
 
 
 

平成３０年度武雄市が発注する建設工事の見通しの見直しの公表について 

（平成３０年１０月１日現在） 
 
 
 
 公共工事の入札及び契約の適正化促進に関する法律施行令第 5条第 5項の規定により平成３０年度に武雄市が発注するこ

とが見込まれる工事に関する事項の見直しを行ったので公表します。 
 
 
 
注意１ 今回の公表内容は、平成３０年４月１日付で公表した平成３０年度に発注が見込まれる２５０万円以上の工事の中

で発注済や変更又は削除等を行った工事及び平成３０年１０月１日現在で今後発注が見込まれる工事を掲載して

います。実際に発注する工事が記載内容と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。 

注意２ 工事概要の数量等については概算の見込み数量であり、変更することがあります。 
注意３ 閲覧期限は、平成３１年３月３１日までです。 
 



平成 ３０ 年度　建設工事発注計画一覧表（下半期）

総務部　財政課

番号 工事名 施工場所 施工期間 工事種別 工事概要 入札方法
発注
時期

進捗
状況

1 旧庁舎解体工事 武雄町大字昭和1番地1 ６ヶ月 建築工事 解体工事　RC造4階建て 他3棟 指名競争入札 1/4期 発注済

2 旧庁舎跡地舗装工事 武雄町大字昭和1番地1 ３ヶ月 土木工事 舗装工事　As舗装　A=5,240㎡ 指名競争入札 3/4期

総務部　防災危機管理課

番号 工事名 施工場所 施工期間 工事種別 工事概要 入札方法
発注
時期

進捗
状況

1 道路改良工事（ゾーン30、ライン30）
・武雄小学校周辺
・朝日町黒尾繁昌地区

３ヶ月 舗装工事 道路改良工 指名競争入札 1/4期 発注済

2 消防団格納庫新築工事 北方町大字大渡　地内 ３ヶ月 建築工事 消防詰所新築工事 指名競争入札 2/4期 発注済

3 防火水槽新設工事 若木町大字本部　地内 ３ヶ月 土木工事 防火水槽新設工事 指名競争入札 3/4期

4 武雄町花島区防火水槽修繕工事 若木町大字永島　地内 ３ヶ月 土木工事 防火水槽嵩上げ工事 指名競争入札 2/4期 発注済

5 消防団格納庫解体工事 北方町大字大渡　地内 ２ヶ月 建築工事 消防詰所解体工事 指名競争入札 4/4期 新規

営業部　農林課

番号 工事名 施工場所 施工期間 工事種別 工事概要 入札方法
発注
時期

進捗
状況

1 武雄第8地区　暗渠排水管布設工事 朝日町大字中野　地内 ６ヶ月 土木工事 観渠排水管設置工　A=3.0ha 指名競争入札 2/4期 発注済

2 武雄第9地区　暗渠排水管布設工事 朝日町大字中野　地内 ６ヶ月 土木工事 観渠排水管設置工　A=1.3ha 指名競争入札 2/4期 発注済
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平成 ３０ 年度　建設工事発注計画一覧表（下半期）

