
公表区分 ■見直し 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

中村地域 36 業務委託
R2.11～
R3.3

第３-四半期 橋梁点検・診断　N=87橋

岩田 40 土木一式工事 160日 第３-四半期
支承取替工１式、縁端拡幅工１
式、増設横桁工１式

具同 8 業務委託 110日 第３-四半期
道路詳細設計　L=130m
用地測量　A=0.5万m2

横瀬 10 土木一式工事 120日 第３-四半期
土工１式（施行延長L＝104ｍ、
L型擁壁L＝20ｍ）

江ノ村 9 舗装工事 100日 第３-四半期 舗装工　A＝1400ｍ2

利岡 8 土木一式工事 110 第３-四半期
擁壁工　34m
排水構造物工　60m

森沢外 12 土木一式工事 150 第３-四半期
①復旧延長9.5m、ブロック積
48m2、仮設道路33m②復旧延長
7.0m、ブロック積20m2

中村 8 土木一式工事 130 第３-四半期
①復旧延長7.0m、ブロック積35m2
②復旧延長5.5m、ブロック積
17m2

具同 6 土木一式工事 90日 第３-四半期
施工延長L＝20ｍ、物撤去工
V=9.0m3、擁壁工　A=37ｍ2

安並外 7 土木一式工事 90日 第３-四半期
４河川（掘削・運搬・処分
V=500m3）

三里、大用 3 土木一式工事 45日 第３-四半期
施工延長L＝20ｍ、側溝工
L=20.0m、横断側溝L=3.0m×2箇所

（再入札）

古津賀 6 土木一式工事 90日 第３-四半期
施工延長　L＝50ｍ
側溝工　L=50.0m

中村於東町外 6 土木一式工事 90日 第３-四半期
施工延長　L＝30ｍ
側溝工　L=30.0

令和２年度　四万十市公共工事発注見通し(見直し)

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

市道城東線・市道高校東通線道路災害復旧工事

四万十市道路橋定期点検診断業務

市道岩田線(岩田橋)橋梁補修工事

市道中山馬越線道路整備詳細設計業務

市道新開西側線

市道西シンベエ線外舗装工事

市道利岡田野川藤線道路改良工事（その３）（繰
越）

普通河川森沢川・普通河川シラオ谷川河川災害復
旧工事

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

市道具同三里線外側溝補修工事

古津賀第２団地側溝補修工事

於東線他側溝補修工事
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令和２年度　四万十市公共工事発注見通し(見直し)

