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 令和２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２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２年４月１日から令和３年３月３１日 



令 和 2 年 4 月 

 

 

令 和 2 年 度  発 注 見 込 工 事 一 覧 
 

 

 

当 初 公 表 （4 月 1 日） ： 1 ～ 65 番 

       

       

       

 
 
 
 

丹 波 篠 山 市 



令和２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 小立井堰　整備補修工事 熊谷 270 機械 頭首工　1式 指名競争 第１四半期 農都創造部 農都環境課 農村整備係

2 浦川頭首工　整備補修工事 真南条中 270 機械 頭首工　1式 指名競争 第１四半期 農都創造部 農都環境課 農村整備係

3 市道　通学路安全対策工事 丹波篠山市内 180 土木 通学路安全対策工事　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

4 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

5 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

6 集落くらしの道整備事業 草ノ上 60 舗装 物理的デバイス設置工事　N=1式 一般競争 第１四半期 まちづくり部 地域整備課 管理係

7
篠山・たまみず・岡野幼稚園預かり保育施設
整備工事

北新町 210 建築
預かり保育施設開設に向けた篠山幼稚園舎の改修
（パーテーション設置、扉改修、玄関照明設置等）

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

8 今田保育園トイレ改修・排水改修工事 今田町下小野原 210 建築
今田保育園の園児用トイレの洋式化、入口ドア設置など
トイレ・調理室の排水改修

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

9 福住処理区　舗装修繕工事 小野奥谷 90 舗装 Ａ＝400m2　路面打換え工 一般競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 工務係

10 みたけ処理区　舗装修繕工事 今谷 90 舗装 Ａ＝1,000m2　路面打換え工 一般競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 工務係

11
丹波篠山市消防団第19分団第2部
消防団詰所兼車庫新築工事

不来坂 180 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

12 防火水槽設置工事 細工所 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

13
渓谷の森公園　管理棟
照明設備改修工事

後川上 60 電気 照明設備改修　1.0式 一般競争 第１四半期 農都創造部 森づくり課

14 クレーン定期修繕 大山下 90 機械 焼却施設ごみクレーン・灰クレーン・医療用シブクレーン修繕 一般競争 第１四半期 市民生活部 市民衛生課 清掃センター

15 ごみクレーンバケット修繕 大山下 90 機械 ごみクレーンバケット修繕 一般競争 第１四半期 市民生活部 市民衛生課 清掃センター

16
篠山チルドレンズミュージアム　ワーク
ショップ棟空調更新工事

小田中 60 設備 ワークショップ棟　空調機器更新 指名競争 第１四半期 企画総務部 創造都市課 丹波篠山創造係

17 中央公民館電話設備工事 網掛 60 設備 機器対応年数が過ぎた電話設備の工事 一般競争 第１四半期 市民生活部 地域コミュニティ課 公民館係

18
西紀老人福祉センター・デイサービスセン
ター大規模改修工事

宮田 240 建築 建築工事、電気設備、機械設備 一般競争 第１四半期 保健福祉部 長寿福祉課 高齢支援係

19 八上ふるさと館トイレほか改修工事 八上内 60 設備 トイレ改修、休憩室のフローリング補修 一般競争 第１四半期 農都創造部 農都政策課 丹波篠山黒まめ係

20 篠山城跡二の丸南西石垣保護工事 北新町 120 その他 石垣工　1.0式 指名競争 第１四半期 教育委員会 文化財課

21 篠山城大書院雨戸修繕工事 北新町 60 建築 建具工事　1.0式 指名競争 第１四半期 教育委員会 文化財課

22 篠山城跡三の丸南トイレ新築工事 北新町 90 建築 建築工事　1.0式 指名競争 第１四半期 教育委員会 文化財課

23
住吉台コミュニティ消防センター空調機改修
工事

住吉台 60 設備 建築主体工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式 一般競争 第１四半期 行政経営部 管財契約課 管財係

24
市内小学校改修工事
（管財契約課営繕係設計分）

糯ヶ坪他 90 設備 照明設備改修工事　1.0式他 指名競争 第１四半期 教育委員会 学事課 学校管理係

25
市内中学校改修工事
（管財契約課営繕係設計分）

泉若林他 90 設備 排水設備改修工事　1.0式他 指名競争 第１四半期 教育委員会 学事課 学校管理係
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26 丹南中学校駐車場整備工事 味間新 120 土木 土木改修工事　1.0式 指名競争 第１四半期 教育委員会 学事課 学校管理係

27 小中学校特別教室空調設備整備工事 北新町他 90 設備 空調設備改修工事　1.0式 指名競争 第１四半期 教育委員会 学事課 学校管理係

28 校内LAN等布設工事 北新町他 150 その他 LAN等敷設工事　1.0式 指名競争 第１四半期 教育委員会 学事課 学校管理係

29
福井谷池・波賀野特定外ため池　ため池廃止
工事

春日江　ほか 180 土木 土工　1式　排水路工　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

30 北地内　農道舗装修繕工事 北 60 舗装 舗装工　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

