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★農林水産省四国土地改良調査管理
【５月日申請書提出締切、６月７日開札、
簡易公募型競争・電子入札】
▷香川用水二期農業水利事業事業完了図書作
成業務
❶測量・建設コンサルタント等Ａ②令和５
年２月日③香川用水二期農業水利事業の
事業完了に伴い作成する事業成績書のう
ち、土地改良施設整理台帳添付図面及びそ
の他必要となる資料の作成を行う

★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】
▷令和４年度銅山川ダム群ダム再生ビジョン
検討業務
❶土木関係建設コンサルタント②令和５年
２月日③ダム再生ビジョンの取り組みと
して、銅山川３ダムの現有能力を最大限活
用し、計画を超える規模の出水及び渇水へ
の対応、河川環境改善を目的とした対応策
について検討を行う：銅山川ダム群の洪水
調節ルールの検討、銅山川ダム群の有効な
利水運用方法の検討、富郷ダムの活用容量
の拡大可能性検討、弾力的管理による環境
改善効果検討

▷令和４年度吉野川水系既存ダム有効活用検

討業務
❶土木関係建設コンサルタント②令和５年
２月日③既存ダムの洪水調節機能の強化
に向けた基本方針（令和元年月日既存
ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会
議）に基づき、池田ダム上流の既存ダムの
事前放流による効果を最大限発揮させる為
に必要な基準や操作方法等について検討す
る：事前放流の実施判断基準の検討、事前
放流の治水効果の検証、事前放流完了後の
各ダム群の効果的な運用方法の検討

★国土交通省中村河川国道
【５月９日参加表明書提出締切、６月３日開
札、簡易公募型競争・電子入札】
▷令和４年度中村管内歩道測量業務
❶測量②令和５年１月日③一般国道号
における歩道整備事業等に必要な現地測量
・路線測量を行う：基準点測量、現地測量
（磯ノ川地区）、路線測量（下呉地、磯ノ
川、押ノ川地区）

【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】
▷令和４－５年度四万十川自然再生事業モニ
タリング調査業務
❶土木関係建設コンサルタント②令和５年
６月日③四万十川自然再生事業（ツルの
里づくり、アユの瀬づくり、魚のゆりかご
づくり）におけるモニタリング調査及び委
員会の運営補助等を行う：モニタリング調
査－ツルの里づくり（中筋川）、アユの瀬
づくり（四万十川）、魚のゆりかごづくり
（四万十川）、学識者ヒアリング、「四万
十川自然再生事業検討委員会（仮称）」の
運営補助

★国土交通省高知港湾・空港整備
【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】

▷高知港三里地区防波堤（南）工事（その
（１））（高知市仁井田字新港４７０５）
❶港湾土木Ｃ。高知県に本店、支店、営業
所②令和４年月日③被覆・根固工、安
全管理④総合評価（施工能力評価型・Ⅱ型）

★弓削商船高等専門学校
【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】
▷弓削商船高専図書館棟等改修その他工事
（上島町弓削下弓削１０００番地）
❶建築Ａ、Ｂ、Ｃ。愛媛県、岡山県、広島
県、徳島県、香川県、高知県に本店、支店、
営業所②令和５年２月日③既存図書館棟
の内部改修（ＲＣ造２階建て延べ約１６３
０平方㍍、改修延べ１５０８平方㍍）及び
情報処理教育センターの外部・内部改修
（ＲＣ造平屋約３０４平方㍍、改修２９８
平方㍍）に伴う建築、設備及び周辺環境整
備の施工を行う（設備含む）④総合評価
（実績評価型）、入札ボンド

★県長尾土木事務所
【５月日入札書提出締切。入札は５月日
から、５月日開札、一般競争・総合評価・
電子入札】
▷古川大規模特定河川工事（護岸工）（東か
がわ市引田）
❶土木Ａ。さぬき市、東かがわ市、三木町
に主たる営業所②令和４年月日③施工
延長㍍、河川土工、法覆護岸工、２号ブ
ロック積２０７平方㍍、構造物撤去工、仮
設工④入札後審査型、総合評価（企業評価
型（若年・女性技術者育成型））
３５３５万２千

