
公表区分 ■当初 入札区分

工事場所
金額

(百万円)
工事種別 工事期間 発注時期 工　事　概　要 備　考

有岡 10 土木工事一式 120日 第１-四半期
土工　1式
排水路工　L=10m

まちづくり課

勝間 41 土木工事一式 240日 第１-四半期
グラウト注入工V=25m3、当て板補
強工W=1t、吊足場外

まちづくり課

田出ノ川 5 土木工事一式 90日 第１-四半期
土工　1式（擁壁工V=20m3、
植生工A=50m2）

まちづくり課

具同 9 舗装工事 100日 第１-四半期
土工1式
舗装工　A=250m2外

まちづくり課

不破 3 土木工事一式 85日 第１-四半期
施工延長L＝11ｍ、待受式擁壁　V=28
ｍ、落石防護柵L＝10ｍ まちづくり課

安並 3 土木工事一式 80日 第１-四半期
施工延長L=7ｍ、擁壁工V=8ｍ3、落石
防護柵L=6ｍ まちづくり課

楠島 5 土木工事一式 120日 第１-四半期
施工延長L＝8ｍ、法面工吹付枠工
L=68ｍ、ラス張工A＝57ｍ2 まちづくり課

勝間 3 土木工事一式 85日 第１-四半期
施工延長L＝11.5ｍ
モルタル吹付工A=90ｍ2

まちづくり課

片魚 3 土木工事一式 80日 第１-四半期
施工延長L＝12ｍ、
法面工植生マットA＝136ｍ2

まちづくり課

川登 10 土木工事一式 120日 第１-四半期
土工　1式
排水構造物工　L=80m

まちづくり課

大西ノ川 7 業務委託 180日 第１-四半期 詳細設計　L=0.8km まちづくり課

大西ノ川 3 舗装工事 60日 第１-四半期
土工1式
舗装工　A=1,000m2

まちづくり課

竹屋敷 4 舗装工事 60日 第１-四半期
土工1式
舗装工　A=1,200m2

まちづくり課

片魚 3 舗装工事 60日 第１-四半期
土工1式
舗装工　A=1,000m2

まちづくり課市道片魚四手ノ川線辺地対策整備舗装工事

市道鵜ノ江久保川線(勝間橋)橋梁補修工事(繰越)

がけくずれ住家防災対策工事(市川宅)(繰越)

市道池田馬場線防災・安全社会資本整備工事(繰
越)

がけくずれ住家防災対策工事（田辺宅）（繰越）

がけくずれ住家防災対策工事（田辺宅）（繰越）

市道諏訪線道路改良工事（繰越）

市道古尾大西ノ川線設計業務

がけくずれ住家防災対策工事（森本宅）（繰越）

がけくずれ住家防災対策工事（井口宅）（繰越）

がけくずれ住家防災対策工事（夕部宅）（繰越）

市道大西ノ川線辺地対策整備舗装工事

市道掃地山藤ノ川線辺地対策整備舗装工事

令和２年度 四万十市公共工事発注見通し

指名競争入札
※ここに掲載している金額は、実際の発注と異なる場合があります。

工 事 名・業 務 名

市道有岡団地８号線道路改良工事（繰越）
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公表区分 ■当初 入札区分

