
 
 

平成２５年度公共工事の発注見通し一覧表 
 
 

平成２５年度に日向市が発注予定の工事を掲載しています。  

 

平成２５年４月２６日 

【公表した工事についての留意点】 

１．公表した工事は、予定価格が 250 万円を超えると見込まれる工事であり、公表日現在、工事に必要な公共物管理者等や地元関係者

との協議・調整が未了であるなどの理由で工事実施が未確定であるものは含まれていません。 

２．公表した工事は、公表日現在の予定であり、実際に発注する工事が公表内容と異なる場合又は公表されていない工事が発注される

場合があります。 

３．公表した工事は、工種、工区等を分離・分割して発注する場合があります。 

 

－日向市総務部契約管理課－ 



平成２５年度公共工事の発注見通し

番号 工　事　名　称 工　事　場　所 期間 工事種別 工　事　概　要 発注予定時期 契約方法 担当課

1 下水道工事２５－第１工区 財光寺山下町 約６ヶ月 土木一式工事
汚水管渠　φ１５０ＶＵ　Ｌ＝４５２ｍ
　　　　　　　φ７５ＰＥ　　Ｌ＝４５０ｍ
立坑（ＭＰ用）１式

第１四半期 一般競争入札 下水道課

2 下水道工事２５－第２工区 財光寺山下町 約６ヶ月 土木一式工事
汚水管渠　φ１５０ＶＵ　Ｌ＝２７０ｍ
雨水管渠　○８００　Ｌ＝８３ｍ

第１四半期 一般競争入札 下水道課

3
農業基盤整備促進事業
富島幹線用水路フェンス更新工事①

塩見 約２ヶ月 土木一式工事 フェンス更新　Ｌ＝５００ｍ 第１四半期 指名競争入札 農業水産課

4
農業基盤整備促進事業
富島幹線用水路フェンス更新工事②

塩見 約２ヶ月 土木一式工事 フェンス更新　Ｌ＝５００ｍ 第１四半期 指名競争入札 農業水産課

5 財光寺南地区築造工事（その１） 大字財光寺 約５ヶ月 土木一式工事 道路築造、排水工、宅地造成　１式 第１四半期 指名競争入札 市街地整備課

6 財光寺南地区築造工事（その２） 大字財光寺 約５ヶ月 土木一式工事 道路築造、排水工、宅地造成　１式 第１四半期 指名競争入札 市街地整備課

7 財光寺南地区築造工事（その３） 大字財光寺 約５ヶ月 土木一式工事 道路築造、排水工、宅地造成　１式 第１四半期 指名競争入札 市街地整備課

8 下水道工事２５－第３工区 財光寺山下町 約６ヶ月 土木一式工事 汚水管渠　φ１５０ＶＵ　Ｌ＝８００ｍ 第２四半期 一般競争入札 下水道課

9
農業基盤整備促進事業
釜蓋ため池斜樋改修工事

塩見 約３ヶ月 土木一式工事 斜樋改修工事一式 第２四半期 指名競争入札 農業水産課

10 大王谷運動公園改修工事（その１） 大王谷 約４ヶ月 土木一式工事
内野土舗装改修Ａ＝３３００㎡
外野芝舗装改修Ａ＝４０００㎡

第２四半期 指名競争入札 市街地整備課

11 大王谷運動公園改修工事（その２） 大王谷 約４ヶ月 土木一式工事 バックネット改修１式 第２四半期 指名競争入札 市街地整備課

12 駅北通線道路築造工事 向江町 約４ヶ月 土木一式工事 道路築造Ｌ＝１０６．０ｍ、幅員Ｗ＝１４．０ｍ 第２四半期 指名競争入札 市街地整備課

13 高砂通線築造工事 原町 約３ヶ月 土木一式工事 道路築造（歩道部）Ｌ＝３０．０ｍ 第２四半期 指名競争入札 市街地整備課

14 財光寺南地区雨水排水築造工事（その１） 大字財光寺 約４ヶ月 土木一式工事 排水工φ８００～７００　　　Ｌ＝１６１ｍ 第２四半期 指名競争入札 市街地整備課