★県装備施設課
【４月日申込締切、５月日開札、一般競
争・電子入札】
▷規制（委）第６号交通管制センター中央表
示板保守点検委託業務（４規制（委託）第
６号）（高知市丸ノ内２丁目４番号）
❶電気または電気通信②令和５年２月日
④事後審査方式
１９９万

★高知市
【５月日入札書提出締切、入札は５月日
から、５月日開札、一般競争・電子入札】
▷愛宕町北久保線（愛宕町工区）用地調査等
（４－１）委託業務（愛宕町二丁目）
❶補償関係コンサルタント。市内に主たる
営業所（本社）②１３５日③建物等の調査
・図面等・算定業務、物件数５件④事後審
査型

【５月日入札書等提出締切、入札は５月
日から、５月日開札、一般競争・電子入札】
▷潮江２４７号線道路改良工事（役知町）
❶土木Ｃ、Ｄ。市内に主たる営業所（本社）
を置く工事地区が長浜、鴨田・朝倉、潮江、
鏡または春野の者②日③潮江２４７号
線、施工延長㍍、幅員３㍍、排水構造物
工－プレキャストＬ型側溝Ｌ・９㍍、舗
装工－表層（ｔ４㌢）１６８平方㍍、路盤
（ｔ㌢）平方㍍、路盤（ｔ㌢）平
方㍍、不陸整正（補足材㍉以上㍉未満）
１６８平方㍍、区画線工－溶融式区画線
（Ｗ～㌢）Ｌ㍍④事後審査型

★高知市上下水道局
【５月日入札書等提出締切、入札は５月
日から、５月日開札、一般競争・電子入札】
▷朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ４－４）
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★八幡浜市
【５月２日参加申込書提出期限、公募型プロ
ポーザル】
▷八幡浜市再生可能エネルギー導入目標策定
支援業務
❶測量・建設コンサルタント等。県内に本
店、支店、営業所等。実績要件あり②令和
４年８月日③再生可能エネルギーの拡充
の課題に対し、地域における再生可能エネ

ルギーポテンシャルおよび将来のエネルギ
ー消費量等を踏まえた導入目標や、目標を
実現するための具体的施策等を検討する④
５月日事業提案書等提出期限。５月日
結果の通知・公表予定。委託上限額８９９
万円。担当は市民福祉部生活環境課

★宇和島市水道局
【５月日入札書提出締切、入札は５月９日
から、５月日開札、一般競争・電子入札】
▷宇和島地区基幹管路更新工事に伴う家屋事
前調査（和霊元町）
❶土木関係建設コンサルタント。市内②令
和４年８月日③地盤変動影響調査等［事
前調査］：木造建物Ａ３棟、非木造建物－
用途区分イ５棟、非木造建物－用途区分ハ
１棟、工作物２カ所④事後審査型
７０９万９千

★宇和島地区広域事務組合
【５月日申込締切、５月日開札、一般競
争】
▷空調設備取替修繕（宇和島市吉田町立間２
番耕地２４４５番地１、吉田分署）
❶管。宇和島市内に本店②令和４年７月
日③空調設備取替修繕④事後審査型
３８１万８千

