
●国土交通省四国地方整備局経理調
達課
▷東予港中央地区航路（マイナス７
・５㍍）浚渫工事
４億４９４０万 　五洋建設

●国土交通省高知河川国道
▷平成年度長浜海岸堤防改良工事
２億４３８０万 　福留開発

●公示・公告
国関係　・・・・・　～面
徳島県　・・・・・ 　面
高知県　・・・・・　～面
愛媛県　・・・・・ 　面

●結　果
国関係　・・・・・ 　面
香川県　・・・・・　～面
徳島県　・・・・・ 　面
高知県　・・・・・ 　面
愛媛県　・・・・・　～面

●予　告
香川県　・・・・・ 　面
徳島県　・・・・・　～面
高知県　・・・・・ 　面
愛媛県　・・・・・　～面
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★農林水産省中国四国農政局
【５月日申請書等提出締切、７月日開札、
一般競争・総合評価・電子入札】
▷那賀川（二期）農地防災事業今津幹線水路
水質改善施設建設工事（徳島県阿南市羽ノ
浦町中庄他）
❶土木Ａ②５２５日③施設容量８３００立
方㍍、池内底面積１万０６００平方㍍、水
深０・８㍍、堤長４２４㍍、堤高２・２㍍、
堤体法面工：遮水シート１８５７平方㍍、
池底整備工：底版コンクリート工１５７８
立方㍍、付帯工、原形復旧工④総合評価
（標準Ｂ型・施工計画重視型）、入札ボン
ド

★農林水産省那賀川農地防災事業所
【５月日参加表明書提出締切、６月日開
札、簡易公募型競争・電子入札】
▷那賀川（二期）農地防災事業南岸支線水路
末端接続施設工事用地調査等業務
❶測量・建設コンサルタント等Ａ、Ｂ。徳
島県に本・支社（店）、営業所②日③土
地取得及び土地使用が必要となる土地の用
地測量及び物件調査

★農林水産省道前平野農地整備事業所
【５月日参加表明書提出締切、６月５日開

札、簡易公募型競争・電子入札】
▷道前平野農地整備事業宮之内団地地区界測
量業務（愛媛県西条市宮之内）
❶測量・建設コンサルタント等Ａ。中国四
国農政局管内に本・支社（店）②２１０日
③作業計画等：打合せ３回、作業計画１業
務、現地踏査１業務、権利調査：地図の転
写２・㌶、転写連続図の作成２・㌶、
用地測量：境界の確認２・㌶、土地境界
確認書の作成２・㌶、復元測量２・㌶、
境界点間測量２・㌶、用地実測図の作成
２・㌶、４級基準点測量点

▷道前平野農地整備事業高知団地地区界測量
業務（愛媛県西条市丹原町高知、丹原町安
用、西条市安用）
❶測量・建設コンサルタント等Ａ。中国四
国農政局管内に本・支社（店）②２１０日
③作業計画等：打合せ３回、作業計画１業
務、現地踏査１業務、権利調査：地図の転
写２・㌶、転写連続図の作成２・㌶、
用地測量：境界の確認２・㌶、土地境界
確認書の作成２・㌶、復元測量２・㌶、
境界点間測量２・㌶、用地実測図の作成
２・㌶、４級基準点測量点

★林野庁安芸森林管理署
【５月日申請書提出締切、６月日開札、
一般競争・総合評価・電子入札】
▷二の谷林道災害復旧工事（高知県馬路村魚
梁瀬一ノ谷山国有林２１０８林班外）
❶土木Ａ、Ｂ、Ｃ。四国に本店、支店、営
業所②平成年３月日③延長㍍、幅員
４㍍、土工、コンクリート擁壁、置換基礎
コンクリート④総合評価（簡易型）

▷和田山林道災害復旧工事（高知県馬路村和
田山国有林２０９９林班）
❶土木Ａ、Ｂ、Ｃ。四国に本店、支店、営
業所②平成年２月日③延長㍍、幅員
４㍍、土工、コンクリート擁壁、ブロック

積（Ａ）、かご枠、コンクリート路面工④
総合評価（簡易型）

▷長滝林業専用道新設工事（高知県馬路村馬
路須垣谷堂ケ尾檜立山国有林２２１７林班
外）
❶土木Ｂ、Ｃ、Ｄ。資格点数１０００点以
上。四国に本店、支店、営業所②平成年
３月日③延長２６１㍍、幅員３・５㍍、
土工、コンクリート擁壁工、ブロック積工、
排水施設工④総合評価（簡易型）

★林野庁嶺北森林管理署
【５月日申請書提出締切、６月７日開札、
一般競争・総合評価・電子入札】
▷名野谷２２５林業専用道新設工事（高知県
いの町皆又谷山国有林２２５林班）
❶土木Ｂ、Ｃ、Ｄ。資格点数１０００点以
上。四国に本店、支店、営業所②平成年
２月５日③延長１２０㍍、幅員３・５㍍、
土工、コンクリート擁壁④総合評価（簡易
型）

★林野庁四万十森林管理署
【５月日申請書提出締切、６月６日開札、
一般競争・総合評価・電子入札】
▷見蚊谷林道災害復旧工事（明許）（高知県
四万十市見蚊谷山国有林２０２１林班）
❶土木Ｂ、Ｃ、Ｄ。資格点数１０００点以
上。四国に本店、支店、営業所②平成年
月４日③延長㍍、幅員３・６㍍、土工、
コンクリート擁壁工④総合評価（簡易型）

▷奥藤林道災害復旧工事（明許）（宿毛市ヒ
キジ山国有林１０４４林班）
❶土木Ｃ、Ｄ。高知県に本店、支店、営業
所②平成年月４日③延長㍍、幅員３
・６㍍、土工、コンクリート擁壁工、舗装
工④総合評価（簡易型）
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★県南部総合県民局那賀・県土
【５月日申請書提出締切、５月日開札、
一般競争・総合評価・電子入札】
▷Ｈ那土那賀川・小川橋工区那賀・和食道
路工事（２）（那賀町和食第２分割）
❶土木特Ａ、Ａ。県南部総合県民局県土整
備部（那賀庁舎）管内に主たる営業所②平
成年３月日③施工延長３２０㍍、盛土
工３３００立方㍍、重力式擁壁２７６立方
㍍、場所打水路Ｌ６４３㍍、コンクリートブ
ロック工６０１平方㍍④入札後審査方式、
総合評価（施工能力審査型）
９０８１万

