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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

中村大橋通 4 塗装工事 R3.11～R4.3 第３-四半期
免震装置の錆を除去し、再塗装を
行うもの

川登 16 舗装工事 R3.10～R4.3 第３-四半期 ヘリポートの整備工事

有岡 19 管工事 90日 第３-四半期

西土佐江川
﨑、西土佐用
井

18 建築一式工事 90日 第３-四半期
ウッドデッキ、給水設備、電気設
備等工事

西土佐藤ノ川
他

3 舗装工事 63日 第３-四半期
As舗装(オーバーレイ)A=400ｍ2
区画線工　L=200ｍ

奥古尾 10 土木一式工事 142日 第３-四半期 植生基材吹付工　A=465㎡

蕨岡乙 9 土木一式工事 150日 第３-四半期
護床ブロック撤去・再設置
N=44箇所

井沢 3 舗装工事 45日 第３-四半期 As舗装工　A=440ｍ2

安並他 60 土木一式工事 210日 第３-四半期 塗装塗替・断面修復

角崎 8 土木一式工事 110日 第３-四半期
切土　V=400ｍ3
排水構造物　L=50m

入田 8 土木一式工事 120日 第３-四半期 護岸工　A=57ｍ2

江ノ村 8 舗装工事 90日 第３-四半期 舗装工　A=830m2

右山五月町 48 土木一式工事 R3.11～R4.3 第３-四半期
側溝・舗装整備工事
L=230ｍ

佐田 26 土木一式工事 180日 第３-四半期
橋梁嵩上げ工　L=10m
擁壁工　L=49m

蕨岡上桃ヶ市頭首工整備工事

令和３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

四万十市役所本庁舎免震装置塗装修繕業務

大川筋地区緊急用ヘリコプター離着陸場整備工事

井沢堤防3号線舗装補修工事

市道安並クリ石線（灘橋）他橋梁修繕工事

市道畑ノ下中山門ヤシキ線外道路改良工事

令和3年度有岡団地共同住宅浄化槽改修工事

屋外観光施設整備工事

林道岩間藤ノ川線外舗装補修工事

林道奥古尾線道路改良工事（繰越）

普通河川松沢川河川維持工事

市道江ノ村本線舗装工事

市道五月２号線他道路改修工事

市道佐田３号線道路改良工事
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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

令和３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

中村新町他 3 舗装工事 60日 第３-四半期 舗装工　A=300m2

楠島他 10 土木一式工事 150日 第３-四半期 河川浚渫　V=815m3

竹屋敷 3 土木一式工事 90日 第３-四半期 ガードレール　L=30m

山路 4 業務委託 100日 第３-四半期
計画調査面積A＝1.09㎢
地籍調査（準備調査）

田野川甲 5 業務委託 100日 第３-四半期
計画調査面積A＝1.31㎢
地籍調査（準備調査）

竹島・鍋島 3 業務委託 100日 第３-四半期
計画調査面積A＝1.12㎢
地籍調査（準備調査）

中村地域 25 業務委託 270日 第３-四半期 橋梁修繕設計

中村地域 45 業務委託 270日 第３-四半期 橋梁修繕設計

初崎他 35 水道施設工事 150日 第３-四半期
HIVPφ100㎜　L=120ｍ
DCIPφ100mm　L= 60ｍ
K-DCIPφ150mm　L=280ｍ

有岡 17 水道施設工事 150日 第３-四半期
ｹｰｼﾝｸﾞ工φ150mm
L=30ｍ
深井戸水中ポンプ1台

竹島 23 水道施設工事 150日 第３-四半期
GXφ200㎜
L=170ｍ

右山 23 水道施設工事 150日 第３-四半期
GXφ200㎜
L=170ｍ

竹島 14 水道施設工事 130日 第３-四半期
GXφ200㎜
L=200ｍ

右山 14 水道施設工事 130日 第３-四半期
GXφ200㎜
L=140ｍ

市道上町通線舗装補修工事（繰越）

普通河川楠島川他河川浚渫工事

掃地山藤ノ川線辺地対策整備工事

名鹿地区配水管他布設替工事

有岡地区１号取水施設改修工事

四万十市上水道基幹管路布設替工事（２工区）

四万十市上水道基幹管路布設替工事（３工区）

四万十市上水道基幹管路布設替工事（４工区）

四万十市上水道基幹管路布設替工事（５工区）

道路橋修繕設計業務（その1）

道路橋修繕設計業務（その2）

山路の一部地区地籍調査事業（E1工程）業務

田野川甲の一部地区地籍調査事業（E1工程）業務

竹島・鍋島の各一部地区地籍調査事業（E1工程）
業務
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工 事 名・業 務 名

