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★財務省四国財務局
【月日申請書等提出締切、月７日開札、
一般競争・電子入札】
▷令和４年度眉山住宅１号棟ほか１棟屋上防
水改修工事（徳島市伊賀町一丁目６番）
❶建築Ｃ、Ｄ②令和５年３月日③眉山住
宅１号棟：屋上防水改修工事、塗装改修工
事、眉山住宅２号棟：屋上防水改修工事、
塗装改修工事④月日までに入札説明書
等受領必須

★厚生労働省愛媛労働局
【月１日資格審査結果通知書写し提出締
切、月２日開札、一般競争・電子入札】
▷宇和島及び大洲公共職業安定所ＬＥＤ照明
改修工事契約
❶電気Ｃ、Ｄ②令和５年２月日③宇和島
及び大洲公共職業安定所の事務室天井等に
設置されている既存照明器具について、既
存の蛍光管照明機器を撤去し、ＬＥＤ照明
器具に交換する

★国土交通省松山河川国道
【月日参加表明書提出締切、月２日開
札、簡易公募型競争・総合評価・電子入札】
▷令和４－５年度インター東線（北土居西地
区）用地調査等業務

❶補償関係コンサルタント②令和５年８月
日③一般国道号松山外環状道路インタ
ー東線（北土居西地区）の用地取得に係る
用地調査等を行う：建物等の調査、営業そ
の他の調査、消費税等調査

★国土交通省高松港湾・空港整備
【月１日参加表明書提出締切、月日開
札、簡易公募型競争・総合評価・電子入札】
▷備讃瀬戸北航路（水島航路交差部）潜水探
査
❶測量・調査Ａ、Ｂ②令和５年３月日③
備讃瀬戸北航路の海底下にある異常物の探
査を行う：探査工、協議・報告、安全管理、
成果物④総合評価（チャレンジ型）

★国土交通省大阪航空局
【月日申請書等提出締切、月日開札、
一般競争・電子入札】
▷小松空港ＦＡＣＥ装置設置その他工事外
件実施設計（石川県小松市浮柳町ヨ：小
松空港事務所、徳島県松茂町豊久朝日野
－２：徳島空港事務所他）
❶その他の業種Ａ、Ｂ②令和５年３月日
③ＦＡＣＥ装置、ＴＥＡＭ装置のハードウ
ェア更新に伴い、各官署への新装置設置と
既設装置の撤去を行うのに必要となる実施
設計。また、ＲＣＣ専用電話、ＯＲＭ装置
の撤去に必要な実施設計もあわせて行う④
月日までに入札説明書受領必須

★国土交通省高知空港
【月日申請書等提出締切、月８日開札、
一般競争】
▷高知空港Ａ／Ｇ装置更新工事（南国市物部
（高知空港事務所））
❶電気通信Ａ、Ｂ②令和５年３月日③高
知空港Ａ／Ｇ装置更新並びにこれに係る付
帯設備の設置を行う：（１）Ａ／Ｇ装置設

置、（２）機器調整、（３）付帯設備設置、
（４）機器撤去④月日までに入札説明
書受領必須、再公告

★日本下水道事業団西日本本部
【月日申請書提出締切、月８日開札、
一般競争・電子入札】
▷越知町浄化センター水処理設備工事その４
（越知町地内）
❶下水処理設備Ｂ。機械器具設置または水
道施設の許可。四国地方に営業所等②令和
６年２月日③越知町浄化センター機械設
備工事（改築）：用水（雑用水）設備、薬
注・脱水設備、その他付属設備（土木工事
を含む）④事後審査

★県警察本部会計課
【月日入札書提出締切。入札は月日
から、月日開札、一般競争・総合評価・
電子入札】
▷丸亀警察署栗熊駐在所増築工事（丸亀市綾
歌町栗熊西）
❶建築Ｂ。丸亀市、坂出市、善通寺市、観
音寺市、三豊市、綾歌郡、仲多度郡に主た
る営業所②令和５年３月日③栗熊駐在所
（Ｗ造２階建て延べ・平方㍍）駐在所
を交番に改修するための増築面積７・平
方㍍、および内部改修面積・平方㍍、
外構改修、電灯コンセント・防災電気・通
信・給排水・空調・換気設備④入札後審査
型、総合評価（企業評価型（簡易型））
１６３４万２千

★県広域水道企業団中讃ブロック統括センタ
ー
【月１日入札書提出締切。入札は月日
から、月２日開札、一般競争・総合評価・
電子入札】

▷丸亀市県道富熊宇多津線配水管更新工事
（丸亀市飯山町東坂元）
❶水道施設Ａ、Ｂ。丸亀市、坂出市、善通
寺市、宇多津町、琴平町、多度津町、まん
のう町に主たる営業所②令和５年３月日
③配水用ポリエチレン管：（径１５０ＨＰ
ＰＥ）Ｌ４７６・５㍍、（径１００ＨＰＰ
Ｅ）Ｌ６・４㍍、（径ＨＰＰＥ）Ｌ２・
５㍍、（径ＨＰＰＥ）Ｌ・７㍍、ソフ
トシール仕切弁：（径）２基、（径）
１基、（径１００）１基、（径１５０）２
基、単口消火栓（径）３基、不断水分岐
（径２００×径１５０）１カ所、給水装置
カ所④入札後審査型、総合評価（企業評
価型（通常型））
３９３１万

▷多度津町町道２５５号線配水管更新工事
（多度津町幸町）
❶水道施設Ａ、Ｂ。丸亀市、坂出市、善通
寺市、宇多津町、琴平町、多度津町、まん
のう町に主たる営業所②令和５年３月日
③配水用ポリエチレン管：（径１５０ＨＰ
ＰＥ）Ｌ２１６・７㍍、（径ＨＰＰＥ）
Ｌ２・２㍍、ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管（径
１５０）Ｌ・４㍍、ソフトシール仕切弁
（径１５０）３基、不断水仕切弁（径）
１基、不断水分岐（径１５０×径１５０）
１基、消火栓（径）１基、給水装置カ
所④入札後審査型、総合評価（企業評価型
（通常型））
１４９９万

★県東部県土整備局＜吉野川＞
【月４日申請書提出締切、月日開札、
一般競争・電子入札】
▷Ｒ４吉土熊谷川阿波・吉野柿原河川工事
（阿波市吉野町柿原）
❶土木特Ａ、Ａ、Ｂ。阿波市内に主たる営
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業所を有する特Ａ、Ａまたは阿波市吉野町
内に主たる営業所を有するＢ②１９０日③
施工延長・２㍍、ブロック積護岸３３４
平方㍍④入札後審査方式
２２８８万８千

▷Ｒ４吉土鳴門池田線阿波・阿波元町自歩道
工事（阿波市阿波町元町）
❶土木特Ａ、Ａ、Ｂ。阿波市内に主たる営
業所を有する特Ａ、Ａまたは阿波市阿波町
内に主たる営業所を有するＢ②２２０日③
施工延長１４７・５㍍、側溝工Ｌ１５９㍍、
路側排水管工Ｌ・６㍍、縁石工Ｌ・８
㍍④入札後審査方式
２２３１万７千

