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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

下田 13 土木一式工事 R4.4～R4.5 第１-四半期 プールの解体

川登 5 管工事 120日 第１-四半期
かわらっこシャワー室用の温水器
を更新するもの

下田 13 管工事 90日 第１-四半期
屋内観光施設の感染防止対策とし
て、いやしの湯男女更衣室空調機
器改修するもの

具同 3 土木一式工事 110日 第１-四半期 函渠工　L=2.8m

片魚 20 舗装工事 135日 第１-四半期
施工延長　L=331m
舗装工　A=1441㎡
簡易法枠工　A=334㎡

西土佐玖木 15 土木一式工事 166日 第１-四半期
施工延長　L=24.0m
簡易法枠工　A=480㎡

山路 46 業務委託 R4.5～R5.2 第１-四半期
計画区域面積　A=1.41㎢
地籍調査1年目工程

田野川甲 30 業務委託 R4.5～R5.2 第１-四半期
計画区域面積　A=0.52㎢
地籍調査1年目工程

津蔵渕・間崎 8 業務委託 R4.5～R5.2 第１-四半期
計画区域面積　A=1.03㎢
地籍調査2年目工程

実崎 5 業務委託 R4.5～R5.2 第１-四半期
計画区域面積　A=0.18㎢
地籍調査2年目工程

敷地 22 土木一式工事 170日 第１-四半期
施工延長　L=120m
盛土工　V=1100m3
排水路工　L=163m

片魚 18 土木一式工事 160日 第１-四半期
施工延長　L=60m
法面工　A=630m2

竹島 18 土木一式工事 160日 第１-四半期
道路改良　L=80m
排水構造物工　L=60m
防護柵工　L=41m

下田 30 土木一式工事 180日 第１-四半期
道路改良L=60m
大型ﾌﾞﾛｯｸ積工A=127m2
排水構造物工L=167m

令和４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

下田中プール解体工事

かわらっこ温水器改修工事

いやしの里空調機改修工事

具同地区農道整備工事（繰越）

林道片魚四手ノ川線道路改良工事(繰越)

林道日見須大成川線道路改良工事（繰越）

山路の一部地区地籍調査業務（C・E2・FⅠ・FⅡ-
1工程）（繰越）

田野川甲の一部地区地籍調査業務（C・E2・FⅠ・
FⅡ-1工程）（繰越）

津蔵渕・間崎の各一部地区地籍調査業務（FⅡ-
1・G・H工程）（繰越）

実崎の一部地区地籍調査業務（FⅡ-1・G・H工
程）（繰越）

市道亀ノ甲田野川橋線道路改良工事

市道片魚四手ノ川線道路改良工事

市道石橋線道路改良工事

市道下田新鍛冶カ谷線道路改良工事
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(百万円)
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令和４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

全域 18 業務委託 210日 第１-四半期 対象橋梁　N=556橋

具同他 65 土木一式工事 230日 第１-四半期 橋梁修繕　N=3橋

勝間 140 土木一式工事 280日 第１-四半期 橋梁修繕　N=1橋

井沢 12 土木一式工事 140日 第１-四半期
災害復旧　L=17m
排水構造物工　L=17m
擁壁工　L=17m

江ノ村 4 土木一式工事 130日 第１-四半期
災害復旧　L=12m
張コンクリート　V=25㎥

平野 3 土木一式工事 125日 第１-四半期
災害復旧　L=6.5m
ブロック積　A=21㎡

蕨岡甲他 16 土木一式工事 210日 第１-四半期 災害復旧　N=3箇所

三ツ又 16 土木一式工事 R4.5～R5.2 第１-四半期 災害復旧　N=6箇所

蕨岡甲他 3 土木一式工事 130日 第１-四半期 災害復旧　N=2箇所

竹屋敷 4 土木一式工事 100日 第１-四半期
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（Gr-C-2B）　L=28m
道路反射鏡（φ800）　N=1基

入田 7 舗装工事 60日 第１-四半期 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（t=40mm）　A=500㎡

