
令和３年度

倉吉市公共工事の発注見通しについて

令和３年４月１日

倉吉市建設部管理計画課

令和３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３年４月１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。



外部公表用

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

令和3年度上井枝線工事№１ 上井 ３か月間 土木一般 VU管φ150　L=30m 指名競争入札 第１四半期(４月) 1,000 工務課

市道等地域修繕業務（一般） 市内全域 ８か月間 土木一般
側溝修繕等（小規模な要望箇所の
対応）

指名競争入札 第１四半期(４月) 850 建設課

都市公園遊戯施設取替工事 上井町２丁目外 ４か月間 土木一般
屋外遊具（ブランコ、すべり台）
取替　３公園４遊具

指名競争入札 第１四半期(４月) 672 管理計画課

市道維持業務（前期） 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１四半期(４月) 550 建設課

市道和田東町井手畑線道路改
良工事（馬場町工区）

馬場町 ８か月間 土木一般
掘削V=800m3
簡易吹付法枠A=420m2

指名競争入札 第１四半期(６月) 3,400 建設課

大立地区単県斜面崩壊復旧工
事

大立 ６か月間 土木一般 法面工、ブロック積 指名競争入札 第１四半期(６月) 2,400 地域整備課

市道住吉町円谷町線側溝改良
工事

駄経寺町 ６か月間 土木一般 道路側溝改良　L=200m 指名競争入札 第１四半期(６月) 1,500 建設課

市道宮川町1号線外側溝改良
工事

宮川町2丁目 ６か月間 土木一般 道路側溝改良　L=200m 指名競争入札 第１四半期(６月) 1,000 建設課

市道堺町3丁目3号線外側溝改
良工事

堺町3丁目 ６か月間 土木一般 道路側溝改良　L=150m 指名競争入札 第１四半期(６月) 1,000 建設課

市道上井14号線外側溝改良工
事

上井町1丁目 ６か月間 土木一般 道路側溝改良　L=100m 指名競争入札 第１四半期(６月) 600 建設課

市道北野12号線外側溝改良工
事

北野 ５か月間 土木一般 道路側溝改良　L=120m 指名競争入札 第１四半期(６月) 600 建設課

市道側溝整備工事（4工区） 国分寺 ４か月間 土木一般 道路側溝改良　L=60m 指名競争入札 第１四半期(６月) 300 建設課

市道側溝整備工事（3工区） 鍛冶町1丁目外 ５か月間 土木一般 道路側溝改良　L=140m 指名競争入札 第２四半期(７月) 900 建設課

令和3年度上灘枝線工事第2工
区

巌城 ４か月間 土木一般 PE管φ100　L=120m 指名競争入札 第２四半期(７月) 900 工務課

市道側溝整備工事（1工区） 上井 ５か月間 土木一般 道路側溝改良　L=70m 指名競争入札 第２四半期(７月) 850 建設課

市道維持業務（中期） 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(７月) 550 建設課

市道側溝整備工事（5工区） 鴨川町 ４か月間 土木一般 道路側溝改良　L=50m 指名競争入札 第２四半期(７月) 300 建設課

大鴨歩道橋橋梁補修工事 鴨河内 ６か月間 土木一般 橋長153m　高欄取替 指名競争入札 第２四半期(８月) 3,000 建設課

市道側溝整備工事（2工区） 東町 ４か月間 土木一般 道路側溝改良　L=50m 指名競争入札 第２四半期(８月) 400 建設課

令和３年度　倉吉市公共工事発注見通し
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令和３年度　倉吉市公共工事発注見通し

小田地区単県小規模急傾斜崩
壊対策工事（1期）

小田 ８か月間 土木一般 法枠、落石防護柵 指名競争入札 第２四半期(９月) 3,300 地域整備課

北野２地区用排水路改修工事
（2工区）

北野 ７か月間 土木一般 水路補修 指名競争入札 第２四半期(９月) 3,000 地域整備課

上井地区雨水排水路に伴う樋
門設置工事

上余戸 ４か月間 土木一般 樋門設置　N=2箇所 指名競争入札 第２四半期(９月) 1,300 工務課

令和3年度上灘枝線工事第1工
区

巌城 ４か月間 土木一般 PE管φ100　L=160m 指名競争入札 第２四半期(９月) 1,100 工務課

清谷地区用排水路改修工事 清谷 ５か月間 土木一般 水路補修 指名競争入札 第２四半期(９月) 1,000 地域整備課

市道側溝整備工事（6工区） 旭田町 ４か月間 土木一般 道路側溝改良　L=150m 指名競争入札 第２四半期(９月) 900 建設課

公園屋外遊具取替工事 巌城外 ４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２四半期(９月) 647 管理計画課