★県西部総合県民局美馬・県土
【月日申請書提出締切、月日開札、
一般競争・総合評価・電子入札】
▷Ｒ４馬土国道４９２号美・穴吹生子屋敷道
路改良工事（担い手確保型）（美馬市穴吹
町生子屋敷）
❶土木特Ａ、Ａ。美馬市、つるぎ町に主た
る営業所②３００日③施工延長・４㍍、
仮設構台２１６平方㍍、仮設防護柵Ｌ㍍
④入札後審査方式、総合評価（施工能力審
査型）
４８２２万９千

【月日申請書提出締切、月日開札、
一般競争・電子入札】
▷Ｒ４馬土国道１９３号美・脇曽江名舗装工
事（１）（美馬市脇町曽江名（第１分割））
❶舗装Ａ、Ｂ。美馬市、つるぎ町に主たる
営業所②１１５日③施工延長１００㍍、舗
装版打換え工、表層工８８０平方㍍、基層
工８８０平方㍍④入札後審査方式、施工者
分割型
１０６１万９千

▷Ｒ４馬土国道１９３号美・脇曽江名舗装工
事（２）（美馬市脇町曽江名（第２分割））
❶舗装Ａ、Ｂ。美馬市、つるぎ町に主たる
営業所②１１５日③施工延長１００㍍、舗
装版打換え工、表層工８８０平方㍍、基層
工８８０平方㍍④入札後審査方式、施工者
分割型
１０６１万９千

▷Ｒ４馬土国道１９３号美・脇西俣名舗装工
事（３）（美馬市脇町西俣名（第３分割））
❶舗装Ａ、Ｂ。美馬市、つるぎ町に主たる
営業所②１１５日③施工延長１００㍍、舗
装版打換え工、表層工９７８平方㍍、基層

工９７８平方㍍、上層路盤工９７８平方㍍
④入札後審査方式
１３５２万１千

★県西部総合県民局三好・県土
【月４日申請書提出締切、月日開札、
一般競争・電子入札】
▷Ｒ４三土平下地すべり三・山城上名山腹水
路工事（難工事評価型）（三好市山城町上
名）
❶土木特Ａ、Ａ、Ｂ、Ｃ。三好市池田町、
西祖谷山村に主たる営業所を有する特Ａ、
Ａまたは三好市山城町に主たる営業所を有
する特Ａ、Ａ、Ｂ、Ｃ②１８５日③施工延
長１１５㍍、水路工Ｌ１１０・８㍍、帯工
５基、集水枡１基④入札後審査方式
１３１８万３千

▷Ｒ４三土荒倉谷（第一堰堤）三・井川荒倉
除石工事（三好市井川町荒倉（第一堰堤））
❶土木特Ａ、Ａ、Ｂ、Ｃ。三好市三野町、
井川町に主たる営業所②２０５日③施工延
長㍍、掘削工９８０立方㍍④入札後審査
方式
１６７６万３千

▷Ｒ４三土藤川谷川三・山城上名砂防堰堤工
事（三好市山城町上名）
❶土木特Ａ、Ａ、Ｂ、Ｃ。三好市池田町、
西祖谷山村に主たる営業所を有する特Ａ、
Ａまたは三好市山城町に主たる営業所を有
する特Ａ、Ａ、Ｂ、Ｃ②２０５日③本堤補
強コンクリート立方㍍、副堤補強コンク
リート立方㍍、鋼製スリット工Ｗ１・７
㌧、鋼製スリット撤去工Ｗ・３㌧④入札
後審査方式
１７８８万８千

★県公営企業局
【月日申込締切、月７日開札、一般競
争・総合評価・電子入札】
▷企電第６－６号杉田発電所水車発電機オー
バーホール及び機器改良工事（香美市土佐
山田町杉田）
❶電気。総合評定値（総合評点）８６０点
以上②令和６年３月日③水車発電機オー
バーホール、エアクーラー更新④事後審査
方式、総合評価方式（企業評価型）

★高知市
【月日入札書等提出締切、入札は月

日から、月日開札、一般競争・電子入札】
▷介良西部保育園屋上防水改修工事（介良丙
７８９番地１）
❶防水Ａ、Ｂ、Ｃ。市内に主たる営業所
（本社）②日③ＲＣ造、平屋６１７・５
平方㍍、防水改修④事後審査型
１２２８万

▷春野文化ホールピアステージ大ホール棟屋
上防水等改修工事（春野町西分３４０番地）
❶防水Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ。市内に主たる営業
所（本社）②１２０日③ＲＣ造、ＳＲＣ造、
Ｓ造、地下１階・地上３階建て延べ３５２
９・平方㍍、防水改修、屋根およびとい、
塗装改修④事後審査型
８６２万

【月日入札書等提出締切、入札は月
日から、月日開札、一般競争・電子入札】
▷河ノ瀬公園フェンス改修に伴う電気設備工
事（南河ノ瀬町１６６番）
❶電気Ｂ、Ｃ、Ｄ。市内に主たる営業所
（本社）②令和５年３月日③屋外－構内
配電線路、撤去、発生材処理④事後審査型
６６２万

▷種崎水路改良工事（種崎）
❶土木Ｃ、Ｄ。市内に主たる営業所（本社）
②令和５年３月日③施工延長・５㍍、
排水構造物工－箱型側溝（Ｗ４００㍉）Ｌ
・７㍍、Ｕ型側溝（Ｗ３００㍉）Ｌ４㍍、
集水桝（内幅６００×６００）２基、集水
桝（内幅７００×７００）１基、舗装工－
表層工（ｔ４㌢）平方㍍、路盤工（ｔ
㌢）平方㍍、路盤工（ｔ㌢）平方㍍、
不陸整正（補足材平均厚㍉以上㍉未満）
平方㍍、不陸整正（補足材無）平方㍍、
仮設工④事後審査型

【月日入札書提出締切、入札は月日
から、月日開札、一般競争・電子入札】
▷旭街号線測量設計委託業務（上本宮町）
❶土木関係建設コンサルタント。市内に主
たる営業所等（本社）②令和５年３月日
③測量業務－路線測量Ｌ０・㌔、設計業
務－道路詳細設計Ｌ０・㌔、補強土詳細
設計１カ所④事後審査型

▷東高新畑橋外１橋補修設計委託業務（春野
町弘岡下）
❶土木関係建設コンサルタント。市内に主
たる営業所等（本社）②令和５年３月日
③東高新畑橋（Ｌ６・㍍、Ｗ２・㍍）
－損傷個所の確認調査、鋼橋補修設計、高
欄、防護柵取替設計、北大津橋（Ｌ３・８

㍍、Ｗ３・㍍）－損傷個所の確認調査、
床版補修設計④事後審査型

★高知市上下水道局
【月日入札書提出締切、入札は月日
から、月日開札、一般競争・電子入札】
▷高知市公共下水道事業ストックマネジメン
ト計画変更に係る修繕・改築計画策定委託
業務（Ｒ４－１）
❶測量・建設コンサルタント（下水道部門）。
市内に主たる営業所（本社）または受任先
の営業所等②令和５年３月日③ストック
マネジメント実施方針策定（ポンプ場およ
び終末処理場）、点検・調査計画の策定、
調査の実施、修繕・改築計画の策定、照査、
報告書作成、設計協議④事後審査型