【５月日申請書提出締切、５月日開札、
一般競争・電子入札】
▷Ｈ那土ミサゴ谷那賀・木頭砂防工事（那
賀町木頭）
❶土木特Ａ、Ａ、Ｂ、Ｃ。上那賀、木頭に
主たる営業所を有する特Ａ、Ａ、Ｂまたは
木沢に主たる営業所を有する特Ａ、Ａ、Ｂ、
Ｃ②１８５日③施工延長・２㍍、砂防え
ん堤工（Ｈ３・５㍍、Ｗ・２㍍）、堤体
コンクリート立方㍍、鋼製スリット１基
④入札後審査方式
１３２７万４千

★県土木政策課
【５月日申込締切、５月日開札、一般競
争・電子入札】

★国土交通省吉野川ダム統合管理
【５月日参加表明書提出締切、簡易公募型
プロポーザル・電子入札】
▷平成年度早明浦ダム貯水池周辺整備検討
業務
❶土木関係建設コンサルタント②平成年
３月日③資料収集整理、ダム周辺整備検
討

【５月日参加表明書提出締切、６月日開
札、簡易公募型競争・総合評価・電子入札】
▷平成年度早明浦ダム環境施設測量設計業
務
❶土木関係建設コンサルタント②平成年
月日③路線測量、遊歩道設計

★国土交通省山鳥坂ダム工事
【５月日申請書等提出締切、６月日開札、
一般競争・総合評価・電子入札】
▷平成年度鹿野川ダム外放流警報設備改良
工事（大洲市肱川町山鳥坂２８０外）
❶通信設備②平成年２月日③放流警
報設備改良局④総合評価（施工能力評価
型）

【５月日申請書等提出締切、６月日開札、
一般競争・総合評価・電子入札】
▷平成年度ヒガシ畦外放流警報表示設備設
置工事（大洲市田口外）
❶通信設備②平成年２月日③放流警
報表示設備３面④総合評価（施工能力評価
型）

★国土交通省野村ダム管理所
【５月日申請書等提出締切、６月日開札、
一般競争・総合評価・電子入札】
▷平成年度野村ダム管内放流警報設備設置
工事（西予市野村町野村外）
❶通信設備②平成年２月日③放流警報
制御監視局装置１台、放流警報警報局装置
９台④総合評価（施工能力評価型）

★国土交通省高松港湾・空港整備
【５月日申請書等提出締切、６月日開札、
一般競争・総合評価・電子入札】
▷高松港朝日地区航行安全管理業務
❶建設コンサルタント等Ａ、Ｂ②令和元年
９月日③航行安全管理業務、成果物

★環境省中国四国地方環境事務所
【５月日申請書等提出締切、５月日開札、
一般競争・総合評価・電子入札】

▷平成年度（繰越）瀬戸内海国立公園屋島
集団施設地区北嶺休憩所新築（その２）工
事（高松市屋島西町）
❶建築Ｂ、Ｃ。香川県に本店、支店、営業
所②２０１９年月４日③休憩所新築延
べ１７１・５平方㍍、展望台１カ所、四
阿周辺整備④総合評価（施工能力評価型Ⅱ
型）

★防衛省中国四国防衛局
【５月日申請書等提出締切、７月日開札、
一般競争・総合評価・電子入札】
▷徳島外（）航空保安施設整備等建築その
他設計
❶測量・建設コンサルタント等「建築Ａ」。
一級建築士事務所の登録②平成年月
日③（建築設計）徳島航空基地：航空保安
施設基礎新設ＲＣ造１カ所、高知宿舎地区
：宿舎改修ＲＣ造５階建て延べ約２５６０
平方㍍×１棟（屋上改修、屋外階段新設）、
善通寺駐屯地：庁舎改修ＲＣ造３階建て延
べ約３４４０平方㍍×１棟（一部（約３３
０平方㍍）の内部改修）、鉄塔解体Ｓ造１
カ所（Ｈ約㍍）、（土木設計）徳島航空
基地：航空保安施設附帯土木実施設計

▷善通寺外（）庁舎等改修設備設計
❶測量・建設コンサルタント等「通信Ａ」。
一級建築士事務所の登録②平成年月
日③（善通寺地区）庁舎改修ＲＣ造３階建
て延べ約３４４０平方㍍×１棟（約４８０
平方㍍の部分改修）、（海田市地区）局舎
改修ＲＣ造２階建て延べ約５８０平方㍍×
１棟

【５月日申請書等提出締切、７月日開札、
一般競争・総合評価・電子入札】
▷徳島外（）航空保安施設整備等設備設計
❶測量・建設コンサルタント等「電気Ａ、
Ｂ」。一級建築士事務所の登録②平成年
月日③（徳島航空基地）航空保安施設
改修ＲＣ造平屋約１３０平方㍍、航空保安
施設（ＰＡＲ）付帯設備の整備に伴う電源
増設、構内外線新設、構内通信線路新設
（小月航空基地宿舎地区）浄化槽撤去１棟、
公共下水接続・浄化槽撤去に伴う電気設備
改修

★海上自衛隊小松島航空基地隊
【５月日参加表明締切、５月日入札、一
般競争】
▷草刈作業役務（指定場所）

❶役務の提供等Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ②平成年
３月日

★国立病院機構四国がんセンター
【５月日証明書類提出締切、５月日開札、
一般競争】
▷医療ガス設備の保守点検業務委託（指定場
所）
❶役務の提供Ｃ、Ｄ②２０２０年５月日

★徳島大学
【５月８日申請書等提出締切、５月日開札、
一般競争・電子入札】
▷徳島大学（南常三島）基幹・環境整備ブロ
ック塀改修工事（徳島市南常三島町１－１）
❶建築Ｃ、Ｄ。徳島県に本店、支店、営業
所②令和元年７月日③敷地境界ブロック
塀撤去、フェンス設置工事
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▷公急調（総東）第－号土砂災害防止法
基礎調査委託業務（香美市他）
❶土木関係建設コンサルタント。「土質及
び基礎」、「地質」、「都市計画及び地方
計画」、「河川、砂防及び海岸・海洋」の
登録、県内に本社（本店）②平成年２月
日③基礎調査、公示図書作成１１２０カ
所