●林野庁愛媛森林管理署 　（３月日）
▷成川林道改良工事（翌債）（鬼北町、奈良
奥山国有林２０５６林班外）
取りやめ

●林野庁四万十森林管理署 　（４月６日）
▷久保川林業専用道新設工事（明許）（四万
十市西土佐中半、久保川境山国有林林班
外）
取りやめ

●国土交通省四国地方整備局経理調達課
（３月日契約）

▷四国の港湾におけるフェリー・コンテナ貨
物輸送効率化方策等検討業務
１００１万（随）

日本工営・みなと総研ＪＶ
１０５５万

●国土交通省徳島河川国道 　（４月日）
▷令和４年度加茂第二堤防裁決申請図書作成
等業務
７００万 　エイト日本技術開発
８０２万

●国土交通省那賀川河川 　（４月日）
▷令和４年度那賀川河川管理施設監理検討業
務
１７５６万（随） 　ニタコンサルタント

●国土交通省吉野川ダム統合管理
（４月日）

▷令和４年度吉野川環境調査業務
６９５万 　建設環境研究所
８７４万

●国土交通省中村河川国道 　（４月８日）
▷令和４年度佐賀大方道路相続人意向確認等
業務
１６４５万 　建設マネジメント四国
２０８０万　１６３４万

（４月日）
▷令和４年度中村管内道路整備効果検討調査
業務
１３７４万（随） 　建設技術研究所

●国土交通省松山河川国道 　（４月日）
▷令和４年度小松歩道算定等業務
１２６３万ハウジング総合コンサルタント
１６０７万　１２６３万

（４月日）
▷令和４年度松山外環状道路インター東線Ｃ
ＩＭ設計等業務
１７２２万（随） 　建設技術研究所

（４月日）
▷令和４年度松山地区交通結節点検討業務
２５３９万（随） 　長大

●国土交通省山鳥坂ダム工事　（４月日）
▷令和４年度山鳥坂ダム水文調査業務
１０００万 　アースコンサルタント
１１５２万　９０７万

●軽自動車検査協会香川主管事務所
（４月日）

▷香川主管事務所検査機器老朽更新に伴うピ

ット改修等工事（高松市国分寺町福家甲１
２５８番地）
取りやめ

●西日本高速四国支社 　（２月日）
▷松山自動車道重信川橋他５橋耐震補強工事
（松山自動車道、Ａ地区：東温市南方、Ｂ
地区：東温市吉久～見奈良）
１２億２９６６万 　戸田建設
１３億４３１７万（契約参考価格）　
１２億２６７６万７３４８円（審査対象基
準価格）

（３月日）
▷高松自動車道土器川橋耐震補強工事（高松
自動車道、丸亀市飯野町～川西町）
１３億２０７０万 　鉄建建設
１４億１９９０万（契約参考価格）　
１２億９８６１万７６０７円（審査対象基
準価格）

●本州四国連絡高速しまなみ今治管理センタ
ー 　（３月日）
▷令和４年度今治管内長大橋機能保全業務
（今治市上浦町～砂場町）
６５６１万９千（随）

ブリッジ・エンジニアリング

●県営繕課 　（４月日）
▷消防学校救助訓練棟Ｂ・Ｃ塔登はん壁改修
工事（高松市生島町）
２８７万 　坂東建設
３１３万７千　２８５万４千

●県県立病院課 　（４月日）
▷丸亀病院ハロゲン化物消火設備改修実施設
計業務（丸亀市土器町）
４５万 　アークテクノ
４７万５千

●三豊市 　（４月日）
▷令和４年度三豊市仁尾町仁尾浜集会所屋根
改修工事（仁尾町仁尾地内）
３０２万 　石川建築
３０８万　２６８万４千

▷令和４年度三豊市立仁尾中学校屋内運動場
防水改修工事（仁尾町仁尾地内）
１４３０万 　真鍋建設
１４５２万　１２７５万２千

▷令和４年度市道昼丹波線道路改良工事（ま

（鴨部高町）
❶土木Ｃ、Ｄ。市内に主たる営業所（本社）
②日③内径１５０㍉汚水管布設工・５
㍍、人孔設置工３カ所、汚水取付管布設工
７カ所、付帯工④事後審査型

【５月日入札書提出締切、入札は５月日
から、５月日開札、一般競争・電子入札】
▷中部汚水幹線管渠実施設計委託業務（Ｒ４
－１）（旭天神町・旭上町）
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②２４０日③管渠実施設計（詳
細設計）、推進工法（刃口、小口径）Ｌ２
１０㍍、管路施設耐震設計（レベル１およ
びレベル２地震動）、施工法等の比較検討、
設計協議報告書作成④事後審査型

★いの町
【４月日申込締切、５月日開札、一般競
争】
▷令和４年度町道登川線登川橋橋梁補修工事
（足谷字中川）
❶鋼構造物。総合評定値７００点以上、県
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・９㍍、断面
修復工平方㍍、ひび割れ充填工Ｌ㍍、
表面含浸工３０５平方㍍、塗替塗装工８５
３平方㍍、橋面舗装工２８６平方㍍、伸縮
装置取替工Ｌ㍍④事後審査型

