
篠山市告示第 １ 号 

 

 

 

 平成 29 年 10 月 2 日付篠山市告示第 94 号において公告をおこなった平成 29

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 30年 1月 4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 30年 1月 4日から平成 30年 3月 31日 



平 成 ３ ０ 年 1 月 

 

 

平成２９年度  発注見込工事一覧 
 

 

 

当 初 公 表 （4 月 1 日） ： 1 ～ 105 番 

追 加 公 表 （7 月 3 日） ： 106 ～ 111 番 

追 加 公 表 （10 月 2 日） ： 112 ～ 126 番 

今 回 追加 公表 （1 月 4 日） ： 127 ～ 147 番 

 
 
 
 

篠 山 市 



平成29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
四季の森生涯学習センター西館トイレ修繕工
事

網掛 120 設備 トイレ洋式化工事 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

2
篠山総合スポーツセンター
管理棟系空調設備更新工事

郡家 60 設備 水冷式床置形制帽専用パッケージ、クーリングタワー他 一般競争 第１四半期 教育委員会 社会教育課 社会体育係

3 たかしろ保育園トイレ改修工事 糯ヶ坪 90 建築 トイレブース1式　壁・床タイル18.1㎡　電気設備　機械設備 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

4
四季の森生涯学習センター西館ホール調光制
御盤改修工事

網掛 120 設備 舞台調光設備更新 指名競争 第１四半期 市民生活部 地域コミュニティ課 公民館係

5 篠山市内　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１四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

6 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１四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

7 ごみ焼却施設定期修繕 大山下 350 設備 焼却炉、排ガス、焼却灰処理設備定期修繕 随意契約 第１四半期 市民生活部 市民衛生課 清掃センター

8 灰クレーンバケット更新修繕 大山下 90 機械 灰クレーン油圧バケット１台更新 随意契約 第１四半期 市民生活部 市民衛生課 清掃センター

9 丹波篠山渓谷の森公園修繕工事 後川上 90 建築 コテージ棟手摺り取替え及び畳や床タイル張り替え並びに管理棟ウッドデッキ改修　1式 一般競争 第１四半期 農都創造部 農都環境課 里山振興係

10 おとわ園跡地トイレ改修工事 味間新 120 建築 ２カ所 一般競争 第１四半期 保健福祉部 福祉総務課 児童福祉係

11 西紀中学校大規模改修工事 宮田 210 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

12
篠山東部学校給食センター
　空調及び換気設備改修工事

日置 60 設備
・空調設備更新工事
・換気設備改修工事

一般競争 第１四半期 教育委員会

13 配水管布設替工事 高坂 120 土木 HIVP-RRφ75　L=340ｍ 一般競争 第１四半期 上下水道部 上水道課 工務係

14 古市コミュニティ消防センター昇降機設置工事波賀野 110 設備 建築主体工　1式、電気設備工　1式、機械設備工　1式 一般競争 第１四半期 総務部 管財契約課 管財係

15 火葬炉耐火材全面改修工事 栗柄 30 設備 耐火材積替え、台車メンテナンス等 随意契約 第１四半期 市民生活部

16 ろ過設備更新工事 栗柄 100 設備 栗柄浄水場　UF膜モジュール更新　N=24.0本 随意契約 第１四半期 上下水道部 上水道課 工務係

17 今田小学校大規模改修工事 今田町下小野原 210 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

18 市営今田団地外壁等改修工事 今田町今田 120 建築 RC造　3階建　2棟　30戸　外壁改修・屋根塗装　他 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

19 西紀北小学校大規模改修工事 本郷 210 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

20 舗装本復旧工事 乾新町 70 舗装 アスファルト舗装　A=350m2 一般競争 第１四半期 上下水道部 上水道課 工務係

21
特定環境保全公共下水道事業
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事

今田町市原 90 機械 中継ポンプ更新　Ｎ＝１基 指名競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 業務係

22 水道管支障移転工事 糯ケ坪 240 土木 HPPEφ100　L=15ｍ 一般競争 第１四半期 上下水道部 上水道課 工務係

23
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（事務所系統）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

篠山東部学校
給食センター

市営斎場
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平成29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 丹波対杭陶の郷トイレ洋式化工事 今田町上立杭 80 建築
立杭陶の郷地内の一部施設のトイレ（窯元横丁、伝習会館）を洋式
化する工事。各１個は和式トイレを残置する。

