
丹波篠山市告示第２７号 

 

 

 

 令和４年度中に丹波篠山市が発注することが見込まれる公共工事について、

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。 

 

 

令和４年４月１日 

 

 

丹 波 篠 山 市 長   酒 井  隆 明 

 

 

記 

 

 

１．公表の場所  行政経営部 管財契約課 契約係 

 

２．公表の期間  令和４年４月１日から令和５年３月３１日 



令 和 ４ 年 4 月 

 

 

令 和 ４ 年 度  発 注 見 込 工 事 一 覧 
 

 

 

当 初 公 表 （4 月 1 日） ： 1 ～ 7１ 番 

       

       

       

 
 
 
 

丹 波 篠 山 市 



令和4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 管路劣化対策更新工事 西新町 120 土木 φ450㎜（HP）更生　L=90m 一般競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

2
東岡屋№1中継マンホールポンプ場
操作盤更新工事

東岡屋 210 電気 操作盤1面 一般競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

3
住吉浄化センター
ポンプ井撹拌機更新工事

西吹 210 機械 撹拌機　1基 一般競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

4
西部処理区№1中継マンホールポンプ場
ポンプ更新工事

今田町市原 210 機械 ポンプ本体　1台 一般競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

5
大山処理区№3中継マンホールポンプ場
ポンプ更新工事

大山下 210 機械 ポンプ本体　1台 一般競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

6
日置浄化センター
№2水中撹拌機更新工事

八上上 210 機械 撹拌機　1基 一般競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

7
立杭浄化センター
ＵＶ計更新工事

今田町下立杭 210 電気 計測機器　1基 一般競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

8
雲部処理区・四斗谷処理区
中継マンホールポンプ場通報装置更新工事

泉ほか 210 電気 通報装置　雲部29箇所、四斗谷5箇所 一般競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

9
城南東部浄化センター
水中撹拌機更新工事

東吹 270 機械 撹拌機　1基 一般競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

10
丹南処理区
統廃合管路接続工事

味間北 240 土木 φ75㎜（HIVP）布設　L=210m 一般競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 工務係 繰越

11 防火水槽設置工事 瀬利　外1 180 土木 土木工事　1.0式 一般競争 第１四半期 市民生活部 市民安全課 消防交通係 現年

12 篠山口駅西コミュニティ消防センター 大沢新 90 建築 建築工事　1.0式 一般競争 第１四半期 市民生活部 市民安全課 消防交通係 現年

13
丹波篠山総合スポーツセンター
人工芝グラウンド防球ネット設置工事

郡家 150 土木 防球ネット設置工　L＝177ｍ 一般競争 第１四半期 社会教育部 社会教育課 スポーツ振興係 現年

14
丹波篠山総合スポーツセンター
　受水槽改修工事

郡家 90 管 受水槽改修工　N＝1基 給水配管更工　N＝1式 一般競争 第１四半期 社会教育部 社会教育課 スポーツ振興係 現年

15 屋上防水補修工事 西吹 90 建築 建築主体工事　1.0式　屋上防水補修工事 一般競争 第１四半期 社会教育部 中央図書館 中央図書館 現年

16 小型貫流蒸気ボイラ２基更新工事 高屋 150 機械 小型貫流蒸気ボイラ２基更新 一般競争 第１四半期 学校教育部
西部学校給食セ

ンター
現年

17 篠山中学校大規模改修工事 東沢田 210 建築 建築改修工事　1.0式 一般競争 第１四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

18 味間児童クラブトイレ改修他工事 味間新 120 建築 屋内倉庫をトイレへ改修、大人用トイレの洋式化・内装改修、屋外物置の設置 一般競争 第１四半期 こども未来部 子育て企画課 子育て応援係 現年

19 駅西補助2号線ほか4路線 舗装修繕等工事 大沢 200 土木 舗装修繕　A=3600㎡（年次計画　2/2年、全体5800㎡） 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 現年

20 立金大藤線 舗装修繕等工事 大藤ほか 200 土木 舗装修繕　L=370m 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 現年

21 市営市山団地外壁等改修工事 市山 250 建築 外壁補修・塗装　1.0式 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 現年

22 虫生西線 舗装修繕等工事 下筱見 200 土木 舗装修繕　L=165m 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 現年

23 前ケ市市の谷線 舗装修繕等工事 野々垣 200 土木 舗装修繕　L=147m 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 現年

24 河川堤防(生活道路) 舗装修繕等工事 東岡屋 200 土木 舗装修繕　L=131m 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 現年
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25 西浜谷中央線 舗装修繕等工事 西浜谷 200 土木 舗装修繕　L=180m(下水道課按分)(年次計画　1/2) 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 現年

26 熊谷北沢田線 舗装修繕等工事 熊谷 200 土木 舗装修繕　L=270m 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 現年

27 沢田住宅解体工事 沢田 60 解体 解体工事　1.0式 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 現年

28 本庁舎昇降機改修工事 北新町 250 機械 昇降機改修工事 一般競争 第１四半期 行政経営部 管財契約課 管財係 現年

29
丹波篠山市障害者総合支援センタースマイルさ
さやま　空調設備更新工事

東沢田 90 管 空調設備更新工事 一般競争 第１四半期 保健福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 現年

30 市営斎場キュービクル更新工事 栗柄 60 電気 キュービクル更新１台 一般競争 第１四半期 環境みらい部 市民衛生課 現年

31 西紀支所高圧機器更新工事 宮田 60 電気 高圧機器取替 一般競争 第１四半期 市民生活部 地域振興課 西紀支所 現年

32 本部庁舎内照明器具取替工事 北 60 電気 庁舎内照明器具のLED化 一般競争 第１四半期 消防本部 管理課 庶務係 現年

33 舞台照明操作卓及びLED機器改修 北新町 30 電気 舞台照明負荷設備・調光装置改修 一般競争 第１四半期 社会教育部 田園交響ホール 現年

34 篠山小学校カウンセリング室等空調新設工事 北新町 90 管 空調設備新設工事　1.0式 一般競争 第１四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

