
丹波篠山市告示第６７号 

 

 

 

 令和３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３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３年４月１日から令和４年３月３１日 



令 和 ３ 年 4 月 

 

 

令 和 3 年 度  発 注 見 込 工 事 一 覧 
 

 

 

当 初 公 表 （4 月 1 日） ： 1 ～ 52 番 

       

       

       

 
 
 
 

丹 波 篠 山 市 



令和3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 西紀中央処理区統廃合管路接続工事 上板井 150 土木 管布設工　φ75㎜　Ｌ＝570ｍ 一般競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 工務係 繰越

2
日置処理区マンホールポンプ場通報装置更
新工事

日置　ほか 150 電気 通報装置更新　35箇所 一般競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 工務係 繰越

3 篠山環境衛生センター設備改築更新工事 吹上 180 機械 汚泥ポンプほか更新 一般競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

4
西紀中央処理区統廃合マンホールポンプ設
備工事

上板井 150 電気 汚水ポンプ2基、操作盤1面ほか 一般競争 第１四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

5 西新町浄水場　ろ過水流量計更新工事 西新町 60 機械 堰式流量計　１基 一般競争 第１四半期 上下水道部 上水道課 工務係 現年

6
油井調整池・宇土配水池
水位計更新工事

油井　ほか 60 機械 投込み式水位計　２基 一般競争 第１四半期 上下水道部 上水道課 工務係 現年

7 住山地区　配水管布設替工事１工区 住山 180 水道 ＨＰＰＥφ100　Ｌ＝380ｍ 一般競争 第１四半期 上下水道部 上水道課 工務係 現年

8 住山地区　配水管布設替工事２工区 住山 180 水道 ＨＰＰＥφ75～100　Ｌ＝410ｍ 一般競争 第１四半期 上下水道部 上水道課 工務係 現年

9 乾新町地区　消火栓更新工事 乾新町　ほか 60 水道
地上式消火栓（更新）
単口φ75　2箇所

一般競争 第１四半期 上下水道部 上水道課 工務係 現年

10 防火水槽設置工事 西野々　ほか 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

11
丹波篠山市消防団第7分団第1部
消防団詰所兼車庫改修工事

糯ヶ坪 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 現年

12 西岡屋団地棟瓦修繕 西岡屋 60 建築 棟瓦改修工事　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

13 南新町住宅解体工事 南新町 90 その他 南新町住宅（2棟2戸）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

14 児童発達支援センター 空調設備更新工事 畑宮 30 設備 室外機入替工事 一般競争 第１四半期 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係 現年

15
児童発達支援センター ＳＳＴ教室空調設備
設置工事

畑宮 60 設備 空調設備設置工事 一般競争 第１四半期 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係 現年

16
こんだ薬師温泉　岩風呂サウナ　バーナー
更新

今田町今田新田 90 設備 岩風呂サウナのバーナー更新 一般競争 第１四半期 観光交流部 観光交流課 商工観光係 現年

17 今田まちづくりセンタートイレ改修工事 今田新田 90 建築 障がい者用トイレ改修、一般トイレ洗浄暖房便座取替 一般競争 第１四半期 市民生活部 地域振興課 今田支所住民係 現年

18 クレーン定期修繕 大山下 300 機械 焼却施設ごみクレーン・灰クレーン 一般競争 第１四半期 環境みらい部 市民衛生課 清掃センター 現年

19 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 教育委員会 中央図書館 現年

20 空調室外機内圧縮機等取替工事 高屋 60 設備 空調室外機内圧縮機等取替え 一般競争 第１四半期 教育委員会
西部学校給食セ

ンター
現年

21 市内小学校改修工事 糯ヶ坪　ほか 60 設備 通話設備改修工事　1.0式ほか 一般競争 第１四半期 教育委員会 学事課 学校管理係 現年

22 市内中学校改修工事 東沢田　ほか 90 設備 照明設備改修工事　1.0式ほか 一般競争 第１四半期 教育委員会 学事課 学校管理係 現年

23 篠山養護学校屋内運動場照明設備改修工事 沢田 90 設備 照明設備改修工事　1.0式ほか 一般競争 第１四半期 教育委員会 学事課 学校管理係 現年

24 篠山東中学校大規模改修工事 泉若林 240 建築 建築・設備改修工事　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 現年

25 篠山東中学校屋内運動場舞台幕改修工事 泉若林 60 その他 内装改修工事　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 現年