▷令和４年度天王分区圧送管布設工事（その
１）（音竹）
❶土木。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２月日③総延長１０５５・３㍍、１工
区－ポリエチレン管布設（径２００）Ｌ５
２１・５㍍、２工区－ポリエチレン管布設
（径２００）Ｌ３０２・５㍍、３工区－ポ
リエチレン管布設（径２００）Ｌ２３１・
３㍍④事後審査型
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んのう町追上地内）
２６２０万 　菅原建設
２６９０万４千　２２８４万３千

●三木町 　（４月日）
▷令和４年度消防屯所改築工事設計監理業務
（消防団第３分団第１部屯所、田中屯所）
１２０万 　鎌田建築設計事務所
２２９万３千

▷令和３年度三木町役場庁舎北側橋梁（２橋）
修繕工事実施設計業務（繰越分）（氷上地
内）
７０万 　東洋コンサルタント
７４万７千

▷令和３年度公共下水道事業三木東地区実施
設計業務（繰越）（下高岡地内）
３５０万 　中部コンサルタント
３５１万６千

▷令和４年度虹の滝キャンプ場再整備測量及
び基本設計業務（小蓑地内）
８３５万 　五星
９０８万

▷令和３年度旧平井幼稚園本園解体工事に係
る家屋調査業務（繰越分）（平木６５２番
１外２筆、旧平井幼稚園本園）
４１０万 　中部コンサルタント
４３１万５千

●県東部県土整備局＜徳島＞　（４月日）
▷Ｒ３徳土阿南小松島線小・櫛渕橋梁下部工
事（４）（担い手確保型）（小松島市櫛渕
町（第４分割））
１億０３７０万 　松本建設
１億１５５０万　１億１５５６万９千
　１億０２１２万８千（失格基準価格）
　１億０３３２万９千

▷Ｒ３徳土阿南小松島線小・立江橋梁下部工
事（１）（担い手確保型）（小松島市立江
町（第１分割））
１億６０００万 　斎藤建設
１億７８００万　１億７８０９万８千
　１億５７６１万３千（失格基準価格）
　１億５９５２万２千

●県南部総合県民局阿南・県土（４月日）
▷Ｒ３阿土阿南鷲敷日和佐線阿南・大井舗装
修繕工事（阿南市大井町倉野）
１５５８万 　八木建設
１６４０万　１６４０万３千　１４

１４万３千（失格基準価格）　１４３５
万８千

●県南部総合県民局那賀・県土（４月日）
▷Ｒ３那土国道１９５号那賀・大久保道路流
出対策設計業務（那賀郡那賀町大久保）
１４００万 　フジタ建設コンサルタント
１５１７万　１５１７万４千　１２
１０万１千

▷Ｒ３那土国道１９５号那賀・大久保地質調
査業務（那賀郡那賀町大久保）
４４０万 　エス・ビー・シー
４６９万　４６９万　３８１万６千

●県南部総合県民局美波・県土（４月６日）
▷Ｒ３波土日和佐小野線美波・恵比須浜道路
改良工事（５）（担い手確保型）（美波町
恵比須浜（第５分割））
１億３３７０万 　亀谷建設
１億３４７０万　１億３４７８万３千
　１億１９７０万（失格基準価格）　
１億２１０７万７千

▷Ｒ３波土日和佐小野線美波・恵比須浜道路
改良工事（６）（担い手確保型）（美波町
恵比須浜（第６分割））
９４７５万 　亀谷建設
９４８０万　９４８９万６千　８３
９８万２千（失格基準価格）　８４９５
万３千

●県南部総合県民局阿南・農水（４月日）
▷Ｒ４阿耕国附那賀川南岸除塵機製作据付工
事（担い手確保型）（阿南市横見町）
５６５５万 　第一鐵工
６２４０万　６２４７万９千　５５
８０万１千（失格基準価格）　５６１６
万９千