一般競争 第１四半期 農都創造部 商工観光課 商工係

25 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

26
篠山市障害者総合支援センタースマイルささ
やま　屋上防水改修工事

東沢田 30 建築 屋上防水改修工事 一般競争 第１四半期 保健福祉部 地域福祉課 障害福祉係

27
公共下水道事業
京口排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場整備工事支障移転補償工事

池上 270 土木 上水道管　Ｌ＝１５ｍ、ガス管　Ｌ＝１５ｍ 随意契約 第１四半期 上下水道部 下水道課 工務係

28 今田中学校体育館照明取替工事 今田町今田新田 120 電気 体育館照明取替工事　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

29 市営東新町住宅取壊し工事 東新町 60 建築 簡易耐火構造　平屋建　1棟　6戸 指名競争 第１四半期 まちづくり部 地域計画課 都市政策係

30 最終処分場浸出水処理施設修繕 大山下 150 機械
電磁流量計交換、放流水配管更新、濁度計修繕、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類分解除
去装置修繕、脱窒槽循環ポンプ修繕

随意契約 第１四半期 市民生活部 市民衛生課 清掃センター

31 水道管支障移転工事 波賀野② 270 土木 DCIP-GXφ100　L=110ｍ 随意契約 第１四半期 上下水道部 上水道課 工務係

32 市営河原町団地舗装改修工事 河原町 60 土木 黒アスファルト舗装　900㎡ 指名競争 第１四半期 まちづくり部 地域計画課 都市政策係

33 消防訓練塔補修工事 野中 90 建築 消防訓練塔外壁改修工事及び防水工事 一般競争 第１四半期 消防本部 管理課 庶務係

34 水道管支障移転工事 波賀野① 270 土木 DCIP-GXφ100　L=100ｍ 随意契約 第１四半期 上下水道部 上水道課 工務係

35 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

36 篠山市立青山歴史村　長屋門屋根修理工事 北新町 120 建築 長屋門の茅葺屋根葺き替え工事 一般競争 第１四半期 教育委員会

37 篠山市内　舗装修繕工事 篠山市内 180 土木 舗装修繕工事　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

38 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

39 篠山市内　道路修繕工事 篠山市内 180 土木 道路修繕工事　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

40 栃梨辻東線　道路災害復旧工事 箱谷 300 土木 道路災害復旧工事　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

41 ささやま医療センターヘリポート整備工事 黒岡 90 土木 Ａ＝789㎡ 一般競争 第２四半期 保健福祉部 福祉総務課 総務係

42 西紀地区　舗装修繕工事 西紀地区 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

43 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

44 消防団詰所兼車庫改修工事 新荘 120 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

45 水道管支障移転工事 東木之部 120 土木 DCIP-GXφ75　L=50ｍ 一般競争 第２四半期 上下水道部 上水道課 工務係

46
コミュニティプラント事業
管路布設替工事

波賀野 120 土木 汚水管布設　Ｌ＝110ｍ 指名競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 工務係

文化財課
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平成29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

47 味間北コミュニティ消防センター改修工事 味間北 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

48 リサイクル施設 圧縮梱包機修繕 大山下 90 機械 ＰＬＣ交換修繕（４台） 随意契約 第２四半期 市民生活部 市民衛生課 清掃センター

49
特定環境保全公共下水道事業
立杭浄化ｾﾝﾀｰ臭気低減・景観対策工事

今田町下立杭 90 機械 乾式脱臭機増設　Ｎ＝１基、緑化工事　Ａ＝900m2 指名競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 業務係

50 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

51 市立城東公民館　昇降機設備設置工事 日置 240 機械 エレベーター設置　1基 一般競争 第２四半期 市民生活部 地域コミュニティ課 城東支所　公民館係

52 消防団詰所兼車庫新築工事 後川 180 建築 新築工事　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

53 配水連絡管布設工事　1工区 日置～井ノ上 240 土木 DCIP-GXφ150　L=1345ｍ 一般競争 第２四半期 上下水道部 上水道課 工務係

54 配水連絡管他布設工事　2工区 井ノ上～北嶋 240 土木 DCIP-GXφ150　L=1622ｍ 一般競争 第２四半期 上下水道部 上水道課 工務係

55
農業集落排水事業
栗柄集落排水処理場更新工事

栗柄 240 機械 更新工事　１式 一般競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 工務係

56 中央監視装置更新工事 西新町他 240 電気 西新町浄水場他システム他関連機器全面更新　1.0式 随意契約 第２四半期 上下水道部 上水道課 工務係

57
公共下水道事業
京口排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場整備工事

池上 240 土木 雨水ポンプ施設　Ｎ＝１箇所 一般競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 工務係

