
令和２年度 
 倉吉市公共工事の発注見通しについて   

令和２年 10月５日  
倉吉市建設部管理計画課   

 令和２年度に本市が発注する公共工事（予定価格が 250万円を超えると見込まれるもの）の見通しにつ

いて、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12年法律第 127号）の規定に基づき、

次のとおり公表します。 

 

 ただし、ここに公表する内容は、令和２年 10 月５日現在の発注見通しであるため、実際に発注する公

共工事がこの公表内容と異なる場合又はここに公表されていない公共工事が発注される場合があります。      



工事の名称 工事の場所 工事の期間 工事の種別 工事の概要
入札及び
契約の方法

入札時期
概算工事費
（万円）

担当課

古川沢排水ﾎﾟﾝﾌﾟ施設整備工事
(土木)

古川沢 ５か月間 土木一般 ポンプ施設整備 指名競争入札 第３四半期(10月) 9,000 地域整備課

市道和田東町井手畑線道路改
良（古沢踏切）工事2工区

下古川 ６か月間 土木一般 道路改良工事　Ｌ＝60m 指名競争入札 第３四半期(10月) 3,200 建設課

令和2年災農地・農業用施設災
害復旧工事（１０２）

長坂外 ５か月間 土木一般 農地1箇所、水路2箇所 指名競争入札 第３四半期(10月) 1,419 地域整備課

令和２年度上井地区雨水排水路
工事(２工区）

八屋 ６か月間 土木一般 　L型水路　L=40ｍ 指名競争入札 第３四半期(10月) 1,300 工務課

栗尾川河川整備工事 栗尾 ３か月間 土木一般 河川整備 指名競争入札 第３四半期(10月) 900 建設課

大立下谷川流路工事 大立 ４か月間 土木一般 水路改修　Ｌ＝９０ｍ 指名競争入札 第３四半期(10月) 650 地域整備課

北野１地区用排水路改修工事（２
工区）

北野 ５か月間 土木一般 用排水路L=195m 指名競争入札 第３四半期(10月) 600 地域整備課

市道旭田町２号線側溝改良工事 旭田町 ５か月間 土木一般 道路側溝改良工事 指名競争入札 第３四半期(10月) 511 建設課

駄経寺2円谷1号橋橋梁補修工
事

米田町 ４か月間 土木一般
橋長11.3ｍ、幅員15.5ｍ、ひび割れ補
修等

指名競争入札 第３四半期(10月) 500 建設課

北田川河川整備工事 福庭東 ７か月間 土木一般 河川整備 指名競争入札 第３四半期(11月) 7,000 建設課

公園屋外遊具取替工事 清谷外 ３か月間 土木一般
屋外遊具（すべり台）取替　４公園４
遊具

指名競争入札 第３四半期(11月) 665 管理計画課

都市公園遊戯施設取替工事
上井町１丁

目外
３か月間 土木一般

屋外遊具（ブランコ、すべり台）取替
３公園３遊具

指名競争入札 第３四半期(11月) 649 管理計画課

市道維持修繕業務（後期） 市内全域 ５か月間 土木一般 市道の維持修繕 指名競争入札 第３四半期(11月) 500 建設課

市営庭球場人工芝改修工事（２
期）

葵町 ４か月間 土木一般 砂入人工芝コートへの改修（６．５面） 指名競争入札 第３四半期(12月) 9,401 生涯学習課

小田地内排水路改修工事 小田 ４か月間 土木一般 大型フリューム　L=50m 指名競争入札 第３四半期(12月) 4,000 建設課

令和２年度上井地区雨水排水路
樋門設置工事

八屋 ４か月間 土木一般 樋門設置　N=1基 指名競争入札 第３四半期(12月) 600 工務課

古川沢地区単県小規模急傾斜
地崩壊対策工事

古川沢 ５か月間 土木一般 重力式擁壁　L=４０ｍ 指名競争入札 第４四半期(２月) 1,500 地域整備課
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鴨川住宅Ａ棟エレベーター設置
工事

