
整理 入札予定時期

番号 四半期

1 追加
矢部保健福祉センター千寿苑空調設備
更新工事

管工事 空調設備更新工事 千滝 指名競争入札 約６ヶ月 第４四半期 健康ほけん課

2 追加 柏老人福祉センター改修工事 建築一式工事 床改修 柏 指名競争入札 約５ヶ月 第３四半期 蘇陽支所

3 追加 中島小屋根改修工事 建築一式工事 屋根改修 北中島 指名競争入札 約５ヶ月 第３四半期 福祉課

4 当初 小峰クリーンセンター定期補修工事 清掃施設工事 機械点検整備工事 小峰 随意契約 約５ヶ月 第３四半期 環境水道課

5 当初 千滝クリーンハウス定期補修工事 清掃施設工事 機械点検整備工事 千滝 随意契約 約５ヶ月 第３四半期 環境水道課

6 追加 下鶴地区水道管更新工事 管工事 配水管布設L=175m 北中島 指名競争入札 約４ヶ月 第３四半期 環境水道課

7 変更 服掛松キャンプ場ロッジ改修工事 建築一式工事 ロッジ解体・建築工事 長崎 指名競争入札 約５ヶ月 第３四半期 山の都創造課

8 変更 青葉の瀬つり橋改修工事 建築一式工事
L=36.0ｍ W=2.0m
無補剛桁縦張木床吊橋

緑川 指名競争入札 約５ヶ月 第３四半期 山の都創造課

9 変更 清和文楽館劇場暖房設備工事
機械器具設置
工事

鋼板製真空ヒーター機器設置 大平 指名競争入札 約５ヶ月 第３四半期 山の都創造課

10 変更 老人ホーム通り線外交通安全施設工事 土木一式工事 区画線工一式 上寺 外 指名競争入札 約３ヶ月 第３四半期 建設課

11 変更 金内原線道路維持工事 土木一式工事
アスファルト舗装工、側溝工延
長 L=50m

金内 指名競争入札 約４ヶ月 第３四半期 建設課

12 変更 原団地外構工事 土木一式工事
境界フェンス工事、駐車場舗装
工事　1式

原 指名競争入札 約３ヶ月 第３四半期 建設課

13 変更 住宅解体移設再設計委託 建築一式工事 町営住宅設計　8棟13戸
小原・大川・

南田
指名競争入札 約３ヶ月 第３四半期 建設課

14 変更 公営住宅解体工事費 土木一式工事 既存公営住宅　解体工事　７棟 矢部地区 指名競争入札 約３ヶ月 第４四半期 建設課

15 変更 造成費 土木一式工事 町営住宅計画地　造成工事 大川・南田 指名競争入札 約３ヶ月 第４四半期 建設課

16 変更 住宅建築費 建築一式工事
町営住宅移設建築費　３棟（５
戸）

矢部地区 指名競争入札 約６ヶ月 第４四半期 建設課

17 追加 長谷埋立線道路改良工事 土木一式工事
施工延長L=149m　暫定土工一
式

長谷 指名競争入札 約５ヶ月 第３四半期 建設課

18 追加 鍛冶床線（その２）道路改良工事 土木一式工事 施工延長L=88.8ｍ、W=5.0ｍ 下名連石 指名競争入札 約２ヶ月 第４四半期 建設課

19 追加 瀬戸福良線（その２）道路改良工事 土木一式工事 施工延長L=100m・W=5.0m 島木 指名競争入札 約２ヶ月 第４四半期 建設課

20 変更 原尾野貸上線 道路改良工事 土木一式工事 施工延長 L=178ｍ、W=5.0m 鶴ヶ田 指名競争入札 約４ヶ月 第３四半期 清和支所

21 変更 須の子赤木線 道路防災工事
とび・土工・コン
クリート工事

落石防護網工　A=136m2 緑川 指名競争入札 約５ヶ月 第３四半期 清和支所

22 変更 清和ふれあいの森公園整備工事 造園工事
休憩所東屋ベンチ補修 N=3箇
所、遊歩道舗装　L=30ｍ

米生 指名競争入札 約６ヶ月 第３四半期 清和支所

23 追加 滝下赤木舞岳線道路維持工事 舗装工事
施工延長　L=240ｍ　アスファル
ト舗装A=1,066㎡

緑川 指名競争入札 約３ヶ月 第３四半期 清和支所

24 追加 越尾尾次線外道路維持工事 土木一式工事 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 L=151m 郷野原外 指名競争入札 約３ヶ月 第３四半期 清和支所

25 追加 火の口神ノ前線舗装補修工事 舗装工事 舗装補修A=800m2 大野 指名競争入札 約２ヶ月 第３四半期 蘇陽支所

26 追加 柳線舗装補修工事 舗装工事 舗装補修A=600m2 柳 指名競争入札 約２ヶ月 第３四半期 蘇陽支所

27 変更 小学校トイレ改修工事 管工事 トイレ洋式化…7箇所
北中島
外4箇所

指名競争入札 約３ヶ月 第３四半期 学校教育課

28 変更
小学校体育館照明LED化及び照明等
落下対策工事

電気工事
照明LED化…53箇所
照明等落下対策…103箇所

北中島
外4箇所

指名競争入札 約３ヶ月 第３四半期 学校教育課

29 変更 中学校トイレ改修工事 管工事 トイレ洋式化…6箇所
城平

外1箇所
指名競争入札 約２ヶ月 第３四半期 学校教育課

30 変更
中学校体育館照明LED化及び照明等
落下対策工事

電気工事
照明LED化…76箇所
照明等落下対策…121箇所

城平
外2箇所

指名競争入札 約３ヶ月 第３四半期 学校教育課

31 追加
白小野橋1上部工架替工事に伴う水道
管更新工事

管工事
配水管布設 L=22.0m、空気弁
N=1.0箇所、仮設配水管 　L=46.5m

白小野 指名競争入札 約４ヶ月 第３四半期 環境水道課

注 ・ 令和２年度発注工事予定のうち、１０月１日以降に発注予定のものです。（予定価格２５０万円以上）

・ 区分の「追加」は、前回（４月１日）公表していない工事で、新たに発注予定の工事です。

令和２年度　　発注予定工事一覧表 （変更）
入札及び契約の方法（指名競争入札、一般競争入札・請負契約）

区分 工事名称 工事種別 工事概要 工事場所 入札方法 工事期間 主管課名等

No.1