★室戸市
【月日申込締切、月日開札、一般競
争】
▷令和４年度市単岩戸津波避難路整備工事
（元岩戸）
❶土木Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ。佐喜浜・室戸岬・
室戸地区②令和５年２月日③施工延長
・８㍍、擁壁工Ｌ・６㍍、排水構造物工、
防護柵工Ｌ・１㍍、舗装工・３平方㍍
５０９万

★いの町
【月日申込締切、月日開札、一般競
争】
▷令和４年度林道土居柳野線地すべり災害復
旧工事（下八川）
❶とび・土工・コンクリート。総合評定値
７００点以上、町内に主たる営業所（本社
または本店）②令和５年３月日③施工延
長㍍、掘削工２１３立方㍍、残土処理工
立方㍍、路体盛土工１４１立方㍍、路床
盛土工立方㍍、法面整形工５２４・９平
方㍍、種子散布工３３９・３平方㍍、アン
カー工本、地下水排除工－ボーリング
（レキ質土Ｌ１５０㍍、軟岩Ｌ㍍）、舗
装工１８３平方㍍、区画線工Ｌ㍍、支障
木処理－スギ３本、運搬処理２・８立方㍍

▷令和４年度林道約束田線地すべり災害復旧
工事（下八川）
❶とび・土工・コンクリート。総合評定値
７００点以上、町内に主たる営業所（本社
または本店）②令和５年３月日③施工延
長㍍、掘削工４１１０立方㍍、残土処理



愛　媛愛　媛

国関係国関係

香　川香　川

建　通　速　報 （３）２０２２年（令和４年）１０月１４日　＜金曜日＞

工３９８０立方㍍、法面整形工－切土部２
６９・８平方㍍、現場吹付枠工１２９９・
７平方㍍、植生基材吹付工（３㌢）８０７
・６平方㍍、支障木処理－スギ本、ヒノ
キ本、運搬処理立方㍍、仮設工

★県中予地方局建設部
【月日申込締切、申込は月日から、
月２日開札、一般競争・電子入札】
▷通電第１号測の１他（主）松山港線他現場
技術業務委託（松山市宮西一丁目他）
❶測量・建設コンサルタント等。県内に本
店②令和５年３月日③対象工事の契約履
行状況を現場において把握、施工状況と設
計図書の照合等④入札後審査型
１１６万６千

★県警察本部会計課
【月８日申込締切、申込は月４日から、
月９日開札、一般競争・総合評価・電子入
札】
▷施第３号松山東警察署庁舎新築外構外工事
（松山市勝山町）
❶建築Ａ。県内に本店②令和５年３月日
③庁舎の外構工事外④入札後審査型、総合
評価（実績確認型）
６４８７万１千

★県公営企業管理局
【月日申込締切、申込は月日から、
月２日開札、一般競争・総合評価・電子入
札】
▷今病第４－１号県立今治病院エレベーター
（４号機）改修工事（今治市石井町）
❶機械器具設置Ａ、Ｂ②令和５年３月日
③県立今治病院エレベーター（４号機）の
改修④入札後審査型、総合評価（簡易実績
型）
１３４０万

★宇和島市水道局
【月日参加申込書提出期限、公募型プロ
ポーザル】
▷柿原浄水場他第四期運転管理業務（柿原甲
１９４３）
❶入札参加有資格者。単独企業または共同
企業体は構成員３社以内②令和年３月
日③浄水場および関連配水池等における水
道施設運転の操作および保守点検・監視等

の運転管理に係る包括委託業務④月８日
提案書等提出期限。令和５年１月日審査
結果公表予定。提案限度価格億６９０９
万１５４０円。担当は業務課

●林野庁四万十森林管理署 　（９月日）
▷大谷山（）復旧治山工事（明許）（四万
十市大字津蔵淵、大谷山国有林林班）
３２９０万 　大塚建設工業所
３３２７万９千　２９９５万９２７０
円

●国土交通省徳島河川国道 　（９月２日）
▷令和４年度海部野根道路（多良地区外）地
質調査業務
取りやめ

▷令和４年度海部野根道路（久保地区その２）
地質調査業務
取りやめ

（月３日）
▷令和４年度海部野根道路軟弱地盤解析検討
業務
５３７２万 　協和設計
６６２８万　５３０２万

（月７日）
▷令和４年度鳴門地区電線共同溝工事事業損
失事前調査業務
９３４万 　補償実務
１０８６万　８５３万

●国土交通省那賀川河川 　（月４日）
▷令和４年度長安口ダム４号クレストゲート
設備外修繕工事（那賀町長安地先）
３５５０万 　ミトモ製作所
３６６９万　３２５６万

●国土交通省土佐国道 　（９月日）
▷令和４－５年度南国安芸道路赤野高架橋上
部Ｐ５－Ｐ９工事（安芸市赤野）
３億３４３０万 　三井住友建設
３億６４８４万　３億３４２２万

（９月日）
▷令和４－５年度南国安芸道路穴内東改良第
５工事（安芸市穴内）

２億４１６０万 　入交建設
２億６４９０万　２億４１３２万

●国土交通省大洲河川国道 　（９月日）
▷令和４年度津島道路外設計（その２）業務
２１１０万 　四国建設コンサルタント
２６１４万　２０８１万

（月４日）
▷令和４年度津島道路事業認定相談用資料作
成業務
１７４２万 　ウエストコンサルタント
２２０４万　１７３２万

●国土交通省肱川ダム統合管理（月７日）
▷令和４年度野村ダム施設改良実施設計外業
務
３１７６万（随） 　日本工営

●香川大学 　（月７日）
▷香川大学（幸町他）大学本部等照明器具取
替工事（高松市幸町１番１号、２番１号、
林町２２１７番）
１６５万 　井口電気工事
３３０万８千

●愛媛大学 　（９月日）
▷愛媛大学（城北）基幹・環境整備（自動火
災報知設備更新）工事（松山市文京町２番
・３番地区）
１３７５万（低入札調査実施）

伊予テックサービス
２０６６万　１８９０万６９６０円
（最低基準価格）

●阿南工業高等専門学校 　（９月８日）
▷阿南工業高専混住型学生寮Ａ棟新営設計業
務
１９７０万（随） 　綜企画設計
１９７６万２千

（９月日契約）
▷阿南工業高等専門学校寄宿舎２号館空調機
撤去再取付工事
４１３万６千（随）四電エナジーサービス
４９１万２千

●県営繕課 　（月４日）
▷坂出工業高校武道場屋根その他改修工事
（坂出市御供所町）
２０８１万６千 　香川建設

２１３０万４千　１９４９万２千

●県住宅課 　（月日）
▷令和４年度県営住宅屋島西団地Ｙ－８号棟
外壁修繕工事（高松市屋島西町）
不調
１８１５万９千

●県高松土木事務所 　（月７日）
▷（社会資本整備総合交付金）県道太田上町
志度線（六条工区）道路整備工事（第５工
区）（高松市六条町）
不調
５４３２万７千

▷（社会資本整備総合交付金）県道太田上町
志度線（六条工区）道路整備工事（第４工
区）（高松市六条町）
５６２５万３千 　大王
６１７８万９千　５５８２万９千

●県小豆総合事務所 　（月７日）
▷池田地区池田パイプライン舗装復旧工事
（小豆島町中山）
８８０万 　香川舗道
９１１万８千　８１１万１千

●県中讃土木事務所 　（月日）
▷（防災・安全社会資本整備交付金）大束川
河川改修工事（河道掘削）（坂出市川津町）
８０８万 　古川組
８９３万９千　８０７万６千

