


令和元年度 

 倉吉市公共工事の発注見通しについて 

 

 

令和元年７月 10 日 

 

倉吉市建設部管理計画課 

 

 

 令和元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、令和元年７月 10 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

市道上井清谷線舗装改良工事 福庭 ４か月間 舗装一般 舗装改良　L=100ｍ 指名競争入札 第２四半期(７月) 1,000 建設課

平成30年災　農地・農業用施
設災害復旧工事（２１１）

大河内 ６か月間 土木一般 ブロック積、Co頭首工　N=1箇所 指名競争入札 第２四半期(７月) 2,100 農林課

平成30年災　農地・農業用施
設災害復旧工事（２０３）

今在家 ６か月間 土木一般 ブロック積、ふとん篭　N=5箇所 指名競争入札 第２四半期(７月) 1,600 農林課

平成30年災　農地・農業用施
設災害復旧工事（２０５）

河来見 ６か月間 土木一般 ブロック積、ふとん篭　N=6箇所 指名競争入札 第２四半期(７月) 1,430 農林課

平成30年災　農地・農業用施
設災害復旧工事（２０２）

尾原　外 ６か月間 土木一般 ブロック積、ふとん篭　N=5箇所 指名競争入札 第２四半期(７月) 1,390 農林課

平成30年災　農地・農業用施
設災害復旧工事（２０７）

中野　外 ６か月間 土木一般 ブロック積、ふとん篭　N=5箇所 指名競争入札 第２四半期(７月) 1,290 農林課

平成30年災　農地・農業用施
設災害復旧工事（２０８）

志津 ６か月間 土木一般 ブロック積、ふとん篭　N=6箇所 指名競争入札 第２四半期(７月) 1,250 農林課

平成30年災　農地・農業用施
設災害復旧工事（２０９）

 関金町安歩外 ６か月間 土木一般 ブロック積、現場打ち水路　N=6箇所 指名競争入札 第２四半期(７月) 1,220 農林課

平成30年災　農地・農業用施
設災害復旧工事（２０６）

椋波　外 ６か月間 土木一般 ブロック積、ふとん篭　N=8箇所 指名競争入札 第２四半期(７月) 1,190 農林課

平成30年災　農地・農業用施
設災害復旧工事（２０４）

河来見　外 ６か月間 土木一般 ブロック積、ふとん篭　N=4箇所 指名競争入札 第２四半期(７月) 970 農林課

平成30年災　農地・農業用施
設災害復旧工事（２１０）

 関金町松河原外 ６か月間 土木一般 ブロック積、ふとん篭　N=7箇所 指名競争入札 第２四半期(７月) 970 農林課

平成30年災　農地・農業用施
設災害復旧工事（２０１）

下古川　外 ６か月間 土木一般
水路布設替、ブロック積　外　N=6箇
所

指名競争入札 第２四半期(７月) 800 農林課

平成30年災　農地・農業用施
設災害復旧工事（２１３）

 関金町米富外 ６か月間 土木一般 ブロック積　N=4箇所 指名競争入札 第２四半期(７月) 730 農林課

平成30年災　農地・農業用施
設災害復旧工事（２１２）

 関金町福原外 ６か月間 土木一般 ブロック積　N=4箇所 指名競争入札 第２四半期(７月) 640 農林課

堀野田原地区用水路改修工事
（３工区）

関金町堀 ９か月間 鋼構造物一般 樋門　１基、水路工事　L=20m 指名競争入札 第２四半期(７月) 400 農林課

県道木地山倉吉線配水管布設
工事

新町3丁目外 ５か月間 水道施設工事 DIP(GX)φ150 L=250m φ75 L=7m 指名競争入札 第２四半期(７月) 3,009 水道局工務課

県道倉吉青谷線配水管布設工
事第１工区

八屋 ６か月間 水道施設工事 DIP(GX)φ150 L=250m 指名競争入札 第２四半期(７月) 2,600 水道局工務課

令和元年度　倉吉市公共工事発注見通し
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県道倉吉停車場線配水管布設
工事

