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西部 湖西市 危機管理課 海釣公園土砂受入関連工事
静岡県湖西市
新居町新居

一般競争 土木一式工事 第2四半期 6ヶ月 伐採工　一式

西部 湖西市 下水道課 特環松山地区枝線管渠築造工事
静岡県湖西市
新居町浜名

一般競争 土木一式工事 第2四半期 4ヶ月 開削工L=29m

西部 湖西市 下水道課 公共鷲津地区取付管設置工事
静岡県湖西市
鷲津

一般競争 土木一式工事 第1四半期 3ヶ月 推進工L=９m

西部 湖西市 下水道課 公共鷲津地区枝線管渠築造工事
静岡県湖西市
鷲津

一般競争 土木一式工事 第2四半期 6ヶ月 開削工L=218m

西部 湖西市 下水道課 公共岡崎３号幹線及び新所原地区枝線管渠築造工事
静岡県湖西市
新所原２丁目

一般競争 土木一式工事 第2四半期 7ヶ月 推進工L=118m

西部 湖西市 下水道課 公共岡崎地区枝線管渠築造工事（２工区）
静岡県湖西市
新所原東

一般競争 土木一式工事 第2四半期 8ヶ月 開削工L=469m

西部 湖西市 下水道課 公共岡崎地区枝線管渠築造工事（１工区）
静岡県湖西市
新所原東

一般競争 土木一式工事 第1四半期 8ヶ月 開削工L=389m

西部 湖西市 下水道課 公共三ツ谷地区枝線管渠築造工事
静岡県湖西市
新居町中之郷

一般競争 土木一式工事 第2四半期 8ヶ月 開削工L=364m

西部 湖西市 下水道課 公共あけぼの地区枝線管渠築造工事（２工区）
静岡県湖西市
新居町中之郷

一般競争 土木一式工事 第2四半期 8ヶ月 開削工L=313m

西部 湖西市 下水道課 公共あけぼの地区枝線管渠築造工事（１工区）
静岡県湖西市
新居町中之郷

一般競争 土木一式工事 第1四半期 10ヶ月 開削工L=447m

西部 湖西市 資産経営課 中央図書館西側職員駐車場整備工事
静岡県湖西市
吉美

一般競争 舗装工事 第3四半期 4ヶ月 駐車場整備Ａ＝540㎡

西部 湖西市
スポーツ・生涯学習

課
湖西運動公園トイレ改修工事

静岡県湖西市
吉美

一般競争 土木一式工事 第2四半期 6ヶ月 トイレ改修工事　N=１箇所

西部 湖西市 建築住宅課 市営栄町住宅屋根改修工事
静岡県湖西市
鷲津

一般競争 建築一式工事 第3四半期 3ヶ月 市営住宅の屋根防水改修工事　一式

西部 湖西市 建築住宅課 市営川尻住宅内装・設備改修工事
静岡県湖西市
吉美

一般競争 建築一式工事 第1四半期 3ヶ月 市営住宅の内装・設備改修工事　一式

西部 湖西市 新居支所 新居地域センター改修工事（昇降機）
静岡県湖西市
新居町浜名

一般競争
機械器具設置工

事
第2四半期 7ヶ月 老朽化部分の改修、既存不適格の解消　等

西部 湖西市 新居支所 新居地域センター改修工事（機械設備）
静岡県湖西市
新居町浜名

一般競争 管工事 第1四半期 11ヶ月
ホール空調設備更新、視聴覚室空調設備更新、トイレ改
修、受水槽撤去、給水管更新、消火栓ポンプ更新　等

西部 湖西市 新居支所 新居地域センター改修工事（電気設備）
静岡県湖西市
新居町浜名

一般競争 電気工事 第1四半期 11ヶ月 ホール照明設備・音響設備改修、各室照明改修　等

西部 湖西市 新居支所 新居地域センター改修工事（建築）
静岡県湖西市
新居町浜名

一般競争 建築一式工事 第1四半期 11ヶ月
玄関ハネダシ補強、吊り天井改修、自然排煙装置整備、エ
ルミン窓補修、ホール防音扉・固定席改修、各室・トイレ改
修　等