58
あさぎり苑ふれあい広場トイレ
下水道接続工事

西岡屋 150 土木 汚水管布設　Ｌ＝５５ｍ 指名競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 業務係

59 防火水槽新設工事 西浜谷 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

60 防火水槽新設工事 下原山 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

61 防火水槽新設工事 東吹 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

62 防火水槽新設工事 大上 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

63 北パイプライン　整備補修工事 北 150 土木 パイプライン整備　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

64 神田荘床等改修工事 大山上 75 建築 建築主体工　1式、電気設備工　1式、機械設備工　1式 一般競争 第２四半期 総務部 管財契約課 管財係

65 宇土谷山線　集落くらしの道整備工事 宇土～谷山 180 舗装 物理的デバイス設置工事　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

66 宇土観音停留所線　道路拡幅工事 宇土 180 土木 道路工事　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

67 池上排水樋門　整備補修工事 池上 150 土木 排水樋門整備　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

68 市道　通学路安全対策工事 篠山市内 180 土木 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

69 高速側道13号線　路面農業用送水管工事 大沢新 180 土木 道路工事　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
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平成29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

70 宇土観音停留所線　橋梁拡幅工事 宇土 180 土木 橋梁工事　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

71 黒岡乾新町線　道路改良工事 黒岡 180 土木 道路工事　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

72 吹第3号揚水機場　整備補修工事 西吹 150 土木 揚水機場整備　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

73 篠山城跡内堀復元整備工事 北新町 120 土木 内堀石垣の復元修理 指名競争 第２四半期 教育委員会

74 城東線　舗装修繕工事 北新町 180 土木 舗装修繕工事　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

75 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

76 西岡屋3号橋　橋梁補修工事 西岡屋・野尻 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

77 篠山市内　河川補修工事 篠山市内 180 土木 河川補修工事　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

78 うとぎ下橋　橋梁補修工事 福住 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

79 小多田橋　橋梁補修工事 小多田 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

80 村雲橋　橋梁補修工事 向井 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

81 般若寺橋　橋梁補修工事 般若寺 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

82 獣害防護柵設置工事 大山 120 土木 獣害柵設置　L=3,538m 一般競争 第２四半期 農都創造部 農都環境課 農村整備係

83 市営西町駐車場　施設整備工事 西町 90 土木 土工　1.0式　舗装工　一式　機械設備　一式 一般競争 第２四半期 まちづくり部 地域整備課 公共施設係

84 県道丸山南新町線　車道美装化工事 河原町ほか 180 舗装 車道美装化工事　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

85
コミュニティプラント事業
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場水位計更新工事

市内 120 機械 水位計更新　Ｎ＝6箇所 指名競争 第３四半期 上下水道部 下水道課 業務係

86
公共下水道事業
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場水位計更新工事

市内 120 機械 水位計更新　Ｎ＝6箇所 指名競争 第３四半期 上下水道部 下水道課 業務係

87
特定環境保全公共下水道事業
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場水位計更新工事

市内 120 機械 水位計更新　Ｎ＝6箇所 指名競争 第３四半期 上下水道部 下水道課 業務係

88
農業集落排水事業
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場水位計更新工事

市内 120 機械 水位計更新　Ｎ＝6箇所 指名競争 第３四半期 上下水道部 下水道課 業務係

89
農業集落排水事業
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場通報装置更新工事

市内 120 電気 通報装置更新　Ｎ＝4箇所 指名競争 第３四半期 上下水道部 下水道課 業務係

90 日置ふれあい館防水塗装修繕工事 西荘 60 建築 防水改修工1.0式、外壁及び内部塗装1.0式　Ａ＝240.0㎡ 指名競争 第３四半期 市民生活部

91
公共下水道事業
篠山環境衛生ｾﾝﾀｰ最終沈殿池ｽｶﾑｽｷﾏ更新工事

吹上 120 機械 スカムスキマ　Ｎ＝1箇所 指名競争 第３四半期 上下水道部 下水道課 業務係

92 避難所井戸設置工事 市内９小学校 90 土木 井戸掘削　手押し式ポンプ設置　９箇所 一般競争 第３四半期 市民生活部 市民安全課 防災係

文化財課

人権推進課
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93 水道管支障移転工事 知足 120 土木 DCIP-GXφ150　L=20ｍ 一般競争 第３四半期 上下水道部 上水道課 工務係