3  農道南川線他舗装工事  東川登町大字永野他  ５ヶ月  舗装工事  舗装工　Ｌ=1,590m  指名競争入札  3/4期 削除

4 農道南上滝線他舗装工事 朝日町大字甘久他 ４ヶ月 舗装工事 舗装工　Ｌ=500m 指名競争入札 3/4期 新規

5 本部下頭首工災害復旧工事 若木町大字本部　地内 ８ヶ月
鋼構造物工

事
扉体復旧工　N=1式 指名競争入札 2/4期 発注済

6 橋下地区制水門補修工事 北方町大字芦原　地内 ４ヶ月
鋼構造物工

事
制水門補修工　N=1式 指名競争入札 3/4期 発注済

7  大渡制水門補修工事  北方町大字大渡　地内  ４ヶ月
 鋼構造物工

 事
 制水門補修工　N=1式  指名競争入札  3/4期 削除

8  川登水管橋補修工事  西川登町大字神六他  ４ヶ月
 鋼構造物工

 事
 水管橋補修工　N=1式  指名競争入札  3/4期 削除

9 林道小川内線他維持工事 山内町大字宮野他　地内 ４ヶ月 土木工事 法面工　N=1式 指名競争入札 2/4期 発注済

10 林道繁昌川上線舗装工事 朝日町大字中野　地内 ４ヶ月 舗装工事 舗装工　Ｌ=315m 指名競争入札 3/4期

11 井手谷ため池改修工事 東川登町大字永野　地内 ９ヶ月 土木工事 ため池改修　N=1箇所 指名競争入札 2/4期 発注済

12 山堂ため池改修工事 山内町大字宮野　地内 ５ヶ月 土木工事 ため池改修　N=1箇所 指名競争入札 3/4期 発注済

営業部　競輪事業所

番号 工事名 施工場所 施工期間 工事種別 工事概要 入札方法
発注
時期

進捗
状況

1 武雄競輪場公園整備附帯工事 武雄町大字武雄　地内 ３ヶ月 土木工事 道路改良工　Ｌ＝75ｍ 指名競争入札 1/4期 発注済
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平成 ３０ 年度　建設工事発注計画一覧表（下半期）

まちづくり部　建設課

番号 工事名 施工場所 施工期間 工事種別 工事概要 入札方法
発注
時期

進捗
状況

1 市道小楠永島線道路改良工事（上部工） 武雄町大字永島　地内 ８ヶ月 土木工事 橋梁上部工　一式 指名競争入札 2/4期 発注済

2 市道小楠永島線道路改良工事 武雄町大字永島　地内 ６ヶ月 土木工事 施工延長　L=550m 指名競争入札 3/4期
新規

発注済

3 市道小楠永島線道舗装工事 武雄町大字永島　地内 ５ヶ月 舗装工事 施工延長　L=550m 指名競争入札 3/4期
変更

発注済

4  市道梶原楠町線道路改良工事  武雄町大字富岡　地内  ５ヶ月  土木工事  函渠工　4箇所  指名競争入札  3/4期 削除

5 市道四十九重線道路改良工事 武雄町大字富岡　地内 ５ヶ月 土木工事 施工延長　L=280ｍ 指名競争入札 2/4期 発注済

6 市道インター西線道路改良工事 北方町大字志久　地内 ３ヶ月 土木工事 施工延長　L=90ｍ 指名競争入札 3/4期 発注済

7 市道高野東西線道路改良工事 北方町大字志久　地内 ４ヶ月 土木工事 施工延長　L=160ｍ 指名競争入札 3/4期 変更

8  市道高野東西線道路改良工事（函渠工）  北方町大字志久　地内  ４ヶ月  土木工事  函渠工　1箇所  指名競争入札  3/4期 削除

9 市道永尾福和線道路改良工事 山内町大字三間坂　地内 ３ヶ月 土木工事 施工延長　L=70ｍ 指名競争入札 2/4期 発注済

10 市道閻魔王線道路改良工事 朝日町大字甘久　地内 ５ヶ月 土木工事 施工延長　L=100ｍ 指名競争入札 3/4期

11 市道天竜庵中央線道路改良工事 東川登町大字袴野　地内 ３ヶ月 土木工事 施工延長　L=80ｍ 指名競争入札 2/4期 発注済

12 市道古場山線道路改良工事 若木町大字本部　地内 ３ヶ月 土木工事 施工延長　L=80ｍ 指名競争入札 3/4期 発注済

13 市道前田線道路改良工事 武雄町大字武雄　地内 ３ヶ月 土木工事 施工延長　L=100ｍ 指名競争入札 2/4期

14 市道玉島西山線道路改良工事 橘町大字永島　地内 ３ヶ月 土木工事 施工延長　L=100ｍ 指名競争入札 4/4期
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平成 ３０ 年度　建設工事発注計画一覧表（下半期）

