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No. 年度 担当部署 工事名 施工場所  工期 工事概要 発注予定時期 工事種別 入札方式

1 平成30年度 建設部建築住宅課 公営住宅建設事業　基町団地造成工事 三刀屋町三刀屋地内 平成30年8月 敷地造成　4ｈａ 第１四半期 一般土木工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

2 平成30年度 建設部建築住宅課 公営住宅建設事業　三刀屋団地ストック改善工事 三刀屋町三刀屋地内 平成30年7月 ストック改善10戸 第１四半期 一般建築工事 指名競争入札

3 平成30年度 建設部建設工務課 道路維持補修事業　市道水谷線道路修繕工事 木次町西日登地内 平成30年5月末 延長L=10.0m 第１四半期 一般土木工事 指名競争入札

4 平成30年度 建設部建設工務課 道路施設整備事業 市道市場大蔵線道路修繕工事 三刀屋町多久和地内 平成30年7月末 延長L=100m 第１四半期 一般土木工事 指名競争入札

5 平成30年度 建設部建設工務課
道整備推進交付金事業　市道川井箱淵線落石対策工
事

大東町川井地内 平成30年9月末 延長45ｍ 第１四半期 法面処理工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

6 平成29年度（繰越） 建設部建設工務課 道路施設整備事業 市道後谷上側線道路修繕工事 三刀屋町古城地内 平成30年5月末 L=30m 第１四半期 一般土木工事 指名競争入札

7 平成30年度 建設部建設工務課
社会資本整備総合交付金事業　市道佐世線（下佐世工
区）道路改良工事

大東町下佐世地内 平成31年3月 延長480m 第１四半期 一般土木工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

8 平成30年度 建設部建設工務課 起債道路整備事業　市道阿用停車場線道路改良工事 大東町飯田地内 平成31年3月 延長70m 第１四半期 一般土木工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

9 平成29年度（繰越） 建設部建設工務課 起債道路整備事業　市道猪尾線舗装工事 加茂町猪尾地内 平成30年9月 延長100ｍ 第１四半期 舗装工事 指名競争入札

10 平成30年度 建設部建設工務課 起債道路整備事業　市道新市里方線道路改良工事 木次町里方地内 平成31年3月 延長200ｍ 第１四半期 一般土木工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

11 平成30年度 建設部建設工務課
公共土木施設災害復旧事業　市道元天神大別成木線
道路災害復旧工事

三刀屋町古城地内 平成31年3月 延長67ｍ 第１四半期 一般土木工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

12 平成30年度 建設部都市計画課 県道整備関連事業　市道伊萱1号線舗装工事 三刀屋町伊萱地内 平成30年9月 延長500ｍ 第１四半期 舗装工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

13 平成30年度 産業観光部 観光振興課 清嵐荘建築工事 吉田町川手地内 平成31年7月 延面積3500㎡　建築工事１式 第１四半期 一般建築工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

14 平成30年度 産業観光部 観光振興課 清嵐荘電気設備工事 吉田町川手地内 平成31年7月 延面積3500㎡　電気設備工事１式 第１四半期 電気工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

15 平成30年度 産業観光部 観光振興課 清嵐荘機械設備工事 吉田町川手地内 平成31年7月 延面積3500㎡　機械設備工事１式 第１四半期 管工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

16 平成30年度 産業観光部 観光振興課 清嵐荘敷地造成工事 吉田町川手地内 平成31年7月 敷地造成盛土8500㎥ 第１四半期 一般土木工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

17 平成30年度 産業観光部 観光振興課 清嵐荘木質バイオマス設置工事 吉田町川手地内 平成31年3月 出力230～250ｋｗ 第１四半期 管工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