15 津波避難路整備工事 大字平岩 約５ヶ月 土木一式工事 避難路整備　Ｌ＝４７ｍ 第３四半期 指名競争入札 防災推進課

16
農業基盤整備促進事業
富島幹線用水路フェンス更新工事③

塩見 約２ヶ月 土木一式工事 フェンス更新　Ｌ＝５００ｍ 第３四半期 指名競争入札 農業水産課

17
平成２４年度森林路網整備加速化事業
小原線開設工事

平岩字小原 約６ヶ月 土木一式工事
林業専用道（規格相当）開設
Ｌ＝９００ｍ、Ｗ＝３．５ｍ

第１四半期 指名競争入札 林業振興課

1/8 ―日向市総務部契約管理課―



平成２５年度公共工事の発注見通し

番号 工　事　名　称 工　事　場　所 期間 工事種別 工　事　概　要 発注予定時期 契約方法 担当課

18 市内一円交通安全施設設置工事（その１） 市内一円 約２ヶ月 土木一式工事
区画線工　Ｌ＝約４，５００ｍ、カーブミラー設置工　Ｎ＝２基
ガードレール設置工　Ｌ＝約５０ｍ

第１四半期 指名競争入札 建設課

19 市内一円排水施設整備工事（その１） 市内一円 約３ヶ月 土木一式工事 側溝敷設工　Ｌ＝２００ｍ 第１四半期 指名競争入札 建設課

20 下水道工事２５－第５工区 財光寺山下町 約６ヶ月 土木一式工事 汚水管渠　φ１５０ＶＵ　Ｌ＝８００ｍ 第２四半期 一般競争入札 下水道課

21
山陰地区農業集落排水処理施設
土壌脱臭装置改修工事

東郷町山陰 約２ヶ月 土木一式工事 土壌脱臭装置改修一式 第２四半期 指名競争入札 農業水産課

22 南日向日の平線道路改良工事（その１） 平岩 約２ヶ月 土木一式工事
道路改良Ｌ＝１００ｍ、排水工一式、ガードレール設置Ｌ＝約
７０ｍ

第２四半期 指名競争入札 建設課

23 美々津海岸線道路改良工事 美々津町 約２ヶ月 土木一式工事 道路改良Ｌ＝１６０ｍ、擁壁工Ｌ＝約９０ｍ、排水工＝一式 第２四半期 指名競争入札 建設課

24 宮ノ下３号線道路改良工事 美々津町 約４ヶ月 土木一式工事 道路改良Ｌ＝約１８０ｍ、幅員Ｗ＝７．０ｍ 第２四半期 指名競争入札 建設課

25 小野田大谷線道路改良工事 東郷町 約４ヶ月 土木一式工事 道路改良Ｌ＝約１５０ｍ、排水工＝一式 第２四半期 指名競争入札 建設課

26 籾木線道路改良工事 平岩 約４ヶ月 土木一式工事
道路改良Ｌ＝１１０ｍ、排水工一式、路側工Ｌ＝３０ｍ、
舗装幅員Ｗ＝５．０ｍ

第２四半期 指名競争入札 建設課

27 中ノ別府地区道路整備工事 平岩 約３ヶ月 土木一式工事 排水工一式 第２四半期 指名競争入札 建設課

28 中山崎後線道路改良工事 塩見 約４ヶ月 土木一式工事 道路改良Ｌ＝１２０ｍ、舗装幅員Ｗ＝５．７ｍ　排水工一式 第２四半期 指名競争入札 建設課

29 中野大斉線道路改良工事 平岩 約２ヶ月 土木一式工事
道路改良Ｌ＝約１４０ｍ　舗装Ａ＝約６００㎡
側溝布設　３００　Ｌ＝約１００ｍ

第２四半期 指名競争入札 建設課

30 市内一円交通安全施設設置工事（その２） 市内一円 約２ヶ月 土木一式工事
区画線工　Ｌ＝約４，５００ｍ、カーブミラー設置工　Ｎ＝２基
ガードレール設置工　Ｌ＝約５０ｍ

第２四半期 指名競争入札 建設課

31 市内一円交通安全施設設置工事（その３） 市内一円 約２ヶ月 土木一式工事
区画線工　Ｌ＝約４，５００ｍ、カーブミラー設置工　Ｎ＝２基
ガードレール設置工　Ｌ＝約５０ｍ