15 市道水上線道路改良工事 東川登町大字永野　地内 ３ヶ月 土木工事 施工延長　L=100ｍ 指名競争入札 3/4期 発注済

16 市道松尾線道路改良工事 武内町大字真手野　地内 ３ヶ月 土木工事 施工延長　L=130ｍ 指名競争入札 3/4期

17  市道高橋中野線舗装修繕工事  朝日町大字中野　地内  ４ヶ月  舗装工事  舗装修繕工　Ｌ＝500ｍ  指名競争入札  2/4期 削除

18  市道橘中央線舗装修繕工事  橘町大字大日　地内  ４ヶ月  舗装工事  舗装修繕工　Ｌ＝530ｍ  指名競争入札  2/4期 削除

19  市道麻馬場蕪山線道路防災工事  山内町大字宮野　地内  ５ヶ月
とび、土
工、コンク
リート工事

 道路防災工　Ｌ＝50ｍ  指名競争入札  2/4期 削除

20 市道矢筈線道路防災工事 西川登大字神六　地内 ５ヶ月
とび、土
工、コンク
リート工事

道路防災工　Ｌ＝50ｍ 指名競争入札 1/4期 発注済

21  市道長谷舘線（長谷橋）橋梁修繕工事  武内町大字梅野　地内  ４ヶ月  橋梁工事  橋梁修繕工　Ｌ＝18ｍ  指名競争入札  2/4期 削除

22  市道水尾労住1号線（水尾橋）橋梁修繕工事  武雄町大字昭和　地内  ４ヶ月  橋梁工事  橋梁修繕工　Ｌ＝5.8ｍ  指名競争入札  2/4期 削除

23  市道竹下三船線（竹下第2橋）橋梁修繕工事  武雄町大字昭和　地内  ４ヶ月  橋梁工事  橋梁修繕工　Ｌ＝4.0ｍ  指名競争入札  2/4期 削除

24  市道馬渡線（西ノ角橋）橋梁修繕工事  武雄町大字昭和　地内  ４ヶ月  橋梁工事  橋梁修繕工　Ｌ＝8.7ｍ  指名競争入札  2/4期 削除

25  市道山口中島線（山口橋）橋梁修繕工事  武雄町大字昭和　地内  ４ヶ月  橋梁工事  橋梁修繕工　Ｌ＝9.0ｍ  指名競争入札  2/4期 削除

26 市道長谷舘線（長谷橋他）橋梁修繕工事 武内町大字真手野 ５ヶ月 橋梁工事 橋梁修繕工　全３橋 指名競争入札 2/4期
新規

発注済

27 花島公民館地区急傾斜地崩壊防止工事 武雄町大字永島　地内 ３ヶ月 土木工事 擁壁工　Ｌ＝27ｍ 指名競争入札 1/4期 発注済

28 小野原2地区急傾斜地崩壊防止工事 橘町大字大日　地内 ３ヶ月 土木工事 落石防護柵工　Ｌ＝22.0ｍ 指名競争入札 1/4期 発注済

29 附防地区急傾斜地崩壊防止工事 若木町大字本部　地内 ３ヶ月 土木工事 擁壁工　Ｌ＝13.5ｍ 指名競争入札 1/4期 発注済

30 森ノ木地区急傾斜地崩壊防止工事 武内町大字梅野　地内 ３ヶ月 土木工事 擁壁工　Ｌ＝15.0ｍ 指名競争入札 2/4期 発注済
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平成 ３０ 年度　建設工事発注計画一覧表（下半期）

