
 

平成３０年度 公共工事発注予定一覧 

【平成３０年７月豪雨災害関係】 

 

 

（平成３１年１月１１日現在） 

 

 

 

 

 

 安芸高田市が発注することが見込まれる平成３０年７月豪雨災害に伴う工

事について、その工事名、工事場所、発注時期、発注方法などの情報を公表し

ます。 

 なお、この情報は随時更新します。 

 

 

※工事は繰越を予定しており、工期末はそれぞれの特記仕様書に記載します。 

 

※農林施設災害については、別途公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安 芸 高 田 市 



【公共土木施設災害】
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15 市道　民安堂庭線 吉田町　中馬　八幡宮下
被災延長　Ｌ＝7ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝16㎡

平成31年1月 2,000

2,00014 市道　市場宮之城線 吉田町　西浦　長楽寺上
被災延長　Ｌ＝13.3ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝27㎡

平成31年1月

13 市道　横山大又線 吉田町　上入江　横山会館上流
被災延長　Ｌ＝3.6ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝6㎡

平成31年1月 1,000

1,00012 市道　市場重信線 吉田町　多治比　市場中集会所上
被災延長　Ｌ＝3.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝8㎡

平成30年11月

21 普通河川　本郷川 八千代町　向山　本郷消防庫下
被災延長　Ｌ＝8.9ｍ
練石積　Ａ＝15㎡

平成30年12月 2,000

3,00020 普通河川　大又川 八千代町　勝田　大又橋上
被災延長　Ｌ＝9.7ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝33㎡

平成30年11月

19 普通河川　大又川 八千代町　勝田　大和リース裏
被災延長　Ｌ＝13.8ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝56㎡

平成30年11月 8,000

5,00018 普通河川　古屋川 八千代町　下根　古屋橋上
被災延長　Ｌ＝18.2ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝37㎡

平成30年11月

17 普通河川　小又川 八千代町　佐々井　小又橋上
被災延長　Ｌ＝13ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝62㎡

平成30年11月 6,000

18,00016 普通河川　上谷川 八千代町　勝田　四季の里横
被災延長　Ｌ＝144ｍ
コンクリート擁壁工　Ｖ＝107㎥

平成30年12月

11 普通河川　ビク本谷川 吉田町　中馬　本谷会館上
被災延長　Ｌ＝13.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝33㎡

平成31年1月 5,000

1,00010 普通河川　山部川 吉田町　山部　茶木原橋上
被災延長　Ｌ＝4ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝19㎡

平成31年1月

9 普通河川　山部川 吉田町　山部　山部橋下
被災延長　Ｌ＝6.4ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝15㎡

平成30年12月 2,000

14,0008 普通河川　山部川 吉田町　山部　オートワールドアタック上
被災延長　Ｌ＝31.8ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝107㎡

平成30年11月

7 普通河川　熊谷川 吉田町　吉田　高屋バス停上
被災延長　Ｌ＝13ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝46㎡

平成30年11月 5,000

3,0006 普通河川　平原川 吉田町　吉田　四軒屋バス停上
被災延長　Ｌ＝4ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝9㎡

平成30年11月

5 普通河川　喜多川 吉田町　山部　本清橋上
被災延長　Ｌ＝67.8ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝111㎡

平成31年1月 10,000

4,0004 普通河川　小原川支流 吉田町　上入江　横山会館上流
被災延長　Ｌ＝10.2ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝16㎡

平成31年1月

3 普通河川　根武川 吉田町　高野　根武第２ため池横
被災延長　Ｌ＝12.9ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝20㎡

平成31年1月 2,000

4,0002 普通河川　根武川 吉田町　高野　根武第１ため池横
被災延長　Ｌ＝13.1ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝33㎡

平成31年1月

1 普通河川　室坂川 吉田町　多治比　砂防堰堤下
被災延長　Ｌ＝46.9ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝91㎡

平成31年1月 9,000
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指名競争入札 ※発注済4,00041 市道　市山田線 美土里町　北　厚谷橋下
被災延長　Ｌ＝28.8ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝51㎡