▷公急調（総中）第－号土砂災害防止法
基礎調査委託業務（高知市）
❶土木関係建設コンサルタント。「土質及
び基礎」、「地質」、「都市計画及び地方
計画」、「河川、砂防及び海岸・海洋」の
登録、県内に本社（本店）②平成年２月
日③基礎調査、公示図書作成１００９カ
所

▷公急調（総中）第１１３－２号土砂災害防
止法基礎調査委託業務（土佐市他）
❶土木関係建設コンサルタント。「土質及
び基礎」、「地質」、「都市計画及び地方
計画」、「河川、砂防及び海岸・海洋」の
登録、県内に本社（本店）②平成年２月
日③基礎調査、公示図書作成１０７９カ
所

▷公急調（総西）第１１３－７号土砂災害防
止法基礎調査委託業務（須崎市他）
❶土木関係建設コンサルタント。「土質及
び基礎」、「地質」、「都市計画及び地方
計画」、「河川、砂防及び海岸・海洋」の
登録、県内に本社（本店）②平成年２月
日③基礎調査、公示図書作成７５３カ所

★県安芸土木事務所
【５月日申込締切、５月日開札、一般競
争・総合評価・電子入札】
▷道交地防安（改築）第８１０１－０１５－
１号県道安田東洋線防災・安全交付金工事
（安田町瀬切）
❶土木Ｂ。室戸事務所管内を除く区域に主
たる営業所を置く者②１８０日③施工延長
２６０㍍、土工、掘削９３００立方㍍、転
石破砕１０３５立方㍍、法面工、法面整形
１８８０平方㍍④事後審査方式、総合評価
方式（企業評価型）

▷河海改第－３号羽根海岸県単改良工事
（室戸市羽根町乙戎町）
❶土木Ｂ。室戸事務所管内に主たる営業所
を置く者②２００日③１工区、防潮柵工Ｌ
㍍、２工区、防潮柵工、Ｌ３９２㍍④事
後審査方式、総合評価方式（企業評価型）

【５月日申込締切、５月日開札、一般競
争・電子入札】
▷災第４３４号尾川川河川災害復旧工事
（安芸市尾川乙（４））
❶土木Ｂ、Ｃ。室戸事務所管内を除く区域
に主たる営業所を置く者②１６０日③復旧
延長㍍、１工区（左岸）Ｌ㍍、２工区
（左岸）Ｌ４㍍、３工区（右岸）Ｌ㍍、
４工区（左岸）Ｌ８㍍、５工区（右岸）Ｌ
３㍍、ブロック積（植生）２４３平方㍍、
練石積平方㍍、仮設道路Ｌ３４０㍍④事
後審査方式

▷災第４３１号尾川川河川災害復旧工事
（安芸市尾川乙（１））
❶土木Ｂ、Ｃ。室戸事務所管内を除く区域
に主たる営業所を置く者②１６５日③災
第４３１号、復旧延長１０６㍍、１工区
（左岸）Ｌ㍍、２工区（左岸）Ｌ㍍、
３工区（右岸）Ｌ㍍、４工区（左岸）Ｌ
㍍、ブロック積（植生）３２０平方㍍、
仮設道路Ｌ３３５㍍、災第４３２号、復
旧延長７㍍、ブロック積（植生）平方㍍、
根固ブロック（３㌧）個、仮設道路Ｌ１
８５㍍④事後審査方式

▷災第６８５号伊尾木川河川災害復旧工事
（安芸市伊尾木）
❶土木Ｂ、Ｃ。室戸事務所管内を除く区域
に主たる営業所を置く者②１６５日③復旧
延長・５㍍、１工区（左岸）Ｌ・５㍍、
２工区（左岸）Ｌ㍍、大型ブロック積１
７３平方㍍、ブロック積（景観）１８２平
方㍍、仮設道路Ｌ１７２・５㍍④事後審査
方式

★県中央東林業事務所
【５月日申込締切、５月日開札、一般競
争・電子入札】
▷復旧第－３号立川三谷復旧治山工事（大
豊町立川三谷）
❶土木Ｂ、Ｃ。中央東土木事務所のうち本
山事務所管内に主たる営業所②平成年
月日③山腹工０・５㌶、排土１４８２立
方㍍、ボーリング工孔（排水ボーリング）
４５０㍍、仮設工④事後審査方式

▷復旧第－２号三谷復旧治山工事（大豊町
三谷）
❶土木Ａ、Ｂ、Ｃ。中央東土木事務所に主
たる営業所を置くＡ、中央東土木事務所区
域のうち本山事務所管内に主たる営業所を
置くＢ、Ｃ②平成年月日③渓間工０

・㌶、谷止工１基（生コン）７２９・９
立方㍍、仮設工④事後審査方式

★高知市
【５月日参加意向申出書提出締切、公募型
プロポーザル】
▷高知市道路照明灯ＬＥＤ化事業（市内）
②令和年３月日③業務計画書の提出、
現況調査、導入計画の分析・策定業務、導
入工事等、導入結果の整理及び管理方法、
維持・保守管理データの提出④提案限度額
３億８０００万円（税込）、６月日企画
提案書等提出締切、７月９日審査結果通知
予定、担当は都市建設部道路整備課

★県東予地方局建設部
【５月日申込締切、申込は５月日から、
５月日開札、一般競争・総合評価・電子入
札】
▷災国補第１３４５号他（二）中山川水系
中山川他河川災害復旧工事（西条市丹原町
志川他）
❶土木Ａ。新居浜市、西条市、四国中央市
に本店。特定建設業許可②平成年２月
日③河川工事、復旧延長－災国補第１３
４５号、Ｌ・２㍍、災国補第１２９９
号、Ｌ８・２㍍、災国補第１３４１号、
Ｌ・７㍍、ブロック張工６４０平方㍍、
ブロック積工３０２平方㍍、使用する主要
な資機材－生コンクリート約４１０立方㍍、
大型ブロック約２０４個、コンクリート積
ブロック約９８０個、コンクリート張ブロ
ック約６１４平方㍍、再生砕石約６４２立
方㍍④入札後審査型、総合評価（実績確認
型）
６１９８万７千

●県小豆総合事務所 　（４月日）
▷小砂維第１号尼谷地区砂防維持修繕工事
（土庄町渕崎）
中止

●県中讃土木事務所 　（４月日）
▷中河海維第２号金倉川河川海岸維持修繕工
事（まんのう町神野）
１９１万 　光穂建設
１９３万７千

●林野庁安芸森林管理署 　（４月日）
▷春ケ谷林道災害復旧工事（明許）（高知県
北川村落合中畝山国有林１０４３林班）
３２８０万 　金本組
３２８７万７千　２９０６万７８７０
円

