
 

令和 4年度 公共工事発注予定一覧 
 

 

（令和 4年 4月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 安芸高田市が令和 4 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：危機管理監

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
吉田町竹原中ノ又地区
耐震性貯水槽設置工事

安芸高田市吉田町竹原 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
八千代町上根下河内地区
耐震性貯水槽設置工事

安芸高田市八千代町上根 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 庁舎駐車場区画線復旧工事 安芸高田市吉田町吉田　他 一般土木 本庁・支所駐車場　区画線工　一式 2 第１四半期 指名競争入札

2 寺山地区多目的集会所改修工事 安芸高田市向原町坂 建築
ＣＢ造平屋建　延床面積160㎡
改修建築工事　一式

10 第１四半期 指名競争入札

3 高宮支所高圧引込設備改修工事 安芸高田市高宮町佐々部 電気設備 高圧引込設備改修一式 2 第１四半期 随意契約

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
市道一本木川本線（丸小山橋）補
修工事

安芸高田市吉田町山手 一般土木 断面修復工　1式 6 第１四半期 一般競争入札

2 市道竹原沖線（沖田橋）補修工事 安芸高田市吉田町竹原 一般土木 断面修復工　1式 6 第１四半期 指名競争入札

3
市道堤口線（堤口無名橋）補修工
事

安芸高田市八千代町下根 一般土木 断面修復工　1式 6 第２四半期 指名競争入札

4 市道矢賀線（矢賀橋）補修工事 安芸高田市美土里町横田 一般土木 断面修復工　1式 6 第２四半期 一般競争入札

5
市道大仙線（大仙成保橋）補修工
事

安芸高田市高宮町羽佐竹 一般土木 断面修復工　1式 6 第２四半期 一般競争入札

6 市道余谷線（余谷橋）補修工事 安芸高田市甲田町上甲立 一般土木 断面修復工　1式 6 第２四半期 指名競争入札

7
市道小原中央線（尾津谷橋側道
橋）補修工事

安芸高田市甲田町下小原 一般土木 塗装塗替え工　1式 6 第２四半期 指名競争入札

8 市道池之内線舗装工事 安芸高田市甲田町上小原 舗装
工事延長　L=220ｍ
舗装工　A=1340㎡

5 第１四半期 一般競争入札

9 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
ブロック積擁壁工　A=90㎡
重力式擁壁工　V=70㎥

6 第２四半期 一般競争入札

10 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=310㎡

5 第２四半期 指名競争入札

11 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=85m
ブロック積擁壁工　A=110㎡
舗装工　A=480㎡

6 第２四半期 一般競争入札

12 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=40ｍ
ブロック積工　A=140㎡
舗装工　A=300㎡

6 第２四半期 一般競争入札

13 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=35ｍ
舗装工　A=150㎡

5 第２四半期 指名競争入札

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
安芸高田市2期機能強化対策工事
（1工区）

安芸高田市美土里町 機械設備
機械器具設置工事　一式
電気工事　一式

6 第３四半期 一般競争入札

令和4年4月1日

令　和　4　年　度　　　公　共　工　事　発　注　予　定　一　覧



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
向原中央浄水場トリクロロエチレン
揮散設備整備工事

安芸高田市向原町坂 水道施設
揮散設備・・・1式
水中ポンプ・・・2台

7 第２四半期 一般競争入札

2
坂上浄水場色度除去装置改良工
事

安芸高田市向原町坂 水道施設
色度除去装置改良・・・2基
ろ材・電動弁取替・・・1式

7 第２四半期 指名競争入札

3
福原浄水場ほか水質計器更新工
事

安芸高田市吉田町福原ほか 電気設備
浄水濁度計　3台
原水濁度計　1台

7 第２四半期 指名競争入札

4 福原地区配水管更新工事(１工区) 安芸高田市吉田町福原 一般土木
配水管HPPEφ150　L=113m
橋梁添架１箇所

4 第１四半期 指名競争入札
工区
設定

5 福原地区配水管更新工事(２工区) 安芸高田市吉田町福原 一般土木 配水管HPPEφ150　L=175m 4 第２四半期 指名競争入札
工区
設定

6 福原地区配水管更新工事(３工区) 安芸高田市吉田町福原 一般土木 配水管HPPEφ150　L=175m 4 第３四半期 指名競争入札
工区
設定

7 国司地区配水管更新工事(１工区) 安芸高田市吉田町国司 一般土木 配水管HPPEφ150　L=150m 4 第２四半期 指名競争入札

8 佐々井地区水道管布設工事 安芸高田市八千代町佐々井 一般土木 配水管HIVP-RRφ40　L=75.3m 3 第１四半期 指名競争入札

9
下甲立地区水道管布設工事(２工
区)

