
篠山市告示第７２号 

 

 

 

 平成 28 年 4 月 1 日付篠山市告示第 33 号において公告をおこなった平成 28

年度中に篠山市が発注することが見込まれる公共工事について、追加が生じた

ので公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12年 法律第

127号）第 7条第 1項の規定により下記要領にて公表する。 

 

 

平成 28年 10月 3日 

 

 

篠 山 市 長   酒 井  隆 明 

 

 

記 

 

 

１．公表の場所  総務部 管財契約課 契約係 

 

２．公表の期間  平成 28年 10月 3日から平成 29年 3月 31日 



平 成 2 8 年 1 0 月 

 

 

平 成 2 8 年 度  発 注 見 込 工 事 一 覧 
 

 

 

当 初 公 表 （4 月 1 日） ： １ ～ 94 番 

今 回 追加 公表 （10 月１日）  95 ～ 99 番 

       

 
、 
 
 

篠 山 市 



平成28年度発注見込一覧

番号 工事名 施工場所 日数 工事種類 工事概要 契約の方法
入札又は契約
締結の時期

担当部 担当課 担当窓口（係） 備考

1 フィールドステーショントイレ改修工事 東新町 60 建築 トイレ設備改修工事　1.0式 一般競争 第１四半期 政策部 創造都市課 創造都市推進係

2 篠山口駅自由通路橋多目的スペース改修工事 大沢 120 建築 建築主体工事　1.0式、電気工事　1.0式、機械設備工事　1.0式 一般競争 第１四半期 政策部 創造都市課 創造都市推進係

3 本庁舎外壁等改修工事 北新町 120 建築 RC造　5階建　1棟　外壁塗装　瓦改修 一般競争 第２四半期 総務部 管財契約課 管財係

4 本庁舎電話交換機更新工事 北新町 90 その他 電話交換機更新　1式 一般競争 第１四半期 総務部 管財契約課 管財係

5 大手前展示館前門改修工事 北新町 90 建築 門及び一部塀の移設建替工事 一般競争 第２四半期 総務部 管財契約課 管財係

6
住吉台コミュニティ消防センター駐車場舗装
工事

住吉台 75 土木 駐車場舗装　1式　525㎡　土工　1式　水路工　1式　 一般競争 第２四半期 総務部 管財契約課 管財係

7 防火水槽新設工事 追入 150 土木 耐震性防火水槽　４０㌧ 一般競争 第２四半期 市民生活部 市民安全課 消防交通係

8 防火水槽新設工事 大山下 150 土木 耐震性防火水槽　４０㌧ 一般競争 第２四半期 市民生活部 市民安全課 消防交通係

9 防火水槽新設工事 不来坂 150 土木 耐震性防火水槽　４０㌧ 一般競争 第２四半期 市民生活部 市民安全課 消防交通係

10 消防団詰所兼車庫改修工事 風深 150 建築 改修工事　１式 一般競争 第２四半期 市民生活部 市民安全課 消防交通係

11 草山コミュニティ消防センター　スロープ設置工事 本郷 150 建築 スロープ設置工事　１式 一般競争 第２四半期 市民生活部 市民安全課 消防交通係

12 後川複合教育施設耐震補強工事 後川上 150 建築 耐震補強工事（木造平屋）　240㎡ 一般競争 第３四半期 市民生活部 市民安全課 防災係

13 栗柄ふれあいセンター修繕工事 栗柄 60 設備 屋根改良工事（屋根全面）　空調機更新工事（4台） 一般競争 第１四半期 市民生活部 地域ｺﾐｭﾆﾃｨ課 西紀支所  住民係

14 今田支所空調設備改修工事 今田町今田新田 100 設備 空調設備改修（室内機１９台） 一般競争 第２四半期 市民生活部 地域ｺﾐｭﾆﾃｨ課 今田支所　住民係

15 四季の森生涯学習センター　東館　空調更新 網掛 200 設備 四季の森生涯学習センター　東館　空調設備　４系統のうち２系統 指名競争 第１四半期 市民生活部 地域ｺﾐｭﾆﾃｨ課 丹南支所　公民館係