▷（道路メンテナンス事業）県道枌所西中徳
線（川浦橋）道路整備工事橋梁補修調査業
務委託（綾川町）
１６０万 　第一測量
１７６万５千　１４１万２千

●県中讃土地改良事務所 　（月日）
▷県営まんのう地区五毛団地実施設計その１
業務（まんのう町）
６２０万 　チェリーコンサルタント
６２２万７千　４８８万２千

●県広域水道企業団本部 　（９月日）
▷前山門入線（第３工区）導水管新設工事
（さぬき市長尾名他）
１億２０００万 　真部組
１億２８６８万　１億１７４６万９千

▷中部浄水場１系－２沈殿池機械設備更新工
事（琴平町下櫛梨）
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９２８５万 　フソウ
１億００９２万　８９２９万

●善通寺市 　（月日）
▷稲木木徳線龍川橋補修工事（原田町外１町
地内）
１８７０万 　アート建設工業
１９７６万３千　１６３７万９千

●小豆島町 　（月日）
▷公営住宅草壁本町団地ねずみ棟浄化槽改修
工事（草壁本町）
１６９８万 　田中電気工事
１７６９万

●県南部総合県民局阿南・県土（月日）
▷Ｒ４阿土中島港阿南・那賀川ブロック製作
工事（チャレンジ型）（阿南市那賀川町中
島）
１１２４万３千 　秋月組
１２３８万　１２３８万９千　１１
２４万３千

▷Ｒ４阿土橘港（小勝・後戸地区）阿南・橘
四阿設置工事（阿南市橘町小勝）
１４８０万７千 　富岡建設
１６３８万　１６３８万８千　１４
７９万２千

●県東部農林水産局＜徳島＞　（月３日）
▷Ｒ４徳林林開大川原旭丸線作業道上勝町開
設工事（上勝町）
２５４０万 　勝浦建設
２６１７万　２６１７万１千　２３
６８万１千

（月６日）
▷Ｒ４徳林県単維持神山町府殿緊急浚渫工事
（名西郡神山町府殿）
１１０万 　西森組
１１４万　１１４万３千　１０２万
３千

▷Ｒ４徳耕国附大山２期補完工事（板野郡上
板町）
６５２万６千 　大共建設
７２６万　７２６万８千　６５２万
６千

▷Ｒ４徳耕国附大山２期舗装工事（板野郡板
野町）
１４９万２千 　松下興業
１６６万　１６６万２千　１４８万

３千
▷Ｒ４徳林県単国庫神山町坂丸地区他治山計
画書作成業務（名西郡神山町坂丸他）
２１６万 　徳島県森林協会
２３７万　２３７万１千　１８７万
８千

●県東部農林水産局＜吉野川＞（月３日）
▷Ｒ４吉耕県農道伊沢中央２期舗装工事（阿
波市阿波町西柴生）
１４３５万９千 　友心建設
１５９０万　１５９０万９千　１４
３４万５千

●徳島県出納局公共入札検査課（月日）
▷Ｒ４営繕四国三郎の郷美・美馬トイレ改修
工事建築（美馬市美馬町境目）
４９６万５千 　中央建設
５４４万　５４４万６千　４９５万
９千

▷Ｒ４住宅矢三野神本団地徳・南矢三２号棟
屋上防水改修工事（徳島市南矢三町３丁目）
４１４万２千 　徳島大三工業
４４８万　４４８万５千　４１２万
６千

▷Ｒ４住宅羽ノ浦春日野団地阿南・羽ノ浦
号棟屋上防水改修工事（阿南市羽ノ浦町春
日野）
６６０万８千 　ナカバリコート
７１６万　７１６万８千　６５９万
９千

▷Ｒ４営繕池田支援学校美馬分校美・美馬管
理棟防水改修工事（美馬市美馬町大宮西）
５３４万 　三歩一建設
５６３万　５６３万４千　５１５万
８千

▷Ｒ４営繕家畜保健衛生所阿南・日開野地質
解析調査業務（阿南市日開野町谷田）
８４０万 　環境防災
８９４万　８９４万９千　７５９万
１千

●徳島市 　（月日）
▷橋梁工事発注者支援業務（市内一円）
６２５万 　基礎建設コンサルタント
６７６万９千　５５０万５０１７円

▷日開南号線局部改良工事（国府町日開）
５１９万３千 　黒田組
５７７万３千　５１８万８５５８円

▷北沖洲北８号橋長寿命化設計業務（北沖洲

２丁目）
４３８万 　エスシー企画
４６９万５千　３８１万１１０７円

●阿南市 　（月日）
▷市道出来町末広線道路工事（向原町天羽畭）
中止

▷市道桶田坪野線道路舗装工事（下大野町太
平）
３５９万７千 　加茂扇
３７８万６千　３７８万６千　３３
９万４千

▷県道阿南羽ノ浦線配水管布設工事（羽ノ浦
町中庄池ノ上）
３０３万 　ジャンボ児島
３０７万　３０７万　２７６万２千

●神山町 　（月６日）
▷令和４年度猪ノ頭線道路改良工事（２）
（鬼籠野字猪ノ頭）
２５２万 　佐々木建設
２５９万４千　２２８万８千

▷令和４年度大埜地瀧津線道路改良工事（２）
（神領字大埜地）
４７８万 　昇旭建設
４９２万８千　４３４万７千

▷令和４年度第２期高専用地造成設計委託業
務（神領字大埜地）
１３９５万 　ニタコンサルタント
１４８５万９千

▷令和４年度中峯線道路維持工事（上分字中
峯）
１７６万 　川南建設
１８５万５千　１６３万６千

▷令和４年度長倉石堂線道路改良工事（神領
字谷）
６５９万 　昇旭建設
６８０万　５９９万８千

▷令和４年度元山線道路改良工事（鬼籠野字
中内）
１７６０万 　やまか建設
１８１７万２千　１６０３万

▷令和４年度大埜地瀧津線道路改良詳細設計
委託業務（神領字大埜地）
１４８０万 　ニタコンサルタント
１５７５万８千

（月日）
▷令和４年度鬼籠野公民館、鬼籠野生改セン
ター避難所緊急安全対策改修工事（鬼籠野
字川東）

８７５万７千 　西岡建築設計施工
９３６万　８２６万

●県土木政策課 　（月６日）
▷漁生産第１－３号安芸漁港水産生産基盤整
備工事（安芸市津久茂町）
２億４４００万 　大旺新洋
２億５３４０万　２億３０５１万

▷漁生産第１－１００－２号安芸漁港水産生
産基盤整備工事（安芸市津久茂町）
３億２０００万 　大旺新洋・三谷組ＪＶ
３億３０９３万　３億０２７９万

●県中央東林業事務所 　（月日）
▷基幹（補正）第２１０－３号森林基幹道開
設事業河口落合線測量委託業務（香美市物
部町根木屋）
２４３万 　朝日コンサルタント
３１８万　２４３万