18 平成30年度 教育委員会教育総務課
給食センター建設事業　（仮称）雲南市統合学校給食セ
ンター建設工事（建築主体）

木次町山方地内 平成31年6月

用途：工場（給食センター）、構造：鉄骨
造一部2階建て、建築面積：1,978.13㎡
屋根：カラーガルバリウム鋼板、外壁：
ALC版複層塗材E

第１四半期 一般建築工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

19 平成30年度 教育委員会教育総務課
給食センター建設事業　（仮称）雲南市統合学校給食セ
ンター建設工事（電気設備）

木次町山方地内 平成31年6月

用途：工場（給食センター）、構造：鉄骨
造一部2階建て、建築面積：1,978.13㎡
受変電設備、発電設備、幹線設備、幹
線設備、電灯分岐設備

第１四半期 電気工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

20 平成30年度 教育委員会教育総務課
給食センター建設事業　（仮称）雲南市統合学校給食セ
ンター建設工事（機械設備）

木次町山方地内 平成31年6月

用途：工場（給食センター）、構造：鉄骨
造一部2階建て、建築面積：1,978.13㎡
給水設備、排水設備、給湯設備、蒸気
設備、空気調和設備、換気設備

第１四半期 機械設備工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

21 平成30年度 教育委員会社会教育課
永井隆記念館整備事業　（仮称）雲南市永井隆記念館
既設構造物撤去工事

三刀屋町三刀屋地内 平成30年10月
RC造平屋建て　延床面積680㎡（記念
館）

第１四半期 一般建築工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

22 平成30年度 水道局営業課 木次上水道メーター取替工事 木次町 平成30年10月 検定満期メーター取替800か所 第１四半期 管工事 指名競争入札

23 平成30年度 水道局営業課 大東上水道メーター取替工事 大東町 平成30年10月 検定満期メーター取替700か所 第１四半期 管工事 指名競争入札

24 平成30年度 上下水道部下水道課
三刀屋町農業集落排水処理施設機械設備更新工事
（その1）

三刀屋町里坊地内 平成31年3月 機械電気設備工事　一式 第１四半期 機械設備工事 指名競争入札

25 平成30年度 上下水道部下水道課
三刀屋町農業集落排水処理施設機械設備更新工事
（その2）

三刀屋町六重地内 平成31年3月 機械電気設備工事　一式 第１四半期 機械設備工事 指名競争入札

26 平成30年度 大東総合センター自治振興課 春殖交流センター建設工事(建築主体） 大東町大東下分地内 平成31年3月 建築主体工事一式 第１四半期 一般建築工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

27 平成30年度 大東総合センター自治振興課 春殖交流センター建設工事（機械設備） 大東町大東下分地内 平成31年3月 機械設備工事一式 第１四半期 機械設備工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

28 平成30年度 大東総合センター自治振興課 春殖交流センター建設工事（電気設備） 大東町大東下分地内 平成31年3月 電気設備工事一式 第１四半期 電気工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

29 平成30年度 大東総合センター自治振興課 農村モデル公園施設解体工事 大東町大東下分地内 平成31年3月 施設撤去工事一式 第１四半期 一般土木工事 指名競争入札

30 平成30年度 大東総合センター自治振興課 大東町地域福祉センター改修工事（建築主体） 大東町大東地内 平成30年8月 建築工事一式 第１四半期 一般建築工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

31 平成30年度 大東総合センター自治振興課 大東町地域福祉センター改修工事（電気設備） 大東町大東地内 平成30年8月 電気工事一式 第１四半期 電気工事 指名競争入札

32 平成30年度 建設部建設工務課 道路維持補修事業　市道塔の村杉谷線法面修繕工事 木次町里方地内 平成30年9月末 法面補修工事1.0式 第２四半期 法面処理工事 指名競争入札

33 平成30年度 建設部建設工務課 交付金活用道路修繕事業　市道梅木曽木線舗装工事 吉田町吉田地内 平成30年9月末 延長L=260ｍ 第２四半期 舗装工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

