
 

令和２年度 公共工事発注予定一覧 
 

 

（令和２年７月１日現在） 

 

 

 

 

 

 安芸高田市が令和２年度に発注することが見込まれる工事（予定価格が 

２５０万円を超える建設工事）について、「建設工事の入札及び契約に係る情

報の公表に関する規則」第２条第１項の規定により、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、この情報は公表時点における発注の見通しであり、変更又は追加され

る場合がありますので注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安 芸 高 田 市 



様式第１号

公表年月日：

部名：総務部

課名：危機管理課

番号 工　事　名 箇　所　名 工事種別 工　事　概　要
工期

（ヶ月）

発注予定時
期

（　／四半期）

入札・契約等
の方法

備　考

1
吉田町山手土居田地区
耐震性貯水槽設置工事

安芸高田市吉田町山手 一般土木
耐震性貯水槽（Ⅱ型40㎥）設置工
事

4 第２四半期 指名競争入札

2
美土里町横田重信日南迫地区
耐震性貯水槽設置工事

安芸高田市美土里町横田 一般土木
耐震性貯水槽（Ⅱ型40㎥）設置工
事

4 第２四半期 指名競争入札

3
向原町戸島末宗地区
耐震性貯水槽設置工事

安芸高田市向原町戸島 一般土木
耐震性貯水槽（Ⅱ型40㎥）設置工
事

4 第２四半期 指名競争入札

部名：総務部

課名：財産管理課

番号 工　事　名 箇　所　名 工事種別 工　事　概　要
工期

（ヶ月）

発注予定時
期

（　／四半期）

入札・契約等
の方法

備　考

1 中長田集会所改修工事 安芸高田市向原町長田 建築
改修建築工事　一式
コンクリートブロック造平屋建　160
㎡

3 第２四半期 指名競争入札

2 可愛集会所解体工事 安芸高田市吉田町山手 建築
解体工事　一式
鉄骨造平屋建　319.8㎡

3 第２四半期 指名競争入札

部名：福祉保健部

課名：健康長寿課

番号 工　事　名 箇　所　名 工事種別 工　事　概　要
工期

（ヶ月）

発注予定時
期

（　／四半期）

入札・契約等
の方法

備　考

1
ふれあいセンターこうだ事務室空
調機改修工事

安芸高田市甲田町高田原 電気設備 事務室内のエアコンの改修 2 第１四半期 指名競争入札 発注済

部名：産業振興部

課名：農林水産課

番号 工　事　名 箇　所　名 工事種別 工　事　概　要
工期

（ヶ月）

発注予定時
期

（　／四半期）

入札・契約等
の方法

備　考

1
下北陰地頭首工災害復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市美土里町北 一般土木 頭首工　L=17m 8 第２四半期 指名競争入札

2
川根原山農道災害復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市高宮町川根 一般土木 道路工　L=13m 10 第１四半期 指名競争入札 発注済

3
神殿頭首工災害復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市美土里町桑田 一般土木 頭首工　L=9.1m 8 第２四半期 指名競争入札

4
行田頭首工災害復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市美土里町北 一般土木 頭首工　L=19.5m 8 第２四半期 指名競争入札

5
志部府農地災害復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市高宮町佐々部 一般土木 田　0.56㏊　L=47m 8 第２四半期 指名競争入札

6
九文久農地災害復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市美土里町北 一般土木 田　0.10㏊　L=15m 8 第２四半期 指名競争入札

