
　　下記の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

整理 種別 工事(業務） 工期 入札及び

番号 (工種） 場　　　　所 （業務期間） 契約方法

1 建築 本庁舎オンラインルーム整備工事 北檜山区徳島 オンラインルーム整備　一式 4月 3ヶ月 指名 D 総務課

2 電気 本庁舎会議室改修工事 北檜山区徳島 本庁舎第３会議室改修　一式 4月 4ヶ月 指名 C 総務課

3 電気
総合福祉センターやすらぎ館高圧
ケーブル改修工事

瀬棚区本町
高圧気中開閉器及び高圧ケーブル更新一
式

5月 3ヶ月 指名 C 瀬棚支所

4 設備
瀬棚生活支援ハウスかざみどりエア
コン設置工事

瀬棚区本町 エアコン設置一式 4月 4ヶ月 指名 ― 瀬棚支所

5 建築
大成町民センター長寿命化改修工
事（建築主体工事）

大成区都 建築工事一式 5月 10ヶ月 指名 A 大成支所

6 電気
大成町民センター長寿命化改修工
事（電気設備工事）

大成区都 電気設備工事一式 5月 10ヶ月 指名 A 大成支所

7 管
大成町民センター長寿命化改修工
事（機械設備工事）

大成区都 機械設備工事一式 5月 10ヶ月 指名 A 大成支所

8 電気
農業センタービニールハウスＩＣＴ設
備設置工事

北檜山区二俣 ビニールハウス内ＩＣＴ機器設置　一式 4月 4ヶ月 指名 B 農務課

9 設備 大成保育園エアコン設置工事 大成区都 エアコン設置工事一式 4月 4ヶ月 指名 ― 町民児童課

10 設備 瀬棚保育所エアコン設置工事 瀬棚区本町 エアコン設置工事一式 4月 4ヶ月 指名 ― 町民児童課

11 設備 認定こども園きたひやまエアコン設置工事 北檜山区豊岡 エアコン設置工事一式 4月 4ヶ月 指名 ― 町民児童課

12 設備 北檜山学童保育所エアコン設置工事 北檜山区豊岡 エアコン設置工事一式 4月 4ヶ月 指名 ― 町民児童課

13 その他工種 流雪溝電光表示板更新工事 北檜山区北檜山 国道電光表示板更新　１箇所 4月 9ヶ月 指名 ― 建設水道課

14 その他工種 流雪溝流量計演算機更新工事 北檜山区北檜山
流雪溝取水ポンプ　流量演算装置更新　２
台

4月 9ヶ月 指名 ― 建設水道課

15 土木 町道公園通線転落防止柵改修工事 北檜山区豊岡 転落防止柵工　L=114m 4月 ４ヶ月 指名 D 建設水道課
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16 土木 町道排水改修工事（寿町３号線） 北檜山区北檜山 排水工　L=40m 4月 ３ヶ月 指名 D 建設水道課

17 電気 新設井戸機械電気計装設備工事 北檜山区北檜山 新設井戸の機械設備工事 一式 4月 7ヶ月 指名 A まちづくり推進課

18 土木 北檜山小学校遊具更新工事 北檜山区豊岡 ４連ブランコの撤去・新設 4月 3ヶ月 指名 D 教育委員会事務局

19 電気
瀬棚支所庁舎電波障害対策施設更
新工事

瀬棚区本町
瀬棚支所庁舎電波障害対策施設の更新
　既存施設撤去及び施設新設　一式

5月 2ヶ月 指名 C 瀬棚支所

20 建築 太田地区避難所設置工事 大成区太田
太田地区住民用の避難場所としてプレハブを設
置

5月 2ヶ月 指名 D 大成支所

21 土木 町道花畑線防雪柵新設工事 北檜山区丹羽 防雪柵工　L=160m 5月 １０ヶ月 指名 B 建設水道課

22 土木 太櫓地区排水処理施設更新工事 北檜山区太櫓
排水処理施設：合併浄化槽1基、管渠延長
塩ビ管 φ150 L=30m
原水ポンプ場：１式　　管理棟：１式

5月 7ヶ月 指名 B 建設水道課

23 土木 町有施設解体工事（コーポ旭2-2） 瀬棚区本町 ＣＢ造平家建１棟２戸 5月 2ヶ月 指名 D 建設水道課

24 土木 町有施設解体工事（コーポ旭2-3） 瀬棚区本町 ＣＢ造平家建１棟２戸 5月 2ヶ月 指名 D 建設水道課

25 その他工種 水井戸浚渫・ポンプ交換工事 大成区貝取澗
水産種苗育成センター水井戸浚渫・ポンプ
交換

4月 8ヶ月 指名 ― 水産林務課（種苗センター）

26 電気 北檜山下水処理場返送汚泥ポンプ改修工事 北檜山区北檜山 返送汚泥ポンプ取替　１台 5月 3ヶ月 指名 C 建設水道課

27 土木 町有施設解体工事（旧教－30） 北檜山区豊岡 ＣＢ造平家建１棟１戸 5月 2ヶ月 指名 D 建設水道課

28 土木 町有施設解体工事（旧貝取澗消防車庫） 大成区貝取澗 木造２階建１棟 5月 2ヶ月 指名 D 建設水道課

29 電気 無停電電源装置改修工事 北檜山区北檜山

北檜山下水処理場：ﾊﾞｯﾃﾘｰ1台、増設用
ﾊﾞｯﾃﾘｰ2台、冷却ﾌｧﾝ1台
瀬棚中継ポンプ場 ：ﾊﾞｯﾃﾘｰ1台、増設用
ﾊﾞｯﾃﾘｰ2台

5月 6ヶ月 指名 C 建設水道課

30 土木 特定空家等解体工事 瀬棚区本町 瀬棚区本町５区内特定空家等木造２階建 5月 2ヶ月 指名 D まちづくり推進課

31 土木 新設井戸導水管敷設工事
北檜山区北檜山・
徳島

導水管敷設工事L＝120m
敷設区間：新設井戸～温泉ホテルきたひ
やま

5月 4ヶ月 指名 C まちづくり推進課
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32 屋根 旧分庁舎屋根葺替工事 瀬棚区本町 ふれんど管理棟屋根葺替工事一式 5月 2ヶ月 指名 ― 保健福祉課