16
四季の森生涯学習センター　西館　ホール移
動席改修

網掛 90 設備 四季の森生涯学習センター　西館　移動席改修　一式 随意契約 第１四半期 市民生活部 地域ｺﾐｭﾆﾃｨ課 丹南支所　公民館係

17
四季の森生涯学習センター　西館　吊物装置
改修

網掛 90 設備 四季の森生涯学習センター　西館　吊物装置改修　一式 随意契約 第１四半期 市民生活部 地域ｺﾐｭﾆﾃｨ課 丹南支所　公民館係

18 火葬炉耐火材全面改修工事 栗柄 60 設備 火葬炉２基 随意契約 第１四半期 市民生活部

19 火葬炉設備部分改修工事 栗柄 60 設備 炉内台車１台、収骨台車１台、残骨灰集塵機１基 随意契約 第１四半期 市民生活部

20
篠山市障害者総合支援センタースマイルささ
やま　空調設備改修工事

東沢田 100 設備 ＧＨＰ室外機（喫茶系統・食堂系統）入替工事 一般競争 第１四半期 保健福祉部 地域福祉課 障害福祉係

21 東雲診療所　屋根改修工事 小田中 90 建築 建築主体工事、電気設備工事 一般競争 第２四半期 保健福祉部

22 大山荘の里市民農園　塗装改修工事 大山新 60 建築 滞在型市民農園の外壁塗装　７棟 指名競争 第３四半期 農都創造部 農都政策課 担い手支援係

23 次世代自動車充電インフラ整備工事 細工所 90 電気 充電設備等設置工事・案内看板設置工事・付帯設備工事　N=1式 一般競争 第２四半期 農都創造部 農都環境課 環境創造係

市営斎場

市営斎場

東雲診療所
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平成28年度発注見込一覧

番号 工事名 施工場所 日数 工事種類 工事概要 契約の方法
入札又は契約
締結の時期

担当部 担当課 担当窓口（係） 備考

24 獣害防護柵設置工事 市内 120 土木 獣害防護柵設置工事　L=8,154m 一般競争 第３四半期 農都創造部 農都環境課 農村整備係

25 山ノ神頭首工　改修工事 小枕 150 土木 頭首工　改修工事　N=1式 一般競争 第２四半期 農都創造部 農都環境課 農村整備係

26 鐘鋳場頭首工　改修工事 曽地中 150 土木 頭首工　改修工事　N=1式 一般競争 第２四半期 農都創造部 農都環境課 農村整備係

27 味間第３揚水機　整備補修工事 味間南 90 機械 整備補修工事　N=1式 一般競争 第２四半期 農都創造部 農都環境課 農村整備係

28 味間第４揚水機　整備補修工事 味間南 90 機械 整備補修工事　N=1式 一般競争 第２四半期 農都創造部 農都環境課 農村整備係

29 ぬくもりの郷　脱衣所空調設備更新工事 今田新田 5 機械 脱衣所空調設備の一新 一般競争 第３四半期 農都創造部 商工観光課 観光係

30 篠山地区　道路修繕工事 篠山地区 180 土木 側溝修繕等工事　N=1式 一般競争 第１四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

31 篠山地区　舗装修繕工事 篠山地区 180 舗装 舗装修繕等工事　N=1式 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

32 丹南地区　道路修繕工事 丹南地区 180 土木 側溝修繕等工事　N=1式 一般競争 第１四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

33 丹南地区　舗装修繕工事 丹南地区 180 舗装 舗装修繕等工事　N=1式 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

34 西紀地区　道路修繕工事 西紀地区 180 土木 側溝修繕等工事　N=1式 一般競争 第１四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

35 西紀地区　舗装修繕工事 西紀地区 180 土木 側溝修繕等工事　N=1式 一般競争 第１四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

36 今田地区　道路修繕工事 今田地区 180 土木 側溝修繕等工事　N=1式 一般競争 第１四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

37 市道大沢新栗栖野線　舗装新設工事 大沢新～初田 180 舗装 舗装新設工事　L=950m 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

38 後川上橋　橋梁補修工事 後川上 180 土木 橋梁補修工事　L=8.0m 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

39 出合2号橋　橋梁補修工事 向井 180 土木 橋梁補修工事　L=50.7m 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

40 新町橋　橋梁補修工事 南新町 180 土木 橋梁補修工事　L=17.5m 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

41 曽地中西橋　橋梁補修工事 曽地中 180 土木 橋梁補修工事　L=16.9m 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

42 市道味間旧国道2号線ほか通学路安全対策工事篠山市内 180 舗装 通学路安全対策工事　N=1式 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

43 市道辻ノ下口山口線　道路改良工事 南矢代 180 土木 道路改良工事　N=1式 一般競争 第１四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

44 市道安田三熊線　道路工事 三熊 180 土木 道路工事　N=1式 一般競争 第１四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

45 味間認定こども園関連　道路工事その1 西吹、網掛 60 舗装 舗装修繕等工事　N=1式 一般競争 第１四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

46 味間認定こども園関連　道路工事その2 西吹、網掛 60 土木 道路修繕等工事　N=1式 一般競争 第１四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係
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番号 工事名 施工場所 日数 工事種類 工事概要 契約の方法
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47 篠山市内　橋梁補修工事 篠山市内 180 土木 橋梁補修工事　N=1式 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

48 篠山地区　河川修繕工事 篠山市内 180 土木 河川修繕工事　N=1式 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