▷大道南林道災害復旧工事（明許）（高知県
室戸市大道南山国有林１１６４林班）
２９９０万 　山下・森本経常ＪＶ
３０１５万５千　２６６３万７３２０
円

●国土交通省四国地方整備局経理調達課
（３月日）

▷東予港中央地区航路（マイナス７・５㍍）
浚渫工事（その２）（愛媛県西条市今在家、
ひうち）
１億８８４８万 　タチバナ工業
２億０９５７万８４１０円　１億８７
２２万５１３０円

（４月日）
▷東予港中央地区航路（マイナス７・５㍍）
浚渫工事（愛媛県西条市今在家、ひうち）
４億４９４０万 　五洋建設
４億９５１３万６７７８円　４億４４
８７万３１９０円

●国土交通省香川河川国道 　（４月日）
▷平成年度香川管内交通安全施設設計業務
１７０６万 　四国建設コンサルタント

●国土交通省土佐国道 　（４月日）
▷平成年度国道号路線検討業務
２０３６万（随） 　福山コンサルタント

●国土交通省高知河川国道 　（４月日）
▷平成年度長浜海岸堤防改良工事（高知市
浦戸）
２億４３８０万 　福留開発

●国土交通省大洲河川国道 　（４月日）
▷平成年度宇和島管内安全施設工事（愛媛
県愛南町正木～西予市宇和町伊賀上）
３９２０万 　四国ライト
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▷中河海維第１号金倉川河川海岸維持修繕工
事（まんのう町真野）
２４０万 　神野建設工業
２４７万８千

▷中道維第２０２号県道原田琴平線道路維持
修繕工事（善通寺市与北町）
１０３万 　藤本建設工業
１０７万２千

▷（防災・安全社会資本整備交付金）土器川
河川改修工事（河道掘削）（第１工区）
（まんのう町）
１３３０万 　礎建設
１３４７万９千

▷（防災・安全社会資本整備交付金）財田川
河川改修工事（河道掘削）（まんのう町）
１４３０万 　白川土建
１４９０万８千

▷（防災・安全社会資本整備交付金）県道高
松王越坂出線（王越工区）道路整備工事
（坂出市王越町）
２０３５万 　古川組
２０８２万９千

▷国道４３８号（飯山南工区）道路改修工事
地質調査業務（丸亀市飯山町上法軍寺）
２０５万 　青葉工業
２１１万４千

●県警察本部 　（４月日）
▷Ｈ警営徳島中央警察署昭和町交番徳・昭
和解体工事（徳島市昭和町７丁目）
４３７万 　楮本建設
４８７万　４８７万８千　４３７万

●四万十市 　（４月日）
▷平成年度四万十市立西土佐中学校大規模
改造工事（バリアフリー化）設計監理業務
４２９万（税込） 　ライト岡田設計
４２９万（税込）　３４３万２千（税
込）

▷平成年度西土佐中学校２階屋上雨漏り修
繕
１５９万８４００円（税込） 　ナカムラ
２２９万６０８０円（税込）

▷平成年度四万十市立小学校遊具（東地区）
４９４万６４００円（税込）井上スポーツ
５６２万６８００円（税込）

▷平成年度四万十市立小学校遊具（西地区）
３８６万６４００円（税込）四万十教遊社

４３０万７０４０円（税込）
▷平成年度企文第１号四万十市文化複合施
設（仮称）整備用地・路線測量業務
１４６８万８千（税込）

アイコンサルタント
１５４１万１６００円（税込）　１２
１８万２４００円（税込）

▷平成年度市道整第４－１号市道江ノ村本
線他道路整備測量設計業務
６６９万６千（税込）西部測量設計事務所
７１６万０４００円（税込）　５６１
万６千（税込）

▷平成年度社総（緊）第１－５－１号市道
亀ノ甲田野川橋線道路実施設計業務（繰越）
９５０万４千（税込）

協働技術コンサルタント
９９７万９２００円（税込）　７８４
万０８００円（税込）

▷平成年度企文第２号四万十市文化複合施
設（仮称）に係る物件補償費算定業務
９６１万２千（税込）

高建総合コンサルタント
１０１０万８８００円（税込）　７９
３万８千（税込）

▷平成年度企文第３号市立中央公民館・働
く婦人の家等解体に係る家屋事前調査委託
業務
１０２３万（税込）

高建総合コンサルタント
１０５５万１６００円（税込）　８４
３万７千（税込）

▷平成年度内水対策第１号具同自由ヶ丘調
整池改修設計業務
９９０万（税込） 　第一コンサルタンツ
１０４１万１２００円（税込）　８３
１万６千（税込）

▷平成年度災第５５７号市道鷹の巣線道
路災害復旧工事（繰越）
１６９万５６００円（税込） 　シマント
１７６万４８００円（税込）　１５１
万２千（税込）

▷平成年度災第１０４２号普通河川笠薮
川河川災害復旧工事（繰越）
１４３万６４００円（税込） 　渡川建設
１４６万８８００円（税込）　１２５
万２８００円（税込）

▷平成年度災第１０４３号市道掃地山藤
ノ川線道路災害復旧工事（繰越）
１１７１万８千（税込） 　藤ノ川建設
１２１３万４６００円（税込）　１０

４６万５２００円（税込）
▷平成年度山路多目的集会所空調機取替工
事
１８９万（税込） 　カキタニ設備
２０５万２千（税込）　１８２万５２
００円（税込）

▷平成年度辺地第４－４号市道古尾大西ノ
川線辺地対策整備工事（繰越）
２１９５万６４００円（税込） 　東工業
２４９５万８８００円（税込）　２１
９５万６４００円（税込）

▷平成年度崖災第６－４号がけくずれ住家
防災対策工事（杉内宅）（繰越）
１２９１万６８００円（税込）　中山興業
１４７６万３６００円（税込）　１２
９１万６８００円（税込）

▷平成年度崖災第５－号がけくずれ住家
防災対策工事（矢ノ川宅）（繰越）
５３４万６千（税込） 　実業土木
５５２万９６００円（税込）　４７９
万５２００円（税込）