35 岡野小学校運動場側通路屋根防水改修工事 東浜谷 90 建築 建築改修工事　1.0式 一般競争 第１四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

36 城東小学校屋内運動場照明設備改修工事 日置 60 電気 照明設備改修工事　1.0式 一般競争 第１四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

37 多紀小学校屋内運動場照明設備改修工事 草ノ上 60 電気 照明設備改修工事　1.0式 一般競争 第１四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

38 西紀南小学校特別教室他照明設備改修工事 黒田 60 電気 照明設備改修工事　1.0式 一般競争 第１四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

39 味間小学校グラウンド南側防球ネット改修工事 味間新 90 建築 建築改修工事　1.0式 一般競争 第１四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

40 味間小学校屋内運動場照明設備改修工事 味間新 60 電気 照明設備改修工事　1.0式 一般競争 第１四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

41 城南小学校北館校舎照明設備改修工事 小枕 60 電気 照明設備改修工事　1.0式 一般競争 第１四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

42 古市小学校普通教室他照明設備改修工事 波賀野新田 60 電気 照明設備改修工事　1.0式 一般競争 第１四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

43 今田小学校特別教室他照明設備改修工事 今田町下小野原 60 電気 照明設備改修工事　1.0式 一般競争 第１四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

44 岡野小学校他電話主装置更新等工事 東浜谷他 90 電気 通話設備更新工事　1.0式 一般競争 第１四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

45 西紀中学校多目的ホール空調設備新設工事 宮田 90 管 空調設備新設工事　1.0式 一般競争 第１四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

46 今田中学校バリアフリートイレ設置工事 今田町今田新田 90 建築 建築改修工事　1.0式 一般競争 第１四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

47 篠山養護学校特別教室他照明設備改修工事 沢田 60 電気 照明設備改修工事　1.0式 一般競争 第１四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

48 篠山養護学校屋内運動場照明設備改修工事 沢田 60 電気 照明設備改修工事　1.0式他 一般競争 第１四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

Page 2



令和4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

49
四斗谷処理場
スクリーン更新工事

今田町四斗谷 180 機械 スクリーン設備　1基 一般競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

50
八上浄化センター
スクリーン更新工事

八上内 180 機械 スクリーン設備　1基 一般競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

51 市道郡家呉服町線ほか　通学路安全対策工事 郡家ほか 100 舗装 通学路安全対策　1.0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 現年

52 堂山住宅解体工事 堂山 90 解体 解体工事　1.0式 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 現年

53 本庁舎排水設備改修工事 北新町 90 管 建築工事、電気設備工事、衛生器具工事 一般競争 第２四半期 行政経営部 管財契約課 管財係 現年

54 大芋公民館　照明器具改修工事 中 60 電気 照明器具改修工事 一般競争 第２四半期 行政経営部 管財契約課 管財係 現年

55
コミュニティセンター城南会館　外壁等改修工
事

小枕 90 建築 外壁塗装工事、屋上防水工事 一般競争 第２四半期 行政経営部 管財契約課 管財係 現年

56 大正ロマン館　改良工事 北新町 150 建築 内装工事 一般競争 第２四半期 観光交流部 観光交流課 観光交流係 現年

57
丹波篠山市障害者総合支援センタースマイルさ
さやま　駐車場拡張工事

東沢田 120 土木 駐車場拡張工事 一般競争 第２四半期 保健福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 現年

58 史跡篠山城跡二の丸南西石垣保護工事 北新町 180 石 石垣工　一式 一般競争 第２四半期 社会教育部 文化財課 文化財係 現年

59 にしき保育園給排水改良工事 乗竹 90 管
保育室内に手洗いシンク設置、コンクリート製の屋外手洗い場・足
洗い場等をシンクへ改修

一般競争 第２四半期 こども未来部 保育教育課 園管理係 現年

60 八上小学校プールサイド床シート改修工事 糯ヶ坪 90 建築 建築改修工事　1.0式 一般競争 第２四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

61 篠山中学校武道場照明設備改修工事 東沢田 60 電気 照明設備改修工事　1.0式 一般競争 第２四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

62 篠山東中学校屋内運動場照明設備改修工事 泉若林 60 電気 照明設備改修工事　1.0式 一般競争 第２四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

63 丹南中学校武道場照明設備改修工事 味間新 60 電気 照明設備改修工事　1.0式 一般競争 第２四半期 学校教育部 学事課 学校管理係 現年

64 (一)黒岡川　魚道等設置工事 丸山 100 土木 魚道等設置　1.0式 一般競争 第３四半期 まちづくり部 地域整備課 道路河川係 繰越

65 大山下地内　地域振興工事 大山下 100 土木 道路改良　1.0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 現年

66 相羅橋　橋梁補修工事 池上 150 土木 橋梁補修　1.0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 現年

67 新紀橋　橋梁補修工事 川阪 150 土木 橋梁補修　1.0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 現年

68 市道南新町河原町線　道路改良工事 南新町 100 土木 道路改良　1.0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 現年

69 安田～藤之木地内　集落くらし道整備工事 安田～藤之木 100 舗装 集落くらし道整備　1.0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 現年

70 (普)田松川支線　河川環境整備工事 大沢新 150 土木 河川環境整備　1.0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 現年

71 東木之部地区　山腹整備工事 東木之部 150 土木 山腹法面工　200㎡ 一般競争 第３四半期 農都創造部 農都整備課 森づくり係 現年
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