49 丹南地区　河川修繕工事 篠山市内 180 土木 河川修繕工事　N=1式 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

50 西紀地区　河川修繕工事 篠山市内 180 土木 河川修繕工事　N=1式 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

51 ふるさとの川再生事業　河川整備工事その1 篠山市内 180 土木 河川整備工事　N=1式 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

52 ふるさとの川再生事業　河川整備工事その2 篠山市内 180 土木 河川整備工事　N=1式 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

53 市道栃梨辻東線　道路災害復旧工事 箱谷 240 土木 道路災害復旧工事　N=1式 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

54 市営音羽住宅外壁等改修工事 味間新 180 建築 外壁改修、外壁塗装、屋上防水 一般競争 第１四半期 まちづくり部 地域計画課 都市政策係

55 市営河原町団地舗装改修工事 河原町 60 舗装 アスファルト舗装　330㎡ 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域計画課 都市政策係

56 市営住宅空家解体工事 西新町 60 建築 木造平屋　4戸 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域計画課 都市政策係

57 都市計画道路中央線歩道設置工事 北新町 60 土木 L=90ｍ　W=2.2ｍ 一般競争 第３四半期 まちづくり部 地域計画課 都市政策係

58 あさぎり苑　前処理設備定期整備工事 西岡屋 120 機械 前処理設備　1基 一般競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 あさぎり苑

59 あさぎり苑・下水道施設　活性炭入れ替え工事 西岡屋ほか 120 設備 活性炭入れ替え　1式 指名競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 業務係

60
下水道汚泥共同処理事業　あさぎり苑
乾燥設備定期整備工事

西岡屋 120 機械 汚泥乾燥設備点検・定期整備　1式 一般競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 あさぎり苑

61
公共下水道事業　篠山処理区
異常通報装置更新工事

東岡屋ほか 120 設備 通報装置更新　10箇所 指名競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 業務係

62
特定環境保全公共下水道事業　小野原処理区他
異常通報装置更新工事

小野原ほか 120 設備 通報装置更新　11箇所 指名競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 業務係

63
農業集落排水事業　雲部処理区他
異常通報装置更新工事

泉ほか 120 設備 通報装置更新　10箇所 指名競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 業務係

64
農業集落排水事業　栗柄処理区
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事

栗柄 120 設備 ポンプ設備更新　13箇所 指名競争 第３四半期 上下水道部 下水道課 工務係

65
ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ事業　城南処理区他
異常通報装置更新工事

北ほか 120 設備 通報装置更新　10箇所 指名競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 業務係

66
公共下水道事業　住吉浄化センタ－他
ﾎﾟﾝﾌﾟ設備等修繕工事

西吹ほか 120 設備 ポンプ設備修繕 指名競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 業務係

67
特定環境保全公共下水道事業　日置浄化センタ－
他　自動スクリ－ン修繕工事

八上上ほか 120 機械 スクリーン設備修繕 ２箇所 一般競争 第３四半期 上下水道部 下水道課 業務係

68
特定環境保全公共下水道事業　日置浄化センタ－
他　ﾎﾟﾝﾌﾟ設備等修繕工事

八上上ほか 120 設備 ポンプ設備修繕 指名競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 業務係

69
農業集落排水事業　味間北浄化センタ－他
自動スクリ－ン修繕工事

味間北ほか 120 機械 スクリーン設備修繕　３箇所 一般競争 第３四半期 上下水道部 下水道課 業務係
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70
農業集落排水事業　雲部浄化センタ－他
ﾎﾟﾝﾌﾟ設備等修繕工事