94 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３四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

95 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３四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

96 減圧弁更新工事 本郷他 120 土木 減圧弁　φ100　N=1.0基、φ150　N=2.0基 一般競争 第３四半期 上下水道部 上水道課 工務係

97
コミュニティプラント事業
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場通報装置更新工事工事

市内 120 電気 通報装置更新　Ｎ＝10箇所 指名競争 第３四半期 上下水道部 下水道課 業務係

98
公共下水道事業
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場ほか通報装置更新工事

市内 120 電気 通報装置更新　Ｎ＝11箇所 指名競争 第３四半期 上下水道部 下水道課 業務係

99
特定環境保全公共下水道事業
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場ほか通報装置更新工事

市内 120 電気 通報装置更新　Ｎ＝11箇所 指名競争 第３四半期 上下水道部 下水道課 業務係

100 水道管支障移転工事 曽地中 150 土木 HPPEφ75　L=36ｍ　水管橋　L=15ｍ 一般競争 第３四半期 上下水道部 上水道課 工務係

101 配水管布設替工事 坂本 120 土木 HIVP-RRφ75　L=420ｍ 一般競争 第３四半期 上下水道部 上水道課 工務係

102 送水ポンプ更新工事 北嶋 150 機械 畑井浄水場　送水ポンプ（陸上）　N=2.0基 一般競争 第３四半期 上下水道部 上水道課 工務係

103 篠山城跡公園　植樹等施設整備工事 北新町 90 造園 植樹工　1.0式　設備設置　1.0式 一般競争 第３四半期 まちづくり部 地域整備課 公共施設係

104 クレーン修繕 大山下 90 機械 焼却施設ごみクレーン・灰クレーン・医療用ジブクレーン修繕 一般競争 第３四半期 市民生活部 市民衛生課 清掃センター

105 ちるみゅー床下補修工事 小田中 60 土木 束石据え直し336カ所、床下換気扇4か所設置 一般競争 第３四半期 政策部 創造都市課 企画戦略係

106
横断歩道設置、交通安全対策等　道路修繕工
事

黒岡ほか 60 土木 道路修繕工事　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

107 玉水会館　昇降機設備設置工事 黒岡 110 建築 建築主体工　1式、電気設備工　1式、機械設備工　1式 一般競争 第２四半期 総務部 管財契約課 管財係

108 大正ロマン館　屋根改修工事 北新町 60 建築 スレート屋根の葺き替え（景観まちづくり刷新モデル事業） 一般競争 第３四半期 農都創造部 商工観光課 観光係

109 大正ロマン館　外壁改修工事 北新町 60 建築 外壁塗装等の改修（景観まちづくり刷新モデル事業） 一般競争 第３四半期 農都創造部 商工観光課 観光係

110 市道西町前沢田線　車道美装化工事 北新町ほか 90 土木 車道美装化工事　N=1式 一般競争 第３四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

111 市道城東線　歩道美装化工事 東新町ほか 90 土木 歩道美装化工事　N=1式 一般競争 第３四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

112 篠山技能高等学院屋根修繕工事 宮田 60 建築 防水工事：屋根塗装外　705㎡ 一般競争 第３四半期 農都創造部 商工観光課 商工係

113 古市児童クラブ新築工事 篠山市見内 150 建築 新築工事１式 一般競争 第３四半期 教育委員会 こども未来課 子育て支援係

114 農業集落排水事業ポンプ制御盤移設工事 泉 120 電気 制御盤移設　１基 一般競争 第３四半期 上下水道部 下水道課 工務係

115 農地農業用施設災害復旧工事 今田町東庄 120 土木 土工　1.0式　法面工　L=20m　水路工　L=9.5m 一般競争 第３四半期 農都創造部 農都環境課 農村整備係
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116 草山地区コミュニティ消防センタースロープ設置工事 本郷 120 建築 スロープ設置工事 一般競争 第３四半期 市民生活部 市民安全課 消防交通係

117 水道管支障移転工事 泉 90 土木 DCIP 150mm  L=30m 一般競争 第３四半期 上下水道部 上水道課 上水道課

118 福住複合教育施設外壁等改修工事 福住 90 建築 塗装工事　1.0式 一般競争 第３四半期 市民生活部 市民協働課 市民活動推進係

119 市道篠山西紀線　道路修繕工事 野尻 60 土木 道路修繕工事　N=1式 一般競争 第３四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