7
はんぞうため池災害復旧工事
（平成30年発生災害）

安芸高田市高宮町来女木 一般土木 ため池　1箇所　L=13m 8 第２四半期 指名競争入札

8
於手保頭首工災害復旧工事
（平成30年発生災害）

安芸高田市吉田町多治比 一般土木 頭首工　L=5.5m 11 第１四半期 指名競争入札 発注済

9
松屋頭首工災害復旧工事
（平成30年発生災害）

安芸高田市甲田町深瀬 一般土木 頭首工　L=14.5m 11 第１四半期 指名競争入札 発注済

10
塩瀬下頭首工災害復旧工事
（平成30年発生災害）

安芸高田市美土里町本郷 一般土木 頭首工　L=7m 11 第１四半期 指名競争入札 発注済

11
向井頭首工災害復旧工事
（平成30年発生災害）

安芸高田市向原町保垣 一般土木 頭首工　L=9m 11 第１四半期 一般競争入札 発注済

12
土居頭首工災害復旧工事
（平成30年発生災害）

安芸高田市向原町坂 一般土木 頭首工　L=9m 11 第１四半期 一般競争入札 発注済

13
坂中邑頭首工災害復旧工事
（平成30年発生災害）

安芸高田市向原町坂 一般土木 頭首工　L=5.6m 11 第１四半期 一般競争入札 発注済

14
坂佛原頭首工災害復旧工事
（平成30年発生災害）

安芸高田市向原町坂 一般土木 頭首工　L=2.8m 11 第１四半期 一般競争入札 発注済

15 下小原地区農道舗装工事 安芸高田市甲田町下小原 舗装 舗装工　L=2200m 5 第２四半期 一般競争入札

16
山田３号頭首工災害復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市美土里町北 一般土木 頭首工　L=3m 8 第２四半期 指名競争入札

17
鋳物師原地区災害復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市美土里町桑田 一般土木
田　0.13㏊　L=23m
道路工　L=10m

8 第２四半期 指名競争入札

令和２年７月１日

令　和　２　年　度　　　公　共　工　事　発　注　予　定　一　覧
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様式第１号