第２四半期 指名競争入札 建設課

32 市内一円排水施設整備工事（その２） 市内一円 約３ヶ月 土木一式工事 側溝敷設工　Ｌ＝２００ｍ 第２四半期 指名競争入札 建設課

33 市内一円道路施設整備工事 市内一円 約３ヶ月 土木一式工事
コンクリート擁壁工　Ｌ＝３０ｍ
路肩拡幅工　２箇所

第２四半期 指名競争入札 建設課

34 赤岩川１号橋落橋防止施設工事 平岩 約５ヶ月 土木一式工事 落橋防止システム　１式 第２四半期 指名競争入札 建設課

2/8 ―日向市総務部契約管理課―



平成２５年度公共工事の発注見通し

番号 工　事　名　称 工　事　場　所 期間 工事種別 工　事　概　要 発注予定時期 契約方法 担当課

35 財光寺南地区築造工事（その４） 大字財光寺 約６ヶ月 土木一式工事 道路築造、排水工、宅地造成　１式 第２四半期 指名競争入札 市街地整備課

36 財光寺南地区築造工事（その５） 大字財光寺 約６ヶ月 土木一式工事 道路築造、排水工、宅地造成　１式 第２四半期 指名競争入札 市街地整備課

37
学校給食共同調理場建設事業
敷地造成工事

大字塩見 約６ヶ月 土木一式工事
敷地造成工事　Ａ＝８，０００㎡
取付道路　Ｌ＝１３０ｍ

第２四半期 指名競争入札 教育総務課

38 木原都市下水路築造工事 財光寺木原 約５ヶ月 土木一式工事
Ｗ＝３，８００　Ｈ＝１，６００　Ｌ＝５８ｍ
○１１００　Ｌ＝４５ｍ

第３四半期 指名競争入札 下水道課

39 南日向日の平線道路改良工事（その２） 平岩 約２ヶ月 土木一式工事 道路改良Ｌ＝５０ｍ、擁壁工Ｌ＝５０ｍ、排水工一式 第３四半期 指名競争入札 建設課

40 塩見美々津線道路改良工事 塩見 約２ヶ月 土木一式工事 道路改良Ｌ＝２０ｍ、擁壁工一式 第３四半期 指名競争入札 建設課

41 権現原線排水整備工事 塩見 約３ヶ月 土木一式工事 延長Ｌ＝約９０ｍ、排水工一式 第３四半期 指名競争入札 建設課

42 中原八幡線道路改良工事 富高 約４ヶ月 土木一式工事
道路改良Ｌ＝１５０ｍ、舗装幅員Ｗ＝４．０～６．０ｍ
排水工一式、法面工Ａ＝７０ｍ２

第３四半期 指名競争入札 建設課

43 高森川流末排水工事 平岩 約４ヶ月 土木一式工事 排水工　Ｌ＝２５０ｍ 第３四半期 指名競争入札 建設課

44 市内一円交通安全施設設置工事（その４） 市内一円 約２ヶ月 土木一式工事
区画線工　Ｌ＝約４，５００ｍ、カーブミラー設置工　Ｎ＝２基
ガードレール設置工　Ｌ＝約５０ｍ

第３四半期 指名競争入札 建設課

45 市内一円交通安全施設設置工事（その５） 市内一円 約２ヶ月 土木一式工事
区画線工　Ｌ＝約４，５００ｍ、カーブミラー設置工　Ｎ＝２基
ガードレール設置工　Ｌ＝約５０ｍ

第３四半期 指名競争入札 建設課

46 市内一円排水施設整備工事（その３） 市内一円 約３ヶ月 土木一式工事 側溝敷設工　Ｌ＝２００ｍ 第３四半期 指名競争入札 建設課

47 市内一円排水施設整備工事（その４） 市内一円 約３ヶ月 土木一式工事 側溝敷設工　Ｌ＝２００ｍ 第３四半期 指名競争入札 建設課

48 財光寺南地区築造工事（その６） 大字財光寺 約５ヶ月 土木一式工事 道路築造、排水工、宅地造成　１式 第３四半期 指名競争入札 市街地整備課

49 財光寺南地区築造工事（その７） 大字財光寺 約５ヶ月 土木一式工事 道路築造、排水工、宅地造成　１式 第３四半期 指名競争入札 市街地整備課

50 財光寺南地区雨水排水築造工事（その２） 大字財光寺 約４ヶ月 土木一式工事
排水工□１，４００×１，２００　Ｌ＝４０ｍ
　　　　　　　　　　　　φ７００　　Ｌ＝５１．０ｍ