平成30年11月

40 市道　生田岩崎線 美土里町　生田　生田橋上
被災延長　Ｌ＝5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝14㎡

平成30年12月 2,000

1,00039 市道　中須賀線 美土里町　桑田　馬の谷橋上
被災延長　Ｌ＝5.2ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝9㎡

平成31年1月

28 市道　余井線２号線 八千代町　向山　広交産業上
被災延長　Ｌ＝15.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝70㎡

平成30年12月 6,000

11,00027 市道　平原余井線 八千代町　向山　平原配水池横
被災延長　Ｌ＝25ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝137㎡

平成30年11月

26 市道　平原余井線 八千代町　向山　余井配水池下
被災延長　Ｌ＝10ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝88㎡

平成30年11月 8,000

38 普通河川　川撫川 美土里町　横田　平川工務店上
被災延長　Ｌ＝21ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝32㎡

平成30年11月 4,000

3,00037 普通河川　叶口川 美土里町　北　宇丹倉庫沖
被災延長　Ｌ＝13.1ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝21㎡

平成30年11月

36 普通河川　滑石川 美土里町　本郷　小谷橋上
被災延長　Ｌ＝7.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝21㎡

平成30年12月 2,000

2,00035 普通河川　滑石川 美土里町　本郷　共同倉庫上
被災延長　Ｌ＝8ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝21㎡

平成30年12月

34 普通河川　増屋川 美土里町　本郷　増屋林道下
被災延長　Ｌ＝10.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝44㎡

平成30年11月 5,000

4,00033 普通河川　大峠川 美土里町　横田　大峠橋下
被災延長　Ｌ＝19ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝49㎡

平成30年12月

32 普通河川　山田川 美土里町　北　生活改善センター上
被災延長　Ｌ＝15ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝42㎡

平成30年12月 4,000

4,00031 普通河川　鉄井川 美土里町　本郷　鉄井橋下
被災延長　Ｌ＝8.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝22㎡

平成30年11月

30 普通河川　大道川 美土里町　生田　大道橋下
被災延長　Ｌ＝18ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝63㎡

平成30年12月 8,000

5,00029 普通河川　山田川 美土里町　北　山田橋上
被災延長　Ｌ＝22ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝52㎡

平成30年12月

25 普通河川　人甲川 八千代町　向山　山陽レック横
被災延長　Ｌ＝104ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝408㎡

平成31年1月 29,000

4,00024 普通河川　人甲川 八千代町　向山　中村砕石横
被災延長　Ｌ＝31.5ｍ
コンクリート根継工　Ａ＝27㎡

平成31年1月

23 普通河川　本郷川 八千代町　向山　グランド上
被災延長　Ｌ＝4ｍ
練石積　Ａ＝3㎡

平成30年12月 1,000

3,00022 普通河川　四之谷川 八千代町　下根　大和池下
被災延長　Ｌ＝14ｍ，
コンクリートブロック　Ａ＝9㎡

平成30年11月
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指名競争入札 15,00061 市道　高地長屋線 甲田町　高田原　元清橋下
被災延長　Ｌ＝41ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝164㎡

平成31年1月

60 市道　吉原線 甲田町　浅塚　浅塚浜田バス停地先
被災延長　Ｌ＝9ｍ
コンクリート擁壁工　Ａ＝9ｍ

平成31年1月 1,000

5,00055 市道　中羽大畑線 高宮町　羽佐竹　西田橋上
被災延長　Ｌ＝11.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝34㎡

平成30年12月

54 市道　用地５号線 高宮町　船木　用地集会所上
被災延長　Ｌ＝4ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝30㎡

平成30年11月 1,000

4,00053 市道　式敷２号線 高宮町　佐々部　式敷大橋前
被災延長　Ｌ＝8.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝29㎡

平成31年1月

52 市道　築品山根線 高宮町　川根　山根集会所上
被災延長　Ｌ＝10.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝49㎡

平成31年1月 4,000

3,00051 市道　土居之内市場線 高宮町　船木　土居之内バス停上
被災延長　Ｌ＝13ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝32㎡

平成30年11月

50 市道　勘部細河内線 高宮町　原田　細河内ため池下
被災延長　Ｌ＝10.8ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝29㎡