工事場所
金額

(百万円)
工事種別 工事期間 発注時期 工　事　概　要 備　考

令和２年度 四万十市公共工事発注見通し

指名競争入札
※ここに掲載している金額は、実際の発注と異なる場合があります。

工 事 名・業 務 名

勝間川 3 舗装工事 60日 第１-四半期
土工1式
舗装工　A=1,000m2

まちづくり課

名鹿 20 土木工事一式 150日 第１-四半期
土工1式
側溝工　L=450ｍ

まちづくり課

不破外 3 土木工事一式 60日 第１-四半期 カーブミラー　N=6.0基 まちづくり課

具同 6 土木工事一式 90日 第１-四半期
施工延長L＝20ｍ、構造物撤去工
V=9.0m3、擁壁工A=37ｍ2 まちづくり課

安並外 7 土木工事一式 90日 第１-四半期
４河川（掘削・運搬・処分
V=500m3）

まちづくり課

中村丸の内 5 業務委託 90日 第１-四半期
護岸兼路側壁変状対策
L=40.0ｍ

まちづくり課

中村地域 4 舗装工事 １年間 第１-四半期 舗装工　1.0式 まちづくり課

中村新町線外 10 舗装工事 90日 第１-四半期
土工1式
舗装工　A=2,000m2

まちづくり課

蕨岡 10 舗装工事 90日 第１-四半期
土工1式
舗装工　A=2,000m2

まちづくり課

中村於東町 16 土木工事一式 150日 第１-四半期
土工1式
側溝工　L=300ｍ

まちづくり課

入田 16 土木工事一式 150日 第１-四半期
土工1式
側溝工　L=300ｍ

まちづくり課

中村丸の内 13 舗装工事 90日 第１-四半期
土工1式
舗装工　A=2,300m2

まちづくり課

西土佐 奥屋内 4 土木工事一式 90日 第１-四半期 横断暗渠工　L＝9.0m 支所産業建設課

西土佐 藤ノ川 6 舗装工事 120日 第１-四半期
舗装補修工
L=400ｍ

支所産業建設課

市道於東線外側溝補修工事

中村地域舗装補修委託業務

市道右山大通線外側溝補修工事

市道口屋内宇和島線暗渠管改良工事（繰越）

掃地山藤ノ川線舗装補修工事

普通河川池田川河川維持工事（仮称）

普通河川樋ノ口川外河川浚渫工事

普通河川丸の内川対策設計業務

市道新町線外舗装補修工事

市道岡本円ノ蔵線外舗装補修工事

市道勝間川線辺地対策整備舗装工事

交通安全施設等整備第2種工事（第1期）

市道城北霊園線外舗装補修工事

市道初崎名鹿線辺地対策整備工事

2



公表区分 ■当初 入札区分

工事場所
金額

(百万円)
工事種別 工事期間 発注時期 工　事　概　要 備　考

令和２年度 四万十市公共工事発注見通し

指名競争入札
※ここに掲載している金額は、実際の発注と異なる場合があります。

工 事 名・業 務 名

西土佐中半 11 土木工事一式 150日 第１-四半期
待避所設置
L=54.0ｍ

支所産業建設課

西土佐 江川崎 32 業務委託 200日 第１-四半期
浄水配水施設改良（設計委託業
務）

支所産業建設課

東町,右山,下
田,蕨岡,有岡

17 管工事 60日間 第１-四半期 保育所遊戯室に空調設備を設置 子育て支援課

右山 20 土木工事一式 140日 第１-四半期
処理場流入棟耐震化
鉄筋補強工法

上下水道課

鍋島 12 舗装工事 90日 第１-四半期
施工延長　L=622.0m
舗装面積　A=1,000m2

上下水道課

大用 6 水道施設 100日 第１-四半期
RR-HIVPφ50㎜
L=200m

上下水道課

下田 7 業務委託 90日 第１-四半期 水道管路実施設計委託 上下水道課

中村大橋通 11 水道施設 120日 第１-四半期
RR-HIVPφ75㎜
L=330m

上下水道課

具同 4 水道施設 80日 第１-四半期
RR-HIVPφ75㎜
L=120m

上下水道課

蕨岡 71 水道施設 180日 第１-四半期
HPPEφ150㎜他
L=2,200m

上下水道課

蕨岡 71 水道施設 180日 第１-四半期
HPPEφ150㎜他
L=2,200m

上下水道課

蕨岡 71 水道施設 180日 第１-四半期
HPPEφ150㎜他
L=2,200m

上下水道課

丸の内 4 水道施設 90日 第１-四半期 電動仕切弁取替 上下水道課

片魚地内 48 土木工事一式
R2.5.