第３四半期 指名競争入札 市街地整備課

51 大王谷運動公園トイレ改修工事 大王町 約５ヶ月 建築一式工事 多目的トイレ改修工事　１式 第３四半期 指名競争入札 防災推進課

3/8 ―日向市総務部契約管理課―



平成２５年度公共工事の発注見通し

番号 工　事　名　称 工　事　場　所 期間 工事種別 工　事　概　要 発注予定時期 契約方法 担当課

52
櫛の山住宅ストック総合改善事業
（３期・９号棟）主体工事

日知屋公園通り 約３ヶ月 建築一式工事 ９号棟（２０戸）の外壁改修、手摺取替 第３四半期 指名競争入札 建築住宅課

53
小学校防災機能強化事業
日知屋小学校屋外避難階段整備工事

大字日知屋 約４ヶ月 建築一式工事 屋外避難階段　１基、屋上手摺　１箇所、避難通路　１式 第３四半期 指名競争入札 教育総務課

54
小学校防災機能強化事業
財光寺南小学校屋外避難階段整備工事

大字財光寺 約４ヶ月 建築一式工事 屋外避難階段　３基、屋上手摺　３箇所 第３四半期 指名競争入札 教育総務課

55
櫛の山住宅ストック総合改善事業
（３期・５号棟）主体工事

日知屋公園通り 約３ヶ月 建築一式工事 ５号棟（２０戸）の外壁改修、手摺取替 第３四半期 指名競争入札 建築住宅課

56
高齢者住宅住戸改善事業
（木原住宅１－２）

財光寺
切島山１区

約３ヶ月 建築一式工事 内部改造、スロープの設置 第３四半期 指名競争入札 建築住宅課

57
高齢者住宅住戸改善事業
（木原住宅４－１）

財光寺
切島山１区

約３ヶ月 建築一式工事 内部改造、スロープの設置 第３四半期 指名競争入札 建築住宅課

58
櫛の山住宅ストック総合改善事業
（4期・11号棟）主体工事

日知屋公園通り 約３ヶ月 建築一式工事 １１号棟（２０戸）の外壁改修、手摺取替 第３四半期 指名競争入札 建築住宅課

59
高齢者住宅住戸改善事業
（場所未定）

未定 約３ヶ月 建築一式工事 内部改造、スロープの設置 第３四半期 指名競争入札 建築住宅課

60
高齢者住宅住戸改善事業
（場所未定）

未定 約３ヶ月 建築一式工事 内部改造、スロープの設置 第３四半期 指名競争入札 建築住宅課

61
櫛の山住宅ストック総合改善事業
（３期・９号棟）給湯設備工事

日知屋公園通り 約３ヶ月 管工事 ボイラー、シャワーの設置、ガス配管替え 第３四半期 指名競争入札 建築住宅課

62
櫛の山住宅ストック総合改善事業
（３期・５号棟）給湯設備工事

日知屋公園通り 約３ヶ月 管工事 ボイラー、シャワーの設置、ガス配管替え 第３四半期 指名競争入札 建築住宅課

63
櫛の山住宅ストック総合改善事業
（4期・11号棟）給湯設備工事

日知屋公園通り 約３ヶ月 管工事 ボイラー、シャワーの設置、ガス配管替え 第３四半期 指名競争入札 建築住宅課

64
平成２５年度日向市同報系防災無線整備工
事

大字日知屋　外 約９ヶ月 電気工事
中継局設置　１箇所
屋外スピーカー局　６３箇所
戸別受信機設置　１６０箇所

第１四半期
条件付

一般競争入札
防災推進課

65 下水道工事２５－第４工区 財光寺山下町 約５ヶ月 電気工事 マンホールポンプ　機械・電気設備　１式 第２四半期 指名競争入札 下水道課

66
小学校防災機能強化事業
美々津小学校太陽光発電整備工事

美々津町 約６ヶ月 電気工事
太陽光発電装置　１式、蓄電設備　１式、省エネ照明設備　１
式

第２四半期 指名競争入札 教育総務課

67
中学校防災機能強化事業
財光寺中学校太陽光発電整備工事

大字財光寺 約６ヶ月 電気工事
太陽光発電装置　１式、蓄電設備　１式、省エネ照明設備　１
式

第２四半期 指名競争入札 教育総務課

68
小学校再生可能エネルギー整備事業
日知屋東小学校太陽光発電整備工事

大字日知屋 約６ヶ月 電気工事
太陽光発電装置　１式、蓄電設備　１式、省エネ照明設備　１
式

第２四半期 指名競争入札 教育総務課

4/8 ―日向市総務部契約管理課―



平成２５年度公共工事の発注見通し
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69
平成２４年度道整備交付金事業
庵登線舗装工事