公表年月日： 令和２年７月１日

令　和　２　年　度　　　公　共　工　事　発　注　予　定　一　覧

部名：産業振興部

課名：商工観光課

番号 工　事　名 箇　所　名 工事種別 工　事　概　要
工期

（ヶ月）

発注予定時
期

（　／四半期）

入札・契約等
の方法

備　考

1
向原駅コワーキングオフィス空調設
備改修工事

安芸高田市向原町坂 電気設備 オフィス内のエアコン設置　11基 2 第２四半期 指名競争入札

2
エコミュージアム川根屋根改修工
事

安芸高田市高宮町川根 建築 屋根改修　1式 3 第３四半期 指名競争入札

3
エコミュージアム川根浴場ろ過設
備・薬注器改修工事

安芸高田市高宮町川根 機械設備
ろ過設備改修　1式
薬注器改修　1式

3 第３四半期 指名競争入札

部名：建設部

課名：住宅政策課

番号 工　事　名 箇　所　名 工事種別 工　事　概　要
工期

（ヶ月）

発注予定時
期

（　／四半期）

入札・契約等
の方法

備　考

1
市有郡山住宅エレベーター棟修繕
工事

安芸高田市吉田町吉田 建築
耐火塗料被覆工A=45.1m2、耐火塗
料被覆面鋼板張りL=493.9m

6 第２四半期 一般競争入札

部名：建設部

課名：建設課

番号 工　事　名 箇　所　名 工事種別 工　事　概　要
工期

（ヶ月）

発注予定時
期

（　／四半期）

入札・契約等
の方法

備　考

1 市道勝田根之谷線改良工事 安芸高田市八千代町佐々井 一般土木

工事延長　L=85m
重力式擁壁工 V=124㎥
排水工　L=150m
舗装工　A=1,000㎡

7 第２四半期 一般競争入札

2
市道東沖原線橋梁上部工設置工
事

安芸高田市吉田町常友 橋梁上部 橋梁上部工　1式 7 第２四半期 一般競争入札

3 市道池之内線改良工事 安芸高田市甲田町上小原 一般土木
工事延長　L=100m
ブロック積　A=200㎡
舗装工　A=500㎡

6 第１四半期 一般競争入札 発注済

4 一般県道中北川根改良工事 安芸高田市美土里町北 一般土木
工事延長　L=60m
大型ブロック積　A=142㎡
舗装　A=300㎡

7 第１四半期 一般競争入札 発注済

5 一般県道船木上福田線改良工事 安芸高田市高宮町船木 一般土木
工事延長　L=120m
土工　一式
排水工　L=120ｍ

6 第２四半期 一般競争入札

6 一般県道三次江津線改良工事 安芸高田市高宮町佐々部 一般土木
工事延長　L=50m
土工　一式
ブロック積　A=100㎡

5 第２四半期 指名競争入札

7
東広島高田発生土受入地水路工
事

安芸高田市八千代町佐々井 一般土木 排水工　L=420ｍ 7 第１四半期 随意契約 発注済

8 市道割石２号線改良工事 安芸高田市向原町戸島 一般土木
工事延長　L=60m
カルバート工　一式
擁壁工　L=60ｍ

5 第２四半期 指名競争入札

9 市道柳原線改良工事 安芸高田市甲田町下小原 一般土木
工事延長　L=180m
排水工　L=180ｍ
ブロック積工　A=62㎡

5 第２四半期 指名競争入札

10 市道本郷線改良工事 安芸高田市八千代町向山 一般土木
工事延長　L=60m
法面工　A＝320㎡
舗装工　A＝230㎡

4 第２四半期 指名競争入札

11 市道市場宮之城線改良工事 安芸高田市吉田町山手 一般土木
工事延長　L=85m
重力式擁壁工 V=45㎥
排水工19m

5 第２四半期 指名競争入札

12 市道一本木小山線改良工事 安芸高田市吉田町小山 一般土木

工事延長　L=100m
法面工　A=90㎡
排水工　L=60ｍ
舗装工　A=440㎡

5 第２四半期 指名競争入札

13 市道沖原大原線改良工事 安芸高田市吉田町西浦 一般土木
工事延長　L=80m
擁壁工　L=72m
舗装工　A=400㎡

5 第２四半期 指名競争入札

14
東広島高田道路水路下流対策工
事

安芸高田市吉田町常友 一般土木
工事延長　L=80m
排水工　L=80m

5 第２四半期 指名競争入札

部名：建設部

課名：すぐやる課

番号 工　事　名 箇　所　名 工事種別 工　事　概　要
工期

（ヶ月）

発注予定時
期

（　／四半期）

入札・契約等
の方法

備　考

1
普通河川小谷川（取水場下）災害
復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市美土里町本郷 一般土木
工事延長Ｌ＝7.5ｍ
コンクリートブロック積　Ａ＝19㎡

10 第１四半期 指名競争入札 発注済

2
普通河川山田川（叶谷橋上）災害
復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市美土里町北 一般土木
工事延長Ｌ＝7.7ｍ
コンクリートブロック積　Ａ＝22㎡

10 第１四半期 指名競争入札 発注済

3
普通河川黒滝川（黒滝神社上）災
害復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市美土里町北 一般土木
工事延長Ｌ＝5.5ｍ
コンクリートブロック積　Ａ＝13㎡

10 第１四半期 指名競争入札 発注済

4
普通河川鉄井川（鉄井橋下）災害
復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市美土里町本郷 一般土木
工事延長Ｌ＝24.3ｍ
コンクリートブロック積　Ａ＝79㎡

10 第１四半期 指名競争入札 発注済
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様式第１号

公表年月日： 令和２年７月１日

令　和　２　年　度　　　公　共　工　事　発　注　予　定　一　覧

5
普通河川鉄井川（鉄井橋上）災害
復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市美土里町本郷 一般土木
工事延長Ｌ＝21.2ｍ
コンクリートブロック積　Ａ＝57㎡

10 第１四半期 指名競争入札 発注済

6
普通河川宮野川（宮野公園上）災
害復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市高宮町来女木 一般土木
工事延長Ｌ＝10ｍ
コンクリートブロック積　Ａ＝27㎡

10 第１四半期 指名競争入札 発注済

7
普通河川若幡川（羽佐竹橋上）災
害復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市高宮町羽佐竹 一般土木
工事延長Ｌ＝36ｍ
コンクリートブロック積　Ａ＝100㎡

10 第１四半期 指名競争入札 発注済

8
普通河川十万川（竹部迫バス停
下）災害復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市高宮町佐々部 一般土木
工事延長Ｌ＝13ｍ
コンクリートブロック積　Ａ＝32㎡

10 第１四半期 指名競争入札 発注済

9
市道道円田線（道円田バス停下）
災害復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市美土里町本郷 一般土木
工事延長Ｌ＝16ｍ
コンクリートブロック積　Ａ＝52㎡

10 第１四半期 指名競争入札 発注済

10
市道本谷線（ネギハウス上）災害復
旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市美土里町北 一般土木
工事延長Ｌ＝9ｍ
コンクリートブロック積　Ａ＝27㎡

10 第１四半期 指名競争入札 発注済

11
市道鉄井小谷線（取水場下）災害
復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市美土里町本郷 一般土木
工事延長Ｌ＝7.5ｍ
コンクリートブロック積　Ａ＝20㎡