●高知市 　（月日）
▷一宮保育園遊戯室屋根等改修工事（一宮西
町四丁目番号）
４４３万５千 　建築工房縁ｅ
４９０万　４４１万５千

▷河ノ瀬保育園遊戯室外壁等改修工事（南河
ノ瀬町８番９号）
８７４万５千 　建築工房縁ｅ
９６４万　８７４万１千

▷泉野小学校フェンス改修工事（東秦泉寺７
８８番地）
６２１万８千 　エコグリーン
６８１万　６２０万２千

●高知市上下水道局 　（月６日）
▷秦ポンプ場№２ポンプ駆動用エンジンクラ
ッチ改修工事
４５０万（随） 　ダイハツディーゼル
４５０万

▷海老ノ丸ポンプ場不活性ガス消化設備改修
工事
３８８万（随） 　ニッタン
３９０万

（月７日）
▷潮江水再生センター場内雨水ポンプ場水中
ポンプ電気設備更新工事（Ｒ４－１）（南
新田町５番号）
７２０万５千 　岡上電機
７９７万　７１４万２千
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▷下知水再生センター東西脱臭設備改修工事
（小倉町５番号）
不調

▷下知水再生センター№１汚泥貯留槽改修工
事（小倉町５番号）
不調

▷潮江水再生センター粗目自動除塵機長寿命
化工事
１７７０万（随）　神鋼環境メンテナンス
１７８６万

▷瀬戸水再生センター場内雨水ポンプ場№２
・４除塵機長寿命化工事
３０１５万（随） 　四国ポンプセンター
３０１６万

●四万十市 　（月３日）
▷普通河川桜谷川・準用河川ヒヨミネ川河川
災害復旧工事
不調

▷令和３年度公長寿第７号為松公園遊具更新
工事（繰越）（中村）
１４０７万 　久保田産業
１５６３万　１４０７万

▷令和４年度辺地（道維）第８－１号市道片
魚四手ノ川線辺地対策整備工事（片魚）
２１１万 　東工業
２１２万　１８８万

▷令和４年度林道改良第１号林道片魚四手ノ
川線道路改良工事（繰越）（片魚）
１６３３万 　ハタ工業
１８１９万　１６３３万

▷令和３年度公長寿第８号八反原公園遊具更
新工事（繰越）（中村大橋通）
７５９万 　宮本建設
８５０万　７５９万

▷令和４年度子保第１号具同保育所建設予定
地土地造成工事（具同田黒１丁目）
６６４万 　大二工業
６６４万　６０１万

▷令和４年度地防第１号住次郎地区防火水槽
設置工事（住次郎）
不調

▷令和４年度防安第４－３－１号市道利岡田
野川藤線道路改良工事（利岡）
不調

▷令和４年度道メンテ第１－７－１号市道押
谷線押谷支線（押谷橋）橋梁修繕工事（西
土佐江川）
不落

▷令和４年度量水第３号四万十市水道メータ

ー取替業務（旧簡水１）（磯ノ川他）
２８０万 　豚座建設
２９０万

▷令和３年度道メンテ第１－－２号市道中
半北ノ川線（北の川橋）橋梁修繕工事（繰
越）（西土佐中半）
３７６０万 　小出建設
３７８４万　３３５３万

▷令和４年度上水第６号具同地区赤松町他配
水管布設替工事（赤松町他）
７９０万 　山下建設
７９９万　７１６万

▷令和４年度量水第１号四万十市水道メータ
ー取替業務（旧上水１）（中村大橋通他）
４８２万 　平野水道
４８７万

▷令和４年度上水第５号中村地区中村栄町他
配水管布設替工事（中村栄町他）
６０４万 　森下住宅設備
６１２万　５４８万

▷令和４年度道メンテ第１－６－１号市道奥
屋内楠山線（本村橋１）橋梁補修工事（西
土佐奥屋内）
２１５０万 　竹村綜合建設
２１８３万　１９２４万

▷令和４年度量水第２号四万十市水道メータ
ー取替業務（旧上水２）（具同他）
５０３万 　カキタニ設備
５０９万

▷令和４年度上水調第１号四万十市配給水管
漏水調査業務（旧上水道区域）
１５２０万 　日進設備工業
１６５５万

▷令和４年度四万十市立中筋小学校トイレ洋
式化工事（機械設備工事）
不調

▷令和４年度基幹工第５号中村地区水道基幹
管路布設替工事（竹島３工区）
１３８０万 　福永工業
１４０８万　１２６６万

▷令和４年度具同体育センター照明ＬＥＤ化
工事（具同）
９５０万 　川崎電気
９８６万８千　９０４万

●県南予地方局農村整備第一課（９月日）
▷機構再玉（４）第２号玉津地区園地整備
（白浦その２）工事（受注者希望型ＩＣＴ
モデル工事）（宇和島市吉田町白浦）

７１００万 　伊藤建設
７１３８万　６４７８万９７６０円

●県大洲土木事務所 　（月３日）
▷肱下激第５号の３他（一）肱川水系肱川肱
川激甚災害対策特別緊急工事（大洲市菅田
町大竹）
１２７０万 　山九電気工事
１３９０万７千　１２５３万９６００
円

●県愛南土木事務所 　（９月日）
▷南道防減第２０３号の１他（一）猿鳴平城
線道路防災・減災対策工事他（愛南町中浦
他）
１２４０万 　幸田建設
１２８８万　１１４６万２８８４円

▷補環海漂第５号の１一般公共海岸西海町―
２他漂着流木等処理対策工事（愛南町外泊
他）
８７０万 　酒井組
９０８万４千　８１８万４９０２円

（９月日）
▷単公御第３号の３第３号南予レクリエーシ
ョン都市公園南予レクリエーション都市公
園改修工事（愛南町蓮乗寺）
４７０万 　南予建設
５１３万８千　４６８万２２５５円

▷南河堤緊第１号の１（二）僧都川水系僧都
川河川堤防強化緊急対策工事（受注者希望
型ＩＣＴモデル工事）（愛南町城辺甲他）
７５０万 　木下土木
７８０万８千　６９７万９０８９円