　～R2.10.
第１-四半期

擁壁工32ｍ、舗装工889.7ｍ、
舗装工170ｍ

農林水産課

大用地区配水管布設替工事

中央下水道管理センター耐震化工事（繰越）

岩田簡易水道（蕨岡地区）整備工事（１工区）

四万十市上水道基幹管路布設替工事跡舗装復旧工
事

保育所遊戯室空調施設整備工事

江川崎簡易水道浄水施設改良工事設計委託業務

中半線待避所設置工事（繰越）

片魚四手ノ川線道路改良工事（繰越）

岩田簡易水道（蕨岡地区）整備工事（２工区）

岩田簡易水道（蕨岡地区）整備工事（３工区）

四万十市上水道基幹管路更新工事実施設計業務

丸の内ハイランド№1電動仕切弁取替修繕

市道工業団地７号線配水管布設工事

市道カナリヤ団地１号線配水管布設工事
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公表区分 ■当初 入札区分

工事場所
金額

(百万円)
工事種別 工事期間 発注時期 工　事　概　要 備　考

令和２年度 四万十市公共工事発注見通し

指名競争入札
※ここに掲載している金額は、実際の発注と異なる場合があります。

工 事 名・業 務 名

西土佐玖木、
西土佐大宮

20 土木工事一式
R2.7.

～R2.10.
第１-四半期 法枠工：740㎡ 農林水産課

西土佐津賀 6 土木工事一式
R2.7.

　～R2.9.
第１-四半期 横断暗渠工14ｍ 農林水産課

食肉センター 4 消防施設工事
R2.6

～R2.11
第１-四半期 火災警報設備設置 農林水産課

右山五月町 91 土木工事一式
R2.4

～R2.8
第１-四半期

公民館・働く婦人の家他解体工事
一式

企画広報課

右山五月町 23 土木工事一式
R2.4

～R2.7
第１-四半期

機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱN=6本(∑L=324
ｍ)、ﾉﾝｺｱN=1本(∑L=55ｍ)他） 企画広報課

右山五月町 10 業務委託
R2.6

～R2.9
第１-四半期 家屋事後調査 ７件 企画広報課

四万十市 9 業務委託
R2.4

～R2.7
第１-四半期

防災行政無線戸別受信機の設置、及
び再送信局増設の詳細設計 地震防災課

敷地 3 業務委託
R2.5

～R2.9
第１-四半期

敷地地区内水排除用排水路整備にか
かる詳細設計 地震防災課

佐岡 5 建築工事一式
R2.5.

～R2.8.
第１-四半期 床改修工事等 学校教育課

佐岡 25 電気工事
R2.5.

～R2.8.
第１-四半期 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ設置工事等 学校教育課

佐岡 9 管工事
R2.5.

～R2.8.
第１-四半期 排気・冷暖房設備工事等 学校教育課

具同 146 建築工事一式
R2.7.

～R3.9.
第１-四半期 鉄骨造２階　約1,750㎡ 学校教育課

具同 21 業務委託
R2.7.

～R3.9.
第１-四半期 大規模改良工事施工監理業務 学校教育課

右山五月
町、安並

13 電気工事 60日 第１-四半期
空調機器撤去、及び空調機器移設
1.0式、

生涯学習課

スクールミールひがしやま改修工事（電気設備工
事）

中村西中学校校舎増築大規模改造工事(統合)監理
業務

防災行政無線戸別受信機設置事業実施設計業務

スクールミールひがしやま改修工事（建築主体工
事）

日見須大成川線道路改良工事

林道津賀線暗渠改良工事

敷地地区内水排除ポンプ排水路整備設計業務

市立中央公民館・働く婦人の家他解体工事

文化複合施設建設予定地地質調査業務

自動火災報知器設備工事

市立中央公民館・働く婦人の家他解体に伴う家屋
事後調査

公民館空調機器撤去及び市民スポーツセンター空
調機器移設工事

スクールミールひがしやま改修工事（機械設備工
事）

中村西中学校校舎増築大規模改造工事(統合)仮設
校舎賃貸借
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工事場所
金額

(百万円)
工事種別 工事期間 発注時期 工　事　概　要 備　考

令和２年度 四万十市公共工事発注見通し

指名競争入札
※ここに掲載している金額は、実際の発注と異なる場合があります。

工 事 名・業 務 名

楠島 40 建築工事一式 200日 第２-四半期
RC造 平屋建て
建築工事　1式

まちづくり課

楠島 456 機械設備工事 200日 第２-四半期
主ポンプ１式、除塵機１式、
発電機１式

まちづくり課

入田 4 土木工事一式 90日 第２-四半期
土工１式、排水路工L=30m、
舗装工A=210m2

まちづくり課

利岡 100 土木工事一式 210日 第２-四半期
土工１式、橋台１基、基礎杭　６
本

まちづくり課

中村丸の内 8 土木工事一式 120日 第２-四半期
護岸兼路側壁変状対策
L=40.0ｍ

まちづくり課

井沢 18 土木工事一式 150日 第２-四半期
土工1式
側溝工　L=300ｍ

まちづくり課

右山・不破 37 業務委託
R2.7.