平成31年1月 3,000

1,00045 市道　大道栗田線 美土里町　生田　下青橋下
被災延長　Ｌ＝6ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝12㎡

平成31年1月

44 市道　矢賀日南線 美土里町　本郷　湯治村駐車場下
被災延長　Ｌ＝8ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝14㎡

平成30年11月 1,000

5,00043 市道　馬の谷線 美土里町　桑田　中須賀橋上
被災延長　Ｌ＝30.9ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝58㎡

平成30年12月

42 市道　下市重信線 美土里町　横田　松代集会所上
被災延長　Ｌ＝11.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝49㎡

平成30年12月 5,000

59 普通河川　本町川 甲田町　上甲立　浄水場上
被災延長　Ｌ＝11.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝14㎡

平成30年11月 2,000

8,00058 普通河川　大土川 甲田町　上小原　大土橋上
被災延長　Ｌ＝15ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝79㎡

平成30年12月

57 普通河川　大土川 甲田町　高田原　大土川橋上
被災延長　Ｌ＝12ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝56㎡

平成30年12月 5,000

3,00056 普通河川　王幡川 甲田町　高田原　上長屋バス停地先
被災延長　Ｌ＝11.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝20㎡

平成30年12月

49 普通河川　押谷川 高宮町　船木　上福田集会所沖
被災延長　Ｌ＝41.8ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝116㎡

平成31年1月 12,000

7,00048 普通河川　山田川 高宮町　原田　山田集会所上
被災延長　Ｌ＝32.3ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝61㎡

平成31年1月

47 普通河川　山田川 高宮町　原田　リージャス上
被災延長　Ｌ＝19.4ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝29㎡

平成31年1月 3,000

3,00046 普通河川　仁王丸川 高宮町　原田　米山ため池下
被災延長　Ｌ＝18.4ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝25㎡

平成31年1月
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1,00067 市道　第一大土線 甲田町　上小原　下高地橋付近
被災延長　Ｌ＝6.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝16㎡

平成30年12月

66 市道　寺下線 甲田町　高田原　八幡神社先
被災延長　Ｌ＝16.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝46㎡

平成30年11月 3,000

9,00065 市道　第３大土線 甲田町　上小原　天の岩座神宮入口
被災延長　Ｌ＝38ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝89㎡

平成30年12月

64 市道　平和住宅線 甲田町　高田原　平和橋下
被災延長　Ｌ＝70.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝207㎡

平成30年11月 17,000

9,00063 市道　余谷線 甲田町　糘地　湧永庭園先
被災延長　Ｌ＝33ｍ
フトン籠　Ｌ＝105ｍ

平成31年1月

62 市道　第３大土線 甲田町　上小原　高天原分岐地先
被災延長　Ｌ＝97ｍ
アスファルト舗装　Ａ＝290㎡

平成31年1月 1,000

81 普通河川　山田川 向原町　坂　湯坂橋上
被災延長　Ｌ＝45ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝138㎡

平成31年4月 15,000

2,00080 普通河川　佐山川 向原町　坂　別荘上
被災延長　Ｌ＝6ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝18㎡

平成31年2月

79 普通河川　佐山川 向原町　坂　別荘下
被災延長　Ｌ＝61ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝183㎡

平成31年2月 17,000

10,00078 普通河川　山田川 向原町　坂　山田橋下
被災延長　Ｌ＝24ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝72㎡

平成31年4月

77 普通河川　横川 向原町　戸島　戸島マンホールポンプ下流
被災延長　Ｌ＝39.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝79㎡

平成30年12月 9,000

1,00076 普通河川　正力川 向原町　戸島　高規格道路砂防堰堤下流
被災延長　Ｌ＝4ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝8㎡

平成30年12月

75 普通河川　獅子堀川 向原町　坂　獅子堀バス停上流
被災延長　Ｌ＝19ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝61㎡

平成31年1月 5,000

4,00074 普通河川　竹森谷川 向原町　有留　竹森橋上流
被災延長　Ｌ＝18.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝30㎡

平成31年1月

73 普通河川　明神谷川 向原町　長田　明神谷踏切上流
被災延長　Ｌ＝4.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝11㎡