●四国中央市 　（月５日）
▷河内橋補修工事（土居町浦山地内）
２２９４万２１００円 　山内工務店
２６４７万　２２９３万７６２０円

▷下具定線法面補修工事（具定町地内）
２８００万 　瀬戸内組
２８６０万６千　２５１３万３３１１
円

▷寒川豊岡線道路改良工事（豊岡町大町地内）
７３５万 　瀬戸内組
７５０万６千　６５４万０６６０円

▷西大道国道線道路改良工事（土居町津根地
内）
４２５万 　渡辺建設
４４７万４千　３８８万７８７１円

▷加茂川新橋補修工事（村松町地内）

６５８万 　広栄建設
６７２万８千　５７６万３３３８円

▷御所橋補修工事（上柏町地内）
１０４４万 　菰田組
１０７１万　９２０万１６２５円

▷四国中央市橋梁補修工事（三島地域）（中
之庄町、中曽根町地内）
１４７０万 　オフィス・ケイ
１４８５万９千　１２７９万４１０８
円

▷四国中央市橋梁補修工事（川之江地域）
（下川町地内）
１６７７万７千 　石川組
１９００万３千　１６４１万３４９６
円

▷西寒川地区汚水管布設工事（寒川町地内）
５５９万 　高橋産業
５６９万５千　４９３万７４６９円

▷平木地区汚水管布設工事（第３－４工区）
（妻鳥町地内）
８４５万 　森実土建
８７１万６千　７５７万８２７６円

▷村松地区汚水管布設工事（第２工区）（村
松町地内）
２４８万 　菰田組
２５１万３千　２１８万０６７７円

▷江之元新開線道路改良工事（寒川町地内）
５１０万 　三星道路
５３２万３千　４６４万６３３４円

▷三島公園遊具更新工事（中曽根町地内）
３０００万 　大西建設
３２０７万　２８２９万５２４６円

▷金田こども園屋根・外壁改修工事（金田町
金川地内）
１３１４万４千 　三協開発
１４５８万　１３１３万３７７２円

▷下泉田線舗装改良工事（新宮町上山地内）
７０５万 　中央道路
７４６万２千　６４４万８３０３円

▷藤原下猿田線舗装工事（富郷町津根山地内）
４３０万 　三星道路
４５４万３千　３９３万５１９０円

▷四国中央市道路台帳補正業務（市内一円）
１９４万 　アジア航測
２１９万１千

▷四国中央市道路橋定期点検業務（その３）
（三島地域、新宮地域内）
１１５万 　ウエスコ
１２８万３千

▷大江４号上屋外壁等改修工事設計業務（妻
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鳥町地内）
不調