鴨川町 ６か月間 建築一般 エレベーター設置工事 指名競争入札 第３四半期(10月) 5,361 建築住宅課

鴨川住宅Ｂ棟エレベーターシャフ
ト設置工事

鴨川町 ６か月間 建築一般 エレベーターシャフト設置工事 指名競争入札 第３四半期(10月) 3,148 建築住宅課

河北中学校柔剣道場換気設備
等改善工事

上井 ３か月間 建築一般 換気設備改善工事 指名競争入札 第３四半期(10月) 344 教育総務課

小鴨小学校屋内運動場換気設
備工事

中河原 ２か月間 建築一般 換気設備改善工事 指名競争入札 第３四半期(11月) 831 教育総務課

上小鴨小学校広瀬分校解体工
事

広瀬 ３か月間 建築解体 広瀬分校解体工事 指名競争入札 第３四半期(10月) 1,410 教育総務課

市道大原山根線法面整備工事 上余戸 ４か月間 法面一般 市道法面整備工事 指名競争入札 第３四半期(11月) 900 建設課

令和２年度上灘枝線ポンプ設備
工事

三明寺西 ６か月間 電気工事 ポンプ設備１式 指名競争入札 第３四半期(10月) 5,900 工務課

農業集落排水電気設備工事 志村中野 ４か月間 電気工事 非常通報装置の更新　N=31基 指名競争入札 第３四半期(10月) 3,500 工務課

倉吉市農村環境改善センター体
育館ＬＥＤ照明取替工事

生田 １か月間 電気工事 ＬＥＤ照明取替工事 指名競争入札 第３四半期(12月) 362 農林課

関金地区情報通信基盤施設改
修工事

関金 13か月間 電気通信工事
関金地区における光ファイバ設備工
事

公募型指名競争入札 第４四半期(１月) 55,309 企画課

市道舗装修繕工事（後期） 市内全域 ５か月間 アスファルト 市道舗装の打ち替え等の修繕 指名競争入札 第３四半期(10月) 500 建設課

市道舗装工事（３工区） 住吉町 ４か月間 アスファルト 舗装修繕工事 指名競争入札 第３四半期(11月) 1,500 建設課

県道倉吉江北線舗装復旧工事
堺町三丁

目
４か月間 アスファルト アスファルト舗装 330㎡ 指名競争入札 第３四半期(11月) 350 工務課

市道舗装工事（４工区） 市内全域 ４か月間 アスファルト 舗装修繕工事 指名競争入札 第３四半期(12月) 2,000 建設課

市道舗装工事（２工区） 大谷茶屋 ４か月間 アスファルト 舗装修繕工事 指名競争入札 第３四半期(12月) 1,500 建設課

会下谷川外浚渫工事 市内全域 ２か月間 しゅんせつ工事 浚渫工事　Ｌ＝１００ｍ 指名競争入札 第３四半期(11月) 300 建設課

小学校給食配膳室エアコン整備
工事

下余戸他 ２か月間 管工事 エアコン設置工事 指名競争入札 第３四半期(11月) 1,441 教育総務課
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中学校給食配膳室エアコン整備
工事

宮川町2丁
目他

１か月間 管工事 エアコン設置工事 指名競争入札 第３四半期(11月) 616 教育総務課

明倫児童クラブエアコン整備 余戸谷町 ２か月間 管工事 エアコン設置工事 指名競争入札 第３四半期(12月) 500 子ども家庭課

巌城橋添架管架替工事 巌城外 ５か月間 水道施設工事 PEφ250　L=182m 指名競争入札 第３四半期(10月) 4,000 工務課

馬場町配水管布設工事（１工区） 馬場町 ４か月間 水道施設工事 DIP(GX)φ150 L=200m 指名競争入札 第３四半期(10月) 2,400 工務課

横田配水管布設工事（2工区） 横田 ４か月間 水道施設工事 DIP(GX)φ250 L=250m 指名競争入札 第３四半期(10月) 2,380 工務課

県道倉吉福本線配水管布設工
事

米田町 ４か月間 水道施設工事 DIP(GX)φ100 L=26.7m 指名競争入札 第３四半期(10月) 457 工務課

勝負谷送配水管布設工事 勝負谷 ４か月間 水道施設工事 PEφ75　L=600m 指名競争入札 第３四半期(11月) 800 工務課

絵下谷川８号橋水管橋架替工事 米田町 ５か月間 水道施設工事 GPφ150 L=10m 指名競争入札 第３四半期(11月) 800 工務課

福光配水管布設工事（２工区） 福光 ４か月間 水道施設工事 DIP(GX)φ150 L=300m 指名競争入札 第３四半期(12月) 1,700 工務課

馬場町送水管布設工事 馬場町 ３か月間 水道施設工事 DIP(GX)φ150 L=150m 指名競争入札 第３四半期(12月) 855 工務課

広栄町配水管布設工事 広栄町 ３か月間 水道施設工事 DIP(GX)φ150 L=8m 指名競争入札 第３四半期(12月) 500 工務課