～R3.3.
第２-四半期

計画区域面積A＝0.51㎢
地籍調査1年目工程

まちづくり課

間崎 49 業務委託
R2.7.

～R3.3.
第２-四半期

計画区域面積A＝1.21㎢
地籍調査1年目工程

まちづくり課

岩田 8 業務委託
R2.7.

～R3.3.
第２-四半期

計画区域面積A＝0.11㎢
地籍調査1年目工程

まちづくり課

間崎・
津蔵渕

9 業務委託
R2.7.

～R3.2.
第２-四半期

計画区域面積A＝0.64㎢
地籍調査2年目工程

まちづくり課

勝間 6 業務委託
R2.7.

～R3.2.
第２-四半期

計画区域面積A＝0.76㎢
地籍調査2年目工程

まちづくり課

名鹿 6 業務委託
R2.7.

～R3.2.
第２-四半期

計画区域面積A＝1.36㎢
地籍調査2年目工程

まちづくり課

中村大橋通
七丁目他

5 電気工事 90日 第２-四半期
公園の照明灯更新（八反原、岩崎、
岡の下、計Ｎ＝５基） まちづくり課

渡川二丁目他 5 土木工事一式 120日 第２-四半期
公園施設の更新（具同２号、具同３
号のパーグラ、ベンチの更新） まちづくり課

右山・不破地区地籍調査事業（C・E2・FⅠ・FⅡ-
1工程）業務

具同2号公園他パーゴラ、ベンチ設置工事

岩田地区地籍調査事業（C・E2・FⅠ・FⅡ-1工
程）業務

間崎地区地籍調査事業（C・E2・FⅠ・FⅡ-1工
程）業務

市道具同三里線道路改良工事（繰越）

市道井沢団地線外側溝補修工事

市道利岡田野川藤線道路改良工事（繰越）

(仮称)楠島第2排水機場電気室(上屋)建築工事

間崎・津蔵渕地区地籍調査事業（FⅡ-2・G・H工
程）業務

普通河川丸の内川護岸対策工事

勝間地区地籍調査事業（FⅡ-2・G・H工程）業務

名鹿地区地籍調査事業（FⅡ-2・G・H工程）業務

八反原公園他照明灯設置工事

(仮称)楠島第2排水機場機械設備工事
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公表区分 ■当初 入札区分