▷令和４年度自動車騒音常時監視調査評価業
務（川之江地域、三島地域内）
４８万９千 　帝人エコ・サイエンス

●四国中央市水道局 　（月５日）
▷東天満給水管接合替工事（土居町天満地内）
１８６万２千 　加藤電機設備
１９２万　１６８万００５６円

▷朝日野団地外２路線配水管切替工事（土居
町土居・野田地内）
２８６万 　和田水道工事
２９６万　２５８万３２３３円

●西条市 　（月日）
▷西港河第４号ハナガナル川河川改修工事
（河之内地内）
１０７５万 　岡崎建設
１１０８万９千　９６６万５０６２円

▷西東建改第６号市道高須三芳線道路改良工
事（三芳地内）
４８２万６８００円 　茎田建設
５５２万９千　４８２万６７７５円

▷西建改補第号市道北条新田高松線道路改
良工事その（北条地内）
８１０万 　丹下建設工業
８２４万９千　７１９万６０３５円

▷西建改補第号市道北条新田高松線道路改
良工事その（北条地内）
６１０万 　菅建設
６２８万１千　５４６万９４１４円

▷公下補西第号西ひうち汚水幹線管渠工事
その４（朔日市地内他）
１６９５万 　木藤建設
１７４８万５千　１５２７万２８７３
円

▷公下補西第号川南汚水１０３９－１枝線
管渠工事（下島山地内）
５６８万 　高橋土建
５８６万５千　５０９万３２４５円

▷公下維補西第３号西条処理区マンホール鉄
蓋更新工事（地区内一円）
４６１万６１００円 　高橋建設
５３０万９千　４６１万５８６９円

▷公下単西第号西条処理区汚水桝設置工事
№（西条処理区内）
２３０万 　黒川組
２６５万５千　２２９万３８５６円

▷公下単東第号東丹処理区汚水桝設置工事

№（東予）（東丹処理区内）
６３万４千 　裕新建設
６３万４千　５４万７９７８円

▷西建維単第号舗装補修工事№８（市一円）
２２７万８１８２円 　西条道路
２６４万　２２７万８１８２円

▷西建維橋委補第４号西条市橋梁長寿命化修
繕計画における健全度の把握に関する調査
委託業務（その２）（市内）
２４０万 　復建調査設計
２６６万２千

●松山市 　（月日）
▷西部浄化センター１－１最初沈殿池ほか耐
震補強工事（南吉田町）
５７５０万 　菊池建設工業
６３７１万２千　５７３５万０７７８
円

▷新玉３号雨水管工事（－１）（南江戸５
丁目）
６３１３万９５００円 　臨海建設
６９８８万９千　６３１３万９１２９
円

▷松山市総合コミュニティセンタープラザ棟
外壁改修その他工事（湊町７丁目５番地）
５４９９万６千 　山下英建設
５９６７万３千　５４９３万３４８０
円

▷北久米小学校１－１・１－２・２棟校舎長
寿命化改修電気工事（福音寺町９）
１億１８５９万７千 　アクセル松山
１億２７８１万１千　１億１８５２万
９２５２円

▷南第二中学校１・２棟校舎長寿命化改修電
気工事（森松町９４３）
１億１３８６万 　神野電気
１億２２６９万１千　１億１３７３万
０５８８円

▷伊台小学校棟校舎長寿命化改修電気工事
（下伊台町１４３８番地１）
５０２８万０５００円 　向井電気工事
５４４６万７千　５０１６万０４８４
円

▷北久米小学校１－１・１－２・２棟校舎長
寿命化改修給排水工事（福音寺町９）
１億２９７０万 　北四国エアコン
１億３３０７万７千　１億２３８１万
１３９９円

▷南第二中学校１・２棟校舎長寿命化改修給
排水工事（森松町９４３番地）

９２３０万 　共友工業
９４０７万１千　８７２９万４７４８
円

▷伊台小学校棟校舎長寿命化改修給排水工
事（下伊台町１４３８番地１）
４８８９万９９００円 　池田水道
５２８５万８千　４８８５万００７７
円

▷中単－２２００２舗装復旧工事（今在家２
丁目外４か町）
８８８万０２００円 　伊予建設
９９４万５千　８８６万５３１８円

▷難波小学校バリアフリー改修ほか工事（中
通甲８０７番地の１）
１０６３万２千 　重見建設
１１４２万２千　１０５２万８６７９
円

▷姫原１丁目１６５６番地先農道斜面崩落対
策工事（姫原１丁目）
９５９万８千 　山本土木工業
１０６８万　９５９万５６８９円

▷中央１号汚水管工事（－３）（南久米町
外１か町）
１９５０万 　田中建設
２０３５万７千　１８２７万９０４７
円

▷久米４号汚水管工事（－１）（南久米町）
２８９０万 　青井建設
３２０８万３千　２８８９万６４３７
円

▷野外活動センター体育館外壁改修その他工
事（菅沢町乙２８０番地）
１８８１万４８００円 　山装
２０４１万６千　１８７９万１８８２
円

▷津和地漁港海岸護岸補修工事（その２）に
伴う測量設計業務委託（海岸メンテナンス
事業）（津和地）
８３５万 　長大
１０６１万４千　８３４万３０８３円

（月日）
▷松山市駅前広場上屋新築工事に伴う地盤調
査業務委託（湊町５丁目１番地先）
１９８万 　カナン・ジオリサーチ
２１９万６千　１７４万００１２円

●伊予市 　（９月日）
▷豊岡浄水場膜ろ過装置年次点検業務（中山
町出渕地内）
７７万（随） 　メタウォーターサービス

●上島町 　（９月日）
▷修第号岩城開発総合センター非常用発電
設備修繕（岩城）
７５万 　中国電気保安協会
７５万８千

▷委第１５６号岩城漁港海原地区東一文字防
波堤測量設計業務（岩城）
６３０万 　エイト日本技術開発
６５５万

▷委第１５４号令和４年度史跡弓削島荘遺跡
保存活用計画策定支援業務（弓削）
１８０万 　歴史環境計画研究所
２９３万

▷委第２０４号インランドシーリゾートフェ
スパ施設外壁全面打診調査業務（弓削）
２２７万 　連合企画設計
２４０万

▷委第１６０号弓削高等学校学生寮地質調査
委託業務（弓削）
２０５万 　松山地下開発
２２３万８千

▷委第１４４号立石港海岸詳細設計業務委託
（生名）
１４３０万 　エイト日本技術開発
１５４１万７千

▷委第１６１号いきなスポレク公園体育館雨
漏調査設計業務委託（生名）
６７０万 　大建設計工務
６９３万

▷第号上島町電子黒板整備工事（全域）
１４５０万 　四国通建
１４９０万８千　１１９２万６４００
円

▷第号林道三石線雑木伐採工事（弓削）
１８８万 　相互商事
１９５万　１７０万８３６４円

▷第号弓削小学校グラウンド照明灯ＬＥＤ
化工事（弓削）
５４５万 　アスカコーポレーション
５４５万１千　４９０万８００７円

▷第号長江岸壁（マイナス５・５㍍）補修
工事（岩城）
１７００万 　五島建設
１７２４万１千　１５２２万４９３８
円

▷道整交第２号町道海原先田名後線、先田名
後線舗装補修工事（岩城）
１８９７万２０３８円 　東洋道路
２１６７万７千　１８９７万２０３７
円
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★県広域水道企業団中讃ブロック統括センタ
ー
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・善通寺市善通寺町西
山地区配水管撤去工事（善通寺市善通寺町）

▷指名競争・電子入札・丸亀市市道三条南北
線配水管更新工事設計業務委託（丸亀市三
条町）

▷指名競争・電子入札・まんのう町高屋原浄
水場中央監視設備更新工事設計業務委託
（まんのう町吉野他）

★県東部県土整備局＜徳島＞
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・Ｒ４徳土今切港（老
門地区）北・中村側溝工事（板野郡北島町
中村）
７８９万５千

▷指名競争・電子入札・Ｒ４徳土徳島上那賀
線勝・沼江防護柵工事（勝浦郡勝浦町沼江）
２８７万９千

▷指名競争・電子入札・Ｒ４徳土神山国府線
徳・国府防護柵工事（徳島市国府町矢野）
２６８万

▷指名競争・電子入札・Ｒ４徳土石井神山線
神・阿野長代補償算定業務（２）（名西郡
神山町阿野字長代第２分割）
２００万６千

▷指名競争・電子入札・Ｒ４徳環徳島環状線
徳・国府補償算定業務（１）（徳島市国府
町西黒田第１分割）
５０８万８千

▷指名競争・電子入札・Ｒ４徳土角ノ瀬放水
路徳・国府角ノ瀬堰修繕業務（徳島市国府
町東黒田）
７３１万２千

★県東部県土整備局＜徳島＞（鳴門・松茂・
板野）
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・Ｒ４徳土川内大代線
松・広島標識修繕工事（板野郡松茂町広島）

２８３万５千
▷指名競争・電子入札・Ｒ４徳土長原港線松
・笹木野標識修繕工事（板野郡松茂町笹木
野）
２８３万５千

▷指名競争・電子入札・Ｒ４徳土粟津港線鳴
・大津徳長測量業務（鳴門市大津町徳長）
２４７万３千

▷指名競争・電子入札・Ｒ４徳土粟津港線鳴
・大津徳長道路設計業務（鳴門市大津町徳
長）
３７４万６千

★県東部県土整備局＜吉野川＞
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・Ｒ４吉土宮川内牛島
停車場線阿波・土成宮川内用地測量業務
（阿波市土成町宮川内）
４７３万７千

▷指名競争・電子入札・Ｒ４吉土津田川島線
他阿波・市場大影～上喜来他道路維持業務
（２）（阿波市市場町大影～上喜来他、２）
４５１万７千

★県西部総合県民局美馬・県土
【月２日開札】
▷指名競争・電子入札・Ｒ４馬土国道４３８
号美・木屋平大北他道路照明灯工事（美馬
市木屋平大北他）
５１５万６千

▷指名競争・電子入札・Ｒ４馬土国道４３８
号美・木屋平太合他道路照明灯工事（美馬
市木屋平太合他）
５１２万３千

▷指名競争・電子入札・Ｒ４馬土国道４３８
号（蜂須１号橋他）つ・貞光日浦川向他道
路照明灯工事（美馬郡つるぎ町貞光日浦川
向他、蜂須１号橋他）
４５４万６千

▷指名競争・電子入札・Ｒ４馬土鳴門池田線
（井口谷橋他）美・脇木ノ内道路照明灯工
事（美馬市脇町木ノ内、井口谷橋他）
４７８万１千

▷指名競争・電子入札・Ｒ４馬土鳴門池田線
（鍋倉新橋）美・美馬天神用地調査業務
（１）（美馬市美馬町天神第１分割）
８３万５千

★県企業局
【月４日開札】

▷指名競争・電子入札・Ｒ４企総管坂州発電
所水圧鉄管内面塗装工事（那賀郡那賀町坂
州）
８６５万５千

▷指名競争・電子入札・Ｒ４企総管川口ダム
調整池植生整備及び樹林保全管理業務（那
賀郡那賀町横石他）
３９２万５千

▷指名競争・電子入札・Ｒ４企総管マリンピ
ア沖洲太陽光発電所及び和田島太陽光発電
所保守業務（徳島市東沖洲１丁目他）
５５５万４千

▷指名競争・電子入札・Ｒ４企総管川口寮公
共嘱託登記業務（那賀郡那賀町吉野）
４９万９千

▷指名競争・電子入札・Ｒ４企総管川口発電
所構内がいし清掃業務（那賀郡那賀町吉野）
６０万２千

★美馬市
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度地方創生
道整備推進交付金事業市道美馬３号線道路
改良工事（２）（美馬町字山嫁坂）
９０７万９千