34 平成30年度 建設部建設工務課
交付金活用道路修繕事業　市道山方寺領線法面対策
工事（その１）

木次町寺領地内 平成30年9月末 延長L=50ｍ 第２四半期 法面処理工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）
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35 平成30年度 建設部建設工務課 道路施設整備事業 市道粟谷成木線落石対策工事 三刀屋町粟谷地内 平成30年9月末 延長L=10m 第２四半期 法面処理工事 指名競争入札

36 平成30年度 建設部建設工務課 道路施設整備事業 市道吉ヶ原線落石対策工事 吉田町吉田地内 平成30年9月末 延長L=10m 第２四半期 法面処理工事 指名競争入札

37 平成30年度 建設部建設工務課
交付金活用通学路道路整備事業　市道西日登寺領線
歩道整備工事

木次町西日登地内 平成30年9月末 延長L=100m 第２四半期 一般土木工事 指名競争入札

38 平成30年度 建設部建設工務課 交付金活用橋梁修繕事業　望頂ﾄﾝﾈﾙ修繕工事 吉田町吉田地内 平成30年9月末 漏水対策工事1.0式 第２四半期 一般土木工事 指名競争入札

39 平成30年度 建設部建設工務課
除雪車回転場整備事業　市道春石2号線待避所整備工
事

大東町上久野地内 平成30年9月末 延長50ｍ 第２四半期 一般土木工事 指名競争入札

40 平成30年度 建設部建設工務課
起債道路整備事業　市道平田上山線小原橋下部工(右
岸側)工事

木次町平田地内 平成31年3月 A1橋台、P1橋脚 第２四半期 一般土木工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

41 平成30年度 建設部建設工務課
起債道路整備事業　市道平田上山線小原橋上部工工
事

木次町平田地内 平成31年3月 橋長82m 第２四半期 一般土木工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

42 平成30年度 建設部建設工務課 起債道路整備事業　市道禅定角谷線道路改良工事 三刀屋町里坊地内 平成31年3月 延長100ｍ 第２四半期 一般土木工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

43 平成30年度 建設部都市計画課
企業団地関連道路整備事業　市道宇治三代線道路改
良工事（第５期）

加茂町南加茂外地内 平成31年3月 延長320m 第２四半期 一般土木工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

44 平成30年度 建設部都市計画課
三刀屋木次IC周辺地区都市再生整備計画事業　市道
要害6号線道路改良工事

三刀屋町三刀屋地内 平成31年3月 延長200ⅿ 第２四半期 一般土木工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

45 平成30年度 子ども政策局子ども政策課 児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事（建築） 大東町仁和寺地内 平成31年1月 木造平屋建　
延床面積約175㎡ 第２四半期 一般建築工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

46 平成30年度 子ども政策局子ども政策課 児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事（電気） 大東町仁和寺地内 平成31年1月 木造平屋建　
延床面積約175㎡ 第２四半期 電気工事 指名競争入札

47 平成30年度 子ども政策局子ども政策課 児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事（機械） 大東町仁和寺地内 平成31年1月 木造平屋建　
延床面積約175㎡ 第２四半期 管工事 指名競争入札

48 平成30年度 水道局工務課 佐世線配水管移設工事 大東町下佐世地内 平成31年3月 HPPEφ150 L=290m,仮設290ｍ,給水管4箇所 第２四半期 水道施設工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

49 平成30年度 水道局工務課 阿用停車場線配水管移設工事 大東町飯田地内 平成31年3月 DIPφ200 L=65m 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札

50 平成30年度 水道局工務課 佐世線配水管新設工事 大東町下佐世地内 平成31年3月 HPPEφ150 L=200m,DIPφ150 L=10m 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札

51 平成30年度 水道局工務課 幡屋農道配水管移設工事 加茂町砂子原地内 平成31年3月 HIVPφ50 L=180m,仮設PPφ50 L=100m 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札

52 平成30年度 水道局工務課 宇治三代線配水管移設工事 加茂町宇治地内 平成31年3月 DIPφ250 L=120m,φ150 L=260m 仮設PPφ50 L=380m 第２四半期 水道施設工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