▷平成年度崖災第５－号がけくずれ住家
防災対策工事（市川宅）（繰越）
不調

▷平成年度災第１０８０号第１０８１号
普通河川ボライチ川他河川災害復旧工事
（繰越）
３２９万４千（税込） 　土佐建興
３７９万０８００円（税込）　３２９
万４千（税込）

▷平成年度市単第１号蕨岡排水機場貯水池
修繕工事
２２１万４千（税込） 　久保田産業
２３７万６千（税込）　２０５万２千
（税込）

▷平成年度市道整第４－号市道奥沢東町
線他道路整備工事（繰越）
１９８万７２００円（税込） 　大和建設
２２８万９６００円（税込）　１９８
万７２００円（税込）

●県四国中央土木事務所 　（４月日）
▷防補道改第１０７号の１（国）３１９号道
路改築工事（四国中央市新宮町上山）
２７００万 　藤田組
２７７２万５千　２４４６万０７３６
円

●県中予地方局建設部 　（４月日）
▷都単第４１９号の１愛媛県総合運動公園総
合運動公園改修整備工事（松山市上野町）
２４２万 　高須賀緑地建設
２５０万８千　２１８万９００６円

（４月日）
▷温道維第１号測の１（主）松山北条線他測
量設計委託業務（松山市勝山町２丁目他）
２５５万 　南海測量設計
２７８万４千

▷温道維第２０１号測の１（国）３７８号他
測量設計委託業務（伊予市三秋他）
１４０万 　橋本測量設計
１５４万６千

▷温道防減第２３１号測の１（一）湯山高縄
北条線設計委託業務（松山市横谷）
２５０万 　大栄測量設計
２７６万５千

▷温道維第４０１号測の１（国）３７９号他
測量設計委託業務（砥部町大南他）
１６５万 　溝淵測量設計
１７６万８千

●県南予地方局建設部 　（４月１日）
▷北道維第６号（一）無月宇和島線他道路維
持工事（宇和島市坂下津他）
２０１万５千 　城東建設
２１２万４千　１８２万７８２１円

▷北道維第号（国）１９７号他道路維持工
事（鬼北町日向谷他）
１９８万５千 　日吉綜合建設
１９９万　１７１万２２２８円

▷北道維第号（一）後柿之浦線他道路維持
工事（宇和島市津島町柿之浦他）
１９０万 　小島組
１９０万２千　１６３万６３２４円

▷北道維第５号（主）広見三間宇和島線他道
路維持工事（宇和島市光満他）
１７５万 　一若建設
１８５万９千　１５９万８６３０円

▷北道維第号（主）宇和島下波津島線道路
維持工事（宇和島市津島町北灘他）
１７７万２千 　篠山土建
１７７万３千　１５２万５２８０円

▷北道維第１号（国）３７８号他道路維持工
事（宇和島市吉田町白浦他）
１６７万 　清家組
１６８万４千　１４４万８４８９円

▷北道維第２号（一）奥浦白浦線他道路維持
工事（宇和島市吉田町河内他）
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１６３万 　竹田建設
１６４万３千　１４１万３２０３円