●県企業局 　（４月６日）
▷Ｒ４企総管阿南工業用水道２号送水ポンプ
設備改良及び内部点検手入れ工事（阿南市
柳島町北別当）
取止め

▷Ｒ４企総管赤松ダムゲート巻上機動力部改
良工事（那賀町雄）
取止め

●つるぎ町 　（４月日）
▷令和４年度道路新設改良事業町道皆瀬幹線
舗装工事（貞光字皆瀬）

５３０万 　南建設
５４５万２千　４１１万４千

▷令和４年度道路新設改良事業町道友内山１
号線コンクリート舗装工事（貞光字三木枋）
６９０万 　鎮山組
７１６万４千　５４０万

▷令和３年度（繰越）洪水氾濫域減災対策事
業中藪地区周囲堤新設工事（半田字中藪）
４２０万 　松考建設
５２４万７千　３８９万９千

●県幡多土木事務所 　（４月日）
▷３災第号伊与野川河川災害復旧工事（三
原村下切）
２８４６万 　岡鉄建設
２９３５万　２６５４万

▷３災第号下ノ加江川河川災害復旧工事
（三原村皆尾）
１３９７万 　岡鉄建設
１４４１万　１２９６万

▷河改第－５－２号中筋川河川改修地質調
査委託業務（宿毛市平田町黒川）
１２０１万 　種田工務
１４７４万　１２０１万

▷緊改砂（総西）第１１１－１－３号松ケ谷
川外砂防設備等緊急改築地質調査委託業務
（三原村柚ノ木）
５０９万 　四国トライ
６４７万　５０９万

▷広域第－１号松田川（篠川）広域河川改
修設計委託業務（宿毛市二ノ宮）
２９５万 　四電技術コンサルタント
３３６万　２６８万

▷道災対第９１２－－３号県道足摺岬公園
線道路災害対策地質調査委託業務（土佐清
水市以布利）
７９万 　相愛
９８万３千　７９万

▷広域（総）第－１号以布利川広域河川改
修工事（土佐清水市以布利）
３７９万 　福田電気工事店
４１２万　３７９万

▷道維第－－２号国道４３９号外４路線
道路兼用工作物草刈委託業務（四万十市麻
生他）
２４０万 　港重機建設
２４０万　２０４万

▷道維第－－１号国道３２１号外１路線
道路兼用工作物草刈委託業務（四万十市山

路他）
３２０万 　中山興業
３２０万　２７２万

▷道改（特定）第－－４号県道土佐清水
宿毛線道路改良設計委託業務（土佐清水市
下ノ加江）
３２３万 　サン土木コンサルタント
３６７万　２９２万

▷道改（特定）第－－２号県道沖ノ島循
環線道路改良地質調査委託業務（宿毛市沖
の島町弘瀬）
３８４万 　種田工務
４８３万　３８４万

▷３災第２６４号後川河川災害復旧工事（四
万十市三ツ又（２））
９３７万 　益岡建設
１０４５万　９３７万

▷道改（特定）第－１０２－３号県道中村
宿毛線道路改良用地調査委託業務（宿毛市
小筑紫町伊与野）
９２万 　高信建築設計事務所
１１８万　９２万

▷道改（特定）第－１０４－号県道宿毛
宗呂下川口線道路改良長大切土のり面調査
委託業務（宿毛市小筑紫町石原）
８０万 　長崎テクノ
１００万　８０万

●県農業基盤課 　（４月５日）
▷地域ため第５５２１－３０５号高知９期地
区地域ため池総合整備大方地区事業計画策
定委託業務（黒潮町有井川他）
４００９万
チェリーコンサルタント・西日本科学技術
研究所ＪＶ
５０１５万　４００９万

●南国市 　（４月日）
▷庁舎２階子育て支援課及び授乳室改修工事
２９７万５千 　仙頭工務店
３２０万　２８６万

●田野町 　（４月日）
▷二十三士公園外維持管理委託業務（開外）
３８０万 　村田秀翠園
４０８万　３２６万４千

▷町道立岡桃山線外道路維持委託業務（立岡
外）
３５８万 　金本組
３５８万　２８６万４千
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●芸西村 　（４月日）
▷令和４年度道路メンテナンス補助事業道路
橋補修工事（西分甲）
４５０万 　入交道路施設
４６３万　３６１万１千

