶ月 土木工事 L=55.0ｍ　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積165.0ｍ2　　　　　 16,694 第２四半期

第5532号普通河川　薮谷川河川災害復旧工事 東城町内堀 約６ヶ月 土木工事 L=15.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積56.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 6,319 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　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積49.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 7,880 第３四半期

第5534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３ヶ月 土木工事 L=9.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積35.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 3,961 第３四半期

第5537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３ヶ月 土木工事 L=8.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積30.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 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　Ａ～Ｄ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁16.0ｍ3　　　　　　　 5,846 第３四半期
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第5541号普通河川　薮谷川乃支川河川災害復旧工事 東城町内堀 約６ヶ月 土木工事 L=8.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積35.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 5,223 第３四半期

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　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積79.0ｍ2 　　　　　 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　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積14.0ｍ2　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁2.0ｍ3　　　 2,192 第４四半期

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　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積15.0ｍ2　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁0.6ｍ3　　　 2,262 第４四半期

第5546号普通河川　三坂川河川災害復旧工事 東城町三坂 約６ヶ月 土木工事  L=16.0ｍ　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積41.0ｍ2 　　　　　 5,370 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 東城町三坂 約８ヶ月 土木工事  L=75.2ｍ　Ａ～Ｃ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積209.0ｍ2 　　　　 13,591 第２四半期

第5549号普通河川　小串川河川災害復旧工事 東城町小串 約８ヶ月 土木工事 L=27.0ｍ　Ａ～Ｃ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積122.0ｍ2　　　　　 13,662 第２四半期

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　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積29.0ｍ2　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁1.7ｍ3　　　 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８ヶ月 土木工事 L=32.5ｍ　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積158.0ｍ2　　　　　 15,749 第２四半期

水道局　東城水道室

川西浄水場３号ろ過池更生工事 東城町川西 約３ヶ月
水道施設

管理
11,381 第１四半期

鯉の池浄水場塩素注入設備改修工事 東城町川西 約８ヶ月
電気設備

工事
31,616 第１四半期

川西浄水場浄水池内部補修工事 東城町川西 約８ヶ月
水道施設

管理
20,753 第２四半期

市道川西中線配水管布設替工事 東城町川西 約６ヶ月
水道管布
設工事

16,619 第３四半期

市道榎ケ坪線配水管布設替工事 東城町川西 約６ヶ月
水道管布
設工事

17,298 第３四半期

市道千手寺線外配水管布設替工事 東城町川東 約６ヶ月
水道管布
設工事

8,451 第２四半期

大橋配水管布設替工事 東城町川西 約６ヶ月
水道管布
設工事

15,061 第１四半期

福代地区配水管布設替工事 東城町福代 約６ヶ月
水道管布
設工事

36,982 第３四半期

久代地区舗装復旧工事 東城町久代 約３ヶ月 舗装工事 7,612 第２四半期
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口和支所　総務室・教育室

口和郷土資料館エアコン設置工事
口和町
永田

約３ヶ月 電気工事 展示室、試写室、修復室エアコン設置等 2,717 第１四半期

口和自治振興センター第2会議室・図書室エアコン取替
工事

口和町
向泉

約３ヶ月 電気工事 エアコンの取替工事 3,783 第１四半期

口和支所　地域振興室

旧口和斎場解体撤去工事 口和町永田 約６ヶ月 解体工事 建築面積A=162.00m2 鉄骨造 11,647 第２四半期

第15号市道塩谷線道路災害復旧工事 口和町金田 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）A=49m2　工事用道路L=104m 18,296 第１四半期

第16号市道宮内線道路災害復旧工事 口和町宮内 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）A=182m2 14,088 第１四半期

第623号普通河川岩根川河川災害復旧工事 口和町湯木 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（河川）A=96m2 12,719 第１四半期

第624号普通河川岩根川河川災害復旧工事 口和町湯木 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（河川）A=199m2 21,626 第１四半期