上井雨水排水路工事 上井 ６か月間 土木一般 大型ﾌﾘｭｰﾑ　L=40m 指名競争入札 第３四半期(10月) 1,630 工務課

市道維持業務（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(10月) 550 建設課

鴨川町住宅Ｂ棟エレベーター
かご据付工事

鴨川町 ６か月間 建築一般 エレベーターかごの据え付け 指名競争入札 第１四半期(４月) 2,946 建築住宅課

小鴨小学校プールサイド改修
工事

中河原 ２か月間 建築一般
既設防滑シート撤去、新床シート
張り

指名競争入札 第１四半期(５月) 433 教育総務課

高城小学校校舎箱樋笠木他修
繕工事

上福田 ２か月間 建築一般 校舎箱樋笠木他修繕 指名競争入札 第１四半期(６月) 308 教育総務課

高城児童センタートイレ洋式
化改修

上福田 ２か月間 建築一般 トイレ室改修、便座の洋式化 指名競争入札 第１四半期(６月) 350 子ども家庭課

交通安全施設整備工事（前
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１四半期(４月) 300 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

濁度計取付工事 東巌城町外 ６か月間 電気工事 濁度計６基 指名競争入札 第２四半期(９月) 750 工務課

農業集落排水施設電気設備外
工事

尾原外 ４か月間 電気工事
非常通報装置取替　N=23基
自動微細目スクリーン取替　1基

指名競争入札 第３四半期(10月) 3,380 工務課

余戸谷町配水池電磁流量計取
替工事

余戸谷町 ３か月間 電気工事 流量計取替　１基 指名競争入札 第３四半期(10月) 290 工務課

伯耆しあわせの郷学習棟エア
コン一式取替工事

小田 ２か月間 管工事
伯耆しあわせの郷学習棟の調理実習室、
娯楽室、小研修室、廊下のエアコン取替

指名競争入札 第１四半期(４月) 935 長寿社会課



外部公表用

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

令和３年度　倉吉市公共工事発注見通し

倉吉市文化活動センター換気
設備設置工事

住吉町 ２か月間 管工事 24時間換気設備設置 指名競争入札 第１四半期(６月) 344 地域づくり支援課

東中学校受水槽改修工事 宮川町2丁目 ３か月間 管工事 受水槽取替 指名競争入札 第２四半期(７月) 1,705 教育総務課

上井舗装復旧工事 上井 ３か月間 アスファルト
表層打替えA=520㎡、コンクリート
舗装　市道、県道ほか

指名競争入札 第１四半期(４月) 1,800 工務課

福光外舗装復旧工事 福光外 ３か月間 アスファルト 表層打替えA=1100㎡　市道外 指名競争入札 第１四半期(４月) 1,300 工務課

県道木地山倉吉線舗装復旧工
事

新町外 ３か月間 アスファルト
表層打替えA=200㎡、切削オーバー
レイA=1300㎡

指名競争入札 第１四半期(４月) 1,200 工務課

市道等地域修繕業務（舗装） 市内全域 ８か月間 アスファルト
舗装修繕等（小規模な要望箇所の
対応）

指名競争入札 第１四半期(４月) 600 建設課

市道舗装維持工事（前期） 市内全域 ５か月間 アスファルト
舗装のパッチングやポットホール
の補修

指名競争入札 第１四半期(４月) 500 建設課

市道舗装修繕工事（前期） 市内全域 ５か月間 アスファルト 舗装の打ち換え等の修繕 指名競争入札 第１四半期(５月) 500 建設課

市道上井清谷線舗装修繕工事 清谷 ４か月間 アスファルト 舗装修繕　A=3,000m2 指名競争入札 第１四半期(６月) 2,500 建設課

市道小田大塚線外舗装修繕工
事

新田外 ４か月間 アスファルト 舗装修繕　A=1,500m2 指名競争入札 第１四半期(６月) 1,500 建設課

横田舗装復旧工事 横田 ４か月間 アスファルト
表層打替えA=1300㎡
市道、農道ほか

