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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

楠島 50 建築工事一式 180日 第１-四半期 新築・RC造平屋建て まちづくり課

楠島 10 業務委託
R3.5～
R4.3

第１-四半期
ポンプ場整備に伴う機械・電気・
土木工事監理

まちづくり課

楠島 100 電気工事
R3.5～
R4.3

第１-四半期 電気設備　１式 まちづくり課

楠島 140 土木工事一式 240日 第１-四半期 吸水槽、仮設矢板工 まちづくり課

入田 15 土木工事一式 120日 第１-四半期
排水路工　L=100ｍ
舗装工　L=800ｍ2

まちづくり課

川登 12 土木工事一式 150日 第１-四半期
盛土　V=10,000ｍ3
法留擁壁工　L=80ｍ

まちづくり課

鍋島 3 土木工事一式 60日 第１-四半期 ブロック積　A=25ｍ2 まちづくり課

江ノ村 15 土木工事一式 180日 第１-四半期
盛土　V=10,000ｍ3
舗装工　A=800ｍ2

まちづくり課

下田 8 業務委託 180日 第１-四半期
路線測量　N=1式
道路詳細設計　L=50ｍ

まちづくり課

横瀬 7 土木工事一式 90日 第１-四半期
L型擁壁　L＝20ｍ
土工　1式

まちづくり課

鴨川 30 土木工事一式 200日 第１-四半期
掘削工　V=1,500ｍ3
現場打法枠工　L=130ｍ

まちづくり課

楠 15 土木工事一式 150日 第１-四半期
垂直擁壁工　L=24ｍ
排水工　L=70ｍ

まちづくり課

名鹿、他 25 土木工事一式 150日 第１-四半期
側溝工　L=350ｍ
As舗装工　A=400ｍ2

まちづくり課

蕨岡 3 舗装工事 45日 第１-四半期 As舗装工　A=400ｍ2 まちづくり課

(仮称)楠島第２排水機場工事設計監理補助委託業務

市道具同三里線道路改良工事

(仮称)楠島第２排水機場電気設備工事

令和３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

（仮称）楠島第２排水機場電気室新築工事

市道諏訪線道路改良工事

市道新開西側線道路改良工事

(仮称)楠島第２排水機場整備工事

市道竹島堤防線災害復旧工事

市道初崎名鹿線・初崎線側溝整備工事

市道江ノ村本線道路改良工事

市道下田新鍛冶ヵ谷線測量設計業務

市道手洗川勝間線道路改良工事（繰越）

市道鴨川線道路改良工事（繰越）

和田伊才原線舗装補修工事
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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３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

中村地域 8 業務委託 90日 第１-四半期 調査対象橋梁　N=16橋 まちづくり課

井沢 4 舗装工事 45日 第１-四半期
As舗装工　A=440ｍ2
（t=30mm）

まちづくり課

具同 3 土木工事一式 60日 第１-四半期 側溝工　L=60ｍ まちづくり課

大橋通６丁目 15 土木工事一式 120日 第１-四半期 側溝工　L=250ｍ まちづくり課

藤、他 8 舗装工事 60日 第１-四半期 As舗装工　A=1,500㎡ まちづくり課

中村桜町、他 12 土木工事一式 150日 第１-四半期 側溝工　L=150ｍ まちづくり課

佐岡、他 7 土木工事一式 100日 第１-四半期
4河川
掘削量　V=400ｍ3

まちづくり課

下田、他 12 土木工事一式 150日 第１-四半期 側溝工　L=120ｍ まちづくり課

具同 10 土木工事一式 120日 第１-四半期 側溝工　L=150ｍ まちづくり課

中村東町、他 8 土木工事一式 100日 第１-四半期 側溝工　L=100ｍ まちづくり課

岩崎町、他 8 土木工事一式 100日 第１-四半期 側溝工　L=100ｍ まちづくり課

深木、他 7 舗装工事 60日 第１-四半期 As舗装工　A=1,000ｍ2 まちづくり課

実崎 23 業務委託
R3.6～
R4.2

第１-四半期
計画区域面積A=0.60km2
地籍調査1年目工程

まちづくり課

津蔵渕・間崎 48 業務委託
R3.6～
R4.2

第１-四半期
計画区域面積A=1.20km2
地籍調査1年目工程

まちづくり課

普通河川薫的川他河川浚渫工事（繰越）

井沢堤防3号線舗装補修工事

実崎の一部地区地籍調査事業（C・E・FⅠ・FⅡ-1工
程）業務

上町南北線他側溝補修工事

藤宮田線他舗装補修工事

管理橋梁におけるポリ塩化ビニフェル塗膜調査

津蔵渕・間崎の各一部地区地籍調査（C・E2・FⅠ・FⅡ
-1工程）業務

旭通線他側溝補修工事

西下町小姓町線他側溝補修工事

深木堤防線他舗装補修工事

馬場川線他側溝補修工事

カナリヤ団地1号線側溝補修工事

奥美2号線側溝補修工事

桜町東町線他側溝補修工事（繰越）
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工事場所
金額

(百万円)
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令和３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