具同 10 土木一式工事 100日 第１-四半期
掘削・運搬・処分
　V＝1,630.0㎥

入田 8 土木一式工事 120日 第１-四半期
排水路工(1000*1300)　L=22.0m
護岸工(練り石積)　A=72.0㎡

中村東町1
丁目他

7 土木一式工事 120日 第１-四半期 排水構造物工　L=110.0m

四万十市道路橋長寿命化修繕計画策定業務

市道具同入田線（浅雄橋）外橋梁補修工事（繰
越）

市道鵜ノ江久保川線（勝間橋）橋梁補修工事（繰
越）

市道井沢団地2号線災害復旧工事（繰越）

普通河川オバサマ川災害復旧工事（繰越）

普通河川平野川河川災害復旧工事（繰越）

準用河川水屋川・普通河川八宗田川・市道和田ノ
芝高知谷線災害復旧工事（繰越）

市道ヒヨミネ線他5件災害復旧工事

蕨岡甲法定外（道路）・大用法定外（道路）災害
復旧工事

市道掃地山藤ノ川線辺地対策整備工事（繰越）

市道入田池田線・流田線舗装補修工事（繰越）

普通河川馬場川他河川浚渫工事（繰越）

普通河川松沢川河川整備工事（繰越）

市道一条通東町線・旭通線・大橋通4号線側溝補
修工事
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令和４年度 四万十市公共工事発注見通し
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工 事 名・業 務 名

安並 4 土木一式工事 90日 第１-四半期 排水構造物工　L=60.0m

古津賀 3 土木一式工事 90日 第１-四半期
排水構造物工　L=10.0m
底張工　L=400.0m

中村上小姓
町他

8 土木一式工事 120日 第１-四半期 排水構造物工　L=130.0m

具同 3 土木一式工事 90日 第１-四半期 排水構造物工　L=40.0m

赤松団地 10 土木一式工事 135日 第１-四半期 排水構造物工　L=80.0m

中村大橋通
6丁目

10 土木一式工事 135日 第１-四半期 排水構造物工　L=130.0m

井沢 5 土木一式工事 110日 第１-四半期 排水構造物工　L=50.0m

右山五月町 13 舗装工事 120日 第１-四半期
舗装補修工事
L=130m、A=800㎡

中村大橋通
4丁目他

15 業務委託 120日 第１-四半期
路線測量　A=0.086㎢
道路概略設計L=1.090㎞
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催