指名競争入札 第１四半期(６月) 1,400 工務課

市道東巌城町米田町2号線舗
装修繕工事

東昭和町 ４か月間 アスファルト 舗装修繕　A=1,500m2 指名競争入札 第２四半期(８月) 1,500 建設課

森舗装復旧工事 森 ３か月間 アスファルト
表層打替えA=600㎡、路肩盛土１式
農道外

指名競争入札 第２四半期(９月) 1,400 工務課

市道舗装維持工事（後期） 市内全域 ５か月間 アスファルト
舗装のパッチングやポットホール
の補修

指名競争入札 第２四半期(９月) 500 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 舗装の打ち換え等の修繕 指名競争入札 第２四半期(９月) 500 建設課

市道住吉町円谷町線外舗装修
繕工事

駄経寺町 ４か月間 アスファルト 舗装修繕　A=1,500m2 指名競争入札 第３四半期(10月) 1,500 建設課

上福田舗装復旧工事 上福田 ３か月間 アスファルト 表層打替えA=210㎡　市道外 指名競争入札 第３四半期(10月) 500 工務課

陰橋橋梁補修工事 服部 ６か月間 塗装一般 橋長33m　桁塗装塗替等 指名競争入札 第２四半期(８月) 2,800 建設課

食彩館　屋上防水工事 駄経寺町 ３か月間 防水工事 屋上シート防水工事 指名競争入札 第２四半期(７月) 3,082 商工観光課
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農林道維持業務 市内 ７か月間 造園工事
農林道の維持
（草刈り、支障木伐採等）

指名競争入札 第１四半期(５月) 700 地域整備課

倉吉市文化活動センター排煙
用オペレーター取付工事

住吉町 １か月間 建具工事 排煙用オペレーター設置 指名競争入札 第１四半期(５月) 411 地域づくり支援課

街路上井羽合線配水管布設工
事２工区

上井 ３か月間 水道施設工事 配水管φ300　L=280ｍ 指名競争入札 第１四半期(４月) 3,300 工務課

山根(地赤)配水管布設工事 山根 ３か月間 水道施設工事 配水管φ150　L=50ｍ 指名競争入札 第１四半期(４月) 500 工務課

街路上井羽合線配水管布設工
事１工区

上井 10か月間 水道施設工事 配水管φ300　L=330ｍ 指名競争入札 第１四半期(５月) 3,000 工務課

福光配水管撤去工事 福光 ３か月間 水道施設工事 配水管φ150　L=300ｍ 指名競争入札 第１四半期(５月) 900 工務課

県道津原穴沢線配水管移設工
事

穴沢 ６か月間 水道施設工事 配水管φ150　L=60ｍ 指名競争入札 第１四半期(５月) 500 工務課

国府配水管布設工事１工区 国府 ４か月間 水道施設工事 配水管φ150　L=330ｍ 指名競争入札 第１四半期(６月) 2,600 工務課

不入岡配水管布設工事 不入岡 ４か月間 水道施設工事 配水管φ150　L=260ｍ 指名競争入札 第１四半期(６月) 2,600 工務課

見日町外消火栓設置工事 見日町外 ３か月間 水道施設工事 地下式消火栓　３基 指名競争入札 第１四半期(６月) 390 工務課

馬場町送配水管布設工事 馬場町 ７か月間 水道施設工事
配水管φ250　L=400ｍ
送水管φ150　L=180ｍ

指名競争入札 第２四半期(７月) 4,900 工務課

金森町配水管布設工事 金森町 ４か月間 水道施設工事 配水管φ75　L=170ｍ 指名競争入札 第２四半期(８月) 1,300 工務課

東巌城駄経寺１号橋水管橋架
け替え工事

東巌城町 ５か月間 水道施設工事
ステンレス水管橋350A（12.5ｍ）
N=1箇所

指名競争入札 第２四半期(９月) 3,100 工務課

堺町１丁目配水管布設工事 堺町１丁目 ４か月間 水道施設工事 配水管φ75　L=50ｍ 指名競争入札 第２四半期(９月) 300 工務課

倉吉博物館重要文化財等防災
施設（警報設備）整備事業

仲ノ町 ２か月間 消防施設工事 警報設備の更新 指名競争入札 第１四半期(６月) 363 博物館


