
 

令和 4年度 公共工事発注予定一覧 

【令和 3 年発生豪雨災害関係】 

 

 

（令和 4年 10 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 安芸高田市が令和 4 年に発注することが見込まれる災害復旧工事について、

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、追加や修正等の更新をします。 

 

 

※工期末はそれぞれの仕様書に記載します。 

 

※公共土木施設災害は全て発注済みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安 芸 高 田 市 



【農林土木施設災害】　

発 注 予 定 予 定 工 事 費

時 期 （千円）

1 山部地区災害復旧工事 吉田町 山部
工事個所2箇所
工事延長　L=48m　フトン篭工一式

令和4年9月 指名競争入札 15,000      発注済

2 後相合地区災害復旧工事 吉田町 相合
工事個所3箇所
工事延長　L=44m　フトン篭工一式

令和4年9月 指名競争入札 11,000      発注済

3 中原地区災害復旧工事 吉田町 多治比
工事個所4箇所
工事延長　L=16m　頭首工一式

令和4年9月 指名競争入札 19,000      発注済

4 竹重地区災害復旧工事 吉田町 多治比
工事個所2箇所
工事延長　L=164m　畦畔工一式

令和4年10月 指名競争入札 20,000      

5 西浦・相合地区災害復旧工事 吉田町 西浦・相合
工事個所8箇所
工事延長　L=132m　フトン篭工一式

令和4年9月 指名競争入札 20,000      発注済

6 市場地区災害復旧工事 吉田町 多治比
工事個所5箇所
工事延長　L=85m　水路工一式

令和4年9月 指名競争入札 9,000       発注済

7 中馬河内地区災害復旧工事 吉田町 中馬
工事個所7箇所
工事延長　L=235m　水路工一式

令和4年9月 指名競争入札 18,000      発注済

8 津々羅地区災害復旧工事 吉田町 多治比
工事個所3箇所
工事延長　L=35m　フトン篭工一式

令和4年9月 指名競争入札 11,000      発注済

9 於手保地区災害復旧工事 吉田町 多治比
工事個所6箇所
工事延長　L=80m　フトン篭工一式

令和4年9月 指名競争入札 21,000      発注済

10 中馬地区災害復旧工事 吉田町 中馬
工事個所5箇所
工事延長　L=154m　フトン篭工一式

令和4年9月 指名競争入札 9,670       発注済

11 日南地区災害復旧工事 吉田町 多治比
工事個所5箇所
工事延長　L=261m　フトン篭工一式

令和4年10月 指名競争入札 15,000      

12 林道長者原線災害復旧工事 吉田町 中馬

工事箇所5箇所
工事延長　L=169m
法面保護工　A=434.3m2
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ擁壁　A=18m2
舗装工　A=324.9m2

令和4年5月 指名競争入札 9,000       発注済

13 丁田地区小規模崩壊地復旧工事 吉田町 西浦
工事箇所1箇所
工事延長　L=10m
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ擁壁　A=10m2

令和4年11月 指名競争入札 1,500       

14
九反田地区小規模崩壊地復旧工
事

吉田町 常友
工事箇所1箇所
工事延長　L=10m
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ擁壁　A=10m2

令和4年11月 指名競争入札 9,000       

15 深瀬地区災害復旧工事 甲田町 深瀬
工事個所2箇所
工事延長　L=28m　頭首工一式

令和4年9月 指名競争入札 12,000      発注済

16 下小原地区災害復旧工事 甲田町 下小原
工事個所3箇所
工事延長　L=26m　ブロック積工一式

令和4年9月 指名競争入札 7,000       発注済

17 山田地区災害復旧工事 甲田町 上小原
工事個所3箇所
工事延長　L=44m　フトン篭工一式

令和4年9月 指名競争入札 12,000      発注済

18 吉野池災害復旧工事 甲田町 上小原
工事個所1箇所
工事延長　L=19m　躯体工一式

令和4年9月 指名競争入札 8,000       発注済

備 考
郡　市　町　村　字　等

番号 河 川 路 線 名
位　　　　　　　　　置

被 害 の 概 要
入 札 ・ 契 約 等
の 方 法

令和4年10月1日公表



【農林土木施設災害】　

発 注 予 定 予 定 工 事 費

時 期 （千円）
備 考

郡　市　町　村　字　等
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令和4年10月1日公表

19 加屋頭首工災害復旧工事 甲田町 上甲立
工事個所1箇所
工事延長　L=27m　頭首工一式

令和4年9月 指名競争入札 10,000      発注済

20 甲田地区災害復旧工事 甲田町 高田原・上甲立
工事個所2箇所
工事延長　L=40m　ブロック積工一式

令和4年9月 指名競争入札 10,000      発注済

21
飛戸平地区小規模崩壊地復旧工
事

甲田町 深瀬
工事箇所1箇所
工事延長　L=10m
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ擁壁　A=10m2

