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平成２７年度椎葉村建設工事発注見通し
単位：千円

担当課 番号 入札 工事名称 場　所 工事種別 工事概要 発注予定時期 備考

1 総務課 1 入札 住宅改修工事設計委託業務 大字下福良・松尾 設計 設計・図面作成（改修・浄化槽設置） 第1四半期

2 総務課 2 入札 住宅改修工事監理委託業務 大字下福良・松尾 監理 設計監理（改修・浄化槽設置） 第3四半期

3 総務課 3 入札 針金橋団地内装改修工事 大字下福良 建築 内装工事 第3四半期

4 総務課 4 入札
松尾第2団地合併処理浄化槽設置
工事

大字松尾 建築 浄化槽設置工事 第3四半期

5 総務課 5 入札 宮の裏住宅地ほか舗装工事 大字下福良 舗装 舗装工事（宮の裏・針金橋・若宮） 第1四半期

6 総務課 6 入札
宮の裏住宅地法面集水ボーリング工
事

大字下福良 土木 法面集水ボーリング（排水対策） 第1四半期

1 地域振興課 7 入札 大久保のヒノキ遊歩道周辺工事 大字下福良 舗装 大久保地区　遊歩道舗装　L=112m 第1四半期

2 地域振興課 8 入札 平家さくらの森公園整備工事 大字下福良 土木 上椎葉地区　公園整備　竹柵・東屋設置 第1四半期

3 地域振興課 9 随契
大久保のヒノキ遊歩道周辺工事測量
設計委託業務

大字下福良 測量 測量設計　遊歩道舗装　L=112m 第1四半期

4 地域振興課 10 随契
平家さくらの森公園整備工事測量設
計委託業務

大字下福良 測量 測量設計　公園整備　竹柵・東屋設置 第1四半期

1 税務住民課 11 入札
し尿処理施設仮設プラタンク解体工
事

大字下福良 土木 解体撤去・埋め戻し 第1四半期

1 地籍調査室 12 入札
地籍調査業務　松木Ⅰ－1・Ⅰ－2地
区E工程調査委託業務

大字下福良 測量 測量設計　調査面積6.59k㎡　筆数55筆 第1四半期

2 地籍調査室 13 入札
地籍調査業務　尾八重Ⅰ地区E工程
調査委託業務

大字下福良 測量 測量設計　調査面積3.34k㎡　筆数200筆 第1四半期

3 地籍調査室 14 入札
地籍調査業務　一ッ戸・尾八重Ⅱ地
区E工程調査委託業務

大字下福良 測量 測量設計　調査面積5.56k㎡　筆数68筆 第1四半期

4 地籍調査室 15 入札 地籍調査業務　測量設計委託業務 大字下福良 測量 測量設計　調査面積17.96k㎡　筆数567筆 第1四半期

1 福祉保健課 16 未定
特別養護老人ホーム実施設計委託
業務

大字下福良 設計 特別養護老人ホーム実施設計 第1四半期

2 福祉保健課 17 随契
特別養護老人ホーム用地造成工事
監理委託業務

大字下福良 監理 特別養護老人ホーム用地造成工事監理 第1四半期

3 福祉保健課 18 入札
特別養護老人ホーム用地造成及び
取付道路工事

大字下福良 土木
特別養護老人ホーム用地造成及び取付道
路工事

第1四半期
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4 福祉保健課 19 入札 特別養護老人ホーム本体建築工事 大字下福良 建築 特別養護老人ホーム本体建築工事 第3四半期

1 農林振興課 20 入札 合戦原地区農道整備工事 大字大河内 土木 法面・舗装工事　L=400m 第2四半期

2 農林振興課 21 入札
山村集落防災機能強化事業　上椎
葉（若宮）地区

大字下福良 土木 防災灯設置 第3四半期

3 農林振興課 22 入札
山村集落防災機能強化事業　上椎
葉（那須橋・尾平）地区

大字下福良 土木 山腹工 第3四半期

1 建設課 23 入札 林道トンネル施設改修工事 大字下福良 電気 トンネル照明改修 第2四半期

2 建設課 24 入札 林道十根川～三方界線改良工事 大字下福良 土木 改良工事　L=300m 第2四半期

3 建設課 25 入札 林道川内～奥村線改良工事 大字下福良 土木 改良工事　L=300m 第2四半期

4 建設課 26 入札 林道中の八重～夜狩内線改良工事 大字松尾 土木 改良工事　L=300m 第2四半期

5 建設課 27 入札 林道川内～奥村線安全施設工事 大字下福良 土木 安全施設設置工事 第3四半期

6 建設課 28 入札 林道小原井～財木線安全施設工事 大字下福良 土木 安全施設設置工事 第3四半期

7 建設課 29 入札 林道十根川線舗装工事 大字下福良 舗装 舗装補修工事　L=800m 第3四半期

8 建設課 30 入札 林道間柏原～中山線舗装補修工事 大字下福良 舗装 舗装補修工事　L=200m 第3四半期

9 建設課 31 入札 村道椎葉矢部線1工区改良工事 大字不土野 土木 改良工事　L=100m 第3四半期

10 建設課 32 入札 村道椎葉矢部線三つ又橋修繕工事 大字不土野 土木 橋梁修繕工事 第3四半期

11 建設課 33 入札 村道椎葉矢部線矢の又橋修繕工事 大字不土野 土木 橋梁修繕工事 第3四半期

12 建設課 34 入札
村道中小河内線ずり口谷橋修繕工
事

大字松尾 土木 橋梁修繕工事 第3四半期

13 建設課 35 入札 村道新屋敷線鳥の巣橋修繕工事 大字松尾 土木 橋梁修繕工事 第3四半期

14 建設課 36 入札 村道椎葉矢部線津風谷橋修繕工事 大字不土野 土木 橋梁修繕工事 第3四半期
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15 建設課 37 入札
村道不土野小崎線宮ノ下橋修繕工
事