具同 10 業務委託 90日 第１-四半期
路線測量　A=0.002k㎡
道路詳細設計　L=0.300㎞

坂本 6 土木一式工事 90日 第１-四半期 護岸工（練石積）　A=43.0㎡

楠島 7 土木一式工事 90日 第１-四半期 護岸工（練石積）　A=90.0㎡

西土佐地域 8 業務委託 90日 第１-四半期 N=13橋

古津賀・下
田

28 水道施設工事 140日 第１-四半期
管撤去φ200 L=280m
管注入φ150 L=1,850m

市道安並東団地線・高井走リ川線側溝補修工事

市道古津賀第2団地17号線他側溝補修工事

市道奥沢線・西下町小性町線・土生線側溝補修工
事

市道馬場川線・渡川田黒線側溝補修工事

市道赤松団地線側溝補修工事

市道カナリヤ団地1号線側溝補修工事

市道井沢団地3号線側溝補修工事

市道五月馬渡線舗装整備工事

市道羽生小路上町線外6路線道路修景施設整備測
量設計業務

市道具同・入田線道路修景施設整備測量設計業務

普通河川上谷川河川整備工事

普通河川平太郎川河川整備工事

四万十市道路橋梁塗膜成分調査委託業務（西土佐
地域）

四万十市上水道基幹管路撤去工事
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工 事 名・業 務 名

佐岡 6 水道施設工事 90日 第１-四半期
HIVPφ50㎜
L=220.0m

井沢 5 水道施設工事 90日 第１-四半期
HIVPφ75㎜
L=85.0m

中村百笑町 11 業務委託 180日 第１-四半期 送水管実施設計業務

佐岡・安並 10 業務委託 100日 第１-四半期 水道管路実施設計業務

西土佐地域 6 業務委託 60日 第１-四半期 遠方監視システム実施設計業務

西土佐地域 9 業務委託 120日 第１-四半期 台帳拡張　１式

西土佐江川
﨑

8 業務委託 120日 第１-四半期 配水管布設替設計　１式

不破上町 4 業務委託 R4.7～R4.9 第１-四半期
R5～R12実施予定の工事の実施設
計

右山五月町 24 業務委託 R4.4～
R5.3 第１-四半期
備品の選定、発注支援、収納計画
図作成、仕込図の作成

右山五月町 99 電気工事 R4.4～
R5.3 第１-四半期 映像音響・情報表示設備工事

右山五月町 63 電気工事 R4.4～R5.3 第１-四半期 情報ネットワーク工事

西土佐口屋内 123 土木一式工事 290日 第１-四半期
伸縮装置止水工 N=1式
塗替塗装工 N=1式

住次郎 11 土木一式工事 R4.7～R4.11 第２-四半期 防火水槽の新設

西土佐江川 3 業務委託 R4.9～R4.12 第２-四半期 ヘリポートの設計

中村地区佐岡配水管布設工事

中村地区井沢団地配水管布設替工事

江川地区ヘリポート測量設計業務

百笑送水管更新実施設計業務

四万十市上水道基幹管路更新工事実施設計業務

四万十市遠方監視システム実施設計業務

水道施設台帳拡張業務

江川﨑配水管改良工事実施設計業務

令和４年度スクールミールなかむらみなみ改修工
事実施設計業務

四万十市文化複合施設備品設計業務

四万十市文化複合施設映像音響・情報表示設備工
事

四万十市文化複合施設情報ネットワーク工事

市道口屋内宇和島線（口屋内大橋）橋梁修繕工事
（繰越）

防火水槽新設工事
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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

下田 348 建築一式工事 R4.9～R5.3 第２-四半期 大学校舎としての改修工事

古津賀 10 土木一式工事 135日 第２-四半期 開渠工　L=100m

中村大橋通
7丁目

5 土木一式工事 120日 第２-四半期
回転塔、ジャングルジム、複合遊
具（木製）の更新

渡川2丁目 6 土木一式工事 120日 第２-四半期 複合遊具（鋼製）の更新

具同 8 土木一式工事 120日 第２-四半期 ジャングルジム、滑り台の更新

鍋島・竹島 41 業務委託 R4.7～R5.3 第２-四半期
計画区域面積　A=1.12㎢
地籍調査1年目工程

勝間 6 業務委託 R4.7～R5.3 第２-四半期
計画区域面積　A=1.91㎢
地籍調査2年目工程

入田 15 土木一式工事 150日 第２-四半期
擁壁工　L=70m
舗装工　A=500m2

川登 13 土木一式工事 140日 第２-四半期
道路改良　L=40m
盛土工　V=300m3
排水構造物工　L=80m

利岡 50 土木一式工事 210日 第２-四半期
橋台　N=1基
樋門移設　N=1式

鴨川 10 土木一式工事 130日 第２-四半期
道路改良　L=90m
防護柵工　L=90m

中村地域 30 業務委託 180日 第２-四半期 対象橋梁　N=100橋

初崎 3 土木一式工事 100日 第２-四半期
排水構造物工　L=40.0m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　A=100㎡

勝間川 3 舗装工事 90日 第２-四半期 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（t=40mm）　A=250㎡

校舎改修工事

古津賀地区農業用水路改修工事

八反原公園遊具更新工事

具同２号公園遊具更新工事

自由ヶ丘公園遊具更新工事

鍋島・竹島の各一部地区地籍調査業務（C・E2・F
Ⅰ・FⅡ-1工程）

勝間の一部地区地籍調査業務（FⅡ-1・G・H工
程）

市道具同三里線道路改良工事

市道諏訪線道路改良工事

市道利岡田野川藤線（利岡橋）道路改良工事

市道鴨川線道路改良工事（繰越）

四万十市道路橋定期点検診断業務

市道初崎線辺地対策整備工事（繰越）

市道勝間川線辺地対策整備舗装工事
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工 事 名・業 務 名

名鹿 3 土木一式工事 90日 第２-四半期 排水構造物工　L=50.0m

初崎 6 舗装工事 100日 第２-四半期
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（t=40mm）　A=1,000
㎡

右山元町 4 舗装工事 90日 第２-四半期
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（t=40mm）　A=1,000
㎡

具同他 9 土木一式工事 120日 第２-四半期 排水構造物工　L=120.0m

蕨岡上分他 6 舗装工事 70日 第２-四半期
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（t=40mm）　A=1,100
㎡

右山五月町 29 土木一式工事 240日 第２-四半期
側溝改修工事
大正五月線：L=120m
五月４号線：L=100m

中村大橋通
7丁目

33 土木一式工事 150日 第２-四半期
排水構造物工 L=400.0m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（t=40mm）　A=1,800
㎡

中村大橋通
3丁目他

60 舗装工事 200日 第２-四半期 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　A=5,000㎡