31 持山地区急傾斜地崩壊防止工事 西川登町大字神六　地内 ３ヶ月 土木工事 擁壁工　Ｌ＝12.0ｍ 指名競争入札 2/4期 発注済

32 西谷1地区急傾斜地崩壊防止工事 武雄町大字武雄　地内 ３ヶ月
とび、土
工、コンク
リート工事

法面工　A=744㎡ 指名競争入札 3/4期 変更

33 市道若葉台線他舗装補修工事 武雄町他 ４ヶ月 舗装工事 舗装補修工 指名競争入札 1/4期
発注済
変更

34 市道草場線他舗装補修工事 橘町他 ３ヶ月 舗装工事 舗装補修工 指名競争入札 2/4期
変更

発注済

35  市道潮見溝ノ上他舗装補修工事  橘町他  ３ヶ月  舗装工事  舗装補修工  指名競争入札  2/4期 削除

36 市道東柚ノ木原線他舗装補修工事 武内、若木町他 ３ヶ月 舗装工事 舗装補修工 指名競争入札 2/4期
変更

発注済

37 市道溝ノ上線他舗装補修工事 東川登、西川登町他 ３ヶ月 舗装工事 舗装補修工 指名競争入札 3/4期

38 市道笹橋野間線他道路維持工事 武雄町他 ４ヶ月 土木工事 側溝整備工他 指名競争入札 1/4期
変更

発注済

39 市道北ノ前線他道路維持工事 若木町他 ３ヶ月 土木工事 側溝整備工他 指名競争入札 2/4期
変更

発注済

40 市道今山線他道路維持工事 山内町他 ３ヶ月 土木工事 側溝整備工他 指名競争入札 3/4期
変更

発注済

41 市道草場線他道路維持工事 橘町他 ３ヶ月 土木工事 側溝整備工他 指名競争入札 3/4期

42  市道白岩運動公園線他道路維持工事  武雄、朝日町他  ３ヶ月  土木工事  側溝整備工他 指名競争入札  3/4期 削除

まちづくり部　都市計画課

番号 工事名 施工場所 施工期間 工事種別 工事概要 入札方法
発注
時期

進捗
状況

1 都市計画道路中野御船山線道路改良工事 武雄町大字富岡　地内 ３ヶ月 土木工事 道路改良工　L=50ｍ 指名競争入札 2/4期 発注済
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平成 ３０ 年度　建設工事発注計画一覧表（下半期）