間崎・津蔵渕 8 業務委託
R3.6～
R4.1

第１-四半期
計画区域面積A=1.27km2
地籍調査2年目工程

まちづくり課

東町、他 5 電気工事 90日 第１-四半期
仲瀬・丸の内・右山・安並水車の
里・具同南団地、各公園

まちづくり課

西土佐中半 23 土木工事一式 145日 第１-四半期
道路改良（待避所設置）
L=40ｍ

支所産業建設課

右山五月町 9 業務委託
R3.4～
R3.7

第１-四半期
道路詳細設計(B)
L=0.5km

生涯学習課（文化複
合施設整備推進室）

右山五月町 4 業務委託
R3.4～
R3.7

第１-四半期 家屋事前調査　N=7棟
生涯学習課（文化複
合施設整備推進室）

古津賀 20 土木工事一式 220日 第１-四半期 開渠工　L=200ｍ 農林水産課

荒川 13 土木工事一式 205日 第１-四半期
復旧延長　L=30ｍ
開渠工　L=30ｍ

農林水産課

三ツ又 4 土木工事一式 155日 第１-四半期 練石積工A=51ｍ2 農林水産課

奥古尾 10 土木工事一式 109日 第１-四半期 法枠工A=170ｍ2 農林水産課

西土佐玖木 10 土木工事一式 110日 第１-四半期 法枠工　A=170ｍ2 農林水産課

下田、他 16 管工事
R3.4～
R3.9

第１-四半期
トイレ洋式化46台
（下田小、竹島小、中村南小、利岡
小）

学校教育課

蕨岡、他 11 管工事
R3.4～
R3.9

第１-四半期
トイレ洋式化29台
（蕨岡小、大用小、具同小、東中筋
小）

学校教育課

中村東町、他 14 管工事
R3.4～
R3.9

第１-四半期
トイレ洋式化41台
（中村中、八束中、後川中） 学校教育課

西土佐用井 3 管工事
R3.4～
R3.7

第１-四半期
トイレ洋式化7台
（西土佐小、西土佐中） 学校教育課

中半線道路改良工事

四万十市立小中学校トイレ洋式化工事(中村他)
(機械設備工事)(繰越)

四万十市立小中学校トイレ洋式化工事(西土佐)
(機械設備工事)(繰越)

四万十市立小中学校トイレ洋式化工事(下田他)
(機械設備工事)(繰越)

市道五月馬渡線他道路詳細設計委託業務

文化複合施設整備建設予定地周辺家屋事前調査

林道日見須大成川線道路改良工事（繰越）

仲瀬公園他４照明施設更新工事

古津賀地区農業用水路改修工事

林道奥古尾線道路改良工事（繰越）

三ツ又地区農道整備工事（繰越）

四万十市立小中学校トイレ洋式化工事(蕨岡他)
(機械設備工事)(繰越)

荒川東ヒエジリ水路災害復旧工事（繰越）

間崎・津蔵渕の各一部地区地籍調査（FⅡ-1・G・H工
程）業務
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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３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