東郷町山陰 約３ヶ月 ほ装工事 林道舗装Ｌ＝７００ｍ、Ｗ＝３．０ｍ 第１四半期 指名競争入札 林業振興課

70 平成２４年度財光寺南部地区道路舗装工事
大字財光寺丸池
ほか

約３ヶ月 ほ装工事
舗装工　Ｗ＝４～６．０ｍ　Ｌ＝２０４ｍ　Ａ＝７１９㎡
排水工　１式

第１四半期 指名競争入札 建設課

71 日向市道舗装メンテナンス工事（その１） 市内一円 約２ヶ月 ほ装工事 舗装工　Ａ＝１，２００㎡ 第１四半期 指名競争入札 建設課

72 財光寺南地区舗装工事（その１） 大字財光寺 約３ヶ月 ほ装工事 舗装工　Ａ＝１，５００㎡ 第１四半期 指名競争入札 市街地整備課

73 舗装復旧工事２５－第１工区 財光寺比良町 約３ヶ月 ほ装工事 舗装復旧工　Ａ＝１，８００㎡ 第２四半期 指名競争入札 下水道課

74 日向市道舗装メンテナンス工事（その２） 市内一円 約２ヶ月 ほ装工事 舗装工　Ａ＝２，　０００㎡ 第２四半期 指名競争入札 建設課

75 日向市道舗装メンテナンス工事（その３） 市内一円 約２ヶ月 ほ装工事 舗装工　Ａ＝１，２００㎡ 第２四半期 指名競争入札 建設課

76 日向市道舗装メンテナンス工事（その４） 市内一円 約２ヶ月 ほ装工事 舗装工　Ａ＝１，２００㎡ 第２四半期 指名競争入札 建設課

77 駅北通線道路舗装工事 向江町 約４ヶ月 ほ装工事 道路舗装工　Ａ＝１４００㎡ 第２四半期 指名競争入札 市街地整備課

78 日向市道舗装メンテナンス工事（その５） 市内一円 約２ヶ月 ほ装工事 舗装工　Ａ＝１，８００㎡ 第３四半期 指名競争入札 建設課

79 日向市道舗装メンテナンス工事（その６） 市内一円 約２ヶ月 ほ装工事 舗装工　Ａ＝２，５００㎡ 第３四半期 指名競争入札 建設課

80 日向市道舗装補修工事（その１） 市内一円 約２ヶ月 ほ装工事 舗装工　Ａ＝９００㎡ 第１四半期 指名競争入札 建設課

81 日向市道舗装補修工事（その２） 市内一円 約２ヶ月 ほ装工事 舗装工　Ａ＝９００㎡ 第１四半期 指名競争入札 建設課

82 南日向日の平線道路舗装工事（その２） 平岩 約２ヶ月 ほ装工事 舗装延長Ｌ＝６０ｍ、舗装幅員Ｗ＝８．０ｍ 第２四半期 指名競争入札 建設課

83 宮ノ下３号線道路舗装工事 美々津町 約３ヶ月 ほ装工事 舗装延長Ｌ＝約３４０ｍ、舗装幅員Ｗ＝７．０ｍ 第２四半期 指名競争入札 建設課

84 籾木線道路舗装工事 平岩 約３ヶ月 ほ装工事 舗装延長Ｌ＝１２０ｍ、舗装幅員Ｗ＝５．０ｍ　排水工＝１式 第２四半期 指名競争入札 建設課

85 財光寺南地区舗装工事（その２） 大字財光寺 約３ヶ月 ほ装工事 舗装工　Ａ＝１，３００㎡ 第２四半期 指名競争入札 市街地整備課

5/8 ―日向市総務部契約管理課―
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86 南日向日の平線道路舗装工事（その１） 平岩 約２ヶ月 ほ装工事 舗装延長Ｌ＝１５０ｍ、舗装幅員Ｗ＝５．０ｍ 第３四半期 指名競争入札 建設課