▷北道維第号（国）３２０号他道路維持工
事（鬼北町興野々他）
１５５万 　愛媛建設
１５５万３千　１３３万４８３８円

▷北道維第８号（主）宇和島下波津島線他道
路維持工事（宇和島市下波他）
１３７万 　川中建設
１４４万６千　１２４万３４１３円

▷北道維第号（国）３８１号他道路維持工
事（松野町蕨生他）
１４１万 　中山産業
１４２万５千　１２２万５３０５円

▷北道維第号（主）西土佐松野線他道路維
持工事（松野町目黒他）
１３０万 　松野建設
１３１万　１１２万６１１５円

▷北道維第４号（主）宇和三間線他道路維持
工事（宇和島市三間町則他）
１２６万 　愛協建設
１２６万４千　１０８万６５１７円

▷北道維第９号（一）蒋淵下波線他道路維持
工事（宇和島市蒋淵他）
１１９万６千 　松本組
１２５万９千　１０８万２２４２円

▷北道維第号（主）宇和島城辺線他道路維
持工事（宇和島市津島町岩渕他）
１２４万 　藤堂組
１２４万５千　１０７万０００５円

▷北道維第７号（主）宇和島下波津島線他道
路維持工事（宇和島市寄松他）
９６万 　浅田工業
１０１万６千　８７万２１０９円

▷北道維第号（国）４４１号他道路維持工
事（鬼北町大宿他）
８５万 　松浦土建
８５万６千　７３万２３９９円

▷北河維第４号（二）岩松川水系岩松川他河
川維持工事（宇和島市津島町岩松他）
８１万２千 　西南建設
８１万３千　７０万２９２４円

▷北道維第号（一）下鍵山松野線他道路維
持工事（鬼北町広見他）
７９万 　南予建設
７９万３千　６７万８１６４円

▷北道維第号（一）嵐田之浜岩松線道路維
持工事（宇和島市津島町嵐他）
７７万８千 　泉建設工業
７８万　６６万７２２１円

▷北道維第号（主）広見三間宇和島線他道
路維持工事（鬼北町内深田他）
７６万３千 　上甲建設
７６万９千　６５万７６５７円

▷北河維第１号（二）須賀川水系須賀川他河
川維持工事（宇和島市伊吹町他）
７２万４千 　宮尾建設工業
７６万２千　６５万８６１６円

▷砂管第９号の１（二）来村川水系（砂）薬
師谷川他砂防施設等維持管理工事（宇和島
市川内他）
７２万 　古岩建設
７６万１千　６５万２６５９円

▷北河維第５号（一）渡川水系三間川他河川
維持工事（宇和島市三間町務田他）
７１万 　下村産業
７４万　６３万９６０１円

▷北河維第７号（一）渡川水系広見川他河川
維持工事（松野町延野々他）
７２万８千 　金谷建設
７３万３千　６３万３３２６円

▷北道維第号（主）宇和島城辺線道路維持
工事（宇和島市津島町増穂他）
７２万７千 　亀岡建設
７２万９千　６２万３２９６円

▷北河維第２号（二）来村川水系来村川他河
川維持工事（宇和島市保田他）
６６万 　浅田組
７１万　６１万３３４６円

▷砂管第９号の２（二）立間川水系（砂）白
井谷川他砂防施設等維持管理工事（宇和島
市吉田町立間他）
６６万 　山下建設
６７万１千　５７万４５４４円

▷北河維第３号（二）立間川水系立間川他河
川維持工事（宇和島市吉田町立間他）
６４万 　伊藤建設
６５万８千　５６万８０７７円

▷北河維第６号（一）渡川水系広見川他河川
維持工事（鬼北町興野々他）
６６万４千 　上甲建設
６７万　５７万８６１７円

▷砂管第９号の３（二）岩松川水系（砂）於
泥川他砂防施設等維持管理工事（宇和島市
津島町下畑地他）
５９万２千 　愛南開発
５９万３千　５１万０３５９円

▷北道維第号（主）宿毛津島線道路維持工
事（宇和島市津島町御内他）
５７万８千 　船田建設

５７万９千　４９万４２５８円
▷北道維第３号（一）広見吉田線他道路維持
工事（宇和島市三間町元宗他）
５５万 　高木建設
５５万９千　４７万７１８９円

▷北道維第号（一）御内下畑地線道路維持
工事（宇和島市津島町下畑地他）
４９万５千 　渡辺建設
４９万９千　４２万５５８８円

▷砂管第９号の４（一）渡川水系（砂）奈良
川他砂防施設等維持管理工事（鬼北町奈良
他）
４８万 　松野建設
４８万１千　４１万３１７７円

▷北海維第１号大福浦海岸他海岸保全施設等
維持管理工事（宇和島市坂下津他）
３２万７千 　大河建設
３４万５千　３０万０６４４円

▷北道維第号（国）３２０号他道路維持工
事（宇和島市丸穂他）
４００万 　宇和島道路舗装
４２２万２千　３６６万４９０２円

▷北道維第号（国）１９７号他道路維持工
事（鬼北町日向谷他）
３２５万 　宇和島道路舗装
３４４万６千　２９９万１２３４円

▷北道維需第１号（国）３２０号他道路照明
施設等維持工事（宇和島市丸穂他）
３５９万９千 　小関電工
４０３万９千　３４８万１３７３円

▷北道維需第２号（国）１９７号他道路照明
施設等維持工事（鬼北町日向谷他）
２６５万５千 　山九電気工事
２８８万４千　２４８万５９７５円

▷北道維需第３号（主）宿毛津島線他道路照
明施設等維持工事（宇和島市津島町岩渕他）
１８０万 　愛新電工
１８７万２千　１６１万３３６５円

▷南局建第１号の１県営住宅宮の下団地他県
営住宅宮の下団地他修繕工事（宇和島市別
当他）
４３０万 　森川建設
４３２万８千　３８７万１９６８円

▷須委改第１号須賀川ダム他放流設備保守点
検委託業務（宇和島市柿原他）
７２０万 　滝澤工業
８１９万

（４月日）
▷広重補改（樹）第１号の２（一）渡川水系
広見川総合流域防災工事（松野町延野々）

２６９０万 　中山産業
２７５２万８千　２５０３万７２８８
円

▷広重補改（樹）第１号の１（一）渡川水系
広見川総合流域防災工事（松野町松丸）
２６７０万 　松野建設
２７１９万５千　２４４０万０４９８
円

▷防補交防第７０２号の１（一）目黒松丸線
道路災害防除工事（防災安全）（松野町目
黒）
２６３６万７千 　金谷建設
２７４６万６千　２４１３万９７７６
円

▷来重補改（樹）第１号の１（二）来村川水
系来村川総合流域防災工事（宇和島市宮下）
２１８５万 　宮尾建設工業
２３２４万　２０９２万５２４２円

▷来重補改（樹）第１号の２（二）来村川水
系来村川総合流域防災工事（宇和島市保田）
２１７０万 　浅田工業
２２９９万７千　２０７９万８９４３
円

▷防補交防第６号の１（国）３８１号道路災
害防除工事（防災安全）（松野町蕨生）
２０６２万５千 　金谷建設
２１４８万８千　１８９１万５２７２
円

▷三重補改（樹）第１号の１（一）渡川水系
三間川総合流域防災工事（宇和島市三間町
元宗）
１８５０万 　下村産業
１８７１万６千　１６７０万７６８０
円

▷立重補改（樹）第１号の１（二）立間川水
系立間川総合流域防災工事（宇和島市吉田
町東小路他）
１３０５万 　伊藤建設
１３７５万３千　１２３５万６９６６
円

▷岩重補改（樹）第１号の１（二）岩松川水
系岩松川総合流域防災工事（宇和島市津島
町岩渕）
２６２０万 　藤堂組
２７５９万２千　２４９９万２５６７
円

▷岩重補改（樹）第１号の２（二）岩松川水
系岩松川総合流域防災工事（宇和島市津島
町高田）
２４２０万 　船田建設
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２５４７万４千　２３０８万４８０６
円

▷芳重補改（樹）第１号の１他（二）岩松川
水系芳原川他総合流域防災工事（宇和島市
津島町下畑地他）
１５６６万０２０９円 　泉建設工業
１７３２万１千　１５６６万０２０９
円

▷宇港第号測の４（重）宇和島港地質調査
委託業務（宇和島市住吉町）
８９０万 　シアテック
９９５万１千　７７５万６５６０円

●県八幡浜土木事務所 　（４月日）
▷防補交舗修第号の１（国）１９７号舗装
補修工事（防災安全）（伊方町大久）
１２３２万 　愛亀
１３８４万１千　１２０７万１５１８
円

●大洲市 　（４月日）
▷大下第号農業集落排水中継ポンプ制御盤
災害復旧工事（八多喜町）
２７８万 　ダイキアクシス
２９５万

▷大環第号大洲市環境センター低圧動力制
御設備更新工事（八多喜町）
１５００万（随）ＪＦＥエンジニアリング

▷国官会第９号ＦＷＤ調査委託業務（八多喜
町外）
２１０万 　東亜道路工業

★県高松港管理事務所
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・№８港湾施設維持管
理舗装修繕工事（高松市朝日町他）
４４１万７千

★県東部県土整備局＜吉野川＞
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土徳島吉野線
阿波・吉野柿原舗装工事（阿波市吉野町柿
原）