泉ほか 120 設備 ポンプ設備修繕 指名競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 業務係

71
ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ事業　古市浄化センタ－他
自動スクリ－ン修繕工事

当野ほか 120 機械 スクリーン設備修繕 一般競争 第３四半期 上下水道部 下水道課 業務係

72 栗柄浄水場増設改造工事 栗柄 210 水道 前処理ろ過設備、活性炭ろ過設備　1.0式 指名競争 第２四半期 上下水道部 上水道課 工務係

73 大芋浄水場ろ過設備更新工事 中 120 設備 ＵＦ膜モジュール　N=32本 随意契約 第２四半期 上下水道部 上水道課 工務係

74 配水管布設替工事 高坂 120 土木 HIVP-RRφ75　L=340ｍ 一般競争 第３四半期 上下水道部 上水道課 工務係

75 配水管布設替工事 坂本 120 土木 HPPEφ100　L=320ｍ 一般競争 第２四半期 上下水道部 上水道課 工務係

76 配水管布設替工事 乾新町 90 土木 HPPEφ50　L=130ｍ 一般競争 第３四半期 上下水道部 上水道課 工務係

77 消火栓移設工事 河原町 60 土木 HPPEφ150　L=20ｍ　地下式消火栓　N=1基 一般競争 第３四半期 上下水道部 上水道課 工務係

78 消火栓新設工事 野間 60 土木 HIVP-RRφ75　L=92ｍ　地下式消火栓　N=1基 一般競争 第４四半期 上下水道部 上水道課 工務係

79 水道管支障移転工事 曽地中 150 土木 HPPEφ75　L=44ｍ　水管橋　L=20ｍ 一般競争 第３四半期 上下水道部 上水道課 工務係

80 配水管布設替工事 高坂 70 土木 HIVP-RRφ75　L=340ｍ　HPPEφ75　L=10ｍ 一般競争 第１四半期 上下水道部 上水道課 工務係

81 畑スポーツ施設　グラウンド整備工事 畑宮 100 土木 真砂土舗装　3140㎡、防球ネット(H8ｍ）L＝40ｍ、メッシュフェンス（H3m)L=110m 一般競争 第２四半期 教育委員会

82 畑スポーツ施設　水路改修工事 畑宮 100 土木 ヒューム管敷設工事　L＝50m 一般競争 第２四半期 教育委員会

83 今田中学校音楽室他空調設備改修工事 今田町今田新田 90 設備 職員室空調機改修　1.0式 一般競争 第１四半期 教育委員会 学事課 学校管理係

84 篠山小学校屋内運動場吊天井耐震対策工事 北新町 120 建築 建築工事　1.0式 一般競争 第１四半期 教育委員会 学事課 学校管理係

85 岡野小学校職員室等空調設備改修工事 東浜谷 60 電気 職員室、音楽室空調機改修工事　1.0式 一般競争 第１四半期 教育委員会 学事課 学校管理係

86 丹南中学校大規模改修工事 味間新 270 建築 校舎大規模改修工事　1.0式 一般競争 第１四半期 教育委員会 学事課 学校管理係

87 古市小学校大規模改修工事 波賀野新田 270 建築 校舎大規模改修工事　1.0式 一般競争 第１四半期 教育委員会 学事課 学校管理係

88 多紀小学校他改修工事 草ノ上他 210 建築 プール改修工事 一般競争 第２四半期 教育委員会 学事課 学校管理係

89
篠山東部学校給食センター　コンテナプール
等床張替工事

日置 60 建築
コンクリート面取壊し150㎡、コンクリート面カッター入れ250㎡
床モルタル塗工150㎡、耐熱水系ウレタン樹脂塗床324.7㎡

一般競争 第１四半期 教育委員会

90 西紀みなみ幼稚園屋根・外壁等塗装修繕工事 黒田 120 建築
カラーベスト塗装562㎡、カラー鉄板塗装62㎡、樋塗装28.5㎡、外
壁木部塗装389㎡、木製建具塗装132㎡ほか

一般競争 第１四半期 教育委員会 こども未来課 幼児教育係

91 味間認定こども園駐輪場等整備工事 西吹 90 建築
味間認定こども園新園舎における駐輪場整備並びに看板及び外灯設
置等

一般競争 第１四半期 教育委員会 こども未来課 幼児教育係

92 味間認定こども園すみよし園トイレ改修工事 味間新 60 建築 味間認定こども園すみよし園給排水設備の改修 一般競争 第１四半期 教育委員会 こども未来課 子育て支援係

教育総務課

教育総務課

篠山東部学校給食センター
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93 城東保育園増築工事 日置 180 建築 城東保育園0・１歳児保育室の増築 一般競争 第２四半期 教育委員会 こども未来課 子育て支援係

94 太古の生きもの館・市民研究所建築工事 西古佐 150 建築 建築　1.0式 一般競争 第２四半期 教育委員会 社会教育・文化財課 文化財係

95
公共下水道事業　住吉浄化センタ－
汚泥搬出室シヤッタ－設置工事

西吹 90 設備 シ－トシャッタ－設置工事 指名競争 第３四半期 上下水道部 下水道課 業務係

96
特定環境保全公共下水道事業
西紀中央浄化センタ－汚泥処理設備修繕工事

黒田 120 設備 汚泥脱水機修繕工事 指名競争 第３四半期 上下水道部 下水道課 業務係

97 水道管支障移転工事 波賀野 60 土木 DCIP-GXφ75　L=55ｍ 随意契約 第３四半期 上下水道部 上水道課 工務係

98 ペット告別所整備工事 栗柄 100 建築 内外装改修一式 一般競争 第３四半期 市民生活部

99
たんなん子育てふれあいセンター移転に伴う
改修工事

網掛 120 建築 丹南商工会館　1階　改修　面積163㎡ 一般競争 第３四半期 保健福祉部 福祉総務課 児童福祉係

市営斎場
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