工事場所
金額

(百万円)
工事種別 工事期間 発注時期 工　事　概　要 備　考

令和２年度 四万十市公共工事発注見通し

指名競争入札
※ここに掲載している金額は、実際の発注と異なる場合があります。

工 事 名・業 務 名

中村丸の内他 4 電気工事 60日 第２-四半期
ソーラー照明の設置（丸の内第１、
仲瀬、天神、各公園へ設置） まちづくり課

西土佐江川 20 土木工事一式 120日 第２-四半期
道路改良
L=40.0ｍ

支所産業建設課

西土佐用井 50 土木工事一式 180日 第２-四半期 耐震補強 支所産業建設課

西土佐藤ノ川 30 土木工事一式 180日 第２-四半期
道路改良
L=30.0ｍ

支所産業建設課

西土佐口屋内 110 土木工事一式 210日 第２-四半期
橋梁補修・補強
N=3径間

支所産業建設課

西土佐岩間 100 土木工事一式 210日 第２-四半期
当て板補強工
N=5橋脚

支所産業建設課

西土佐口屋内 30 業務委託 120日 第２-四半期 補修・補強設計 支所産業建設課

西土佐口屋内 20 土木工事一式 120日 第２-四半期
裏込注入工　N=1式
覆工補強工　N=1式

支所産業建設課

西土佐地域 35 業務委託 120日 第２-四半期 点検・診断 支所産業建設課

西土佐江川﨑 8 土木工事一式 150日 第２-四半期
管水路工　L=155m
練石積工　A=4m2

支所産業建設課

西土佐用井 4 業務委託 120日 第２-四半期
電気計装設備設置（設計委託業
務）

支所産業建設課

右山 36 建築工事一式 210日 第２-四半期 ０歳児保育室の増築 子育て支援課

角崎 8 舗装工事 100日 第２-四半期
As舗装（t=4cｍ）
A=1200㎡

上下水道課

角崎 9 土木工事一式 100日 第２-四半期
管布設φ200　L=111ｍ
小口径ﾏﾝﾎｰﾙ　N=6箇所

上下水道課

市道口屋内宇和島線（口屋内大橋）補修・補強設
計業務

市道口屋内宇和島線（口屋内トンネル）トンネル
修繕工事

野稲尻用水路復旧工事

用井簡易水道施設電気計装設備設置工事設計業務
委託

道路橋定期点検診断委託業務

防災・安全交付金事業
市道掃地山藤ノ川線道路改良工事

市道岩間茅生線（岩間大橋）橋梁修繕工事

丸の内第1公園他照明灯設置工事

市道口屋内宇和島線屋内大橋支線橋梁補修・補強
工事

角崎地区汚水枝線工事

角崎地区汚水幹線舗装工事

防災・安全交付金事業
市道白岩用井線（西土佐大橋）橋梁補強工事

あおぎ保育所増築工事

防災・安全交付金事業
市道市野々線道路改良工事
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公表区分 ■当初 入札区分

工事場所
金額

(百万円)
工事種別 工事期間 発注時期 工　事　概　要 備　考

令和２年度 四万十市公共工事発注見通し

指名競争入札
※ここに掲載している金額は、実際の発注と異なる場合があります。

工 事 名・業 務 名

中村大橋通
6丁目

33 土木工事一式 150日 第２-四半期
管布設φ200　L=340ｍ
組立ﾏﾝﾎｰﾙ　N=9箇所
小口径ﾏﾝﾎｰﾙ　N=10箇所

上下水道課

右山 32 建築工事一式 150日 第２-四半期 ポンプ場耐震化増打工法 上下水道課

中村市街地 80 業務委託 200日 第２-四半期 ストックマネジメント計画 上下水道課

下田 4 水道施設 80日 第２-四半期
RR-HIVPφ50㎜
L=110m

上下水道課

具同 12 水道施設 90日 第２-四半期 減圧弁、ｽﾄﾚｰﾅｰ更新 上下水道課

下田 67 水道施設 180日 第２-四半期
HPPEφ150㎜
L=1,100m

上下水道課

森沢 30 業務委託 180日 第２-四半期 水道施設詳細設計委託 上下水道課

下田 67 水道施設 180日 第２-四半期
HPPEφ150㎜
L=1,100m

上下水道課

蕨岡 44 水道施設 150日 第２-四半期
HPPEφ50㎜他
L=2,000m

上下水道課

古津賀 20 土木工事一式 130日 第２-四半期 用水路整備L=180ｍ 農林水産課

古尾 30 土木工事一式
R2.8

～R.3.3
第２-四半期 ヘリポートの整備工事 地震防災課

西土佐大宮
外2

3 業務委託
R2.8

～R2.9
第２-四半期 避難所用発電機整備設計 地震防災課

四万十市 344 電気通信工事
R2.9

～R3.7
第２-四半期

防災行政無線戸別受信機の設置、
及び再送信局増設工事

地震防災課

具同 505 建築工事一式
R2.9.
～R3.7

第２-四半期
改修 RC造３階 約3,300㎡
増築 RC造２階 約  360㎡

学校教育課

具同新水源整備工事詳細設計委託

右山排水ポンプ場耐震化工事

ストックマネジメント実施方針策定業務

具同減圧弁更新工事

四万十市上水道基幹管路布設替工事（１工区）

下田地区配水管布設替工事

カナリヤ団地汚水枝線工事

中村西中学校校舎増築大規模改造工事(統合)(建
築主体工事)