西部 湖西市 環境課 新居斎場進入道路整備工事（２工区）
静岡県湖西市
新居町中之郷

一般競争 土木一式工事 第2四半期 9ヶ月
土工N=1式
排水構造物工N=1式
伐採工N=1式

西部 湖西市 環境課 新居斎場進入道路整備工事（３工区）
静岡県湖西市
新居町中之郷

一般競争 土木一式工事 第3四半期 6ヶ月
土工N=1式
補強盛土工N=1式
舗装工N=1式

西部 湖西市 管理課 市立湖西病院　西側屋上防水改修工事
静岡県湖西市
鷲津

一般競争 建築一式工事 第3四半期 6ヶ月 西側屋上防水工事

西部 湖西市 管理課 市立湖西病院　外壁タイル改修工事
静岡県湖西市
鷲津

一般競争 建築一式工事 第3四半期 6ヶ月 外壁タイル改修工事

西部 湖西市 教育総務課 湖西市立鷲津中学校中校舎長寿命化工事（建築）
静岡県湖西市
鷲津

一般競争 建築一式工事 第2四半期 12ヶ月 校舎（RC造3F延床面積約2,250㎡）の長寿命化改修工事

西部 湖西市 教育総務課 湖西市立鷲津中学校中校舎長寿命化工事（電気）
静岡県湖西市
鷲津

一般競争 電気工事 第2四半期 12ヶ月 校舎（RC造3F延床面積約2,250㎡）の長寿命化改修工事

西部 湖西市 教育総務課 湖西市立鷲津中学校中校舎長寿命化工事（機械）
静岡県湖西市
鷲津

一般競争 管工事 第2四半期 12ヶ月 校舎（RC造3F延床面積約2,250㎡）の長寿命化改修工事

西部 湖西市 教育総務課 湖西市立新居小学校放課後児童クラブ建設工事
静岡県湖西市
新居町新居

一般競争 建築一式工事 第1四半期 7ヶ月 放課後児童クラブ（S造2F延床面積約250㎡）の新設

西部 湖西市 教育総務課 湖西市立新居小トイレ改修工事
静岡県湖西市
新居町新居

一般競争 建築一式工事 第1四半期 5ヶ月 校舎（RC造3F延床面積約3,121㎡）のトイレ改修工事

西部 湖西市 教育総務課 湖西市立新居小学校北校舎屋上防水工事
静岡県湖西市
新居町新居

一般競争 防水工事 第2四半期 3ヶ月 校舎（RC造3F延床面積1,678㎡）の屋上防水改修工事

西部 湖西市 教育総務課 湖西市立旧内山保育園解体工事
静岡県湖西市
新居町内山

一般競争 解体工事 第1四半期 6ヶ月 園舎（ＲＣ造2F延床面積843㎡）の解体工事

西部 湖西市 教育総務課
湖西市立新居中学校体育館天井等落下防止対策工
事

静岡県湖西市
新居町中之郷

一般競争 建築一式工事 第1四半期 7ヶ月
体育館（RC造一部S造延床面積約1,800㎡）の天井等落下
対策工事

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町
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西部 湖西市 水道課 令和4年度　中岡2号線配水管布設替工事
静岡県湖西市
新所