▷令和４年度道路メンテナンス補助事業道路
橋路面改修工事
２１０万 　三谷組
２２９万

●日高村 　（４月日）
▷社会第６－７０７－３号村道宮谷鹿児線道
路改良工事（沖名宮谷）
２１２９万 　山本建設
２３６１万　２１２９万

▷社会第１－７０１２－２号村道秋森線道路
改良工事（下分鍛冶屋）
１１３６万 　藤岡建設
１２６５万　１１３６万

▷緊自債河第１号岡端地区排水路設置工事
（本郷岡端）
２２０万 　正岡建設
２２３万　１９９万

▷耕地第１号西田地区側溝修繕工事（下分字
茗荷谷）
６４万 　中野重機
６６万５千　５９万

●県道路建設課 　（４月日）
▷道調第１号測の１道路台帳補正委託業務
（四国中央土木事務所外３事務所管内）
１７５１万８６０２円 　パスコ
２３０９万６千　１７５１万８６０２
円

▷道調第１号測の２道路台帳補正委託業務
（久万高原土木事務所外５事務所管内）
９９６万８５３７円 　国際航業
１３３０万　９９６万８５３６円

●県八幡浜土木事務所 　（３月日）
▷西道維第２０２号他（国）１９７号他道路
年間維持工事他（伊方町九町他）
４４５万（随） 　竹場・堀保ＪＶ
４６９万

▷西道維第２０３号他（国）１９７号他道路
年間維持工事他（伊方町三崎他）
７４０万（随） 　藤川・三崎・末光ＪＶ
７４５万８千

●県大洲土木事務所 　（４月８日）
▷防補急砂第号の１他（急）大谷口Ｂ地区
急傾斜地崩壊対策工事（大洲市長浜町今坊）
２７００万 　長浜建設
２８３４万９千　２５００万６９４０
円

●県肱川流域林業振興課 　（４月８日）
▷（補）復第８－１号復旧治山工事（内子町
本川（獅子越））
５２４５万 　中川建設
５５２２万８千　４９０３万１８００
円

●西条市 　（４月日）
▷西公工第１号ひと・夢・未来創造拠点複合
施設改修工事の内外構工事（明屋敷１３１
番地２）
４２５万 　西条建設
４７３万３千　４２４万５２４７円

