
 

令和３年度 公共工事発注予定一覧 
 

 

（令和３年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 安芸高田市が令和３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
吉田町山手民安地区
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 5 第２四半期 指名競争入札

2
高宮町船木下福田地区
耐震性貯水槽設置工事

安芸高田市高宮町船木 一般土木 耐震性貯水槽（Ⅱ型40㎥）設置工事 5 第２四半期 指名競争入札

3
向原町戸島越門地区
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 5 第２四半期 指名競争入札

部名：福祉保健部

課名：子育て支援課

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 たかみや児童クラブ新築工事 高宮町佐々部 建築 児童クラブ新築工事・平屋建 7 第１四半期 一般競争入札

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 吉原農地災害復旧工事 安芸高田市甲田町浅塚 一般土木
工事延長　L=7ｍ
フトンカゴ　L=21ｍ

12 第１四半期 指名競争入札

2 深渡農地災害復旧工事 安芸高田市高宮町原田 一般土木
工事延長　L=21ｍ
フトンカゴ　L=42ｍ

12 第１四半期 指名競争入札

3 下仁王丸農地災害復旧工事 安芸高田市高宮町原田 一般土木
工事延長　L=6ｍ
ブロック積　A=16㎡

12 第１四半期 指名競争入札

4 槙細農地災害復旧工事 安芸高田市高宮町原田 一般土木
工事延長　L=6ｍ
ブロック積　A=10㎡

12 第１四半期 指名競争入札

5 下羽佐竹農地災害復旧工事 安芸高田市高宮町下羽佐竹 一般土木
工事延長　L=34ｍ
フトンカゴ　L=68ｍ

12 第１四半期 指名競争入札

6 塩貝農地災害復旧工事 安芸高田市美土里町北 一般土木
工事延長　L=12ｍ
フトンカゴ　L=24ｍ

12 第１四半期 指名競争入札

7 寺川農地災害復旧工事 安芸高田市美土里町横田 一般土木
工事延長L=21ｍ　ブロック積A=94㎡
仮設防護柵　L=11ｍ

12 第１四半期 指名競争入札

8 川根栃林地区災害復旧工事 安芸高田市高宮町川根 一般土木
工事延長L=578ｍ　張コンクリート
A=1,670㎡　排土工V=953㎥

12 第１四半期 一般競争入札

9 小山農道災害復旧工事 安芸高田市吉田町小山 一般土木
工事延長　L=14ｍ
フトンカゴ　L=42ｍ

12 第１四半期 指名競争入札

10 原山地区農道舗装工事 安芸高田市高宮町羽佐竹 舗装
工事延長　L=1,630m
舗装工　A=4,500㎡

3 第１四半期 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＝１６０ｍ
重力式擁壁工　V＝１００㎥
踏掛版工　V＝３０㎥

6 第１四半期 一般競争入札

2 市道勝田根之谷線舗装工事 安芸高田市八千代町佐々井 舗装
工事延長　L＝１６０ｍ
舗装工　Ａ＝２，０００㎥
縁石工　Ｌ＝１８０ｍ

5 第３四半期 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＝１６０ｍ
ブロック積工　A＝３００㎡
舗装工　A＝９００㎡

10 第２四半期 一般競争入札

4 市道山手西線改良工事 安芸高田市吉田町山手 一般土木
工事延長　L＝５０ｍ
重力式擁壁工V＝２７㎥
舗装工　A＝３００㎡

5 第２四半期 指名競争入札

5 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＝４０ｍ
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工Ｌ＝２５ｍ
擁壁工Ｌ＝５０ｍ

5 第１四半期 一般競争入札
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6 市道柳原線舗装工事 安芸高田市甲田町上小原 舗装
工事延長　L＝１８０ｍ
舗装工　A＝９００㎡

4 第１四半期 指名競争入札

7 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=４０ｍ
法面工Ａ＝１５０㎡
舗装工Ａ＝２００㎡

5 第１四半期 指名競争入札

8 市道沖原大原線改良工事 安芸高田市吉田町多治比 一般土木
工事延長　L＝７０ｍ
ブロック積工　A＝１１０㎡
側溝工　L＝６０ｍ

7 第２四半期 一般競争入札

9 市道宮之城線改良工事 安芸高田市吉田町山手 一般土木
工事延長　L＝５０ｍ
組立歩道工　L＝５０ｍ

5 第１四半期 指名競争入札

10 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＝６０ｍ
ﾌﾞﾛｯｸ積工Ａ＝２００㎡

7 第２四半期 一般競争入札

11 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
待避所設置　1箇所

5 第３四半期 指名競争入札

12 一般県道船木上福田線舗装工事 安芸高田市高宮町船木 舗装
工事延長　L＝５０ｍ
舗装工　A＝３００㎡

4 第１四半期 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
普通河川大道川（下青橋下）災害復
旧工事