87 美々津海岸線道路舗装工事 美々津町 約２ヶ月 ほ装工事 舗装延長Ｌ＝１６０ｍ、舗装幅員Ｗ＝６．５ｍ 第３四半期 指名競争入札 建設課

88 財光寺南地区舗装工事（その３） 大字財光寺 約３ヶ月 ほ装工事 舗装工　Ａ＝１，３００㎡ 第３四半期 指名競争入札 市街地整備課

89
櫛の山住宅ストック総合改善事業
（３期・９号棟）塗装及び防水工事

日知屋公園通り 約３ヶ月 塗装工事 外壁塗装、浴室内塗装、屋上防水 第３四半期 指名競争入札 建築住宅課

90
櫛の山住宅ストック総合改善事業
（３期・５号棟）塗装及び防水工事

日知屋公園通り 約３ヶ月 塗装工事 外壁塗装、浴室内塗装 第３四半期 指名競争入札 建築住宅課

91
櫛の山住宅ストック総合改善事業
（4期・11号棟）塗装及び防水工事

日知屋公園通り 約３ヶ月 塗装工事 外壁塗装、浴室内塗装 第３四半期 指名競争入札 建築住宅課

92 寺迫小学校プール改修工事 東郷町寺迫 約４ヶ月 防水工事 プール防水工事　Ａ＝３００㎡ 第３四半期 指名競争入札 教育総務課

93
日向市浄化センター汚泥掻寄機
長寿命化対策工事

財光寺下ケ浜 約１０ヶ月 機械器具設置工事 水処理　 終沈殿池設備　汚泥掻寄機　１式 第１四半期 一般競争入札 下水道課

94
日向市浄化センター散気装置
長寿命化対策工事

財光寺下ケ浜 約４ヶ月 機械器具設置工事 水処理　反応タンク設備　散気装置　１式 第２四半期 一般競争入札 下水道課

95
日向市浄化センター送風機
長寿命化対策工事

財光寺下ケ浜 約５ヶ月 機械器具設置工事 水処理　反応タンク設備　送風機　１式 第２四半期 随意契約 下水道課

96 中央通線緑化推進事業 中央通線 約２ヶ月 造園工事 植栽工一式 第３四半期 指名競争入札 まちづくり政策課

97 日知屋財光寺通線緑化推進事業
日知屋財光寺通
線

約２ヶ月 造園工事 植栽工一式 第３四半期 指名競争入札 まちづくり政策課

98 全市公園化拠点施設整備事業
グリーンパーク周
辺

約２ヶ月 造園工事 植栽工一式 第３四半期 指名競争入札 まちづくり政策課

99
平成24年度簡易水道施設統合整備事業
山陰地区送水施設等整備工事（１工区）

東郷町山陰 約４ヶ月 水道施設工事 送水管φ１００ Ｌ＝１５００ｍ 第３四半期 指名競争入札 水道課

100
平成24年度簡易水道施設統合整備事業
山陰地区送水施設等整備工事（２工区）

東郷町山陰 約３ヶ月 水道施設工事 送水管φ７５～１００ Ｌ＝１２００ｍ 第３四半期 指名競争入札 水道課

101 財光寺山下地区配水管布設工事 大字財光寺山下 約５ヶ月 水道施設工事 配水管（ＨＩＶＰφ７５～５０）Ｌ＝３１１ｍ 第１四半期 指名競争入札 水道課

102 財光寺南地区配水管布設工事（その１）
財光寺区画整理
地内

約５ヶ月 水道施設工事 配水管（φ７５～φ３００） 第１四半期 指名競争入札 水道課

6/8 ―日向市総務部契約管理課―
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103 日向台団地地区配水管布設工事 大字富高不動寺 約４ヶ月 水道施設工事 配水管（ＨＩＶＰφ５０）Ｌ＝５０５ｍ 第１四半期 指名競争入札 水道課

104 市道若宮花ヶ丘線配水管布設工事 大字富高草場 約４ヶ月 水道施設工事 配水管（ＨＩＶＰφ１００）Ｌ＝４５０ｍ 第１四半期 指名競争入札 水道課

105 国道３２７号日向バイパス外配水管布設工事 大字財光寺丸池 約５ヶ月 水道施設工事 配水管（ＤＩＰφ１５０～２００）Ｌ＝５１３ｍ 第１四半期 指名競争入札 水道課