▷西港河第１号長谷川河川改修工事（飯岡地
内）
３３４万 　大武建設
３３４万９千　２９１万５７０８円

▷西港河第２号宮谷川河川改修工事（橘地内）
１８７万 　裕新建設
２１３万４千　１８５万７７４５円

▷西建改単第１号市道玉津２号線道路改良工
事その１（船屋甲地内）
９５万１千 　矢野正建設工業
９８万１千　８５万３６４０円

▷西建改補第１号市道楠浜北条線道路改良工
事に伴う附帯工事（三芳地内）
２０８万７９４５円 　玉置建設
２３９万６千　２０８万０７４６円

▷西建維単第４号市道港新地中通り線舗装補
修工事（港地内）
２３０万３６４６円 　ＭＳＤ
２６５万５千　２３０万３６０１円

▷公下単西第１号西条処理区汚水桝設置工事
№１（西条処理区内）
２０２万８９９９円 　黒川組
２３４万１千　２０２万８７６７円

▷公下単東第１号東丹処理区汚水桝設置工事
№１（東予）（東丹処理区内）
中止

▷公下維委単東第１号三津屋南外雨水路除草
・清掃委託業務（三津屋南地内外）
８０万 　安藤工業
８２万１千

▷西水工委第号飯岡上組地区配水管布設替
測量設計委託業務（飯岡地内）
３５０万 　西条設計コンサルタント
３７２万

▷西林委第１号丹原町来見林地水路測量設計
委託業務（丹原町来見地内）
２９０万 　西条設計コンサルタント
３０８万２千

▷西農土委第１号住吉池耐震詳細設計委託業
務（坂元地内）
１３５万 　米北測量設計事務所
１４９万１千

▷西農土委第２号五ケ谷池斜樋改修詳細設計
委託業務（旦之上地内）
３１０万 　五星
３４０万２千

▷西農土委第号小池詳細設計委託業務（丹
原町北田野）
３５０万 　米北測量設計事務所
３７１万９千

●東温市 　（４月日）
▷Ｒ４新築に伴う公共ます設置工事（市内）
１８１６万６千 　渡部興産
１８１６万７千　１６２８万９３９１
円

▷志津川配水池防護柵設置工事（志津川）
８３万５５００円 　建成ジーク
１１１万４千

▷特定建築物定期調査等報告委託業務（４施
設）（市内）
８４０万 　日創設計

●宇和島市立宇和島病院　（４月１日契約）
▷純水蒸気発生器保守整備業務（御殿町１－
１）
１１０万（随） 　亀山鉄工所

▷外気処理空調機保守点検業務（御殿町１－
１）
３２０万（随） 　三和工業

▷ボイラ・圧力容器保守整備業務（御殿町１
－１）
１０４万４千（随） 　三和工業

▷除害排水処理施設維持管理業務（御殿町１
－１）
３２６万４千（随） 　ダイキアクシス

▷無菌室ユニット保守点検業務（御殿町１－
１）
９７万（随） 　カワニシ

▷エネルギー運用改善業務（御殿町１－１）

１５０万（随） 　アズビル
▷自動ドア保守点検業務（御殿町１－１）
２０９万３千（随） 　ナブコドア

▷中央監視装置・自動制御装置保守点検業務
（御殿町１－１）
４００万（随） 　アズビル

▷駐車場管制機器保守点検業務（御殿町１－
１）
７５万３千（随） 　三菱プレシジョン

▷気送管搬送設備保守点検業務（御殿町１－
１）
５６万５千（随） 　日本シューター

▷弱電設備保守点検業務（御殿町１－１）
４２８万（随） 　三德電機

▷非常用発電機保守点検業務（御殿町１－１）
１８０万（随）　東芝インフラシステムズ

▷医療ガス設備保守点検業務（御殿町１－１）
６５８万（随） 　エフエスユニ

●宇和島市 　（４月日）
▷浄化センター水質・汚泥・悪臭物質分析業
務（弁天町）
９８万 　エヌエス環境

▷一般廃棄物処理施設等分析業務委託（祝森、
保田、吉田、三間）
３４５万 　東洋技研

●内子町 　（４月日）
▷第２号令和４年度小田深山渓谷遊歩道整備
工事（Ｒ３繰）（中川）
３４５万 　泉索道建設
３６３万６３６４円　３２５万６４１
７円

▷第３号五十崎自治センター空調設備改修２
期工事（平岡）
２７７８万 　稲月電気設備
２９０４万　２７１１万１４５３円

▷第４号みそぎの里電気設備改修工事（只海）
１６３万 　稲月電気設備
１６９万　１５６万５８２５円

▷第５号町道（内子地区）舗装補修工事（内
子外）
１７５万 　西田興産
１８３万５千

▷第６号町道（五十崎地区）舗装補修工事
（五十崎外）
１７４万 　愛媛舗道
１８４万１千

▷第７号町道（大瀬地区）舗装修繕工事（大
瀬中央外）
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　　　建通新聞社　　　
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　建通新聞社は、四国の「きょう
の入札情報をきょうお届け」する、
入札情報に特化した新しいサービ
ス『建通速報ビューアー』の配信
を１日にスタートしました。
　四国４県内の発注機関を網羅
し、その日公告された一般競争入
札や通知された指名競争入札、落
札された入札結果をまとめ、当日
の午後５時にいち早くお届けしま
す。契約読者ごとにＷＥＢの専用
ページを設け、ビューアー形式で
コンテンツ（紙面）を閲覧する仕
組みで、パソコン、モバイルのど
ちらにも対応しています。
　夕刊で当日の情報が届くので
「あすの段取りをきょう中に」準
備できます。夕刊に間に合わなか
った情報は、翌日に朝刊でお届け
する１日２回の発行になります。
見やすい紙面ビューアー形式なの
で「流し読み」して情報を確認で
きます。印刷制限がないので「社
内回覧」や、必要枚数を印刷して
「複数人に同時配布」することも
可能です。配信ごとにメールでお
知らせし、まだ見ていない号が一
目でわかる「未読アイコン」で読
み忘れを防止します。
　より早く手元の端末から入札情
報を知りたい、一度に複数機関の
入札情報を確認したいなど、業務
の効率化に「建通速報ビューアー」
をお役立てください。無料のお試
しサービスも受け付けています。