令和4年11月 指名競争入札 9,000       

22 林道内山大又線災害復旧工事 八千代町 勝田
工事箇所1箇所
工事延長　L=21m
直壁擁壁工　A=120.4m2

令和4年6月 指名競争入札 17,000      発注済

23 林道琵琶ヶ池線災害復旧工事 八千代町 佐々井

工事箇所4箇所
工事延長　L=57m
重力式擁壁　V=78.1m3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ擁壁　A=45.9m2

令和4年6月 指名競争入札 9,000       発注済

24 林道湯船線災害復旧工事 八千代町 佐々井
工事箇所1箇所
工事延長　L=11m
重力式擁壁　V=98.4m3

令和4年9月 指名競争入札 9,000       発注済

25 六郎原頭首工災害復旧工事 高宮町 川根
工事個所1箇所
工事延長　L=7m　頭首工一式

令和4年9月 指名競争入札 17,000      発注済

26 信木地区災害復旧工事 高宮町 佐々部
工事個所2箇所
工事延長　L=38m　ブロック積工一式

令和4年9月 指名競争入札 16,000      発注済

27 田村水路災害復旧工事 高宮町 佐々部
工事個所1箇所
工事延長　L=39m　ブロック積工18㎡

令和4年11月 指名競争入札 13,000      

28 野部地区災害復旧工事 高宮町 佐々部
工事個所5箇所
工事延長　L=47m　フトン篭工一式

令和4年9月 指名競争入札 7,000       発注済

29 土居之内地区災害復旧工事 高宮町 佐々部
工事個所3箇所
工事延長　L=81m　水路工一式

令和4年9月 指名競争入札 10,000      発注済

30 房後地区災害復旧工事 高宮町 房後
工事個所3箇所
工事延長　L=47m　フトン篭工一式

令和4年9月 指名競争入札 6,000       発注済

31 茂谷地区災害復旧工事 高宮町 来女木
工事個所3箇所
工事延長　L=35m　フトン篭工一式

令和4年9月 指名競争入札 7,000       発注済

32 来女木地区災害復旧工事 高宮町 来女木
工事個所3箇所
工事延長　L=35m　フトン篭工一式

令和4年10月 指名競争入札 5,000       

33 原田地区災害復旧工事 高宮町 原田
工事個所4箇所
工事延長　L=54m　フトン篭工一式

令和4年9月 指名競争入札 7,000       発注済

34 瀬木地区災害復旧工事 美土里町 横田
工事個所2箇所
工事延長　L=97m　水路工一式

令和4年9月 指名競争入札 8,000       発注済

35 川撫地区災害復旧工事 美土里町 横田
工事個所3箇所
工事延長　L=44m　フトン篭工一式

令和4年9月 指名競争入札 8,000       発注済

36 矢賀地区災害復旧工事 美土里町 横田
工事個所4箇所
工事延長　L=47m　フトン篭工一式

令和4年9月 指名競争入札 9,000       発注済
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37 大伏権1号頭首工災害復旧工事 美土里町 横田
工事個所１箇所
工事延長　L=21m　頭首工一式

令和4年9月 指名競争入札 23,000      発注済

38 深谷頭首工災害復旧工事 美土里町 本郷
工事個所１箇所
工事延長　L=6m　頭首工一式

令和4年9月 指名競争入札 10,000      発注済

39 川崎農地災害復旧工事 美土里町 生田
工事個所１箇所
工事延長　L=18m　フトン篭工66m

令和4年9月 指名競争入札 4,000       発注済

40 姫川農地災害復旧工事 向原町 坂
工事個所１箇所
工事延長　L=11m　ブロック積工27㎡

令和4年9月 指名競争入札 3,000       発注済

41 金広地区災害復旧工事 吉田町 中馬
工事個所6箇所
工事延長　L=114m　フトン篭工37ｍ

令和4年10月 指名競争入札 12,000      

42 金田農地災害復旧工事 吉田町 中馬
工事個所2箇所
工事延長　L=11m　　　排土工一式

令和4年10月 指名競争入札 14,000      

43 秋国農地災害復旧工事 甲田町 浅塚
工事個所1箇所
工事延長　L=13m　　フトン篭工26ｍ

令和4年10月 指名競争入札 2,000       

44 大下農地災害復旧工事 八千代町 土師
工事個所1箇所
工事延長　L=64m　　　排土工一式

令和4年11月 指名競争入札 4,000       

45 道ヶ谷農地災害復旧工事 八千代町 土師
工事個所1箇所
工事延長　L=38m　ブロック積工66㎡

令和4年10月 指名競争入札 7,000       

46 中野農地災害復旧工事 高宮町 原田
工事個所1箇所
工事延長　L=46m　　フトン篭工68ｍ

令和4年10月 指名競争入札 6,000       

47 津島農地災害復旧工事 高宮町 原田
工事個所1箇所
工事延長　L=26m　　フトン篭工52ｍ

令和4年11月 指名競争入札 3,000       

注： ①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ます。
②公共土木施設災害は全て発注済みです。