大字不土野 土木 橋梁修繕工事 第3四半期

16 建設課 38 入札 村道松尾線松尾橋修繕工事 大字松尾 土木 橋梁修繕工事 第3四半期

17 建設課 39 入札 村道古枝尾線古枝尾橋修繕工事 大字不土野 土木 橋梁修繕工事 第3四半期

18 建設課 40 入札 村道中尾谷線中尾谷橋修繕工事 大字不土野 土木 橋梁修繕工事 第3四半期

19 建設課 41 入札 村道木浦線木浦橋修繕工事 大字下福良 土木 橋梁修繕工事 第3四半期

20 建設課 42 入札
村道長崎唖谷線唖谷工区法面防災
工事

大字松尾 土木 法面防災工事　L=100m 第3四半期

21 建設課 43 入札
村道長野飯干線臼杵又工区法面防
災工事

大字大河内 土木 法面防災工事　L=100m 第3四半期

22 建設課 44 入札
村道入子蒔線入子蒔工区法面防災
工事

大字大河内 土木 法面防災工事　L=100m 第3四半期

23 建設課 45 入札
村道唖谷鳥の巣線唖谷工区法面防
災工事

大字松尾 土木 法面防災工事　L=100m 第3四半期

24 建設課 46 入札
村道椎葉矢部線水無工区舗装補修
工事

大字不土野 舗装 舗装補修工事　L=750m 第2四半期

25 建設課 47 入札
村道大河内桑の木原線桑の木原工
区舗装補修工事

大字下福良 舗装 舗装補修工事　L=500m 第2四半期

26 建設課 48 入札
村道仲塔奥村線仲塔工区舗装補修
工事

大字下福良 舗装 舗装補修工事　L=500m 第2四半期

27 建設課 49 入札
村道下福良線下福良工区舗装補修
工事

大字下福良 舗装 舗装補修工事　L=300m 第2四半期

28 建設課 50 入札
村道不土野小崎線不土野中工区舗
装補修工事

大字不土野 舗装 舗装補修工事　L=300m 第2四半期

29 建設課 51 入札
村道椎葉五家荘線向山工区舗装補
修工事

大字不土野 舗装 舗装補修工事　L=300m 第2四半期

30 建設課 52 入札 村道長野飯干線改良工事 大字大河内 土木 改良工事　L=100m 第2四半期

31 建設課 53 入札 村道川の口上線改良工事 大字大河内 土木 改良工事　L=100m 第2四半期

32 建設課 54 入札 村道椎葉五家荘線改良工事 大字不土野 土木 改良工事　L=100m 第2四半期



－　4　－

平成２７年度椎葉村建設工事発注見通し
単位：千円

担当課 番号 入札 工事名称 場　所 工事種別 工事概要 発注予定時期 備考

33 建設課 55 入札 村単安全施設設置工事 村内一円 土木 安全施設設置工事 第1四半期

34 建設課 56 入札 村道上椎葉本線舗装補修工事 大字下福良 舗装 舗装補修工事　L=70m 第1四半期

35 建設課 57 入札 竹の枝尾2地区急傾斜工事 大字大河内 土木 急傾斜地崩壊対策工事 第3四半期

36 建設課 58 入札 林業施設災害復旧工事 村内一円 土木 林業施設災害復旧工事 第3四半期

37 建設課 59 入札 公共土木施設災害復旧工事 村内一円 土木 公共土木施設災害復旧工事 第3四半期

38 建設課 60 入札
林道舗装・改良工事測量設計委託
業務

村内一円 測量 測量設計 第1四半期

39 建設課 61 入札
村道橋梁修繕工事測量設計委託業
務

村内一円 測量 測量設計 第2四半期

40 建設課 62 入札 村単改良工事測量設計委託業務 村内一円 測量 測量設計 第1四半期

41 建設課 63 入札
尾前地区急傾斜工事測量設計委託
業務

大字不土野 測量 測量設計 第2四半期

42 建設課 64 入札 小規模水道施設整備工事 村内一円 管・土木 水道施設設置工事 第1四半期

1 教育委員会 65 随契 椎葉小学校すべり台新設工事 大字下福良 建築 すべり台設置工事 第1四半期

2 教育委員会 66 入札 大河内小学校プール改修工事 大字大河内 土木 プール改修工事 第1四半期

3 教育委員会 67 入札 小崎小学校空調設備工事 大字大河内 建築 空調設備工事 第1四半期

4 教育委員会 68 随契
尾向小学校体育館改修工事監理委
託業務

大字不土野 監理 体育館改修工事監理 第2四半期

5 教育委員会 69 入札 尾向小学校体育館改修工事 大字不土野 建築 体育館改修工事、収納庫増築、トイレ改修 第2四半期

6 教育委員会 70 随契
博物館雨漏り補修工事設計監理委
託業務

大字下福良 設計監理 雨漏り補修工事設計監理 第1四半期

7 教育委員会 71 入札 博物館雨漏り補修工事 大字下福良 建築 雨漏り補修工事 第1四半期

8 教育委員会 72 入札 運動公園トイレ改修工事 大字下福良 建築 トイレ改修工事 第2四半期
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1 簡易水道事業 73 入札 那須橋水道管移設工事 大字下福良 管・土木 水道管移設工事 第1四半期

1 病院 74 入札 空調及び照明器具改修工事 大字下福良 建築 空調機器・照明器具改修工事 第1四半期

2 病院 75 随契
空調及び照明器具改修工事施工監
理委託業務

大字下福良 監理 空調機器・照明器具改修工事監理 第1四半期