旭東 ６か月間 水道施設工事 DIP(GX)φ150 L=160m 指名競争入札 第２四半期(７月) 1,942 水道局工務課

市道葵町湊町配水管布設工事
第２工区

湊町外 ４か月間 水道施設工事 DIP(GX)φ100 L=130m 指名競争入札 第２四半期(７月) 730 水道局工務課

消火栓設置工事 上古川外 ５か月間 水道施設工事 消火栓設置　N=3箇所 指名競争入札 第２四半期(７月) 460 水道局工務課

みどり町配水管布設工事 みどり町 ３か月間 水道施設工事 DIP(GX)φ150 L=52m 指名競争入札 第２四半期(７月) 402 水道局工務課

北野配水管布設工事 北野 ３か月間 水道施設工事 PEφ100 L=80m 指名競争入札 第２四半期(７月) 343 水道局工務課

上灘枝線工事第１工区 三明寺西 ４か月間 土木一般 管渠工　L=250m 指名競争入札 第２四半期(８月) 1,600 下水道課

病児保育室整備 東昭和町 ２か月間 建築一般 保育室改修、給排水、空調整備 指名競争入札 第２四半期(８月) 500 子ども家庭課

倉吉パークスクエア多目的広
場土止め修繕工事

駄経寺町 ２か月間 土木一般 真砂土の流失防止 指名競争入札 第２四半期(８月) 270 図書館

県道倉吉江北線配水管布設工
事

堺町３丁目 ４か月間 水道施設工事 DIP(GX)φ150 L=150m 指名競争入札 第２四半期(８月) 1,852 水道局工務課

福光外舗装復旧工事 福光外 ４か月間 アスファルト A=300㎡ 指名競争入札 第２四半期(８月) 317 水道局工務課

福守地区雨水排水路工事３工
区

福守町 ６か月間 土木一般 U型水路　L=100m 指名競争入札 第２四半期(９月) 1,800 下水道課

成徳地区下水道管移設工事 宮川町外 ５か月間 土木一般 管渠移設　L=50m 指名競争入札 第２四半期(９月) 1,700 下水道課

上井地区雨水排水路工事１工
区

八屋 ６か月間 土木一般 L型水路　L=80m 指名競争入札 第２四半期(９月) 1,400 下水道課

上井地区雨水排水路工事（単
独）

下余戸 ５か月間 土木一般 U型水路　L=130m 指名競争入札 第２四半期(９月) 1,300 下水道課

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=80m 指名競争入札 第２四半期(９月) 800 下水道課

小鴨枝線工事第３工区 中河原 ３か月間 土木一般 管渠工　L=80m 指名競争入札 第２四半期(９月) 800 下水道課

南谷橋橋梁補修工事 大鳥居 ７か月間 土木一般 橋長　L=144.9m 指名競争入札 第２四半期(９月) 6,000 建設課
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令和元年度　倉吉市公共工事発注見通し

福光川改修工事 福光 ５か月間 土木一般 河川改修　Ｌ＝１３０ｍ 指名競争入札 第２四半期(９月) 3,000 建設課

市道和田東町井手畑線道路改
良工事（巌城工区）

巌城 ６か月間 土木一般 道路改良　L=120ｍ 指名競争入札 第２四半期(９月) 3,000 建設課

沢谷大橋橋梁補修工事 沢谷 ６か月間 土木一般 橋長　L=21.5m 指名競争入札 第２四半期(９月) 1,600 建設課

市道伊木9号線道路改良工事 伊木 ６か月間 土木一般 道路改良　L=180ｍ 指名競争入札 第２四半期(９月) 1,500 建設課

市道住吉町円谷町線側溝改良
工事

住吉町 ５か月間 土木一般 側溝改良　L=200ｍ 指名競争入札 第２四半期(９月) 1,200 建設課

古川沢地区避難路整備工事 古川沢 ７か月間 土木一般 道路改良工事 指名競争入札 第２四半期(９月) 1,200 建設課

市道舗装工事（５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２四半期(９月) 1,000 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２四半期(９月) 650 建設課

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２四半期(９月) 600 建設課

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２四半期(９月) 600 建設課

市道舗装維持業務（後期） 市内全域 ５か月間 アスファルト 市道舗装のパッチングやポットホール 指名競争入札 第２四半期(９月) 500 建設課

市営野球場スコアボード改修
工事

葵町 ７か月間 電気工事 野球場スコアボード新設 指名競争入札 第２四半期(９月) 9,018 生涯学習課

輪王寺地区用水路改修工事
（１工区）

黒見 ６か月間 土木一般 水路工事　L=200m 随意契約 第２四半期(９月) 2,200 農林課

北野地区用水路改修工事（１
工区）

北野 ６か月間 土木一般 水路工事　L=60m 指名競争入札 第２四半期(９月) 350 農林課

安歩地区放水樋門水位監視設
備設置工事

関金町安歩 ６か月間 電気通信工事 水位監視設備　N=1箇所 指名競争入札 第２四半期(９月) 300 農林課

上古川地区耐震性貯水槽設置
工事

上古川 ３か月間 土木一般 耐震性貯水槽１基（40㎥）の整備 指名競争入札 第２四半期(９月) 950 防災安全課

倉吉市上水道中央集中監視制
御装置更新工事

葵町外 12か月間
電気工事及び
電気通信工事

監視装置更新 公募型指名競争入札 第２四半期(９月) 13,230 水道局工務課
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県道倉吉青谷線配水管布設工
事第２工区

八屋 ５か月間 水道施設工事 DIP(GX)φ150 L=290m 指名競争入札 第２四半期(９月) 2,320 水道局工務課

市道葵町湊町配水管布設工事
第３工区

葵町 ４か月間 水道施設工事 DIP(GX)φ100 L=140m 指名競争入札 第２四半期(９月) 995 水道局工務課

県道倉吉環状線舗装復旧工事 国分寺 ３か月間 アスファルト A=660㎡ 指名競争入札 第２四半期(９月) 893 水道局工務課

富海舗装復旧工事 富海 ３か月間 アスファルト A=1,000㎡ 指名競争入札 第２四半期(９月) 657 水道局工務課

米田町配水管布設工事 米田町外 ３か月間 水道施設工事 DIP(GX)φ150 L=8m φ100 L=22m 指名競争入札 第２四半期(９月) 540 水道局工務課