10 第１四半期 指名競争入札 発注済

12
市道杉ノ原歌ヶ谷線（かま床橋下）
災害復旧工事
（令和元年発生災害）

安芸高田市高宮町川根 一般土木
工事延長Ｌ＝5ｍ
コンクリートブロック積　Ａ＝16㎡

10 第２四半期 指名競争入札

13 市道郡山線安全対策工事 安芸高田市吉田町吉田 一般土木
工事延長Ｌ＝650ｍ
カラー舗装工Ａ＝200㎡

3 第２四半期 指名競争入札

14 市道一本木川本線道路拡幅工事 安芸高田市吉田町山手 一般土木
工事延長Ｌ＝200ｍ
擁壁工　Ｖ＝100ｍ3

6 第３四半期 一般競争入札

部名：建設部

課名：上下水道課

番号 工　事　名 箇　所　名 工事種別 工　事　概　要
工期

（ヶ月）

発注予定時
期

（　／四半期）

入札・契約等
の方法

備　考

1
農業集落排水施設機能強化工事１
期（３工区）

安芸高田市向原町戸島 電気設備 処理場原水流量計更新　一式 5 第２四半期 指名競争入札

部名：公営企業部

課名：水道課

番号 工　事　名 箇　所　名 工事種別 工　事　概　要
工期

（ヶ月）

発注予定時
期

（　／四半期）

入札・契約等
の方法

備　考

1
中佐々井地区水道管布設工事（２
工区）

安芸高田市八千代町佐々井 一般土木
配水管（DCIP-GXφ150）L=30m
推進用HPφ300（1種）L=22m

5 第２四半期 一般競争入札
国道
推進工事

2
中佐々井地区水道管布設工事（３
工区）

安芸高田市八千代町佐々井 一般土木 配水管（HPPEφ75）L=70m 4 第３四半期 指名競争入札

3
下小原地区水道管布設工事（３工
区）

安芸高田市甲田町下小原 一般土木
配水管（DCIPφ150NS-E形）L=143m
給水引込7箇所

4 第２四半期 指名競争入札

4
船佐中央浄水場膜ろ過設備改良
工事

安芸高田市高宮町佐々部 機械設備 1,2系浄水施設改良　一式 9 第１四半期 一般競争入札 発注済

5
落合橋添架水道管更新工事（１工
区）

安芸高田市甲田町下小原 一般土木
送・配水管（HPPEφ150～200）L=100m
水道管橋梁添架　一式

6 第３四半期 一般競争入札

6
落合橋添架水道管更新工事（２工
区）

安芸高田市甲田町下小原 一般土木 送・配水管（HPPEφ150～200）L=300m 6 第３四半期 一般競争入札

7
丹比可愛地区他テレメータ更新工
事

安芸高田市内数箇所 通信設備 テレメータ更新　一式 5 第２四半期 一般競争入札

部名：教育委員会事務局

課名：教育総務課

番号 工　事　名 箇　所　名 工事種別 工　事　概　要
工期

（ヶ月）

発注予定時
期

（　／四半期）

入札・契約等
の方法

備　考

1
川根小学校特別教室エアコン設置
工事

安芸高田市高宮町川根 電気設備 特別教室のエアコンの設置 3 第１四半期 指名競争入札 発注済

2 吉田小学校トイレ改修工事 安芸高田市吉田町吉田 建築 トイレ改修工事 2 第２四半期 指名競争入札

3 向原小学校トイレ改修工事 安芸高田市向原町坂 建築 トイレ改修工事 3 第３四半期 一般競争入札

部名：教育委員会事務局

課名：生涯学習課

番号 工　事　名 箇　所　名 工事種別 工　事　概　要
工期

（ヶ月）

発注予定時
期

（　／四半期）

入札・契約等
の方法

備　考

1
八千代文化施設フォルテホワイエ
空調機改修工事

安芸高田市八千代町佐々井 電気設備 2階ホワイエのエアコンの改修 2 第１四半期 指名競争入札 発注済
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様式第１号

公表年月日： 令和２年７月１日

令　和　２　年　度　　　公　共　工　事　発　注　予　定　一　覧

部名：消防本部

課名：消防総務課

番号 工　事　名 箇　所　名 工事種別 工　事　概　要
工期

（ヶ月）

発注予定時
期

（　／四半期）

入札・契約等
の方法

備　考

1
消防本部庁舎女性用施設改修工
事

安芸高田市吉田町吉田 建築 消防本部庁舎３階の改修 3 第２四半期 指名競争入札

注： 記載された内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加があり得るものである。
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