　お問い合わせ、お
申し込みは建通新聞
社四国支社　　電話
（）まで。

　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 （５）第三種郵便物認可 ２０２２年（令和４年）４月２２日　＜金曜日＞

１７０万 　ブリッジカンパニー
１８０万４千

▷第８号町道（小田地区）舗装補修工事（小
田外）
１６９万 　東亜道路工業
１８３万７千

★県安芸農業振興センター
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・農基第９０７０－４
０１号高知地区唐浜工区舗装工事（安田町
唐浜）
３６２万

★県中央東林業事務所
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・林地荒廃第１１０－
１号安丸№２林地荒廃防止測量委託業務
（香美市物部町安丸）
２００万２千

▷指名競争・電子入札・林地荒廃第１１１－
１号上野上№２林地荒廃防止測量委託業務
（土佐町上野上）
２０５万

★県装備施設課
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・規制（委）第５号交
通信号機等改良箇所平面測量委託業務（４
規制（委託）第５号）（四万十市中村大橋
通６丁目２番号先交差点外６か所）
１３３万

★高知市
【４月日開札】
▷随意契約・高知市清掃工場振動コンベヤ整
備工事（長浜６４５９番地）

【４月日開札】
▷指名競争・小高坂１号線外区画線設置工事
（升形外）

★高知市上下水道局
【５月日開札】
▷指名競争・朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ

４－５）（若草町）

★越知町
【４月日開札】
▷指名競争・公単（単価）第１号町道全線舗
装補修工事

▷指名競争・林単第１号林道小日浦線舗装補
修工事

▷指名競争・総務第１号筏津集会所石積改修
工事

▷指名競争・令３防安第４号町道鎌井田桑薮
線防災・安全対策交付金工事

▷指名競争・令３防安第３号町道鎌井田稲村
線防災・安全対策交付金工事

▷指名競争・令３防安第２号町道北平線防災
・安全対策交付金工事

▷指名競争・令３防安第１号町道今成深瀬線
防災・安全対策交付金工事

▷指名競争・農単第１号農道丸山１号線拡幅
工事

　高松市は、４月４日に公告し、５月日に
開札を予定していた▷高松市庁舎空調設備用
冷温水配管等改修工事の入札を中止した。

　香川県丸亀市は、４月日に公告し、５月
日に開札を予定していた▷令和４年度旧中
土佐町役場庁舎解体工事の入札を中止した。

（了）

★県愛南土木事務所
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・砂防減第１４５号の
４他（急）深浦地区砂防施設防災・減災対
策工事（愛南町深浦）
１０８８万６千

▷指名競争・電子入札・南補河防第３号の３
（二）松田川水系増田川河川防災緊急対策
工事（愛南町増田他）
２９１万１千

★県公営企業管理局西条地区工業用水道管理
事務所
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・西水第４－５号汚泥
処理設備汚泥引抜ポンプ修繕工事（西条市
中野）
３９９万４千

★西予市
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・福田川測量設計委託
業務（宇和町岩木）
６２７万７千

★内子町
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・第号小田自治セン

ター防水改修工事（寺村）
５３４万

▷指名競争・電子入札・第号［起債］北田
地区赤道災害復旧工事（本川）
２３０４万４千

▷指名競争・電子入札・第号令和４年度内
水ハザードマップ作成業務委託（内子ほか）

▷指名競争・電子入札・第号令和４年度公
共下水道マンホールポンプ改築更新実施設
計業務委託（内子ほか）

▷指名競争・電子入札・第号令和４年度特
定建築物等定期調査委託業務（内子他）

▷指名競争・電子入札・第号防災・安全社
会資本整備交付金事業町道滝山線道路改良
に伴う調査設計業務（Ｒ４）（重松）
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