下田、他 10 建築工事一式
R3.4～
R3.9

第１-四半期
トイレブース改修
（下田小、竹島小、中村南小、利岡
小）

学校教育課

蕨岡、他 4 建築工事一式
R3.4～
R3.9

第１-四半期
トイレブース改修
（蕨岡小、大用小、具同小、東中筋
小）

学校教育課

下田、他 11 業務委託
R3.4～
R4.1

第１-四半期
空調設備31台
（小学校９校、中学校３校） 学校教育課

佐岡 18 電気工事 120日 第１-四半期 高圧受電キュービクルの更新 観光商工課

佐岡 3 管工事 90日 第１-四半期 管理事務所の空調設備改修 観光商工課

下田 13 管工事 90日 第１-四半期
エントランスホール、調理室、事
務室の空調設備改修

観光商工課

西土佐用井 5 管工事 90日 第１-四半期
温水洗浄便座、自動水栓など非接
触型へ改修

観光商工課

西土佐用井 9 管工事
R3.6～
R3.7

第１-四半期
エアコン９基設置、全熱交換器３
基設置

支所地域企画課

西土佐江川﨑 3 建築工事一式
R3.7～
R3.8

第１-四半期
プレス機倉庫の一部解体及び屋
根・壁面補修

支所地域企画課

安並 8 業務委託 90日 第１-四半期 設計業務一式 生涯学習課

鍋島 8 舗装工事 90日 第１-四半期
施工延長　L=1,250ｍ
舗装面積　A=2,100ｍ2

上下水道課

西土佐奥屋内
下

5 水道施設 80日 第１-四半期
HIVPφ50　L=196.5ｍ
PEφ50　L=936ｍ

上下水道課

竹島、他 9 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6
丁目

51 土木工事一式 150日 第１-四半期
管布設φ200　L=580ｍ
組立ﾏﾝﾎｰﾙ　N=14箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ　N=26箇所

上下水道課

四万十市上水道基幹管路更新工事実施設計業務

カナリヤ団地他汚水枝線工事（繰越）

奥屋内下地区水道施設改良工事

ホテル星羅四万十空調工事

ごみ処理場倉庫修繕工事

安並運動公園テニスコート等改修工事設計委託業務

いやしの里空調設備改修工事

カヌー館トイレ改修工事

四万十市上水道基幹管路布設替工事跡舗装復旧工事

幡多中央卸売市場空調設備改修工事

四万十市立小中学校トイレ洋式化工事(下田他)
(建築主体工事)(繰越)

幡多中央卸売市場高圧受電設備更新工事

四万十市立小中学校空調整備工事設計監理業務（繰越）

四万十市立小中学校トイレ洋式化工事(蕨岡他)
(建築主体工事)(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３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

右山 32 土木工事一式 150日 第１-四半期
ポンプ場耐震化
増打工法

上下水道課

食肉センター
内

4 消防施設 180日 第１-四半期 パッケージ型消火栓の設置 農林水産課
（食肉センター）

食肉センター
内

4 管工事 60日 第１-四半期 取水ポンプ設置　１基 農林水産課
（食肉センター）

具同 10 土木工事一式 120日 第２-四半期
排水路工　L=100ｍ
舗装工　L=500ｍ2

まちづくり課

敷地 10 土木工事一式 120日 第２-四半期
盛土　V=1,000ｍ3
排水路工　L=100ｍ

まちづくり課

利岡 100 土木工事一式 240日 第２-四半期
橋台　N=1基
現場打ち基礎杭　N=6本

まちづくり課

勝間 144 土木工事一式 240日 第２-四半期
当板補強工　N=30本
上部補修工　1式

まちづくり課

岩田 40 土木工事一式 180日 第２-四半期
支承取替工　N=12基
断面修復工　1式

まちづくり課

佐田 25 土木工事一式 150日 第２-四半期
断面修復工（床版裏面）A=50ｍ2
表面含浸工　A=50ｍ2

まちづくり課

安並、他 8 舗装工事 60日 第２-四半期 As舗装工　A=1,500ｍ2 まちづくり課

勝間 37 業務委託
R3.7～
R4.3

第２-四半期
計画区域面積A=1.85km2
地籍調査1年目工程

まちづくり課

右山・不破 5 業務委託
R3.7～
R4.2

第２-四半期
計画区域面積A=0.34km2
地籍調査2年目工程

まちづくり課

井沢 7 土木工事一式 90日 第２-四半期
遊具更新３基（ダブルリングスラ
イド、踏板式・全方向ブランコ）

まちづくり課

安並、他 8 舗装工事 90日 第２-四半期
安並水車の里公園(駐車場)、古津
賀５号公園(園路)　Ａ＝300ｍ2

まちづくり課

屋内消火栓設備工事

右山排水ポンプ場耐震化工事（繰越）

勝間の一部地区地籍調査（C・E・FⅠ・FⅡ-1工程）業
務

市道古川２号線道路改良工事

井沢公園遊具更新工事

柿谷トイタ線他舗装補修工事

右山・不破の各一部地区地籍調査（FⅡ-1・G・H工程）
業務

市道亀ノ甲田野川橋線道路改良工事

市道利岡田野川藤線道路改良工事

市道鵜ノ江久保川線（勝間橋）橋梁補修工事

取水ポンプ設置工事

安並水車の里公園他１舗装改修工事

市道岩田線（岩田橋）橋梁補修工事（繰越）

市道具同三里線（倉成橋）橋梁補修工事
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工 事 名・業 務 名