平成31年1月 1,000

5,00072 普通河川　三篠川支流 向原町　長田　鹿渕橋下流
被災延長　Ｌ＝20ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝40㎡

平成31年4月

71 普通河川　東林寺川 向原町　坂　東林寺集会所横
被災延長　Ｌ＝299.6ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝445㎡

平成31年4月 60,000

8,00070 普通河川　奥谷川支流 向原町　保垣　崎森神社上
被災延長　Ｌ＝40ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝91㎡

平成31年1月

69 普通河川　本谷川 向原町　長田　長円寺上流
被災延長　Ｌ＝77.3ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝204㎡

平成31年1月 19,000

15,00068 普通河川　燧谷川 向原町　保垣　平成７年橋上
被災延長　Ｌ＝27ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝96㎡

平成31年2月
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予定工事費

郡 市 町 村 字 等 時 期 （千円）
備 考番号 河 川 路 線 名

位 置
被 害 の 概 要

発 注 予 定
入札・契約等の方法

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

指名競争入札 ※発注済

指名競争入札 ※発注済

指名競争入札 ※発注済

指名競争入札 ※発注済

一般競争入札

一般競争入札 ※発注済

一般競争入札 ※発注済

一般競争入札 ※発注済

一般競争入札 ※発注済

一般競争入札

指名競争入札

指名競争入札101 普通河川　宮谷川 向原町　保垣　東光坊上
被災延長　Ｌ＝10ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝30㎡

平成31年1月 2,000

8,000100 普通河川　有坂川支流 向原町　有留　有留集会所上
被災延長　Ｌ＝50ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝120㎡

平成31年1月

99 普通河川　平林川 向原町　坂　平林バス停上
被災延長　Ｌ＝47ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝28㎡

平成31年1月 8,000

21,00098 普通河川　山田川 向原町　坂　キャンプ場横
被災延長　Ｌ＝63ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝260㎡

平成31年1月

97 普通河川　山田川 向原町　坂　キャンプ場上
被災延長　Ｌ＝68.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝152㎡

平成31年1月 14,000

14,00096 普通河川　山田川 向原町　坂　キャンプ場沖
被災延長　Ｌ＝43.2ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝147㎡

平成31年1月

95 普通河川　歌木川 向原町　坂　原田橋上
被災延長　Ｌ＝92ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝384㎡

平成31年1月 29,000

37,00094 普通河川　奥谷川 向原町　保垣　奥谷３号線交差点沖
被災延長　Ｌ＝129.8ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝361㎡

平成31年1月

93 普通河川　奥谷川 向原町　保垣　竜王橋上流先
被災延長　Ｌ＝25ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝89㎡

平成31年1月 6,000

2,00092 普通河川　奥谷川 向原町　保垣　竜王橋上流
被災延長　Ｌ＝8ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝22㎡

平成31年1月

91 普通河川　信吉川 向原町　有留　有留６区集会所上
被災延長　Ｌ＝54.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝92.2㎡

平成31年1月 13,000

90 普通河川　野光谷川 向原町　有留　望月商店上
被災延長　Ｌ＝14.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝25㎡

平成31年1月 3,000

89 普通河川　佐山川 向原町　坂　養魚場下
被災延長　Ｌ＝27ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝81㎡

平成31年2月 9,000

20,00088 普通河川　佐山川 向原町　坂　小野庭石上
被災延長　Ｌ＝63ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝190㎡

平成31年4月

87 普通河川　佐山川 向原町　坂　林道交差点上
被災延長　Ｌ＝109ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝327㎡

平成31年4月 33,000

40,00086 普通河川　佐山川 向原町　坂　千日橋上
被災延長　Ｌ＝117ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝371㎡

平成31年4月

85 普通河川　山田川支流 向原町　坂　木橋上下
被災延長　Ｌ＝70.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝289㎡

平成31年1月 24,000

9,00084 普通河川　山田川 向原町　坂　叶木橋下
被災延長　Ｌ＝33ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝99㎡

平成31年4月

83 普通河川　山田川 向原町　坂　山田橋上
被災延長　Ｌ＝38ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝114㎡