▷指名競争・電子入札・令和４年度市単独事
業市道美馬１９８号線道路改良工事（美馬
町字大泉）
２２６万

▷指名競争・電子入札・令和３年度（繰越）
県単独急傾斜地崩壊対策事業弓道（１）地
区整備工事（木屋平字弓道）
１５０万８千

▷指名競争・電子入札・令和４年度過疎対策
事業市道美馬号線側溝整備工事（美馬町
字中耕地）
２３６万７千

▷指名競争・電子入札・令和４年度オラレ周
辺対策事業市道美馬１２８号線側溝整備工
事（美馬町字谷口）
１４４万８千

▷指名競争・電子入札・令和４年度地方創生
道整備推進交付金事業市道脇町５０１号線
Ａｓ舗装工事（第２分割）（脇町字西俣名）
７０６万９千

▷指名競争・電子入札・令和４年度地方創生
道整備推進交付金事業市道木屋平号線側
溝整備工事（木屋平字八幡）
９０８万６千

▷指名競争・電子入札・令和４年度県単治山

事業段地区水路工事（脇町字段）
４０９万２千

▷指名競争・電子入札・令和４年度地方創生
道整備推進交付金事業市道美馬４７７号線
道路改良工事（美馬町字岡）
４８８万

▷指名競争・電子入札・令和４年度地方創生
道整備推進交付金事業市道脇町３２５号線
道路改良工事（第２分割）（脇町大字猪尻
字若宮南）
３８７万２千

▷指名競争・電子入札・令和４年度地方創生
道整備推進交付金事業市道脇町３６６号線
道路改良工事（脇町字拝原）
３７９万９千

▷指名競争・電子入札・令和４年度辺地対策
事業市道脇町４６６号線Ｃｏ舗装工事（脇
町字西大谷）
２９０万５千

▷指名競争・電子入札・令和４年度地方創生
道整備推進交付金事業林道木屋平木沢線改
良工事（木屋平字八幡）
１５４８万１千

▷指名競争・電子入札・令和４年度県単治山
事業井口地区流路工事（脇町字井口）
８１８万７千

▷指名競争・電子入札・令和４年度鍋倉谷川
橋補強に伴う配水管仮設工事（美馬町字下
突出）
２０９万

★県中央東農業振興センター
【月２日開札】
▷指名競争・電子入札・農基第９０８０－４
０２号高知南国地区大規模園芸団地整備関
連地下水源開発調査委託業務（南国市能間）
９０５万

★高知市
【月日開札】
▷指名競争・旭街号線地質調査委託業務
（上本宮町）

★高知市上下水道局
【月日開札】
▷指名競争・一宮排水分区雨水開渠実施設計
委託業務（Ｒ４－１）（薊野東町）
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　多くの中小建設業の経営者は、「人材不
足」「利益確保」「工程管理」「発注者
（元請け）対応」など、悩みを抱えながら
仕事をしています。その上さらに「働き方
改革」「ＩＣＴ施工」と、時代の変化への
対応を求められています。そこで建通新聞
社は、経営層向けセミナー『これからの建
設業経営～課題が分かれば改善できる～』
を月日（水）、Ｚｏｏｍを使ったオン
ラインＬＩＶＥ形式で開催します。

　「自社のやり方を、他社と比較すること
は難しく、どこに課題があるか認識できて
いないことが多い」と指摘する公認会計士
・税理士の後藤吾郎氏を講師に、利益・工
程・労務管理の各視点から原因とその改善
策を解説します。後藤氏は建設業経営の指
導実績が毎年件以上あり、「時間外労
働は改善できる典型的な項目」「現場・経
理のＤＸへの取り組み方で差が付き始めて
いる」と警鐘を鳴らします。成功事例を題
材にしながら▷利益が改善する実行予算と
は▷現場が見えてくる工程表とは▷ＤＸへ
の取り組みで変わることとは―などについ
て講演します。
　今回のセミナーで、経営の悩みを改善す
るヒントを見つけてください。元請け、下
請け、工事業種を問わない内容です。多数
のお申し込みをお待ちしております。
■開催日時　月日（水）午後１時分
　～３時分
■講師　後藤吾郎氏（公認会計士・税理士）
■プログラム　▷利益が改善する実行予算
　とは▷現場が見えてくる工程表とは▷Ｄ
　Ｘへの取り組みで変わることとは▷補助
　金・助成金の活用法　（予定）
■参加費　１人，円（消費税・テキス
　ト代込み）
■定員　人（申込順）
■申込方法　建通新聞ホームページ（https
  : //www.kentsu.co.jp 
    /seminar/）からお申
　し込みください
■その他　ＣＰＤＳ認定
　講習２ユニット
■問い合わせ先　四国支
　社　電話（）

　日本郵便による配達方法の変更に
より、一部地域で配達が遅れる場合

があります。ご了承ください。　　　　建通新聞社

建　通　速　報（８） ２０２２年（令和４年）１０月１４日　＜金曜日＞

★仁淀川町
【月日開札】
▷指名競争・令和４年度下川渡団地１号２号
環境整備工事

▷指名競争・令和４年度（町単）仁淀診療所
スライド式移動壁設置工事

▷指名競争・令和４年度（町単）町道北川中
線路面改良工事

▷指名競争・令和４年度（町単）安居渓谷遊
歩道手摺補修工事

▷指名競争・令和４年度（町単）大崎地域集
会所駐車場整備工事

★県河川課
【月２日開札】
▷指名競争・電子入札・河流治対第１号測の
１県内一円水害リスクマップ更新委託業務
（県内一円）
４０１万９千

★県八幡浜土木事務所
【月２日開札】
▷指名競争・電子入札・交安第号測の２
（国）３７８号設計委託業務（八幡浜市八
代）
１８３万２千

★西条市
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・西水工第号安用地
区ほ場整備に伴う送・配水管布設替工事
（広岡地内）
１４４６万５千

▷指名競争・電子入札・西港河第５号名古瀬
谷川河川改修工事（西之川地内）
２１３万

▷指名競争・電子入札・西都公補第２号三津
屋東１号公園遊具更新工事（三津屋東地内）
１５４万３千

▷指名競争・電子入札・西地工第３号周桑病
院西館空調熱源設備改修工事（壬生川１３
１番地）
２４８１万２千

▷指名競争・電子入札・公下補西第号西ひ
うち汚水幹線管渠工事その５（ひうち地内）
１７３４万１千

▷指名競争・電子入札・西建維単第号市道
八幡原下島山線歩道整備工事（下島山甲地
内）

１２７万６千
▷指名競争・電子入札・西衛施工第１号常心
公衆トイレ解体撤去等工事（大町１１５５
番地３）
１８１万８千

▷指名競争・電子入札・西農土工第２号住吉
池豪雨災害緊急対策工事（坂元地内）
８５５万３千

▷指名競争・電子入札・西林工第２号丹原町
来見林地水路改修工事（丹原町来見地区）
７０３万３千

▷指名競争・電子入札・西建維交補第２号市
道相生八幡線外１路線交差点カラー舗装工
事（禎瑞地内外）
１２６万９千

▷指名競争・電子入札・西建維単第号市道
玉津大谷東線外５路線区画線補修工事（内
（本庁管内））
９４万

▷指名競争・電子入札・西農土工第３号五ケ
谷池豪雨災害緊急対策工事（旦之上地内）
１９４３万１千

▷指名競争・電子入札・西水工第号ひうち
配水池構内整備工事（ひうち地内）
２１０３万５千

▷指名競争・電子入札・公下単西第号港新
地・百軒巷雨水幹線整備工事その２（港地
内）
９２５万２千

▷指名競争・電子入札・西東建維第号道路
舗装補修工事（その５）（東予地内）
２７１万１千

▷指名競争・電子入札・西施住工第５号戻川
住宅解体撤去工事（飯岡３９２８番地１地
内）
１７１５万９千

▷指名競争・電子入札・西農土委第号長尾
池底樋管ＴＶカメラ調査委託業務（丹原町
徳能地内）
４９万

▷指名競争・電子入札・公下維委単西第号
御舟川雨水幹線流路内除草・清掃委託業務
その２（朔日市地内）
６１万１千

（了）
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