2
都市計画道路永松川良線道路改良工事（駅南工
区）

武雄町大字昭和　地内 ４ヶ月 土木工事 道路改良工　L=150ｍ 指名競争入札 2/4期 発注済

3 都市計画道路永松川良線舗装工事（駅南工区） 武雄町大字昭和　地内 ４ヶ月 土木工事 舗装工　L=150ｍ 指名競争入札 3/4期

4
都市計画道路天神崎白岩線道路改良工事（その
１）

武雄町大字昭和　地内 ４ヶ月 土木工事 道路改良工　L=100ｍ 指名競争入札 3/4期 変更

5
都市計画道路天神崎白岩線道路改良工事（その
２）

武雄町大字昭和　地内 ４ヶ月 土木工事 道路改良工　L=40ｍ 指名競争入札 3/4期

6 17街区造成工事 武雄町大字富岡　地内 ３ヶ月 土木工事 造成工 A=400m2 指名競争入札 1/4期
一部発

注

7
都市計画道路永松川良線道路改良工事（永松工
区）

武雄町大字富岡　地内 ４ヶ月 土木工事 道路改良工　L=70ｍ 指名競争入札 2/4期 発注済

8
都市計画道路甘久武雄線照明灯設置工事（永松工
区）

武雄町大字富岡　地内 ４ヶ月 電気工事 道路照明灯　N=4基 指名競争入札 3/4期

9
都市計画道路永松川良線道路改良及び17街区造成
工事

武雄町大字富岡　地内 ４ヶ月 土木工事
道路改良工 L=70m
造成工 A=600m2

指名競争入札 3/4期 変更

10  都市計画道路甘久武雄線道路付属物設置工事  武雄町大字富岡　地内  ４ヶ月  土木工事  道路付属物工 L=30m  指名競争入札  3/4期 削除

11 都市計画道路甘久武雄線他補修工事 武雄町大字富岡　地内 ３ヶ月 土木工事 道路補修工 指名競争入札 3/4期 新規

まちづくり部　新幹線課

番号 工事名 施工場所 施工期間 工事種別 工事概要 入札方法
発注
時期

進捗
状況

1 市道渕ノ尾内田線他舗装工事 東川登町大字永野 ３ヶ月 舗装工事 舗装工　Ｌ＝210ｍ 指名競争入札 1/4期 発注済

2 市道亀屋百木線道路改良工事 東川登町大字袴野 ３ヶ月 土木工事 道路改良工　Ｌ＝30ｍ 指名競争入札 3/4期 変更

3  市道亀屋百木線道路改良工事（その２）  東川登町大字袴野  ５ヶ月  土木工事  指名競争入札 削除
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平成 ３０ 年度　建設工事発注計画一覧表（下半期）

4  市道亀屋百木線舗装工事  東川登町大字袴野  ３ヶ月  舗装工事  指名競争入札 削除

5 市道中山線道路改良工事 東川登町大字袴野 ４ヶ月 土木工事 道路改良工　Ｌ＝90ｍ 指名競争入札 3/4期

6 市道中山線道路改良工事（その２） 東川登町大字袴野 ４ヶ月 土木工事 道路改良工　L=90ｍ,水路工L=150m 指名競争入札 3/4期 変更

まちづくり部　住まい支援課

番号 工事名 施工場所 施工期間 工事種別 工事概要 入札方法
発注
時期

進捗
状況

1 長屋解体工事（危険空家、宮野地区） 山内町大字宮野24172番地 ２ヶ月 建築工事 危険空家の解体工事 指名競争入札 1/4期 発注済

2 市営西杵住宅外壁補修工事(3号棟、4号棟)
北方町大字志久1835番地7
ほか

２ヶ月 塗装工事 市営住宅外壁の改修、塗装工事 指名競争入札 2/4期 発注済

こども教育部　教育総務課

番号 工事名 施工場所 施工期間 工事種別 工事概要 入札方法
発注
時期

進捗
状況

1 朝日小学校　特別支援教室改修工事 朝日町大字甘久　地内 ３ヶ月 建築工事 【改修：内部】３教室　Ａ＝247.64㎡ 指名競争入札 1/4期 発注済

2
北方小学校　教室棟大規模改造第３期その１（建
築主体）工事

北方町大字志久　地内 ４ヶ月 建築工事 【改修：内部】ＲＣ造３階　Ａ＝679㎡ 指名競争入札 1/4期 発注済

3
北方小学校　教室棟大規模改造第３期その１（電
気設備）工事

北方町大字志久　地内 ４ヶ月 電気工事 【改修：内部】ＲＣ造３階　Ａ＝679㎡ 指名競争入札 1/4期 発注済

4
北方小学校　教室棟大規模改造第３期その１（機
械設備）工事

北方町大字志久　地内 ４ヶ月 管工事 【改修：内部】ＲＣ造３階　Ａ＝679㎡ 指名競争入札 1/4期 発注済

5
北方小学校　教室棟大規模改造第３期その２（建
築主体）工事

北方町大字志久　地内 ４ヶ月 建築工事
【改修：外部】ＲＣ造３階　Ａ＝1,692
㎡

指名競争入札 1/4期 発注済

6
北方小学校　教室棟大規模改造第３期その２（電
気設備）工事

北方町大字志久　地内 ４ヶ月 電気工事
【改修：外部】ＲＣ造３階　Ａ＝1,692
㎡

指名競争入札 1/4期 発注済
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7
北方小学校　教室棟大規模改造第３期その２（機
械設備）工事