53 平成30年度 水道局工務課 宇治三代線配水管改良工事 加茂町宇治地内 平成31年3月 DIPφ250 L=300m 第２四半期 水道施設工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

54 平成30年度 水道局工務課 新市里方線（新市工区）配水管移設工事 木次町新市地内 平成31年3月 HIVPφ100 L=315m,消火栓1基,給水管8箇所,仮設 L=315m 第２四半期 水道施設工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

55 平成30年度 水道局工務課 314号線配水管移設工事 木次町西日登地内 平成31年3月 HPPEφ150 L=240m,給水管1箇所 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札

56 平成30年度 水道局工務課 要害6号線配水管新設工事 三刀屋町三刀屋地内 平成31年3月 HIVPφ75　L=160m,給水5箇所、消火栓1箇所 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札

57 平成30年度 水道局工務課 里方山方線配水管改良工事（その２） 木次町里方地内 平成30年12月 仮設工1式,給水4箇所 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札

58 平成30年度 水道局工務課 基町住宅団地配水管新設工事 三刀屋町三刀屋地内 平成31年3月 HIVPφ50 L=75.7m,消火栓1基,給水9箇所 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札

59 平成30年度 水道局工務課 萱野根波線配水管改良工事 三刀屋町乙加宮地内 平成30年12月 HIVPφ100 L=100m､給水管1箇所 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札

60 平成30年度 水道局工務課 土井線配水管新設工事 吉田町川手地内 平成30年12月 HIVPφ75㎜ L=280m,DIPφ75㎜ L=25m 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札

61 平成30年度 水道局工務課 柄栗浄水場ほか門柵更新工事 掛合町波多地内 平成30年12月 PCﾌｪﾝｽL=77m,両開き門扉1門(柄栗),PCﾌｪﾝｽL=21m,片開き門扉1門(波多) 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札

62 平成30年度 水道局工務課 上久野地区水道施設新設工事 大東町上久野地内 平成31年3月
導水管φ75L=200m,送水管φ
50L=1,400m,配水管φ25～φ

第２四半期 水道施設工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

63 平成30年度 水道局工務課 上久野地区給水管新設工事 大東町上久野地内 平成31年3月 給水工32箇所 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札

64 平成30年度 水道局工務課 里方山方線配水管改良工事（その１） 木次町里方地内 平成30年12月 DIPφ150　L=270m 第２四半期 水道施設工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

65 平成30年度 上下水道部下水道課 加茂浄化センター機械設備更新工事 加茂町宇治地内 平成31年3月 機械電気設備工事　一式 第２四半期 機械設備工事 指名競争入札

66 平成30年度 総務部管財課 大東総合センター改修工事（建築主体） 大東町大東地内 平成31年3月 建築工事1式　348㎡ 第２四半期 一般建築工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

67 平成30年度 総務部管財課 大東総合センター改修工事（電気設備） 大東町大東地内 平成31年3月 電気設備工事1式 第２四半期 電気工事 指名競争入札

68 平成30年度 総務部管財課 大東総合センター改修工事（機械設備） 大東町大東地内 平成31年3月 機械設備工事1式 第２四半期 機械設備工事 指名競争入札

69 平成30年度 総務部管財課 大東総合センター改修工事（車庫解体工事） 大東町大東地内 平成31年3月 施設撤去工事1式　Ａ＝160㎡ 第２四半期 一般土木工事 指名競争入札

70 平成30年度 総務部管財課 大東総合センター改修工事（駐車場整備工事） 大東町大東地内 平成31年3月 駐車場整備工事1式　Ａ＝500㎡ 第２四半期 舗装工事 指名競争入札

71 平成30年度 総務部管財課 大東総合センター改修工事（バス停整備工事） 大東町大東地内 平成31年3月 バス停整備工事1式　Ｌ＝40ｍ 第２四半期 一般土木工事 指名競争入札