第625号普通河川岩根川河川災害復旧工事 口和町湯木 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（河川）A=146m2 24,117 第１四半期

第626号普通河川野呂谷川河川災害復旧工事 口和町竹地谷 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（河川）A=84m2 7,862 第１四半期

第627号普通河川吉迫川河川災害復旧工事 口和町湯木 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（河川）A=52m2 9,192 第１四半期

第628号普通河川熊谷川河川災害復旧工事 口和町宮内 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（河川）A=138m2 15,826 第１四半期

第673号市道宮内竹地谷道路災害復旧工事 口和町宮内 約１０ヶ月 土木工事 植生工A=400m2　舗装工A=54m2 14,987 第１四半期

第674号市道本谷線道路災害復旧工事 口和町宮内 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）A=39m2 4,068 第１四半期

5320/210口和下金田水路災害復旧工事 口和町金田 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=11m 6,865 第１四半期

5328/210口和橋堅水路災害復旧工事 口和町常定 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=21m 11,023 第１四半期

5902/210口和ぬけ堤災害復旧工事 口和町湯木 約１０ヶ月 土木工事 ため池　一式 53,967 第１四半期

93/210口和山田農地災害復旧工事 口和町金田 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=18m 5,599 第１四半期

94/210口和西中農地災害復旧工事 口和町大月 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=15m 2,959 第１四半期
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95/210口和蔦農地災害復旧工事 口和町常定 約１０ヶ月 土木工事 フトン篭L=9m 1,331 第１四半期

97/210口和田辺農地災害復旧工事 口和町常定 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=14m 2,266 第１四半期

98/210口和石富農地災害復旧工事 口和町向泉 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=11m 2,464 第１四半期

99/210口和折口農地災害復旧工事 口和町湯木 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）・フトン篭L=61m 6,556 第１四半期

100/210口和中村農地災害復旧工事 口和町向泉 約１０ヶ月 土木工事 排土A=0.08a 814 第１四半期

101/210口和宇山農地災害復旧工事 口和町湯木 約１０ヶ月 土木工事 畦畔L=11m 1,243 第１四半期

102/210口和白根（秀）農地災害復旧工事 口和町向泉 約１０ヶ月 土木工事 フトン篭L=8m 1,518 第１四半期

103/210口和道下農地災害復旧工事 口和町金田 約１０ヶ月 土木工事 畦畔L=36m 1,122 第１四半期

104/210口和藤原農地災害復旧工事 口和町向泉 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=8m 2,508 第１四半期

105/210口和影山農地災害復旧工事 口和町湯木 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=25m　572/210と合併 3,047 第１四半期

106/210口和松永農地災害復旧工事 口和町向泉 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=10m 1,705 第１四半期

107/210口和澤田（貢）農地災害復旧工事 口和町向泉 約１０ヶ月 土木工事 フトン篭L=9m 1,529 第１四半期

108/210口和三島農地災害復旧工事 口和町宮内 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=17m 3,982 第１四半期

111/210口和後庵迫農地災害復旧工事 口和町向泉 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=20m 4,587 第１四半期

112/210口和三上(昭)農地災害復旧工事 口和町金田 約１０ヶ月 土木工事 フトン篭L=4m・排土 1,848 第１四半期

113/210口和三上(弘)1号農地災害復旧工事 口和町金田 約１０ヶ月 土木工事 畦畔L=44m 1,771 第１四半期

114/210口和三上(弘)2号農地災害復旧工事 口和町金田 約１０ヶ月 土木工事 排土A=0.14a 3,872 第１四半期

115/210口和石井農地災害復旧工事 口和町常定 約１０ヶ月 土木工事 排土A=0.01a　325/210と合併 517 第１四半期

116/210口和白根（利）農地災害復旧工事 口和町向泉 約１０ヶ月 土木工事 フトン篭L=10m 957 第１四半期
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117/210口和松村農地災害復旧工事 口和町湯木 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=10m 1,386 第１四半期