平成31年4月 10,000

9,00082 普通河川　山田川 向原町　坂　多目的広場沖下
被災延長　Ｌ＝41ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝123㎡

平成31年4月
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予定工事費

郡 市 町 村 字 等 時 期 （千円）
備 考番号 河 川 路 線 名

位 置
被 害 の 概 要

発 注 予 定
入札・契約等の方法

随意契約

随意契約 ※発注済

指名競争入札 ※発注済

指名競争入札 ※発注済

指名競争入札 ※発注済

一般競争入札 ※発注済

随意契約

指名競争入札 ※発注済

一般競争入札

一般競争入札

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

102 普通河川　平林川 向原町　坂　平林バス停上
被災延長　Ｌ＝42ｍ
コンクリート擁壁工　Ｖ＝17㎥

平成31年1月

40,000

4,000

120 市道　高大地線 向原町　長田　ジョイフル裏
被災延長　Ｌ＝19.1ｍ
上部工，橋脚1基

平成31年4月

30,000119 市道　鳥居原線 向原町　長田　長田スポーツ広場裏
被災延長　Ｌ＝2.2ｍ
橋脚1基

平成31年4月

118 市道　寺山線 向原町　坂　消防屯所裏
被災延長　Ｌ＝16ｍ
上部工　Ｌ＝16ｍ

平成31年4月 70,000

1,000117 市道　千日１号線 向原町　坂　千日橋横
被災延長　Ｌ＝11ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝20㎡

平成31年1月

116 市道　余京寺平林線 向原町　坂　平林橋下
被災延長　Ｌ＝7ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝34㎡

平成31年1月 6,000

5,000115 市道　駒原線 向原町　有留　稲荷神社下
被災延長　Ｌ＝28.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝64㎡

平成31年1月

114 市道　鹿淵高庵寺線 向原町　長田　津久田橋上
被災延長　Ｌ＝48ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝100㎡

平成31年1月 10,000

2,000113 市道　迫線 向原町　有留　防火水槽上
被災延長　Ｌ＝13ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝26㎡

平成31年1月

112 市道　上長田隠地線 向原町　長田　竹添橋上
被災延長　Ｌ＝72ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝124㎡

平成31年1月 9,000

2,000111 市道　寺山線 向原町　坂　山田橋下
被災延長　Ｌ＝18ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝13㎡

平成31年1月

110 市道　平林線 向原町　坂　平林バス停上流
被災延長　Ｌ＝63.5ｍ
コンクリート擁壁工　Ｖ＝41㎥

平成31年1月 6,000

2,000109 市道　岩屋寺側１号線 向原町　長田　向原運動広場横
被災延長　Ｌ＝8ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝18㎡

平成31年1月

108 市道　実重線 向原町　坂　実重橋先
被災延長　Ｌ＝30ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝120㎡

平成31年4月 15,000

2,000107 市道　千日２号線 向原町　坂　雨量観測所上
被災延長　Ｌ＝16.5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝24㎡

平成30年12月

106 市道　竹森谷線 向原町　有留　山根橋下流
被災延長　Ｌ＝26.2ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝28㎡

平成31年1月 5,000

3,000105 市道　近友線 向原町　保垣　岡谷バス停上
被災延長　Ｌ＝9ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝42㎡

平成30年12月

104 市道　奥谷１号線 向原町　保垣　先川建設上
被災延長　Ｌ＝5ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝13㎡

平成31年1月 1,000

15,000103 市道　正力線 向原町　戸島　祇園田橋上流
被災延長　Ｌ＝29.9ｍ
コンクリートブロック　Ａ＝116㎡

平成30年12月
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【災害関連地域防災がけ崩れ対策事業】

一般競争入札1 石佛地区 吉田町　中馬　峠山八幡神社上
被災延長　Ｌ＝40.0ｍ
吹付法枠工　Ａ＝400㎡

平成31年5月 30,000

郡 市 町 村 字 等 時 期 （千円）

予定工事費
備 考番号 地 区 名

位 置
被 害 の 概 要

発 注 予 定
入札・契約等の方法
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