72 平成30年度 建設部建築住宅課 公営住宅建設事業　基町団地建設工事（建築主体） 三刀屋町三刀屋地内 平成31年2月 木造２階建　237㎡ 第３四半期 一般建築工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）
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73 平成30年度 建設部建築住宅課 公営住宅建設事業　基町団地建設工事（電気設備） 三刀屋町三刀屋地内 平成31年2月 木造２階建　237㎡ 第３四半期 電気工事 指名競争入札

74 平成30年度 建設部建築住宅課 公営住宅建設事業　基町団地建設工事（機械設備） 三刀屋町三刀屋地内 平成31年2月 木造２階建　237㎡ 第３四半期 機械設備工事 指名競争入札

75 平成30年度 建設部建設工務課
交付金活用道路修繕事業　市道山方寺領線法面対策
工事（その2）

木次町寺領地内 平成30年12月末 延長L=50m 第３四半期 法面処理工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

76 平成30年度 建設部建設工務課
交付金活用交通安全道路環境整備事業　市道下分仁
和寺線道路修繕工事

大東町 平成30年11月末 延長L=100ｍ 第３四半期 一般土木工事 指名競争入札

77 平成30年度 建設部建設工務課 交付金活用橋梁修繕事業　望頂ﾄﾝﾈﾙ照明更新工事 吉田町吉田地内 平成30年12月末 照明更新1.0式 第３四半期 電気工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

78 平成30年度 建設部建設工務課 起債道路整備事業　市道猪尾線舗装工事 加茂町猪尾地内 平成31年2月 延長100ｍ 第３四半期 舗装工事 指名競争入札

79 平成30年度 建設部都市計画課
企業団地関連道路整備事業　市道宇治三代線道路改
良工事（第６期）

加茂町南加茂外地内 平成31年3月 延長320ｍ 第３四半期 一般土木工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

80 平成30年度 建設部都市計画課
三刀屋木次IC周辺地区都市再生整備計画事業　都市
公園整備工事

三刀屋町三刀屋地内 平成31年3月 A=1,400㎡ 第３四半期 一般土木工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

81 平成30年度 建設部都市計画課
三刀屋木次IC周辺地区都市再生整備計画事業　公衆
用便所建築工事

三刀屋町三刀屋地内 平成31年3月 N=1棟 第３四半期 一般建築工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

82 平成30年度 建設部都市計画課
三刀屋木次IC周辺地区都市再生整備計画事業　都市
公園駐車場整備工事

三刀屋町三刀屋地内 平成31年3月 A=1,400㎡ 第３四半期 一般土木工事 簡易型一般競争入札（事後審査型）

83 平成30年度 農林振興部　農林土木課 農地耕作条件改善事業　大川上地区農道舗装工事 木次町
寺領地内 平成31年1月 延長L≒600.0m 第３四半期 舗装工事 指名競争入札

84 平成30年度 農林振興部　農林土木課 県単ため池安全確保事業　桜が廻地区改修工事 三刀屋町
根波別所地内 平成31年3月 延長L=20m 第３四半期 一般土木工事 指名競争入札

85 平成30年度 建設部建設工務課 交付金活用橋梁修繕事業　畑橋修繕工事（大東） 大東町 平成31年3月末 L=17.1m 第４四半期 一般土木工事 指名競争入札

86 平成30年度 建設部建設工務課 交付金活用橋梁修繕事業　折坂橋修繕工事（大東） 大東町 平成31年3月末 L=16.4m 第４四半期 一般土木工事 指名競争入札

87 平成30年度 建設部建設工務課 交付金活用橋梁修繕事業　東橋修繕工事（大東） 大東町 平成31年3月末 L=24.5m 第４四半期 一般土木工事 指名競争入札

88 平成30年度 建設部建設工務課 交付金活用橋梁修繕事業　畑杭橋修繕工事（三刀屋） 三刀屋町 平成31年3月末 L=79.0m 第４四半期 一般土木工事 指名競争入札