防災行政無線戸別受信機設置工事

四万十市上水道基幹管路布設替工事（２工区）

西富山地区緊急用ヘリポート整備工事

避難所用自家発電施設整備設計

農地耕作条件改善事業
古津賀地区農業用水路整備工事

岩田簡易水道（蕨岡地区）整備工事（４工区）
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公表区分 ■当初 入札区分

工事場所
金額

(百万円)
工事種別 工事期間 発注時期 工　事　概　要 備　考

令和２年度 四万十市公共工事発注見通し

指名競争入札
※ここに掲載している金額は、実際の発注と異なる場合があります。

工 事 名・業 務 名

具同 98 電気工事
R2.9.
～R3.7

第２-四半期
改修 RC造３階 約3,300㎡
増築 RC造２階 約  360㎡

学校教育課

具同 162 管工事
R2.9.
～R3.7

第２-四半期
改修 RC造３階 約3,300㎡
増築 RC造２階 約  360㎡

学校教育課

具同 10 業務委託
R2.8.

～R2.12.
第２-四半期 改修 鉄骨造１階 約780㎡ 学校教育課

安並 60 建築工事一式 150日 第２-四半期
スポーツセンターアリナー及び卓
球場床改修　1.0式

生涯学習課

横瀬 10 土木工事一式 90日 第３-四半期
土工１式（Ｌ型擁壁1式、舗装工
１式）

まちづくり課

三里 20 土木工事一式 150日 第３-四半期
グラウト注入工V=10m3
吊足場外

まちづくり課

蕨岡甲 24 土木工事一式 140日 第３-四半期
復旧延長L=９m、
大型ブロック積外

まちづくり課

田野川 3 土木工事一式 60日 第３-四半期
復旧延長　L=6m、
コンクリートブロック積外

まちづくり課

井沢 6 土木工事一式 100日 第３-四半期
切土　V=100m3
防護柵　L=21m

上下水道課

蕨岡 9 水道施設 110日 第３-四半期
HPPEφ50㎜
L=400m

上下水道課

蕨岡 9 水道施設 110日 第３-四半期
HPPEφ50㎜
L=400m

上下水道課

間崎 11 水道施設 120日 第３-四半期
RR-HIVPφ100㎜
L=300m

上下水道課

利岡 6 水道施設 100日 第３-四半期
RR-HIVPφ150㎜
L=85m

上下水道課

食肉センター 3 塗装工事一式 120日 第３-四半期 錆び等遺物混入対策の塗装修繕 農林水産課

利岡地区利岡橋配水管移設工事

岩田簡易水道（蕨岡地区）整備工事（５工区）

岩田簡易水道（蕨岡地区）整備工事（６工区）

と畜場内鉄骨梁塗装修繕

間崎地区配水管布設替工事

市道和田伊才原線災害復旧工事（繰越）

市道田野川線災害復旧工事（繰越）

中村西中学校屋内運動場大規模改造工事(統合)設
計委託業務

市民スポーツセンターアリーナ他床改修工事（繰
越）

市道新開西側線道路整備工事

井沢資材置場擁壁改修工事

市道具同三里線(三里(沈下)橋)橋梁補修工事(繰
越)

中村西中学校校舎増築大規模改造工事(統合)(電
気設備工事)

中村西中学校校舎増築大規模改造工事(統合)(機
械設備工事)
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公表区分 ■当初 入札区分

工事場所
金額

(百万円)
工事種別 工事期間 発注時期 工　事　概　要 備　考

令和２年度 四万十市公共工事発注見通し

指名競争入札
※ここに掲載している金額は、実際の発注と異なる場合があります。

工 事 名・業 務 名

西土佐
大宮外３

30 電気工事
R2.11
～R3.3

第３-四半期 避難所用発電機整備工事 地震防災課

西土佐
奥屋内外4

3 建築工事一式
R2.11
～R3.3

第３-四半期 避難所のトイレ洋式化 地震防災課

敷地 33 土木工事一式
R2.11
～R3.3

第３-四半期
敷地地区に内水排除用の排水路を
整備する

地震防災課

避難所用自家発電施設整備工事

避難所トイレ洋式化工事

敷地地区内水排除施設整備工事
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