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

津蔵渕・間崎 5 業務委託
R2.12～
R3.3

第３-四半期
調査区域A＝0.60㎢
調査図素図作成

渡川他 5 土木一式工事 60日 第３-四半期
具同2号公園　藤棚1式、ベンチ3
台具同3号公園　ベンチ3台

中村四万十町
他

4 電気工事 60日 第３-四半期
岩崎公園他3公園　照明器具6基更
新

中村四万十町
他

6 建築一式工事 90日 第３-四半期 防災備蓄倉庫　1棟

西土佐口屋内 20 土木一式工事
R2.11～
R3.3

第３-四半期
裏込注入工　N=1式
覆工補強工　N=1式

西土佐地域 18 業務委託
R2.11～
R3.3

第３-四半期 点検・診断　N=22橋

西土佐地域 21 業務委託
R2.11～
R3.3

第３-四半期 点検・診断　N=26橋

西土佐江川﨑 8 土木一式工事
R2.11～
R3.3

第３-四半期
管水路工　L=155m
練石積工　A=4m2

西土佐口屋内 3 土木一式工事
R2.12～
R3.3

第３-四半期 取合CON舗装　１式

西土佐岩間 3 土木一式工事
R2.12～
R3.3

第３-四半期 取合CON舗装　１式

西土佐玖木 19 土木一式工事
R2.12～
R3.3

第３-四半期 現場吹付法枠　A=320㎡

西土佐下家地 17 土木一式工事
R2.12～
R3.3

第３-四半期 現場吹付法枠　A=313㎡

西土佐半家 3 土木一式工事
R2.12～
R3.3

第３-四半期 練石積工　A=32㎡

道路橋定期点検診断委託業務（その１）

市道大宮下家地線道路災害復旧工事

市道用井昭和線道路災害復旧工事

道路橋定期点検診断委託業務（その２）

野稲尻用水路復旧工事

市道口屋内宇和島線屋内大橋支線橋梁補修取合工
事

市道岩間茅生線（岩間大橋）橋梁修繕取合工事

市道口屋内宇和島線道路災害復旧工事

具同2号公園他１公園公園施設更新工事

市道口屋内宇和島線（口屋内トンネル）トンネル
修繕工事

津蔵渕・間崎の各一部地区地籍調査事業（E1工
程）委託業務

岩崎公園他３公園照明設備更新工事

岩崎公園防災備蓄倉庫建築工事
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工 事 名・業 務 名

西土佐中半 24 土木一式工事
R2.12～
R3.3

第３-四半期 現場吹付法枠　A=400㎡

西土佐江川 3 土木一式工事
R2.12～
R3.3

第３-四半期 練石積工　A=29㎡

蕨岡甲 5 土木一式工事
R2.10～
R3.1

第３-四半期
コンクリートブロック積工
A=44.0m2

三ツ又 4 土木一式工事
R2.10～
R3.1

第３-四半期 練石積工　A=51.0m2

住次郎 30 土木一式工事
R2.10～
R3.3

第３-四半期
管渠保護工　V=96.0m3（N=400箇
所）

大屋敷 3 土木一式工事
R2.10～
R3.1

第３-四半期 練石積工　A=36.0m2

名鹿 4 業務委託 80日 第３-四半期 漁港施設調査１式

西土佐薮ヶ市 5 土木一式工事
R2.12～
R3.3

第３-四半期 植生基材吹付工　A=340㎡

中村地域の一
部

310 電気通信工事
R2.12～
R4.3

第３-四半期
防災行政無線戸別受信機の設置及
び再送信局増設工事

敷地 33 土木一式工事
R2.12～
R3.3

第３-四半期
敷地地区に内水排除用の排水路整
備

具同 12 水道施設 90日 第３-四半期 減圧弁、ｽﾄﾚｰﾅｰ更新

右山 30 土木一式工事 140日 第３-四半期
処理場流入棟耐震化
鉄筋補強工法

右山 32 土木一式工事 140日 第３-四半期
ポンプ場耐震化
増打工法

敷地地区内水排除施設整備工事

具同減圧弁更新工事

中央下水道管理センター耐震化工事（繰越）

市道中半線道路災害復旧工事

市道山ノ神線道路災害復旧工事

右山排水ポンプ場耐震化工事

三ツ又地区農道整備工事

大用地区農業用水路整備工事

大屋敷地区農道整備工事

名鹿漁港潜水調査業務

蕨岡排水機場沈砂池護岸整備工事

林道小森線災害復旧工事

防災行政無線戸別受信機設置工事
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工 事 名・業 務 名

下田他 5 業務委託
R2.11～
R3.1

第３-四半期
小中学校17校のトイレ洋式化の設
計業務

楠島 456 機械設備工事 360日 第４-四半期
主ポンプ１式、除塵機１式、発電
機　１式

楠島 11 業務委託 360日 第４-四半期 工事監理　１式

右山 40 土木一式工事 140日 第４-四半期
排水路工　L=300ｍ
舗装工　A=1,100m2

口鴨川 10 土木一式工事 110日 第４-四半期
排水路工　L=50ｍ
切土法面整形工　　A=200ｍ2

楠 30 土木一式工事 140日 第４-四半期
排水路工　L=100ｍ
擁壁工　　L=24ｍ
舗装工　　A=500ｍ2

赤松町 9 土木一式工事 100日 第４-四半期
施行延長　L＝72ｍ
自由勾配側溝L＝72ｍ

竹島 10 業務委託 150 第４-四半期
道路詳細設計　160m
路線測量　190m

片魚 20 舗装工事 229日 第４-四半期
舗装工A=2745㎡、
排水構造物工L=100ｍ

西土佐大宮
外３

4 電気工事
R3.1～
R3.3

第４-四半期 避難所用発電機整備工事

西土佐奥屋内
外４

3 管工事
R3.1～
R3.3

第４-四半期 避難所のトイレ洋式化工事
注①；分割発注の場
合、随意契約となる可
能性あり

下田他 38 管工事
R3.3～
R3.6

第４-四半期 小中学校17校のトイレ洋式化工事

(仮称)楠島第2排水機場機械設備工事

市道石橋線道路詳細設計業務

林道片魚四手ノ川線舗装工事

四万十市立小中学校トイレ洋式化工事実施設計業
務

四万十市立小中学校トイレ洋式化工事（繰越）

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

市道右山線道路改良工事

市道鴨川線道路改良工事

市道手洗川勝間線道路改良工事

市道赤松団地線道路改良工事

(仮称)楠島第3排水機場機械・電気設備工事監理
業務
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