106 国道１０号（日知屋１工区）配水管布設工事
大字日知屋大王１
丁目外

約４ヶ月 水道施設工事 配水管（ＨＩＶＰφ７５）Ｌ＝４２０ｍ 第１四半期 指名競争入札 水道課

107
県道細島港日向市停車場線（向江工区）
配水管布設工事

向江町２丁目外 約４ヶ月 水道施設工事 配水管（ＨＩＶＰφ１００）Ｌ＝４７０ｍ 第１四半期 指名競争入札 水道課

108 市道不動寺仙ヶ崎線管路舗装工事
大字日知屋松ケ
迫外

約４ヶ月 ほ装工事 舗装工 Ａ＝５００㎡ 第１四半期 指名競争入札 水道課

109 日向台団地地区管路舗装工事 大字富高不動寺 約４ヶ月 ほ装工事 舗装工 Ａ＝４７０㎡ 第１四半期 指名競争入札 水道課

110 国道３２７号配水管布設工事（大工野工区） 東郷町山陰 約２ヶ月 水道施設工事 配水管Φ５０ Ｌ＝１５０ｍ 第１四半期 指名競争入札 水道課

111 駅周辺地区配水管布設工事 本町外 約２ヶ月 水道施設工事 配水管（ＨＩＶＰφ７５～１００）Ｌ＝１７５ｍ 第２四半期 指名競争入札 水道課

112 財光寺南地区配水管布設工事（その２）
財光寺区画整理
地内

約４ヶ月 水道施設工事 配水管（φ７５～φ３００） 第２四半期 指名競争入札 水道課

113 財光寺南地区配水管布設工事（その３）
財光寺区画整理
地内

約４ヶ月 水道施設工事 配水管（φ７５～φ３００） 第２四半期 指名競争入札 水道課

114 市道草場細島通線配水管布設工事 春原町２丁目 約４ヶ月 水道施設工事 配水管（ＤＩＰφ１５０）Ｌ＝１２０ｍ 第２四半期 指名競争入札 水道課

115 県道細島通線（古田工区）配水管布設工事
大字日知屋古田
町外

約３ヶ月 水道施設工事 配水管（ＨＩＶＰ・ＤＩＰφ７５～２００）Ｌ＝１００ｍ 第２四半期 指名競争入札 水道課

116 市道曽根６号線配水管布設工事 中堀町１丁目 約６ヶ月 水道施設工事 配水管（ＤＩＰφ１５０～２００）Ｌ＝３５０ｍ 第２四半期 指名競争入札 水道課

117 市道中央通線配水管布設工事 鶴町３丁目外 約５ヶ月 水道施設工事 配水管（ＤＩＰφ２００）Ｌ＝４００ｍ 第２四半期 指名競争入札 水道課

118 市道新町江良線配水管布設工事 原町３丁目 約５ヶ月 水道施設工事 配水管（ＤＩＰφ１５０～２００）Ｌ＝４４０ｍ 第２四半期 指名競争入札 水道課

119 市道本町草場線配水管布設工事 大字富高草場 約３ヶ月 水道施設工事 配水管（ＨＩＶＰφ７５）Ｌ＝１５０ｍ 第２四半期 指名競争入札 水道課

7/8 ―日向市総務部契約管理課―
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120 財光寺南部地区配水管布設工事 大字財光寺丸池 約４ヶ月 水道施設工事 配水管（ＨＩＶＰφ７５～５０）Ｌ＝３２０ｍ 第３四半期 指名競争入札 水道課

121 財光寺南地区配水管布設工事（その４）
財光寺区画整理
地内

約４ヶ月 水道施設工事 配水管（φ７５～φ３００） 第３四半期 指名競争入札 水道課

122 細島東部地区配水管布設工事 大字細島宮ノ上 約２ヶ月 水道施設工事 配水管（ＳＧＰ－ＶＤφ５０）Ｌ＝１５０ｍ 第３四半期 指名競争入札 水道課

123 ２系場内送水管更新工事 権現原浄水場内 約４ヶ月 水道施設工事 送水管（ＳＰφ４００）Ｌ＝４５ｍ 第３四半期 指名競争入札 水道課

124 ３系ろ過池表洗管更新工事 権現原浄水場内 約４ヶ月 水道施設工事 ＳＰφ７５　Ｌ＝１５０ｍ 第３四半期 指名競争入札 水道課

8/8 ―日向市総務部契約管理課―


