
2021年度 市町村等公共工事発注見通し2021年度 市町村等公共工事発注見通し

第3四半期

工事名称 工事場所 工事種別
（工種） 工事概要（内容、規模等） 工期 契約方法 担当課 変更箇所

第 34 分団機庫新築工事 伊佐津 建築一式
工事 分団機庫新築 150日間 指名競争

入札 危機管理課

第 1 方面隊指令車格納庫
新築工事 江戸崎 建築一式

工事 指令車格納庫新築 150日間 指名競争
入札 危機管理課

水門開閉装置交換工事 古渡 建築一式
工事 開閉装置交換 90日間 指名競争

入札 危機管理課

防犯カメラ設置工事 市内全域 電気通信
工事 防犯カメラ設置 50日間 指名競争

入札 危機管理課

3 市単維持市道（江）1
級 8 号線舗装工事

江戸崎乙
（天王） 舗装工事 舗装工事 

Ｌ 500 ｍ　Ｗ 5.0 ｍ 120日間 一般競争
入札 建設課

3 市単維持市道（新）
262 号線法面工事 下根本 道路改良

工事
法面工事 
Ｌ 50 ｍ 120日間 一般競争

入札 建設課 発注時期
変更

3 市単維持市道（新）1
級 4 号線排水整備工事 柴崎 舗装工事 排水整備工事 

Ｌ 300 ｍ　Ｗ 4.5 ｍ 120日間 一般競争
入札 建設課 発注時期

変更

3 市単維持市道（桜）2
級 9 号線舗装工事 古渡 舗装工事 舗装工事 

Ｌ 166 ｍ　Ｗ 4.0 ｍ 120日間 指名競争
入札 建設課

工事概要・
発注時期
変更

3 市単維持市道（桜）
2092 号線舗装工事 柏木 舗装工事 舗装工事 

Ｌ 600 ｍ　Ｗ 5.0 ｍ 120日間 一般競争
入札 建設課

3 国補市道（江）5129
号線 3 工区整備工事 椎塚 道路改良

工事
整備工事 
Ｌ 140 ｍ　Ｗ 9.5 ｍ 180日間 一般競争

入札 建設課 発注時期
変更

3 国補市道（江）1－22
号線整備工事（その 3） 松山 土木一式 整備工事（土工・法面工） 

Ｌ 150 ｍ　Ｗ 30.0 ｍ 150日間 一般競争
入札 建設課 新規

3 市単市道（東）1 － 5
号線須田橋高欄・防護柵
取替工事

上須田 橋梁補修
工事 高欄・防護柵取替工事 90日間 指名競争

入札 建設課
工事名称・
発注時期
変更

公共あずま№26マンホー
ルポンプ№ 2 ポンプ更新
工事

上須田 機械器具
設置工事 № 2 ポンプ更新工事　Ｎ1台 120日間 指名競争

入札 下水道課 新規

R3 稲水市道整備に伴う高
田地区配水管布設替工事 高田 配水管

布設工事

配水管φ 100　Ｌ 240 ｍ 
配水管φ 75　Ｌ 25 ｍ 
配水管φ 50　Ｌ 15 ｍ 
消火栓　Ｎ 1 基 
給水切替　Ｎ 8 件

120日間 一般競争
入札 水道課

あずま北小学校消火栓ポ
ンプ交換工事

伊佐部 1673 
あずま北小学校

建築一式
工事 消火栓ポンプ交換工事 60日間 指名競争

入札 学務管理課 発注時期
変更

屋根塗装工事 結佐2534－8 塗装工事 仮設工事、屋根塗装 926㎡ 30日間 指名競争
入札

東学校給食
センター

発注時期
変更

稲敷市立図書館・歴史民
俗資料館非常用自家発電
機更新工事

八千石 18－1 電気工事 防災用非常用自家発電機据
付工事 180日間 指名競争

入札 図書館 新規

第4四半期

工事名称 工事場所 工事種別
（工種） 工事概要（内容、規模等） 工期 契約方法 担当課 変更箇所

3 国補市道（東）174 号
線整備工事 上須田 道路改良

工事
整備工事 
Ｌ 150 ｍ　Ｗ 5.0 ｍ 150日間 一般競争

入札 建設課 発注時期
変更

3 国補メン補新河橋橋梁
補修工事 下太田 橋梁補修

工事 橋梁補修一式 90日間 一般競争
入札 建設課

阿波西部地区農集排処理
施設№ 1・2 汚泥供給ポ
ンプ更新工事

阿波 機械器具
設置工事

№ 1・2 ポンプ更新工事　
Ｎ 2 台 60日間 指名競争

入札 下水道課 新規

R3 稲水駒塚地区配水管布
設工事 駒塚 配水管

布設工事
配水管φ 50　Ｌ 170 ｍ 
給水管φ 30　Ｌ 160 ｍ 90日間 一般競争

入札 水道課 発注時期
変更

R3 稲水江戸崎浄水場急速
ろ過機改修工事 江戸崎浄水場 水道施設

機械工事

ろ材及び支持砂利　3 式、集
水ストレーナ　3 式、その他
ろ過機内設備　3 式、自動弁
類　3 式、手動弁及び配管　
3 式、ろ過機現場盤　1 面、
ろ過機電磁弁盤　1 面、浄水
濁度計　1 組、配管材及び
ケーブル類　1 式

270日間 一般競争
入札 水道課 発注時期

変更

R3 稲水本新地区配水管布
設替工事 本新 配水管布

設替工事 配水管φ 150　Ｌ未定 150日間 一般競争
入札 水道課 新規

R3 稲水上根本地区配水管
布設替工事 上根本 配水管布

設替工事 配水管φ 100　Ｌ 16.0 ｍ 90日間 指名競争
入札 水道課 新規

稲敷市 10 月公表分