118/210口和澤田(勝)農地災害復旧工事 口和町向泉 約１０ヶ月 土木工事 フトン篭L=10m 1,441 第１四半期

120/210口和竹中農地災害復旧工事 口和町竹地谷 約１０ヶ月 土木工事 フトン篭L=6m 1,892 第１四半期

121/210口和長里農地災害復旧工事 口和町向泉 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=12m 3,553 第１四半期

323/210口和澤田道路災害復旧工事 口和町向泉 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=44m 7,150 第１四半期

324/210口和福田道路災害復旧工事 口和町常定 約１０ヶ月 土木工事 フトン篭L=40m 3,333 第１四半期

325/210口和峰双道路災害復旧工事 口和町常定 約１０ヶ月 土木工事 フトン篭L=30m　115/210と合併 6,996 第１四半期

326/210口和下金田２号道路災害復旧工事 口和町金田 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=15m 1,991 第１四半期

327/210口和田辺道路災害復旧工事 口和町常定 約１０ヶ月 土木工事 フトン篭L=24m 3,641 第１四半期

572/210口和影山水路災害復旧工事 口和町湯木 約１０ヶ月 土木工事 フトン篭L=17m　105/210と合併 4,323 第１四半期

573/210口和下向住1号水路災害復旧工事 口和町向泉 約１０ヶ月 土木工事 フトン篭L=32m 8,228 第１四半期

574/210口和吉木上井手水路災害復旧工事 口和町竹地谷 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=12m 4,719 第１四半期

577/210口和澤田水路災害復旧工事 口和町向泉 約１０ヶ月 土木工事 排土L=40m 748 第１四半期

578/210口和伊与谷水路災害復旧工事 口和町湯木 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=9m 1,991 第１四半期

579/210口和折口水路災害復旧工事 口和町湯木 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=7m 2,739 第１四半期

580/210口和清水水路災害復旧工事 口和町湯木 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=10m 1,573 第１四半期

581/210口和杉谷１号水路災害復旧工事 口和町湯木 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=13m 4,070 第１四半期

582/210口和杉谷２号水路災害復旧工事 口和町湯木 約１０ヶ月 土木工事 フトン篭L=50m 80,140 第１四半期

583/210口和下向住2号水路災害復旧工事 口和町向泉 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=9m 1,628 第１四半期
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584/210口和後庵迫水路災害復旧工事 口和町向泉 約１０ヶ月 土木工事 水路工L=68m 5,357 第１四半期

585/210口和黒谷水路災害復旧工事 口和町宮内 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=26m 7,909 第１四半期

590/210口和杉谷３号水路災害復旧工事 口和町湯木 約１０ヶ月 土木工事 ブロック積（練石）L=10m 1,045 第１四半期

707/210口和矢渕上頭首工災害復旧工事 口和町湯木 約１０ヶ月 土木工事 堰体・護岸ブロックL=10.5m 14,278 第１四半期

水道局　口和水道室

向泉浄水場空気源設備更新工事 口和町向泉 約４ヶ月 電気工事 空気源設備・配管一式 2,420 第２四半期

向泉浄水場ろ過設備外面塗装更新工事 口和町向泉 約４ヶ月 土木工事 移動ろ床設備１台・急速ろ過設備１台 5,197 第２四半期

向泉浄水場取水ポンプ更新工事 口和町向泉 約４ヶ月 電気工事 取水ポンプ1台・取水管内清掃 3,487 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=422m 23,210 第２四半期