31 小枕北旧県道1号橋　橋梁補修工事 野中ほか 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

32 丹波篠山市内　橋梁補修工事 丹波篠山市内 180 土木 橋梁補修工事　N=1式(全5橋) 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

33 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

34 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

35 西紀地区　道路修繕工事 西紀地区 180 舗装 側溝修繕等工事　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

36 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

37 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

38 丹波篠山市内　橋梁補修工事 丹波篠山市内 180 土木 橋梁補修工事　N=1式(全8橋) 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 西紀きた幼稚園外壁等塗装補修工事 本郷 90 建築 西紀きた幼稚園の外壁、ウッドデッキ、園庭木製遊具の塗装補修 一般競争 第２四半期 教育委員会 こども未来課 幼児教育係

40 池上枝線管路築造工事 池上 150 土木 φ150　Ｌ＝315ｍ 一般競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 工務係

41 統廃合管路接続工事 味間北 150 土木 φ75　Ｌ＝262ｍ 一般競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 工務係

42 統廃合マンホールポンプ設備工事 味間北 150 機械 水中ポンプ2基、操作盤1面 一般競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 工務係

43 統廃合マンホールポンプ更新工事 西古佐 150 機械 水中ポンプ2基 一般競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 工務係

44 水管橋移設工事 今田町本荘 150 土木 水管橋　１式 一般競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 工務係

45 児童発達支援センター　空調設備更新工事 児童発達支援センター 120 管 空調設備更新 一般競争 第２四半期 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係

46 住山地区　配水管布設替工事　１工区 住山 180 水道 HPPEφ75　L=343m 一般競争 第２四半期 上下水道部 上水道課 工務係

47 住山地区　配水管布設替工事　２工区 住山 180 水道 HPPEφ75～100　L=292m 一般競争 第２四半期 上下水道部 上水道課 工務係

48 多目的ホールステージ系統空調機更新工事 網掛 120 設備 経年劣化による多目的ホールステージ系統の空調機更新 一般競争 第２四半期 市民生活部 地域コミュニティ課 公民館係

49 遠方公衆トイレ改修工事 遠方 90 建築 建築主体工事一式、電気設備工事一式 一般競争 第２四半期 行政経営部 管財契約課 管財係

50 菅改良住宅外壁等改修工事 菅 120 建築 外壁等改修工事　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
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51 住宅火災報知器バッテリー取替工事 西岡屋ほか 90 電気 西岡屋団地ほか　142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

52 丹波篠山の家モデルハウス建築工事 細工所 120 建築 木造２F、４ＬＤＫ 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

53 城北畑小学校プール機械室棟他外壁補修 黒岡 60 建築 建築改修工事　1.0式 指名競争 第２四半期 教育委員会 学事課 学校管理係

54 包谷池　ため池漏水対策工事 佐貫谷 150 土木 土工　1式　制波工　1式 一般競争 第３四半期 農都創造部 農都環境課 農村整備係

55 ふるさとの川再生事業　河川整備工事 畑地区 180 土木 河川整備工事　N=1式（モデル事業） 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

56 ふるさとの川再生事業　河川整備工事(繰越) 丹波篠山市内 180 土木 河川整備工事　N=1式（多様性） 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

57 市道谷山丸山線　道路改良工事 谷山 120 土木 道路改良工事　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

58 (普)藤坂川　河川法面復旧工事 藤坂 150 土木 法面復旧工事　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

59 ふるさとの川再生事業　河川整備工事 油井地内 90 土木 河川整備工事　N=1式（モデル事業） 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

60 ふるさとの川再生事業　河川整備工事 味間新地内 90 土木 河川整備工事　N=1式（モデル事業） 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

61 ふるさとの川再生事業　河川整備工事(現年) 丹波篠山市内 180 土木 河川整備工事　N=1式（多様性） 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

62 篠山城跡公園　南濠吐口改修工事 北新町地内 90 土木 樋管工事　N=1式 一般競争 第３四半期 まちづくり部 地域整備課 公共施設係

63 味間南地区　配水管布設替工事 味間南 180 水道 DCIP-GXφ75　L=220m 一般競争 第３四半期 上下水道部 上水道課 工務係

64 旧村山家付属棟補修等工事 市野々 150 建築 土蔵補修、ブロック塀・木造離れ解体 指名競争 第３四半期 企画総務部 創造都市課 定住促進係

65 河原町通り地区修景工事 河原町 120 建築 外壁等改修工事　1.0式 一般競争 第３四半期 まちづくり部 地域計画課 景観まちづくり推進係
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