北方町大字志久　地内 ４ヶ月 管工事
【改修：外部】ＲＣ造３階　Ａ＝1,692
㎡

指名競争入札 1/4期 発注済

8 北方小学校　外構第２期工事 北方町大字志久　地内 ２ヶ月 土木工事 土木工事一式 指名競争入札 2/4期 発注済

9
武雄北中学校　教室南棟大規模改造第２期（建築
主体）工事

武内町大字真手野　地内 ４ヶ月 建築工事
【改修：内部】ＲＣ造３階　Ａ＝
964.91㎡

指名競争入札 1/4期 発注済

10
武雄北中学校　教室南棟大規模改造第２期（電気
設備）工事

武内町大字真手野　地内 ４ヶ月 電気工事
【改修：内部】ＲＣ造３階　Ａ＝
964.91㎡

指名競争入札 1/4期 発注済

11
武雄北中学校　教室南棟大規模改造第２期（機械
設備）工事

武内町大字真手野　地内 ４ヶ月 管工事
【改修：内部】ＲＣ造３階　Ａ＝
964.91㎡

指名競争入札 1/4期 発注済

12
武雄北中学校　管理棟大規模改造第１期（建築主
体）工事

武内町大字真手野　地内 ４ヶ月 建築工事
【改修：外部】ＲＣ造３階　Ａ＝
1318.9㎡

指名競争入札 1/4期 発注済

13
武雄北中学校　管理棟大規模改造第１期（電気設
備）工事

武内町大字真手野　地内 ４ヶ月 電気工事
【改修：外部】ＲＣ造３階　Ａ＝
1318.9㎡

指名競争入札 1/4期 発注済

14
武雄北中学校　管理棟大規模改造第１期（機械設
備）工事

武内町大字真手野　地内 ４ヶ月 管工事
【改修：外部】ＲＣ造３階　Ａ＝
1318.9㎡

指名競争入札 1/4期 発注済

15
武雄北中学校　プール更衣室改築・倉庫改修（建
築主体）工事

武内町大字真手野　地内 ３ヶ月 建築工事
【新築】プール更衣室　Ａ＝71.50㎡
【改修】倉庫　Ａ＝69.16㎡

指名競争入札 2/4期 発注済

16
武雄北中学校　プール更衣室改築・倉庫改修（機
械設備）工事

武内町大字真手野　地内 ３ヶ月 管工事
【新築】プール更衣室　Ａ＝71.50㎡
【改修】倉庫　Ａ＝69.16㎡

指名競争入札 2/4期 発注済

17  武雄北中学校　臨時職員室他設置工事  武内町大字真手野　地内  ２ヶ月  電気工事
 臨時職員室・校長室（Ａ＝130.95㎡）
 ほか電気設備工事

 指名競争入札  1/4期 削除

18 武雄北中学校　外構第１期工事 武内町大字真手野　地内 ２ヶ月 土木工事
既存相撲場解体（Ｓ造　Ａ＝42㎡）、
自転車置場設置　ほか

指名競争入札 2/4期 発注済

19  武雄北中学校　外構第１期（その２）工事  武内町大字真手野　地内  ２ヶ月  土木工事  自転車置場設置　ほか  指名競争入札  1/4期 削除

20 御船が丘小学校　防火シャッター改修工事 武雄町大字武雄　地内 ２ヶ月 電気工事 既存防火シャッター改修 指名競争入札 2/4期 発注済

21 市内小学校　防犯カメラ設置工事 市内一円 ２ヶ月 電気工事 電気設備工事 指名競争入札 2/4期 発注済

22 市内中学校　防犯カメラ設置工事 市内一円 ２ヶ月 電気工事 電気設備工事 指名競争入札 2/4期 発注済
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23 朝日小学校　西側河川管理道路舗装工事 朝日町大字甘久　地内 ２ヶ月 舗装工事 道路舗装工事　Ｌ＝180ｍ 指名競争入札 2/4期 変更