６５６万
▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土鳴門池田線
上板・引野舗装工事（上板町引野）
３５１万２千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土伊沢谷川阿
波・阿波丸山他河川測量業務（阿波市阿波
町丸山他）
１２６２万９千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土石井南島線
石・石井石井他用地調査等業務（石井町石
井字石井他）
２３１万２千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土鳴門池田線
他阿波・土成他道路照明維持業務（１）
（阿波市土成町他（１））
９０万８千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土三ツ木宮倉
線他吉・美郷宮倉他道路維持除草業務（吉
野川市美郷字宮倉他）
７０９万１千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土二宮山川線
他吉・山川浦山他道路維持除草業務（吉野
川市山川町浦山他）
４１０万１千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土二宮山川線
他吉・美郷道路維持業務（吉野川市美郷）
２４４万９千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土国道１９３
号他吉・山川津由谷他道路維持除草業務
（吉野川市山川町津由谷他）
３１２万３千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土国道３１８
号他吉・鴨島知恵島他道路維持除草業務
（吉野川市鴨島町知恵島他）
５６３万２千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土奥野井阿波
山川停車場線吉・山川榎谷他道路維持除草
業務（吉野川市山川町榎谷他）
４５１万９千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土奥野井阿波
山川停車場線他吉・山川道路維持業務（吉
野川市山川町）
４５９万

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土宮川内谷川
他上板・七條他河川維持業務（１）（上板
町七條他第１分割）
４５４万

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土川田川吉・
山川村雲緊急河川維持業務（１）（吉野川
市山川町村雲第１分割）

７９６万１千
▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土徳島鴨島線
他吉・鴨島他道路照明維持業務（吉野川市
鴨島町他）
８９万８千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土徳島鴨島線
他石・高川原道路維持除草業務（石井町高
川原）
２４３万８千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土志度山川線
他阿波・阿波北柴生他道路維持除草業務
（阿波市阿波町北柴生他）
４２３万４千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土植桜鴨島線
他吉・鴨島敷地他道路維持除草業務（吉野
川市鴨島町敷地他）
３９５万８千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土津田川島線
他阿波・市場大影～上喜来他道路維持除草
業務（阿波市市場町大影～上喜来他）
６４０万１千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土牛島上下島
線他吉・鴨島内原他道路管理業務（吉野川
市鴨島町内原他）
７８万１千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土石井引田線
他上板・下六條～西分他道路維持除草業務
（上板町下六條～西分他）
４４２万９千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土石井引田線
他上板・引野～泉谷他道路維持除草業務
（上板町引野～泉谷他）
４４７万３千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土石井引田線
他石・藍畑他道路維持除草業務（石井町藍
畑他）
５４５万

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土石井神山線
他石・石井他道路維持除草業務（石井町石
井他）
３９７万８千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土神山川島線
他吉・美郷奥丸他道路維持除草業務（吉野
川市美郷字奥丸他）
５８８万４千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土西麻植下浦
線他吉・鴨島飯尾他道路管理業務（吉野川
市鴨島町飯尾他）
７８万１千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土飯尾川他石

・高川原河川維持業務（石井町高川原）
５７１万

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土鳴門池田線
他阿波・吉野道路維持業務（１）（阿波市
吉野町（１））
４５７万７千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土鳴門池田線
他阿波・吉野西条～五条他道路維持除草業
務（阿波市吉野町西条～五条他）
４４３万５千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土鳴門池田線
他阿波・土成道路維持業務（１）（阿波市
土成町（１））
４５８万４千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土鳴門池田線
他阿波・市場道路維持業務（１）（阿波市
市場町（１））
４５７万

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土鳴門池田線
他阿波・市場大野島～山野上他道路維持除
草業務（阿波市市場町大野島～山野上他）
３０６万

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土鳴門池田線
他阿波・市場香美～市場他道路維持除草業
務（阿波市市場町香美～市場他）
４５１万１千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土鳴門池田線
他阿波・阿波勝命他道路維持除草業務（阿
波市阿波町勝命他）
２４０万６千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土鳴門池田線
他阿波・阿波南整理他道路維持除草業務
（阿波市阿波町南整理他）
２８０万６千

▷指名競争・電子入札・Ｈ吉土鴨島神山線
他吉・鴨島森藤他道路維持除草業務（吉野
川市鴨島町森藤他）
５３８万１千

★県南部総合県民局阿南・県土
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土由岐大西線
阿南・福井道路測量業務（阿南市福井町色
面～北棚田）
７２２万７千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土中島港線他
阿南・那賀川他植栽管理業務（阿南市那賀
川町上福井他）
４４４万７千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土伊島漁港阿
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南・伊島水門点検業務（阿南市伊島町）
９３万

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土勝浦羽ノ浦
線他阿南・羽ノ浦道路維持業務（阿南市羽
ノ浦町宮倉～古毛他）
３６４万７千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土南部健康運
動公園阿南・桑野他植栽管理業務（阿南市
桑野町他）
４６２万８千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土和食勝浦線
阿南・細野他道路維持業務（阿南市細野町
～水井町）
３５５万５千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土国道１９５
号他阿南・内原他道路維持業務（阿南市内
原町～阿瀬比町他）
７４１万

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土富岡港線他
阿南・富岡他道路維持業務（阿南市富岡町
～畭町他）
５４８万７千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土小勝島公園
線他阿南・福井道路維持業務（阿南市福井
町大原～袴他）
５６５万２千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土戎山中林富
岡港線他阿南・津乃峰他道路維持業務（阿
南市津乃峰町～見能林町他）
４２８万５千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土日和佐小野
線他阿南・福井道路維持業務（阿南市福井
町小野～辺川他）
６５３万５千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土桑野川他阿
南・新野他樋門点検業務（阿南市新野町他）
５９６万９５３８円

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土橘港他阿南
・橘他照明灯修繕業務（阿南市橘町他）
９２万８千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土橘港他阿南
・橘他陸閘樋門点検業務（阿南市橘町他）
４２１万７千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土由岐大西線
他阿南・椿道路維持業務（阿南市椿町幸野
～八原毛他）
６９５万６千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土福井椿泊加
茂前線阿南・椿道路維持業務（阿南市椿町
香～庄田）