西土佐藤ノ川 22 土木工事一式 130日 第２-四半期 道路改良　L=20ｍ 支所産業建設課

西土佐江川 16 土木工事一式 130日 第２-四半期 道路改良　L=37ｍ 支所産業建設課

西土佐用井 30 土木工事一式 130日 第２-四半期 耐震補強 支所産業建設課

西土佐地域 29 業務委託 180日 第２-四半期 橋梁点検　N=40橋 支所産業建設課

西土佐口屋内 40 土木工事一式 165日 第２-四半期
漏水対策工　N=1式
覆工補強工　N=1式

支所産業建設課

西土佐藤ノ川 4 舗装工事 80日 第２-四半期
舗装補修
L=310ｍ、A=1,100ｍ2

支所産業建設課

西土佐江川 19 土木工事一式 150日 第２-四半期
コンクリート擁壁
L=30ｍ

支所産業建設課

右山五月町 30 土木工事一式
R3.9～
R4.3

第２-四半期
側溝・舗装整備工事
L=110ｍ

生涯学習課（文化複
合施設整備推進室）

右山五月町 13 土木工事一式
R3.9～
R4.3

第２-四半期
側溝・舗装整備工事
L=130ｍ

生涯学習課（文化複
合施設整備推進室）

蕨岡甲 5 土木工事一式 155日 第２-四半期
コンクリートブロック（景観）
A=44ｍ2

農林水産課

蕨岡乙 9 土木工事一式 185日 第２-四半期
護床ブロック撤去・再設置N=44箇
所

農林水産課

川登 16 土木工事一式
R3.9～
R4.1

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、西土
佐中半、大用、蕨
岡、西土佐須崎

15 電気工事
R3.9～
R3.11

第２-四半期 避難所用発電機整備工事 地震防災課

具同 263 建築工事一式
R3.8～
R4.3

第２-四半期
既存体育館改修703ｍ2
増築348ｍ2

学校教育課

大川筋地区緊急用ヘリコプター離着陸場整備工事

避難所用自家発電施設整備工事

蕨岡上桃ヶ市頭首工整備工事

市道掃地山藤ノ川線道路改良工事

蕨岡排水機場沈砂池護岸整備工事（繰越）

市道掃地山藤ノ川線舗装補修工事

がけくずれ住家防災対策工事（仮称）

中村西中学校屋内運動場大規模改造工事(統合)
(建築主体工事)

市道白岩用井線（西土佐大橋）橋梁補強工事

市道五月馬渡線道路改修工事

市道口屋内宇和島線（口屋内トンネル）トンネル修繕
工事（繰越）

市道市野々線道路改良工事

市道五月２号線道路改修工事

四万十市道路橋定期点検診断業務（西土佐地域）
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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３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 25 電気工事
R3.8～
R4.3

第２-四半期
既存体育館改修703ｍ2
増築348ｍ2

学校教育課

具同 14 管工事
R3.8～
R4.3

第２-四半期
既存体育館改修703ｍ2
増築348ｍ2

学校教育課

具同 7 業務委託
R3.8～
R4.3

第２-四半期
既存体育館改修703ｍ2、増築348
ｍ2の設計監理業務

学校教育課

下田、他 62 管工事
R3.9～
R4.1

第２-四半期
空調設備31台
（小学校９校、中学校３校）

学校教育課

下田、他 16 電気工事
R3.9～
R4.1

第２-四半期
空調設備31台
（小学校９校、中学校３校）

学校教育課

下田 6 管工事 90日 第２-四半期
温水洗浄便座、自動水栓など非接
触型へ改修

観光商工課

具同 4 管工事 90日 第２-四半期
温水洗浄便座、自動水栓など非接
触型へ改修

観光商工課

間崎 12 土木工事一式 120日 第２-四半期 防球ネットの設置 子育て支援課

安並 94 土木工事一式 150日 第２-四半期
人工芝工　A=3,200ｍ2、
排水工　L=250ｍ、外周フェンス
L=250ｍ、他

生涯学習課

安並 3 管工事 90日 第２-四半期
温水プールろ過機ろ材の交換修繕
一式

生涯学習課

古津賀 13 水道施設 120日 第２-四半期 GXφ200mm　L=130ｍ 上下水道課

具同、他 5 水道施設 80日 第２-四半期 HIVPφ75㎜　L=121ｍ 上下水道課

中村山手通、
他

5 水道施設 80日 第２-四半期 HIVPφ100㎜　L=144ｍ 上下水道課

安並 8 水道施設 100日 第２-四半期 HIVPφ100㎜　L=190ｍ 上下水道課

市道シクタ線他配水管布設替工事

市道西下町小姓町線他配水管布設替工事

市道安並ユウショウカク線配水管布設工事

市立温水プールろ過機修繕

八束保育所防球ネット設置工事

四万十市上水道基幹管路布設替工事（１工区）

四万十市立小中学校空調整備工事(機械設備工事)(繰
越)

