
　

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

種別

(工種)

変更前 16 音更西１線道路整備工事 鈴蘭 第1四半期 6 ヶ月 土木舗装 音更西１線　路肩拡幅L=270m 指名競争入札 B

変更後 16 音更西１線ほか道路整備工事 鈴蘭ほか 第1四半期 6 ヶ月 土木舗装
音更西１線　路肩拡幅L=270m
共栄高台第１４号W=5.50m L=105m

指名競争入札 D

追加 54 役場庁舎南側休憩広場整備工事 大通10丁目8番地 第1四半期 6 ヶ月 造園 広場整備 Ａ＝1,065m2 指名競争入札 C

追加 55 青葉第５号道路整備工事 青葉 第1四半期 6 ヶ月 土木舗装 青葉第５号W=5.50m L=125m 指名競争入札 B

追加 56 中鈴蘭第６号道路整備工事 中鈴蘭 第1四半期 4 ヶ月 土木舗装 中鈴蘭第６号W=3.50m L=155m 指名競争入札 B

追加 57 帝繊第６号道路整備工事 梢 第1四半期 5 ヶ月 土木舗装 帝繊第６号W=5.00m L=90m 指名競争入札 B

追加 58 清和第１０号道路整備工事 清和 第1四半期 4 ヶ月 土木舗装 清和第１０号W=5.00m L=85m 指名競争入札 A

追加 59 役場庁舎執務スペース等改修工事 役場庁舎 第1四半期 5 ヶ月 建築
間仕切壁新設　99.1㎡
電気設備一式、その他内部改修工事一式

指名競争入札 A
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追加 60 道の駅公園多目的広場造成工事 住吉 第1四半期 5 ヶ月 土木 多目的広場造成 A=8,400m2 一般競争入札 H

追加 61 道の駅整備事業　なつぞらエリア建設工事
字下音更北９線西１６
番地

第1四半期 10 ヶ月 土木建築 建築・外構工事　一式 随意契約 E

追加 62 総合体育館天井耐震改修建築主体工事 総合体育館 第1四半期 6 ヶ月 建築 天井耐震化建築主体工一式 指名競争入札 E

追加 63 橋梁長寿命化修繕工事 音幌 第1四半期 6 ヶ月 舗装 音幌橋　橋面防水 指名競争入札 E

追加 64 道の駅公園トイレ棟機械設備工事 住吉 第1四半期 6 ヶ月 管
屋外トイレ新築に伴う
機械設備工事

指名競争入札 E

追加 65 道の駅公園トイレ棟建築主体工事 住吉 第1四半期 6 ヶ月 建築 屋外トイレ新築 木造平屋建 指名競争入札 D

追加 66 道の駅公園多目的広場照明工事 住吉 第1四半期 6 ヶ月 電気 照明灯 9基 指名競争入札 B

追加 67 南中音更北１線道路整備工事 南柏 第1四半期 5 ヶ月 土木 路肩拡幅 L=150m 指名競争入札 B
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追加 68 屋外ステージ・モニュメント改修工事 文化センター 第1四半期 4 ヶ月 建築 屋外ステージ・モニュメント改修工事 指名競争入札 B

追加 69 カリヨン鐘改修工事 文化センター 第1四半期 4 ヶ月 電気 カリヨン鐘改修工事ほか 随意契約 A

追加 70 道の駅公園トイレ棟電気設備工事 住吉 第1四半期 6 ヶ月 電気
屋外トイレ新築に伴う
電気設備工事

指名競争入札 A

追加 71 適応指導教室（柳町教室）整備工事 柳町仲区12番地 第1四半期 5 ヶ月 建築 旧教職員住宅内部改修　一式 指名競争入札 A

追加 72 総合体育館天井耐震改修電気設備工事 総合体育館 第1四半期 6 ヶ月 電気 天井耐震化電気設備一式 指名競争入札 A

追加 73 音更町農村環境改善センター多目的トイレ改修工事
音更町農村環境改善
センター

第1四半期 4 ヶ月 建築 多目的トイレ改修工事 指名競争入札 A

追加 74 木野新町公園水洗トイレ設置工事 木野新町 第1四半期 5 ヶ月 水道施設 水洗トイレ１棟 指名競争入札 A

追加 75 駒橋市街第９号道路整備工事 駒場 第2四半期 5 ヶ月 土木舗装
駒場市街第９号W=5.50m
L=155m

指名競争入札 C
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追加 76 橋梁長寿命化修繕工事その２ 東豊田ほか 第2四半期 6 ヶ月 土木 牧野橋・下牧第１号橋・音幌橋、下部工補修ほか 指名競争入札 B

追加 77 桜ケ丘第１３号ほか道路整備工事 桜が丘 第2四半期 4 ヶ月 土木舗装
桜が丘第１３号W=3.50m L=55m
桜が丘第１７号W=3.00m L=40m

指名競争入札 A

追加 78 音更木野間基線道路修景施設補修工事 共栄 第2四半期 4 ヶ月 土木 横断排水　L＝20m 指名競争入札 A

追加 79 音更下音更西３線道路改良舗装工事その２ 大和、住吉 第2四半期 6 ヶ月 土木舗装
音更下音更西３線
W=6.00(8.75)+2.50(4.00)m L=175m

指名競争入札 E

追加 80 道の駅公園多目的広場舗装工事 住吉 第2四半期 4 ヶ月 舗装 多目的広場舗装 A=8,400m2 指名競争入札 D

追加 81 大橋区外周道路整備工事 木野２ 第2四半期 5 ヶ月 土木舗装 大橋区外周W=6.00m L=140m 指名競争入札 C

追加 82 緑陽台仲区第１１号道路整備工事 緑陽台仲区東 第2四半期 4 ヶ月 土木舗装 緑陽台仲区第11号W=6.00m L=155m 指名競争入札 B

追加 83 豊田会館改修工事 字豊田東4線27番地 第2四半期 4 ヶ月 建築 屋根・外壁塗装・内部改修 指名競争入札 B
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追加 84 橋梁長寿命化修繕工事その３ 駒場 第2四半期 6 ヶ月 土木 駒場橋　伸縮装置補修 一般競争入札 H

追加 85 南鈴蘭第６号道路整備工事 南鈴蘭 第2四半期 4 ヶ月 土木舗装 南鈴蘭第６号W=5.00m L=125m 指名競争入札 B

【発注予定時期】 【金額区分】

～

～

～

～

概　算　金　額区分 発注予定時期 区分 概　算　金　額 区分

Ｇ 6,000万円以上 7,000万円未満

第2四半期 7月 9月 Ｂ 1,000万円以上 2,000万円未満 Ｈ

第1四半期 4月 6月 Ａ 1,000万円未満

7,000万円以上 8,000万円未満

第3四半期 10月 12月 Ｃ 2,000万円以上 3,000万円未満 Ｉ 8,000万円以上 9,000万円未満

第4四半期 1月 3月 Ｄ 3,000万円以上 4,000万円未満 Ｊ 9,000万円以上 1億円未満

Ｅ 4,000万円以上 5,000万円未満 Ｋ 1億円以上

Ｆ 5,000万円以上 6,000万円未満
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