33 建築 瀬棚高齢者グループホームあさなぎ物置改築工事 瀬棚区本町 物置改築一式 6月 4ヶ月 指名 D 瀬棚支所

34 土木 若生橋補修工事 北檜山区丹羽 橋梁修繕1式　　L=21.17m、W=6.5m 6月 ９ヶ月 指名 B 建設水道課

35 電気 町道照明改良工事（北檜山区） 北檜山区 照明工　93基 6月 ４ヶ月 指名 A 建設水道課

36 土木 町有施設解体工事（コーポ恵比須） 瀬棚区三本杉 木造２階建１棟４戸 6月 2ヶ月 指名 C 建設水道課

37 土木 町道排水改修工事（南若松線外）
北檜山区富里、二
俣

南若松線　排水工　L=550m
上若松線　排水工　L=206ｍ

6月 ４ヶ月 指名 C 建設水道課

38 電気 町道照明改良工事（大成区） 大成区 照明工　37基 6月 ４ヶ月 指名 B 建設水道課

39 屋根 豊岡高台団地町営住宅屋根葺替工事 北檜山区豊岡 屋根葺替 6月 4ヶ月 指名 ― 建設水道課

40 土木 町有施設解体工事（小歌団地T2-2） 大成区都 ＣＢ造平家建１棟４戸 6月 2ヶ月 指名 D 建設水道課

41 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

42 土木 町有施設解体工事（丹羽団地K7-2） 北檜山区丹羽 ＣＢ造平家建１棟４戸 6月 2ヶ月 指名 D 建設水道課

43 土木 町道排水改修工事（南大通支線２号線） 北檜山区北檜山 排水工　L=84m 6月 ２ヶ月 指名 D 建設水道課

44 電気 町道照明改良工事（瀬棚区） 瀬棚区 照明工　32基 6月 ４ヶ月 指名 C 建設水道課

45 土木 町有施設解体工事（旧太田ｺﾐﾆｭﾃｨｰ消防ｾﾝﾀｰ） 大成区太田 木造平家建１棟 6月 2ヶ月 指名 D 建設水道課

46 土木 町有施設解体工事（丹羽団地K7-4） 北檜山区丹羽 ＣＢ造平家建１棟２戸 6月 2ヶ月 指名 D 建設水道課

47 土木 準用河川最内川浚渫工事 瀬棚区共和 浚渫工　V=700m3 6月 ３ヶ月 指名 D 建設水道課

48 土木 準用河川冷水川浚渫工事 大成区宮野 浚渫工　V=80m3 6月 ３ヶ月 指名 D 建設水道課

49 管 川沿団地町営住宅換気設備改修工事 北檜山区北檜山 換気設備改修　1棟12戸 6月 4ヶ月 指名 C 建設水道課
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50 土木 瀬棚港岸壁防舷材取替工事 瀬棚港 防舷材取替 3基 6月 4ヶ月 指名 D 水産林務課

51 建築 瀬棚中学校体育館外壁等改修工事 瀬棚区共和 体育館外壁（西側）・連絡通路の屋根改修 6月 4ヶ月 指名 D 教育委員会事務局

52 電気 北檜山下水処理場曝気装置改修工事 北檜山区北檜山 曝気装置軸受部改修 6月 3ヶ月 指名 C 建設水道課

53 建築 道の駅てっくいランド大成トイレ改修工事 大成区平浜 男女トイレ等改修工事一式 7月 4ヶ月 指名 D 大成支所

54 その他工種 真駒内ダム設備改修工事 北檜山区松岡 真駒内ダム取水塔補修工事　一式 7月 5ヶ月 指名 ― 農務課

55 土木 町有施設解体工事（旧平田内小学校校舎） 大成区平浜 RC造２階建１棟 7月 4ヶ月 指名 B 建設水道課

56 土木 町有施設解体工事（旧瀬棚郷土館） 瀬棚区本町 RC造平家建１棟、物置木造２棟 7月 3ヶ月 指名 C 建設水道課

57 建築 夕陽が丘団地町営住宅屋上防水改修工事 瀬棚区本町 屋上アスファルト防水改修 7月 4ヶ月 指名 D 建設水道課

58 舗装 町道苔谷地線舗装補修工事 北檜山区愛知 舗装打替え　L=208m 8月 ４ヶ月 指名 B 建設水道課

59 舗装 町道武沢線舗装補修工事 北檜山区東丹羽 舗装打替え　L=144m 8月 ４ヶ月 指名 B 建設水道課

60 土木 濁川生活改善センター解体工事 北檜山区若松 濁川生活改善センター全面解体　一式 8月 4ヶ月 指名 D 農務課

61 土木 普通河川学林沢川改修工事 北檜山区徳島 河川改修　L=130m 10月 ３ヶ月 指名 D 建設水道課

62 土木 普通河川学林沢川浚渫工事 北檜山区徳島 浚渫工　V=300m3 10月 ３ヶ月 指名 D 建設水道課