26 にしき保育園等空調取替工事 乗竹 90 電気
にしき保育園保育室2室、今田保育園保育室1室及びなつぐりっ子
はうす1室の空調取替

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

子育て支援係
現年

27 古市幼稚園屋根改修工事 波賀野新田 120 建築 園舎全体　屋根改修工事 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 現年
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28 幼稚園遊具取替等工事 糯ケ坪　ほか 150 建築
遊具取替→八上幼、岡野幼、かやのみ幼（各園1基）
遊具撤去→今田幼（1基）
遊具改修→6園8箇所

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 現年

29 西新町地内　住宅解体撤去工事 西新町 90 その他 解体工　木造2階建、延床面積132.23㎡ 一般競争 第１四半期 行政経営部 管財契約課 管財係 現年

30 旧兵庫県篠山庁舎機械棟解体撤去工事 郡家 120 その他 解体工　鉄筋コンクリート造平屋建、延床面積181.21㎡ 一般競争 第１四半期 行政経営部 管財契約課 管財係 現年

31 丹南処理区統廃合管路接続工事 味間北 150 土木 管布設工　φ75㎜　Ｌ＝260ｍ 一般競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

32
丹南処理区統廃合マンホールポンプ設備工
事

味間北 150 電気 汚水ポンプ2基、操作盤1面ほか 一般競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

33 西部処理区汚水管支障移転工事 今田町本荘 150 土木 管布設工　φ75㎜　Ｌ＝50ｍ 一般競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

34
福住浄化センター窒素・リン計測装置更新
工事

藤之木 150 電気 窒素・リン計測機器ほか更新 一般競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

35
村雲浄化センター余剰汚泥引抜電動弁更新
工事

向井 120 機械 電動弁更新　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

36
大芋浄化センター曝気撹拌装置ほか更新工
事

福井 150 機械 曝気撹拌装置更新　1基ほか 一般競争 第２四半期 上下水道部 下水道課 工務係 現年

37
城南東部浄化センター非常用エンジンポン
プ更新工事

東吹 120 機械 エンジンポンプ更新　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

38 西阪本地区　配水管布設替工事 西阪本 180 水道 ＨＰＰＥφ75　Ｌ＝470ｍ 一般競争 第２四半期 上下水道部 上水道課 工務係 現年

39 高屋地区　配水管布設替工事 高屋 180 水道 ＨＰＰＥφ75　Ｌ＝400ｍ 一般競争 第２四半期 上下水道部 上水道課 工務係 現年

40 倉本地区　配水管布設替工事 倉本 180 水道 ＨＰＰＥφ75～100　Ｌ＝400ｍ 一般競争 第２四半期 上下水道部 上水道課 工務係 現年

41 味間南地区　配水管布設替工事 味間南 150 水道 ＤＣＩＰ-ＧＸφ75　Ｌ＝220ｍ 一般競争 第２四半期 上下水道部 上水道課 工務係 現年

42 本荘中橋　水道管支障移転工事 今田町本荘 180 水道
水管橋架設（橋梁添架）
ＨＰＰＥφ75　Ｌ＝70ｍ

一般競争 第２四半期 上下水道部 上水道課 工務係 現年

43 遊具新設工事 後川下、福住 60 設備 遊具の新設（滑り台、スプリング遊具、ブランコ、鉄棒ほか） 一般競争 第２四半期 市民生活部 地域振興課 市民活動推進係 現年

44 B&G海洋センタープール施設解体撤去工事 日置 60 土木 Ｂ＆Ｇ海洋センタープール施設撤去並びに駐車場ほか整備 一般競争 第２四半期 市民生活部 地域振興課 城東公民館 現年

45 市山団地外壁等改修工事 市山 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 現年

46 遊具新設工事 小枕 60 設備 遊具設置（枝型2人用ぶらんこ、複合遊具） 一般競争 第２四半期 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係 現年

47 篠山城跡二の丸南西石垣保護工事 北新町 120 土木 石垣保護工事　1.0式 一般競争 第２四半期 教育委員会 文化財課 現年

48 吹第4号揚水機場　整備補修工事 東吹 120 機械 揚水機　1.0式 一般競争 第３四半期 農都創造部 農都整備課 農村整備係 現年

49 古森地内　農道橋補修工事 古森 150 土木 農道橋補修工事　1.0式 一般競争 第３四半期 農都創造部 農都整備課 農村整備係 現年

50 曽地中地内　農道橋補修工事 曽地中 150 土木 農道橋補修工事　1.0式 一般競争 第３四半期 農都創造部 農都整備課 農村整備係 現年

51 小多田地内　農道橋補修工事 小多田 150 土木 農道橋補修工事　1.0式 一般競争 第３四半期 農都創造部 農都整備課 農村整備係 現年

52 処理施設定期整備 西岡屋 10 機械 し尿処理施設定期整備 一般競争 第３四半期 上下水道部 下水道課 あさぎり苑 現年
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