中村西中学校屋内運動場大規模改造工事(統合)
(機械設備工事)

安並運動公園テニスコート等改修工事

いやしの里トイレ改修工事

四万十市立小中学校空調整備工事(電気設備工事)(繰
越)

学遊館トイレ改修工事

中村西中学校屋内運動場大規模改造工事(統合)
設計監理業務

中村西中学校屋内運動場大規模改造工事(統合)
(電気設備工事)
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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３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

深木 5 水道施設 80日 第２-四半期 HIVPφ150㎜　L=130ｍ 上下水道課

間崎他 5 水道施設 90日 第２-四半期 HIVPφ100㎜　L=170ｍ 上下水道課

有岡 15 水道施設 125日 第２-四半期
ｹｰｼﾝｸﾞ工φ150mm　L=30ｍ
深井戸水中ポンプ1台

上下水道課

西土佐江川﨑 139 土木工事一式 220日 第２-四半期 工事用道路　L=564ｍ 上下水道課

不破 42 土木工事一式 150日 第２-四半期
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

上下水道課

右山 8 建築工事一式 100日 第２-四半期
ポンプ場耐震化
増打工法

上下水道課

市内 70 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

入田 20 土木工事一式 120日 第３-四半期
塗装塗替
ひび割れ補修

まちづくり課

安並 25 土木工事一式 120日 第３-四半期
塗装塗替
ひび割れ補修

まちづくり課

安並 20 土木工事一式 120日 第３-四半期
塗装塗替
ひび割れ補修

まちづくり課

中村地域 20 業務委託 150日 第３-四半期 橋梁点検・診断 まちづくり課

角崎 10 土木工事一式 120日 第３-四半期
切土　V=4,000ｍ3
ブロック積工　A=60ｍ2

まちづくり課

入田 8 土木工事一式 100日 第３-四半期 護岸工　A=72ｍ2 まちづくり課

楠島、他 10 土木工事一式 120日 第３-四半期
4河川
掘削量　V=700ｍ3

まちづくり課

緑ヶ丘団地地区汚水枝線工事

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

主要地方道中村宿毛線他配水管布設替工事

名鹿地区配水管布設替工事

江川﨑地区水道施設改良工事

市道具同入田線（浅雄橋）橋梁修繕工事

有岡地区１号取水施設改修工事

道路橋定期点検診断業務

普通河川楠島川他河川浚渫工事

市道安並クリ石線（灘橋）橋梁修繕工事

市道安並ユウショウカク線（北ヵ谷橋）橋梁修繕工事

普通河川松沢川河川維持工事

市道畑ノ下中山門ヤシキ線外道路改良工事
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公表区分 ■当初 入札区分

工事場所
金額

(百万円)
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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

栄町、他 10 舗装工事 120日 第３-四半期 As舗装工　A=1,500ｍ2 まちづくり課

西土佐奥屋内 8 土木工事一式 100日 第３-四半期
暗渠改修
φ1500、L=7.2ｍ

支所産業建設課

西土佐半家 6 土木工事一式 80日 第３-四半期
待避所整備
N=3箇所

支所産業建設課

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

農林水産課

西土佐江川
﨑、西土佐用
井

18 建築工事一式 90日 第３-四半期
ウッドデッキ、給水設備、電気設
備等工事

観光商工課

竹島 25 水道施設 140日 第３-四半期 GXφ200㎜　L=250ｍ 上下水道課

竹島 25 水道施設 140日 第３-四半期 GXφ200㎜　L=250ｍ 上下水道課

右山元町 25 水道施設 140日 第３-四半期 GXφ200㎜　L=300ｍ 上下水道課

具同 16 水道施設 130日 第３-四半期 GXφ150㎜　L=200ｍ 上下水道課

具同 16 水道施設 130日 第３-四半期 GXφ150㎜　L=200ｍ 上下水道課

具同 88 水道施設 180日 第３-四半期 さく井工　2箇所 上下水道課

中村 12 電気工事 180日 第３-四半期 遠方監視システム　1式 上下水道課四万十市水道遠方監視システム整備工事

四万十市上水道基幹管路布設替工事（６工区）

具同新水源整備工事

林道岩間藤ノ川線外舗装補修工事

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（４工区）

四万十市上水道基幹管路布設替工事（５工区）

屋外観光施設整備工事

四万十市上水道基幹管路布設替工事（３工区）

第１半家こ線橋関係道路待避所設置工事

市道口屋内宇和島線暗渠改良工事

羽生小路上町線他舗装補修工事


	R２発注見通し (指名競争入札)