安芸高田市美土里町生田 一般土木
復旧延長L=7ｍ，コンクリートブロッ
ク積工A=21㎡

5 第３四半期 指名競争入札

2
普通河川鉄井川（鉄井神社下）災害
復旧工事

安芸高田市美土里町本郷 一般土木
復旧延長L=11ｍ，コンクリートブロッ
ク積工A=35㎡

5 第３四半期 指名競争入札

3
普通河川山田川（叶谷橋上流）災害
復旧工事

安芸高田市美土里町北 一般土木
復旧延長L=14ｍ，コンクリートブロッ
ク積工A=40㎡

5 第３四半期 指名競争入札

4
普通河川小亀谷川（集会所上）災害
復旧工事

安芸高田市甲田町深瀬 一般土木
復旧延長L=20ｍ，コンクリートブロッ
ク積工A=50㎡

5 第３四半期 指名競争入札

5
普通河川燧谷川（平成７年橋上）災
害復旧工事

安芸高田市向原町保垣 一般土木
復旧延長L=45ｍ，コンクリートブロッ
ク積工A=206㎡

10 第１四半期 指名競争入札

6
普通河川東林寺川（東林寺集会所
沖）災害復旧工事

安芸高田市向原町坂 一般土木
復旧延長L=20ｍ，コンクリートブロッ
ク積工A=44㎡

5 第３四半期 指名競争入札

7
普通河川東林寺川（東林寺集会所
上）災害復旧工事

安芸高田市向原町坂 一般土木
復旧延長L=21ｍ，コンクリートブロッ
ク積工A=86㎡

5 第３四半期 指名競争入札

8
普通河川東林寺川（東林寺集会所
横）災害復旧工事

安芸高田市向原町坂 一般土木
復旧延長L=15ｍ，コンクリートブロッ
ク積工A=44㎡

5 第３四半期 指名競争入札

9 普通河川平林川災害復旧工事 安芸高田市向原町坂 一般土木
復旧延長L=28ｍ，コンクリート擁壁
工V=38ｍ3

10 第１四半期 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 落合橋水道管布設工事（２工区） 甲田町下小原 一般土木
HDD（誘導式水平ドリル）工法　送水
管φ150L=40ｍ
配水管φ150L=40ｍ

4 第３四半期 一般競争入札

2 高田原地区配水管布設替工事 甲田町高田原 一般土木 配水管φ150L=272ｍ 4 第２四半期 一般競争入札

3 吉田地区配水管布設替工事(R3-1) 吉田町吉田 一般土木 配水管φ150L=97.2ｍ 3 第２四半期 指名競争入札

4 吉田地区配水管布設替工事(R3-2) 吉田町吉田 一般土木 配水管φ150L=164ｍ 3 第２四半期 指名競争入札

5 吉田地区配水管布設替工事(R3-3) 吉田町吉田 一般土木
配水管φ150L=19ｍ
配水管φ75L=80ｍ

3 第２四半期 指名競争入札

6
吉田地区配水管布設替に伴う舗装
復旧工事

吉田町吉田 一般土木 舗装復旧　　　1式 2 第３四半期 指名競争入札

7 福原地区配水管布設替工事(R3-1) 吉田町福原 一般土木 配水管φ150L=ｍ 3 第２四半期 指名競争入札

8 福原地区配水管布設替工事(R3-2) 吉田町福原 一般土木 配水管φ150L=ｍ 3 第２四半期 指名競争入札

9 福原地区配水管布設替工事(R3-3) 吉田町福原 一般土木 配水管φ150L=ｍ 3 第２四半期 指名競争入札



10
下甲立地区配水管布設替工事(R3-
1)

甲田町下甲立 一般土木 配水管φ150L=ｍ 3 第２四半期 指名競争入札

11
下甲立地区配水管布設替工事(R3-
2)

甲田町下甲立 一般土木 配水管φ150L=ｍ 3 第２四半期 指名競争入札

12
下甲立地区配水管布設替工事(R3-
3)

甲田町下甲立 一般土木 配水管φ150L=ｍ 3 第２四半期 指名競争入札

13
下甲立地区配水管布設替に伴う舗
装復旧工事

甲田町下甲立 一般土木 舗装復旧　　　1式 2 第３四半期 指名競争入札

14 甲立取水場取水ポンプ取替工事 甲田町上甲立 水道施設 水中ポンプ　2台 3 第２四半期 指名競争入札

15 坂巻浄水場ほか水質計器取替工事 吉田町坂巻ほか 水道施設
残塩計　3台
濁度計　4台 4 第３四半期 指名競争入札

16
坂巻浄水場配水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤インバータ
取替工事

吉田町坂巻 電気設備 インバータ装置　3組 4 第３四半期 随意契約

17 甲立浄水場膜ｴﾚﾒﾝﾄ更新工事 甲田町上甲立 水道施設 膜ｴﾚﾒﾝﾄ　　1系列 4 第２四半期 一般競争入札

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。