120 市道西浜谷東西線　舗装修繕工事 西浜谷 60 舗装 舗装修繕工事　N=1式 一般競争 第３四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

121 市道上立杭旧県道線　舗装修繕工事 今田町上立杭 60 舗装 舗装修繕工事　N=1式 一般競争 第３四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

122 老朽危険空き家　除却工事 川原 60 その他 解体工事　1.0式 一般競争 第３四半期 まちづくり部 地域整備課 公共施設係

123 老朽危険空き家　除却工事（略式代執行） 福住 60 その他 解体工事　1.0式 一般競争 第３四半期 まちづくり部 地域整備課 公共施設係

124 老朽危険空き家　除却工事（略式代執行） 後川新田 60 その他 解体工事　1.0式　物件調査等業務　1.0式　 一般競争 第３四半期 まちづくり部 地域整備課 公共施設係

125 多紀支所移転改修工事 福住 100 建築 移転改修工事　一式 一般競争 第３四半期 市民生活部 地域コミュニティ課 多紀支所

126
篠山チルドレンズミュージアム
軒樋・屋根雪止め改修工事

小田中 90 建築
足場掛け払い・メッシュシート設置工（2,000㎡）、雪止め金具382
カ所、集水器39カ所、軒樋不陸復旧

一般競争 第３四半期 政策部 創造都市課 企画戦略係

127 市道北野中央線　道路災害復旧工事 大山下 60 土木 復旧延長L=21.2m 一般競争 第４四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

128 市道畑井南線　道路災害復旧工事 畑井 60 土木 復旧延長L=11.4m 一般競争 第４四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

129 市道曽地中線　道路災害復旧工事 曽地中 60 土木 復旧延長L=11.3m 一般競争 第４四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

130 市道一の宮線　道路災害復旧工事 中 60 土木 復旧延長L=6.0m 一般競争 第４四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

131 市道知足東西線　道路災害復旧工事 知足 60 土木 復旧延長L=14.9m 一般競争 第４四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

132 普通河川薬師川　河川災害復旧工事 長安寺 60 土木 復旧延長L=20.0m 一般競争 第４四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

133 普通河川畑谷川　河川災害復旧工事 下原山 60 土木 復旧延長L=9.3m 一般競争 第４四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

134 普通河川小瀬谷川　河川災害復旧工事 曽地奥 60 土木 復旧延長L=27.0m 一般競争 第４四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

135 普通河川フレ谷川　河川災害復旧工事 春日江 60 土木 復旧延長L=13.1m 一般競争 第４四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

136 普通河川西谷川　河川災害復旧工事 佐貫谷 60 土木 復旧延長L=36.0m 一般競争 第４四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

137 普通河川大内川　河川災害復旧工事 草ノ上 60 土木 復旧延長L=24.5m 一般競争 第４四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

138 普通河川小原川　河川災害復旧工事 小原 60 土木 復旧延長L=18.0m 一般競争 第４四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係
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139 普通河川小原川　河川災害復旧工事 小原 60 土木 復旧延長L=11.0m 一般競争 第４四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係

140 旧きよたき幼稚園舎解体撤去工事 草ノ上 60 その他 旧きよたき幼稚園舎及び屋外倉庫の解体撤去 一般競争 第４四半期 教育委員会 こども未来課 幼児教育係

141 消火栓移設工事 網掛・吹新 60 土木 地下式消火栓　N=4基 一般競争 第４四半期 上下水道部 上水道課 工務係

142 今田地区　災害復旧工事 今田町東庄 90 土木 土工　1.0式　法面工　1式 一般競争 第４四半期 農都創造部 農都環境課 農村整備係

143 西紀地区　災害復旧工事 桑原ほか 90 土木 土工　1.0式　法面工　1式 一般競争 第４四半期 農都創造部 農都環境課 農村整備係

144 丹南地区　災害復旧工事 西古佐ほか 90 土木 土工　1.0式　法面工　1式 一般競争 第４四半期 農都創造部 農都環境課 農村整備係

145 篠山地区　災害復旧工事 小多田他 90 土木 土工　1.0式　法面工　1式 一般競争 第４四半期 農都創造部 農都環境課 農村整備係

146 宮代地区　災害復旧工事 宮代 60 土木 土工　1.0式　法面工　1式 一般競争 第４四半期 農都創造部 農都環境課 農村整備係

147 火打岩地内　治山災害復旧工事 火打岩 30 土木 治山災害復旧工事1.0式 一般競争 第４四半期 農都創造部 農都環境課 里山振興係
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