佐岡 4 水道施設工事 100日 第３-四半期
HIVPφ75㎜
L=90ｍ

有岡 3 水道施設工事 100日 第３-四半期
HIVPφ50㎜
L=70ｍ

井沢他 9 業務委託 120日 第３-四半期 水道管路実施設計

四万十市内 9 業務委託 150日 第３-四半期 遠方監視システム実施設計

下田他 24 管工事 150日 第３-四半期
空調設備15室
（小学校６校、中学校１校）

蕨岡他 21 管工事 150日 第３-四半期
空調設備14室
（小学校３校、中学校２校）

下田他 12 電気工事 150日 第３-四半期
空調設備15室
（小学校６校、中学校１校）

蕨岡他 10 電気工事 150日 第３-四半期
空調設備14室
（小学校３校、中学校２校）

安並 96 舗装工事 R3.11～R4.3 第３-四半期
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工
A=4,000㎡ 他

西土佐西ヶ方 3 土木一式工事 95日 第３-四半期
練石積工　A=29㎡
コンクリート舗装　A=83㎡

西土佐下家
地、西土佐大
宮

4 解体工事 30日 第３-四半期
老朽化した旧市営住宅の解体撤去
（下家地1棟,大宮2棟）

西土佐藤ノ川 24 土木一式工事 R3.10～R4.3 第３-四半期 道路改良　L=9ｍ

西土佐藤ノ川 4 舗装工事 80日 第３-四半期
舗装補修
L=310ｍ、A=1,100ｍ2

西土佐奥屋内 8 土木一式工事 100日 第３-四半期
暗渠改修
φ1,500、L=7.2ｍ

令和２年度四万十市立小中学校空調整備工事(蕨
岡他)(機械設備工事)(繰越)

令和２年度四万十市立小中学校空調整備工事(下
田他)(電気設備工事)(繰越)

令和２年度四万十市立小中学校空調整備工事(蕨
岡他)(電気設備工事)(繰越)

市道口屋内宇和島線暗渠改良工事

薫的線配水管布設工事

市道掃地山藤ノ川線道路改良工事

市道掃地山藤ノ川線舗装補修工事

西ヶ方消防用管理道新設工事

旧市営住宅解体撤去工事

四万十市上水道基幹管路更新工事実施設計業務

四万十市水道施設遠方監視システム実施設計業務

有岡集会所線他配水管布設替工事

令和２年度四万十市立小中学校空調整備工事(下
田他)(機械設備工事)(繰越)

安並運動公園テニスコート等改修工事
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工 事 名・業 務 名

西土佐中半 22 土木一式工事 R3.10～R4.3 第３-四半期
道路改良（待避所設置）
Ｌ=40ｍ

西土佐中半 14 業務委託 R3.10～R4.3 第３-四半期 橋梁修繕設計　N=１橋

西土佐用井 4 防水工事 3か月 第３-四半期
２階病棟屋上、１階診察室屋上の
防水修繕

具同田黒１丁
目

24 土木一式工事 90日 第４-四半期 具同保育所建設予定地の造成

蕨岡 3 舗装工事 45日 第４-四半期 As舗装工　A=400ｍ2

勝間 144 土木一式工事 360日 第３-四半期
当板補強工　N=30本
上部補修工　1式

安並 8 舗装工事 120日 第４-四半期 As舗装工　A=1,500ｍ2

口鴨川 20 土木一式工事 165日 第４-四半期 吹付法枠工　L=250ｍ

楠 10 土木一式工事 135日 第４-四半期
防護柵工　L=110m
舗装工　A=470m2

蕨岡他 3 舗装工事 45日 第４-四半期 As舗装工　各A＝100㎡

具同他 3 土木一式工事 90日 第４-四半期
転落防止柵　L=30ｍ
カーブミラー　N=2基

不破 42 土木一式工事 150日 第４-四半期
管布設φ200　L=400ｍ
組立ﾏﾝﾎｰﾙ　N=8箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ　N=12箇所

西土佐中半 50 土木一式工事 215日 第４-四半期
橋梁修繕
Ｎ=1橋

市道鵜ノ江久保川線（勝間橋）橋梁補修工事

柿谷トイタ線舗装補修工事

具同保育所移転改築土地造成工事

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

和田伊才原線舗装補修工事

奥ノ切線他舗装補修工事

交通安全施設整備工事

市道中半線道路改良工事

緑ヶ丘団地地区汚水枝線工事

市道北ノ川線（北の川橋）修繕工事

西土佐診療所雨漏り修繕

市道中半北ノ川線（北の川橋）橋梁修繕設計業務


	R３発注見通し (見直し) (公表)