磯ノ川他 10 土木一式工事 120日 第２-四半期
掘削・運搬・処分　V = 1,500.0
㎥

竹島 22 水道施設工事 130日 第２-四半期
HPPEφ200㎜
L=200.0m

竹島 22 水道施設工事 130日 第２-四半期
HPPEφ200㎜
L=200.0m

具同 160 建築一式工事 200日 第２-四半期 管理棟建築　１棟

中村栄町・
中村東下町

6 水道施設工事 90日 第２-四半期
GXφ100㎜
L=60.0m

中村桜町 6 水道施設工事 90日 第２-四半期
HIVPφ75㎜
L=100.0m

市道初崎名鹿線辺地対策整備工事

市道初崎宮ノ沢線辺地対策整備舗装工事

市道長池不破線舗装補修工事

市道奥美2号線・西南病院線・平野線側溝補修工
事

市道奥ノ切線・入川線・城北霊園線・大用線・田
野川線舗装補修工事

市道五月４号線他道路改修工事

市道大橋通1号線側溝整備工事

市道羽生小路上町線他道路修景舗装工事

普通河川磯ノ川川他浚渫工事

四万十市上水道基幹管路布設替工事（１工区）

四万十市上水道基幹管路布設替工事（２工区）

具同新水源整備工事

中村地区中村栄町他配水管布設替工事

中村地区中村桜町配水管布設替工事
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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４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

古津賀 6 水道施設工事 90日 第２-四半期
GXφ150㎜
L=65.0m

西土佐江川
﨑

229 水道施設工事 180日 第２-四半期
浄水施設
上向性緩速ろ過　30㎡×2
導送配水管布設　L=1510m

中村 90 電気工事 180日 第２-四半期 遠方監視システム設置　５施設

不破 42 土木一式工事 150日 第２-四半期
管布設φ200　L=350m
組立ﾏﾝﾎｰﾙ　N=8箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ　N=12箇所

四万十市内 26 業務委託 200日 第２-四半期 下水道施設設計　N=1式

不破 42 土木一式工事 150日 第２-四半期
管布設φ200　L=400m
組立ﾏﾝﾎｰﾙ　N=5箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ　N=14箇所

右山 8 建築一式工事 100日 第２-四半期 ポンプ場耐震化工事

具同 11 電気工事 90日 第２-四半期
アリーナ照明 36台
事務室他照明 24台

西土佐用
井・西土佐
橘

5 業務委託 R4.8～R4.10 第２-四半期
市住宅橘３棟６戸、用井１棟２戸
の耐震精密診断及び実施設計

西土佐用井 8 防水工事 R4.9～R5.1 第２-四半期 公営用井共同住宅の屋上防水工事

西土佐用井 4 防水工事 5か月 第２-四半期 屋上防水工事

西土佐藤ノ川 36 土木一式工事 215日 第２-四半期 道路改良　L=15.0m

西土佐江川 55 土木一式工事 235日 第２-四半期 道路改良　L=67.0m

西土佐用井 22 業務委託 180日 第２-四半期 下部耐震補強設計

中村地区古津賀第一団地配水管布設替工事

江川﨑地区水道施設整備工事

四万十市水道遠方監視システム整備工事

緑ヶ丘団地地区汚水枝線工事（繰越）

ストックマネジメント工事実施設計業務（繰越）

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

具同体育センター照明ＬＥＤ化工事

市営住宅耐震精密診断・実施設計業務

公営住宅屋上防水工事

在宅支援センター（保健課）屋上防水工事

市道掃地山藤ノ川線道路改良工事（繰越）

市道市野々線道路改良工事

市道白岩用井線（西土佐大橋）橋梁修繕設計
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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４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