こども教育部　生涯学習課

番号 工事名 施工場所 施工期間 工事種別 工事概要 入札方法
発注
時期

進捗
状況

1 山内中央公園テニスコート改修工事 山内町大字大野　地内 １ヶ月
体育施設工

事
人工芝張替（1面）　700㎡ 指名競争入札 1/4期 済

2 北方東プール跡地舗装工事 北方町大字大渡　地内 １ヶ月
体育施設工

事
アスファルト舗装　540㎡ 指名競争入札 4/4期 発注済

3 北方スポーツセンター屋根修繕工事 北方町大字大﨑　地内 １ヶ月
体育施設工

事
外部屋根の改修 指名競争入札 4/4期 新規

4 山内中央公園スポーツセンター天井等改修工事 山内町大字大野　地内 １ヶ月
体育施設工

事
天井部、床、壁面部の修繕 指名競争入札 4/4期 新規

上下水道部　水道課

番号 工事名 施工場所 施工期間 工事種別 工事概要 入札方法
発注
時期

進捗
状況

1 下黒髪～大野配水池連絡管布設工事 北方町大字志久　地内 ２ヶ月 管工事 連絡管布設工　PEPφ150　L=80m 指名競争入札 1/4期 発注済

2 今山加圧ポンプ場設備工事 山内町大字大野　地内 ４ヶ月
水道施設工

事
ポンプ場施設工　一式 指名競争入札 1/4期 発注済

3 大砂古加圧ポンプ場設備工事 山内町大字宮野　地内 ４ヶ月
水道施設工

事
ポンプ場施設工　一式 指名競争入札 1/4期 発注済

4 楠峰加圧ポンプ場改造工事 東川登町大字永野　地内 ４ヶ月
水道施設工

事
ポンプ場施設工　一式 指名競争入札 3/4期

5 市道今山鳥海線他舗装本復旧工事 山内町大字大野　地内 ３ヶ月 舗装工事 舗装工　A=2,000m2 指名競争入札 4/4期

6
武雄北方インター工業団地他配水管布設工事(そ
の1)

朝日町大字中野　地内 ６ヶ月 管工事
工水及び配水管布設工　PEPφ100
L=1300m

指名競争入札 1/4期 発注済
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7
武雄北方インター工業団地他配水管布設工事(そ
の2)

朝日町大字中野　地内 ６ヶ月 管工事
工水及び配水管布設工　PEPφ100
L=950m

指名競争入札 1/4期 発注済

8 市道永松上砥石川線給配水管布設替工事 武雄町大字武雄　地内 ２ヶ月 管工事 給配水管布設替工　PEP75　L=120m 指名競争入札 2/4期 発注済

9 市道宿下砥石川線給配水管布設替工事 武雄町大字武雄　地内 ３ヶ月 管工事 給配水管布設替工　PEP100　L=170m 指名競争入札 2/4期 発注済

10 市道久津具線配水管布設替工事 北方町大字大﨑　地内 ２ヶ月 管工事 配水管布設替工　PEP75　L=220m 指名競争入札 3/4期

11 都計道永松川良線給配水管布設工事 武雄町大字昭和　地内 ３ヶ月 管工事 配水管布設工　PEP75　L=150m 指名競争入札 2/4期 発注済

12 市道高野東西線給配水管布設替工事 北方町大字志久　地内 ３ヶ月 管工事 給配水管布設替工　PEP100　L=150m 指名競争入札 3/4期

13 市道小楠永島線配水管布設工事 武雄町大字永島　地内 ３ヶ月 管工事 配水管布設工　PEP75　L=200m 指名競争入札 1/4期 発注済

14 県道武雄多久給給配水管布設替工事 朝日町大字甘久　地内 ６ヶ月 管工事 給配水管布設替工　PEP75　L=400m 指名競争入札 2/4期 発注済

15 市道網の内今山線給配水管布設替工事 山内町大字宮野　地内 ３ヶ月 管工事 給配水管布設替工　PEP75　L=180m 指名競争入札 3/4期 発注済

16
県道武雄福富線道路改良に伴う給配水管布設替工
事

北方町大字大渡　地内 ４ヶ月 管工事 給配水管布設替工　PEP75　L=150m 指名競争入札 2/4期 発注済

17 県道相知山内線道路改良に伴う配水管布設替工事 山内町大字鳥海　地内 ３ヶ月 管工事 配水管布設替工　DCIPφ150　L=50m 指名競争入札 3/4期

18  市道梶原楠町線道路改良に伴う配水管布設替工事  武雄町大字昭和　地内  ４ヶ月  管工事  配水管布設替工　DCIPφ200 　L=100m  指名競争入札  2/4期 削除