５５３万９千
▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土羽ノ浦福井
線阿南・長生道路維持業務（阿南市長生町
西方～岩ノ下）
２５５万１千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土阿南勝浦線
他阿南・下大野他道路維持業務（阿南市下
大野町～上大野町他）
２１１万７千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土阿南小松島
線他阿南・楠根他道路維持業務（阿南市楠
根町～加茂町他）
４５４万１千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土阿南徳島自
転車道他阿南・那賀川道路維持業務（阿南
市那賀川町色ヶ島～中島他）
５３９万３千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土阿南相生線
他阿南・新野道路維持業務（阿南市新野町
東山～喜来他）
６１７万８千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土阿南相生線
他阿南・橘他植栽管理業務（阿南市橘町壱
升ケ森他）
２６６万５千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土阿南那賀川
線他阿南・横見他道路維持業務（阿南市横
見町～柳島町他）
２４９万１千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土阿南鷲敷日
和佐線阿南・十八女道路維持業務（阿南市
十八女町大屋）
７６８万５千

▷指名競争・電子入札・Ｈ阿土阿南鷲敷日
和佐線他阿南・楠根他道路維持業務（阿南
市楠根町～大田井町他）
５８２万１千

★つるぎ町
【５月日開札】
▷指名競争・令和元年度つるぎ町地籍調査事
業一宇地区測量及び一筆地調査業務（一
宇字奥大野の一部）
興国測量　藤原測量設計　松本コンサルタ
ント　理光設計

▷指名競争・令和元年度つるぎ町地籍調査事
業貞光地区測量及び一筆地調査業務（貞
光字猿飼の残地）
興国測量　藤原測量設計　松本コンサルタ
ント　理光設計

★県安芸土木事務所
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・道交地防安（修繕）
第５０２－０１１号県道千本山魚梁瀬線防
災・安全交付金（石仙トンネル）工事（馬
路村魚梁瀬）
１６５７万

▷指名競争・電子入札・道維第－－１号
県道安芸物部線外１路線道路植栽維持委託
業務（安芸市港町外）
５０６万

▷指名競争・電子入札・道修（保）第－
－号県道羽尾琴浜線道路災害応急工事
（芸西村馬ノ上）

▷指名競争・電子入札・道修（保）第－
－号国道４９３号道路災害応急工事（北
川村平鍋）

▷指名競争・電子入札・道改（特定）第－
１１１－７号県道安田東洋線道路改良工事
（安田町小川）

▷指名競争・電子入札・道改国第１－２号国
道４９３号（北川道路）道路改築用地調査
委託業務（北川村柏木）
７７９万

▷指名競争・電子入札・地安第－－１号
赤野川地域の安全安心推進工事（安芸市赤
野）
４３７万

▷指名競争・電子入札・道交都第１－号都
市計画道路安芸中央インター線社会資本整
備総合交付金工事（安芸市西浜）
１２１６万

▷指名競争・電子入札・海維第－１－１号
西浜海岸外４海岸維持修繕工事（安芸市西
浜外）
４５８万

★県須崎土木事務所
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・道改（特定）第－
１０２－号県道小味野々川口線道路改良
工事（四万十町南川口）
９９１万

▷指名競争・電子入札・砂防第－２－２号
坂本川通常砂防水文調査委託業務（須崎市
浦ノ内灰方）
１７９万

▷指名競争・電子入札・道改（特定）第－

－１号県道韮ヶ峠文丸線道路改良工事
（梼原町井高）
２２３９万

▷指名競争・電子入札・道交国防安（改築）
第８１１３－０１４－１号国道１９７号防
災・安全交付金（新野越トンネル）補償算
定委託業務（津野町高野～梼原町神在居）
１７３万

▷指名競争・電子入札・道交地防安（交安）
第８１０５－０３６－１号県道窪川船戸線
防災・安全交付金長大切土のり面調査委託
業務（中土佐町大野見神母野）
９０万８千

★県装備施設課
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・規制（委）第２号交
通信号機改良箇所等設置設計業務委託（
規制（委託）第２号）（高知市旭町２－
－１先交差点、アサヒプラザ前外）
７３８万

★県今治土木事務所
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・越補河震対第４号の
２他（二）菊間川水系菊間川河川地震防災
強化対策工事（今治市菊間町池原）
１６１９万１千

▷指名競争・電子入札・越単交二第１号他
（国）３１７号他交通安全二種工事他（今
治市別宮町他）
７１８万９千

▷指名競争・電子入札・越単交二第２号他
（国）３１７号他交通安全二種工事他（今
治市吉海町他）
６４９万４千

▷指名競争・電子入札・越河震対第４号測の
１（二）頓田川水系頓田川他測量設計委託
業務（今治市朝倉下他）
３４４万

▷指名競争・電子入札・越河震対第３号測の
１（二）舫大川水系舫大川他測量設計委託
業務（今治市吉海町他）
２５７万８千

▷指名競争・電子入札・越道防減第２００号
測の２（主）大三島環状線他測量設計委託
業務（今治市大三島町口総他）
３２０万１千

▷指名競争・電子入札・越道防減第２００号



〝建通新聞電子版〟で
ビジネスが変わる

～お問い合わせは～

　建設業のさまざまなビジネスシーンでお使いい
ただける、それが建通新聞社の『電子版』です。
　時々刻々と変化する「フロー」情報と、これま
で建通新聞社が集積してきた「ストック」情報を
お届けいたします。
　会員コースは２コースをご用意しました。速報
性重視の方は「ネット会員」を、速報性に加えてデ
ータ性も重視される方は上位会員の「ＤＢ（データ
ベース）会員」を、用途に応じて選択できます。
　最新の入札情報をメールで受け取るもよし、ニ
ュースを検索するもよし、データをダウンロード
して加工するもよし、お客様のスタイルに合わせ
たサービスをご利用ください。
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測の１（一）東予玉川線他測量設計委託業
務（今治市玉川町鈍川他）
２０２万４千

★県八幡浜土木事務所
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・西単局第１０２号測
の２他（二）千丈川水系千丈川他測量設計
委託業務（八幡浜市郷他）
２９４万３千

▷指名競争・電子入札・地高道改第８号測の
１（国）１９７号水文観測委託業務（八幡
浜市郷～大平）
４９５万１千

▷指名競争・電子入札・砂防減第１４８号測
の１（二）高茂川水系（砂）脇ノ川他測量
設計委託業務（伊方町田部他）
２６３万８千

▷指名競争・電子入札・応西第２号の２（一）
鳥井喜木津線道路災害復旧工事（八幡浜市
保内町広早）
９９５万４千

★県西予土木事務所
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・東河防第５０１号の
１（二）谷道川水系谷道川河川防災緊急対
策工事（西予市三瓶町津布理）
４２８万８千

（了）
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