安芸高田市甲田町下甲立 一般土木
配水管HPPEφ150　L=119.4m
　　 　　HPPEφ100　L=117.9m

4 第２四半期 指名競争入札
工区
設定

10
下甲立地区水道管布設工事(４工
区)

安芸高田市甲田町下甲立 一般土木 配水管　HPPEφ100　L=348.6m 4 第３四半期 一般競争入札
工区
設定

11 下甲立地区舗装本復旧工事 安芸高田市甲田町下甲立 舗装 舗装本復旧　1,227㎡ 3 第４四半期 指名競争入札

12 落合橋水道管布設工事（３工区） 安芸高田市甲田町下小原 一般土木
送水管HPPEφ150　L=30m
配水管HPPEφ150　L=30m

4 第１四半期 指名競争入札

13 高田原地区配水管更新工事 安芸高田市甲田町高田原 一般土木
配水管HPPEφ150　L=20m
　　　　 HPPEφ50 　L=20m

4 第２四半期 指名競争入札

14 下入江地区舗装本復旧工事 安芸高田市吉田町下入江 舗装 舗装本復旧　310㎡ 3 第１四半期 指名競争入札

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 吉田小学校体育館トイレ改修工事 安芸高田市吉田町吉田 建築
建築（改修）
　体育館トイレ1箇所

4 第１四半期 指名競争入札

2 吉田小学校プールサイド改修工事 安芸高田市吉田町吉田 建築
建築（改修）
　プールサイド改修工事

4 第２四半期 指名競争入札

3 愛郷小学校体育館床改修工事 安芸高田市吉田町山手 建築
建築（改修）
　フローリング改修工事

3 第１四半期 指名競争入札

4
甲田小学校体育館照明・床改修工
事

安芸高田市甲田町上甲立 建築
建築（改修）
　照明LED化・フローリング改修

4 第１四半期 指名競争入札

5
向原小学校体育館照明・床改修工
事

安芸高田市向原町坂 建築
建築（改修）
　照明LED化・フローリング改修

4 第１四半期 指名競争入札

6
八千代小学校進入路擁壁改修工
事

安芸高田市八千代町上根 一般土木
駐車場擁壁
　ブロック積L=24.5m

4 第１四半期 指名競争入札

7 八千代中学校トイレ改修工事 安芸高田市八千代町佐々井 建築
建築（改修）
　校舎・体育館トイレ改修工事

4 第１四半期 一般競争入札

8 高宮中学校トイレ改修工事 安芸高田市高宮町佐々部 建築
建築（改修）
　校舎・体育館トイレ改修工事

4 第１四半期 一般競争入札

9 向原中学校トイレ改修工事 安芸高田市向原町坂 建築
建築（改修）
　校舎・体育館トイレ改修工事

4 第１四半期 一般競争入札

10
八千代中学校体育館照明・床改修
工事

安芸高田市八千代町佐々井 建築
建築（改修）
　照明LED化・フローリング改修

4 第１四半期 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 史跡郡山城跡災害復旧工事 安芸高田市吉田町吉田 一般土木
工事箇所1箇所
工事延長　L=9m
植生土のう工　A=51.1m2

6 第１四半期 指名競争入札

2 史跡郡山城跡登山道修繕工事 安芸高田市吉田町吉田 一般土木
工事箇所　5箇所
工事延長　L＝277ｍ
登山道修復工一式

6 第２四半期 指名競争入札

3 みらい図書館屋根防水工事 安芸高田市向原町坂 建築
防水シート　322.0㎡
アンカー打ち込み　1200.0箇所

8 第２四半期 随意契約

4 パラッツォ空調電化工事 安芸高田市高宮町佐々部
暖冷房・衛

生設備

電気空調19台設置
電気配線工事　一式
既存施設改修工事　一式

4 第２四半期 指名競争入札

5 温水プール熱源設備改修工事 安芸高田市吉田町西浦 機械設備 熱源設備改修工事　　一式 6 第２四半期 随意契約

6 温水プールポンプ修繕工事 安芸高田市吉田町西浦 機械設備
ポンプ修繕工事　16台
配管工事　一式

6 第２四半期 指名競争入札

7 温水プール中央監視装置修繕工事 安芸高田市吉田町西浦 機械設備 中央監視装置修繕工事　一式 6 第２四半期 随意契約

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るものである。
②農林土木施設災害に係る発注見通しは別に公表しています。
③公共土木施設災害は全て発注済みです。