19
八並地区枝線管渠布設工事に伴う給配水管布設替
工事

武雄町大字富岡　地内 ４ヶ月 管工事 給配水管布設替工　DCIPφ200　L=150m 指名競争入札 2/4期 発注済

10/11



平成 ３０ 年度　建設工事発注計画一覧表（下半期）

上下水道部　下水道課

番号 工事名 施工場所 施工期間 工事種別 工事概要 入札方法
発注
時期

進捗
状況

1
小楠地区枝線管渠布設及びマンホールポンプ設置
工事

武雄町大字昭和　地内 ６ヶ月 下水道工事 管渠布設（推進）L=168m 指名競争入札 2/4期 発注済

2 桜町地区他枝線管渠布設工事 武雄町大字富岡　地内 ４ヶ月 下水道工事 管渠布設（開削）L=157m 指名競争入札 2/4期 発注済

3 八並地区他枝線管渠布設工事（その１） 武雄町大字富岡　地内 ５ヶ月 下水道工事 管渠布設（開削）L=166m 指名競争入札 2/4期 発注済

4 下西山地区他枝線管渠布設工事 武雄町大字武雄　地内 ６ヶ月 下水道工事 管渠布設（開削）L=423m 指名競争入札 2/4期 発注済

5 竹下地区舗装本復旧工事 武雄町大字武雄　地内 ３ヶ月 舗装工事 舗装　A=660m2 指名競争入札 3/4期 起工中

6 八並地区他舗装本復旧工事 武雄町大字富岡　地内 ３ヶ月 舗装工事 舗装　A=4,600m2 指名競争入札 3/4期

7  新町地区他舗装本復旧工事  武雄町大字武雄　地内  ３ヶ月  舗装工事  舗装　A=3,200m2  指名競争入札  3/4期 削除

8 戸別浄化槽(市町村設置型）設置工事
公共下水道事業区域・農業
集落排水事業区域を除く区
域

浄化槽工事
戸別浄化槽設置（50人槽まで）
※250万以上は、年間40件程度
※入札随時（4月下旬～2月下旬）

指名競争入札
一部発

注

9
立野川内・三間坂 ・宮野地区
警報通報監視システム更新工事

山内町大字宮野　地内他 ４ヶ月
電気通信工

事
警報通報装置更新 指名競争入札 3/4期 発注済

10  橋下地区処理施設機器工事  北方町大字芦原　地内  ５ヶ月
 機械器具設

 置工事
 処理施設機器　更新及びオーバーホー
 ル

 指名競争入札  2/4期 削除

11  立野川内地区　中継ポンプ更新工事  山内町大字宮野　地内  ４ヶ月
 機械器具設

 置工事
 中継ポンプ更新　n=3基  指名競争入札  3/4期 削除

12 八並地区他枝線管渠布設工事（その２） 武雄町大字富岡　地内 ６ヶ月 下水道工事 管渠布設（開削）L=346m 指名競争入札 2/4期
新規

発注済

13 永松地区他枝線管渠布設工事 武雄町大字富岡　地内 ５ヶ月 下水道工事 管渠布設（開削）L=120m 指名競争入札 3/4期
新規

起工中

14
県道武雄福富線（蔵堂工区）道路整備交付金事業
に伴う真空管移設工事

北方町大字大渡　地内 ３ヶ月 下水道工事 真空管渠布設　L=78m 指名競争入札 3/4期 新規
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