西土佐奥屋内 10 土木一式工事 135日 第２-四半期
ひび割れ補修工 N=1式
塗替塗装工 N=1式

西土佐口屋内 15 土木一式工事 150日 第２-四半期
覆工補強工 N=1式
裏込め注入工 N=1式

西土佐中半 45 土木一式工事 215日 第２-四半期 橋梁修繕　N=1式

四万十市内 6 業務委託 180日 第２-四半期 トンネル点検 N=3個所

西土佐地域 23 業務委託 180日 第２-四半期 橋梁点検　N=28橋

西土佐薮ヶ市 5 土木一式工事 110日 第２-四半期 U型側溝　L=70m

西土佐江川﨑 11 土木一式工事 150日 第２-四半期 練石積　L=17.7m

具同 8 電気工事 R4.11～R5.3 第３-四半期 避難所用発電機整備工事

西土佐須崎 4 電気工事 R4.11～R5.3 第３-四半期 避難所用発電機整備工事

古津賀 33 塗装工事 90日 第３-四半期

西土佐藤ノ
川

3 舗装工事 97日 第３-四半期
オーバーレイ　A=380㎡
舗装打替え工　A=120㎡

中村 9 土木一式工事 120日 第３-四半期
複合遊具（鋼製）、鉄棒、ブラン
コの更新

三里 165 土木一式工事 300日 第３-四半期 橋梁修繕　N=1橋

佐田 63 土木一式工事 260日 第３-四半期 橋梁修繕　N=1橋

市道奥屋内楠山線（本村橋）橋梁修繕工事

市道口屋内宇和島線（口屋内トンネル）トンネル
修繕工事

市道中半北ノ川線（北の川橋）橋梁修繕工事

四万十市トンネル定期点検診断業務（四万十市
内）

四万十市道路橋定期点検診断業務（西土佐地域）

市道上薮ヶ市線側溝補修工事

がけくずれ住家防災対策工事（仮称）

避難所等自家発電施設整備工事（中村西中）

避難所等自家発電施設工事（須崎小）

古津賀第２団地共同住宅屋上防水・外壁塗装改修
工事

林道岩間藤ノ川線他舗装補修工事

為松公園遊具更新工事

市道具同三里線（三里橋）橋梁補修工事

市道佐田今成線（今成橋）橋梁補修工事
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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４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

高瀬 49 土木一式工事 210日 第３-四半期 橋梁修繕　N=1橋

勝間他 15 土木一式工事 150日 第３-四半期 橋梁修繕　N=7橋

山路他 35 土木一式工事 190日 第３-四半期 橋梁修繕　N=4橋

蕨岡甲他 51 土木一式工事 220日 第３-四半期 橋梁修繕　N=3橋

江ノ村他 5 業務委託 150日 第３-四半期 橋梁修繕　N=2橋

竹島 22 水道施設工事 130日 第３-四半期
HPPEφ200㎜
L=150.0m

右山元町 12 水道施設工事 120日 第３-四半期
GXφ200㎜
L=120.0m

右山元町 12 水道施設工事 120日 第３-四半期
GXφ200㎜
L=120.0m

中村山手通 8 水道施設工事 100日 第３-四半期
HPPEφ100㎜
L=200.0m

間崎 5 水道施設工事 90日 第３-四半期
HIVPφ150㎜
L=125.0m

井沢 9 機械器具設置工事 100日 第３-四半期 送水ポンプ　１台

有岡 20 機械器具設置工事 120日 第３-四半期
ケーシング工　L=30m
深井戸水中ポンプ　１台

実崎 7 建築一式工事 R4.11～R5.1 第３-四半期
校舎階段手摺、
体育館バスケットゴール改修等

実崎 6 管工事 R4.11～R5.1 第３-四半期 校舎空調機５台移設、１台新設

市道高瀬線（高瀬橋）橋梁補修工事

市道手洗川線（勝間大橋）外橋梁補修工事

市道小市橋線（小原橋）外橋梁補修工事

市道上分橋線（上分橋）外橋梁補修工事

市道江ノ村本線（江ノ村大橋）外橋梁補修設計業
務

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）

中村地区山手通配水管布設替工事

間崎地区配水管布設替工事

中村地区井沢揚水場NO.1ポンプ更新工事

有岡地区取水施設改修工事

八束中学校改修工事(建築主体工事)

八束中学校改修工事(機械設備工事)
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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４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

実崎 3 電気工事 R4.11～R5.1 第３-四半期 校舎空調機５台移設、１台新設

利岡 5 管工事 R4.11～R5.1 第３-四半期 校舎空調機11台移設

利岡 5 電気工事 R4.11～R5.1 第３-四半期 校舎空調機11台移設

佐岡 6 業務委託 R4.12～R5.2 第３-四半期 東山小学校敷地内

西土佐江川 10 土木一式工事 135日 第３-四半期 ひび割れ補修工　N=1式

西土佐奥屋内 7 土木一式工事 130日 第３-四半期 暗渠改修　L=8m

西土佐江川 15 土木一式工事 150日 第３-四半期 落石防護　A=1000㎡

具同田黒1
丁目

24 土木一式工事 90日 第４-四半期 保育所建設予定地の整備

八束中学校改修工事(電気設備工事)

後川中学校改修工事(機械設備工事)

後川中学校改修工事(電気設備工事)

東山小学校増改築工事地質調査業務

市道押谷線押谷支線（押谷橋）橋梁修繕工事

市道口屋内宇和島線暗渠改修工事

市道滝ノ奥線法面改修工事

具同保育所移転改築土地造成工事
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