平成３１年度舗装路面補修工
事（上水）

市内一円 ５か月間 アスファルト 舗装補修工事 指名競争入札 第２四半期(９月) 450 水道局工務課

三明寺西配水管移設工事 巌城 ３か月間 水道施設工事 DIP(GX)φ150 切回しN=5箇所 指名競争入札 第２四半期(９月) 300 水道局工務課

小中学校校舎エアコン整備工
事

下余戸外 ６か月間 管・電気工事
空調設備設置（小学校１３校、中学校
５校）

指名競争入札 第３四半期(10月) 83,000 教育総務課

成徳地区雨水排水ポンプ整備
工事（機械電気設備）

明治町２丁目 ６か月間
機械器具設置

工事
排水ポンプ設置、電気設備 指名競争入札 第３四半期(10月) 7,600 下水道課

成徳地区雨水排水ポンプ整備
工事（土木）

明治町２丁目 ６か月間 土木一般 流入渠、放流渠新設 指名競争入札 第３四半期(10月) 2,200 下水道課

山守地区集落排水機能強化工事 関金町山守 ６か月間 電気工事 電気設備更新　22箇所 指名競争入札 第３四半期(10月) 2100 下水道課

松河原地区集落排水機能強化
工事（機械設備）

関金町松河原 ５か月間 機械器具設置工事 汚水処理施設機械設備更新 指名競争入札 第３四半期(10月) 1,400 下水道課

社枝線外舗装復旧工事 和田外 ４か月間 舗装一般 舗装復旧　A=1,700㎡ 指名競争入札 第３四半期(10月) 1000 下水道課

上灘枝線工事第２工区 三明寺西 ４か月間 土木一般 管渠工　L=130m 指名競争入札 第３四半期(10月) 800 下水道課

明高地区集落排水機能強化工事 関金町明高 ６か月間 電気工事 電気設備更新　5箇所 指名競争入札 第３四半期(10月) 300 下水道課

松河原地区集落排水機能強化
工事

関金町松河原 ６か月間 電気工事 電気設備更新　4箇所 指名競争入札 第３四半期(10月) 300 下水道課

市道大谷大谷茶屋線道路改良
工事

不入岡 ６か月間 土木一般 道路改良　L=280ｍ 指名競争入札 第３四半期(10月) 5,200 建設課
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市道舗装工事（２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(10月) 2,000 建設課

市道舗装工事（３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(10月) 2,000 建設課

市道側溝改良工事４工区 市内全域 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) 900 建設課

市道上井4号線側溝改良工事 上井 ６か月間 土木一般 側溝改良　L=60ｍ 指名競争入札 第３四半期(10月) 700 建設課

市道側溝改良工事３工区 市内全域 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) 600 建設課

市道側溝改良工事５工区 市内全域 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) 600 建設課

交通安全施設整備工事（後期） 市内全域 ５か月間 交通安全施設 交通安全施設の設置・改修 指名競争入札 第３四半期(10月) 300 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(10月) 300 建設課

樋門設置工事 円谷町 ３か月間 土木一般 樋門３基 指名競争入札 第３四半期(10月) 300 建設課

天神野地区水位監視設備設置
工事

小鴨　外 ６か月間 電気通信工事 水位監視設備　N=5箇所 指名競争入札 第３四半期(10月) 2,000 農林課

農業用水路改修工事
（１工区）

市内全域 ５か月間 土木一般 水路改修 指名競争入札 第３四半期(10月) 600 農林課

農業用水路改修工事
（２工区）

市内全域 ５か月間 土木一般 水路改修 指名競争入札 第３四半期(10月) 600 農林課

生竹地区耐震性貯水槽設置工事 鴨河内 ３か月間 土木一般 耐震性貯水槽１基（40㎥）の整備 指名競争入札 第３四半期(10月) 928 防災安全課

葵町舗装復旧工事 葵町 ３か月間 アスファルト A=420㎡ 指名競争入札 第３四半期(10月) 476 水道局工務課

都市公園遊戯施設取替工事 関金町大鳥居外 ３か月間 土木一般
屋外遊具（ブランコ、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) 638 管理計画課

公園屋外遊具取替工事 海田西町２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
４公園４遊具

指名競争入札 第３四半期(11月) 567 管理計画課

携帯電話用鉄塔施設整備工事 椋波 ３か月間 電気通信工事 鉄塔施設整備 指名競争入札 第３四半期(11月) 6,430 企画課
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（万円）

担当課

令和元年度　倉吉市公共工事発注見通し

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(11月) 1,500 建設課

田内団地1号橋橋梁補修工事 田内 ５か月間 土木一般 橋長　L=7.0m 指名競争入札 第３四半期(11月) 500 建設課

市道大谷大谷茶屋線舗装改良
工事

不入岡 ４か月間 舗装一般 舗装改良　L=280ｍ 指名競争入札 第３四半期(12月) 2,100 建設課
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