高野支所　地域振興室

高野斎場待合室拡張工事 高野町新市 約４ヶ月 建築工事
待合室改修（既存部分改修及び増築）、合併浄化槽設置、
案内標識設置

27,766 第１四半期

高野保健福祉センターエアコン更新工事 高野町新市 約３ヶ月 設備工事 集中管理型ガスヒートポンプエアコン更新 29,854 第１四半期

第17号　市道上里原頓原線道路災害復旧工事 高野町上里原 約４ヶ月 土木工事 L=10m　コンクリートブロック積62m2　舗装工9m2 9,000 第１四半期

第633号　普通河川馬船川河川災害復旧工事 高野町下門田 約３ヶ月 土木工事 L=11.2m　コンクリートブロック積36m2 3,900 第３四半期

第675号　市道毛無水谷線道路災害復旧工事 高野町和南原 約３ヶ月 土木工事 L=29.2m　植生工150.0m2 3,500 第１四半期

24/210　高野林農地災害復旧工事 高野町和南原 約３ヶ月 土木工事 L=18m　フトン篭工54m　植生工70m2 3,100 第１四半期

122/210　高野蔵原農地災害復旧工事 高野町上里原 約３ヶ月 土木工事 L=29m　フトン篭工68m　植生工91m2 4,600 第１四半期

123/210　高野小山農地災害復旧工事 高野町奥門田 約３ヶ月 土木工事 L=20m　フトン篭工36m　植生工100m2 3,200 第１四半期

124/210　高野荒木農地災害復旧工事 高野町奥門田 約３ヶ月 土木工事 L=11m　フトン篭工22m　植生工70m2 3,800 第１四半期
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125/210　高野長谷川農地災害復旧工事 高野町高暮 約３ヶ月 土木工事 L=25m　コンクリートブロック積工45m2　植生工150m2 4,500 第１四半期

大鬼谷ｷｬﾝﾌﾟ場　ｺｲﾝｼｬﾜｰ改修工事 高野町南 約３ヶ月 建築工事 Aサイト　コインシャワールーム３室　入替修繕 4,191 第１四半期

比和支所　総務室・教育室
比和自治振興センター・比和自然科学博物館空調整備
工事

比和町 約４ヶ月 管工事
パッケージ型空調機（ヒーポン床置ダクト型）２台設置及
び配管

19,856 第２四半期

比和支所　地域振興室

329/210　比和宮本池道路災害復旧工事 比和町 約２ヶ月 土木工事 L=31.0m　ブロック積工　A=87.0㎡ 7,591 第１四半期

587/210　比和光元水路災害復旧工事 比和町 約２ヶ月 土木工事 L=19.0m　土工・法面・フトン篭　 3,597 第１四半期

586/210　比和渡邉水路災害復旧工事 比和町 約２ヶ月 土木工事 L =65.0m　水路工（1200×1200） 9,945 第１四半期

第676号　市道穂関ヶ原線道路災害復旧工事 比和町 約４ヶ月 土木工事 L=24.5m　土工・法面工（法枠工＋鉄筋挿入工） 38,700 第１四半期

第637号　普通河川宇山川河川災害復旧工事 比和町 約２ヶ月 土木工事 L=16.5m　ブロック積工　A=34㎡ 5,700 第１四半期

林道井手ヶ原線道路災害復旧工事 比和町 約２ヶ月 土木工事 L=32.5m　土工・法面・カゴ枠工　 9,400 第１四半期

胡橋マンホールポンプ更新工事 比和町 約６ヶ月
機械設備

工事
マンホールポンプ更新 2,600 第１四半期

比和浄化センター汚泥供給ポンプ更新工事 比和町 約６ヶ月
機械設備

工事
汚泥供給ポンプ更新 4,000 第１四半期

水道局　比和水道室

布見地区外配水管更新工事 比和町 約５ヶ月
水道管布

設
配水管更新　L=600m 29,000 第１四半期

総領支所　総務室・教育室

総領小学校屋内グランド解体撤去及び駐車場整備工事 総領町 約８ヶ月 建築工事 解体撤去及び駐車場整備 54,082 第１四半期
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総領支所　地域振興室

総領保健福祉センター空調機設置工事
総領町
下領家

約４ヶ月 電気工事 空調5系統の内1系統(4部屋分更新) 6,908 第１四半期

第679号市道祇園線道路災害復旧工事
総領町
木屋

約８ヶ月 土木工事 A=1,830ｍ2　土工(掘削、法面整形) 45,000 第１四半期
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