一般競争 土木一式工事 第1四半期 4ヶ月 PPφ50　L=40ｍ

西部 湖西市 水道課 イトーピア7号線他5路線配水管布設替工事
静岡県湖西市
駅南2丁目

一般競争 土木一式工事 第2四半期 6ヶ月 PPφ100・75　L=910ｍ

西部 湖西市 水道課 （主）豊橋湖西線配水管布設替工事（その1）
静岡県湖西市
古見

一般競争 土木一式工事 第1四半期 7ヶ月 GXφ300、PPφ100・75　L=860ｍ

西部 湖西市 水道課 （主）豊橋湖西線配水管布設替工事（その2）
静岡県湖西市
吉美

一般競争 土木一式工事 第2四半期 6ヶ月 GXφ350・300・200、PPφ150・75　L=455ｍ

西部 湖西市 水道課 河原南1号線他4路線配水管布設替工事
静岡県湖西市
鷲津

一般競争 土木一式工事 第1四半期 5ヶ月 PPφ100・75　L=426ｍ

西部 湖西市 水道課 尻枝3号線他3路線配水管布設替工事
静岡県湖西市
鷲津

一般競争 土木一式工事 第2四半期 5ヶ月 PPφ100・75・50　L=440ｍ

西部 湖西市 水道課 宮ノ谷5号線他1.路線配水管布設替工事
静岡県湖西市
古見

一般競争 土木一式工事 第1四半期 5ヶ月 PPφ75・50　L=300ｍ

西部 湖西市 水道課 一ノ宮3号線配水管布設替工事
静岡県湖西市
吉美

一般競争 土木一式工事 第3四半期 5ヶ月 PPφ50　L=380ｍ

西部 湖西市 水道課 元町坊瀬線他1路線配水管布設替工事
静岡県湖西市
白須賀

一般競争 土木一式工事 第2四半期 5ヶ月 PPφ75・50　L=230ｍ

西部 湖西市 水道課 住吉線（添架管）配水管布設替工事
静岡県湖西市
新居町新居

一般競争 土木一式工事 第3四半期 5ヶ月 WEETAφ150、PPφ150　L=30ｍ

西部 湖西市 水道課 （都）鷲津駅谷上線配水管布設替工事
静岡県湖西市
鷲津

一般競争 土木一式工事 第1四半期 6ヶ月 GXφ300、PPφ100　L=300ｍ

西部 湖西市 水道課 新所原東地内配水管布設替工事
静岡県湖西市
新所原東

一般競争 土木一式工事 第1四半期 4ヶ月 PPφ50　L=65ｍ

西部 湖西市 水道課 知波田配水場更新工事
静岡県湖西市
知波田

一般競争 水道施設工事 第2四半期 18ヶ月 配水場設備更新　N=1箇所

西部 湖西市 水道課 新所原南2号井ケーシング設置工事
静岡県湖西市
岡崎

一般競争 さく井工事 第2四半期 6ヶ月 ロータリー工法　φ300　L=150ｍ

西部 湖西市 水道課
イトーピア６号線他２路線配水管布設替工事に伴う舗
装復旧工事

静岡県湖西市駅南１
丁目他１地内

一般競争 舗装工事 第1四半期 4ヶ月 A=1300ｍ2

西部 湖西市 水道課 中之郷北配水池解体工事
静岡県湖西市
新居町中之郷

一般競争 解体工事 第2四半期 6ヶ月 N=1箇所

西部 湖西市 都市計画課
浜名湖西岸土地区画整理事業（都）大倉戸茶屋松線
道路整備工事（その６）

静岡県湖西市
新居町内山　他

一般競争 土木一式工事 第1四半期 6ヶ月
施工延長L=100ｍ
発注者：浜名湖西岸土地区画整理組合

西部 湖西市 都市計画課
浜名湖西岸土地区画整理事業（都）大倉戸茶屋松線
道路整備工事（その７）

静岡県湖西市
新居町内山　他

一般競争 土木一式工事 第1四半期 10ヶ月
施工延長L=100ｍ
発注者：浜名湖西岸土地区画整理組合

西部 湖西市 土木課 鷲津跨線人道橋橋梁補修工事
静岡県湖西市
鷲津

一般競争 鋼構造物工事 第1四半期 9ヶ月 橋梁補修工　N=1橋

西部 湖西市 土木課 令和4年度　市道中岡2号線道路維持工事
静岡県湖西市
新所

一般競争 土木一式工事 第1四半期 4ヶ月
工事延長 L=50m
排水工　舗装工

西部 湖西市 土木課 市道南上ノ原61号線道路維持工事
静岡県湖西市
南台二丁目

一般競争 土木一式工事 第1四半期 5ヶ月
工事延長 L=170m
排水工　舗装工

西部 湖西市 土木課 市道東笠子6号線舗装補修工事
静岡県湖西市
白須賀

一般競争 舗装工事 第1四半期 6ヶ月
工事延長 L=400m
舗装工

西部 湖西市 土木課 市道グランド笠子線舗装補修工事
静岡県湖西市
吉美

一般競争 舗装工事 第1四半期 4ヶ月
工事延長 L=200m
舗装工

西部 湖西市 土木課 新所原笠子線道路改良工事
静岡県湖西市
南台四丁目

一般競争 土木一式工事 第3四半期 4ヶ月
施工延長L=42ｍ
排水工　舗装工

西部 湖西市 土木課 （都）鷲津駅谷上線道路整備工事
静岡県湖西市
鷲津

一般競争 土木一式工事 第3四半期 4ヶ月
施工延長L=91ｍ
排水工　舗装工

西部 湖西市 土木課 風の杜公園防球ネット設置工事
静岡県湖西市
鷲津

一般競争 造園工事 第2四半期 5ヶ月
施工延長L=48ｍ
防球ネット設置工

西部 湖西市 土木課 表鷲津湖岸3号公園芝生植栽工事
静岡県湖西市
鷲津

一般競争 造園工事 第2四半期 5ヶ月 芝生植栽工 A=5,000㎡

西部 国税庁名古屋国税局
名古屋国税局
総務部会計課

掛川税務署給排水設備改修工事 静岡県掛川市 静岡県掛川市 一般競争入札 建築工事一式 第一四半期 約６ヶ月 給排水設備改修

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　浜松道路管内道路整備工事

浜松河川国道事務
所管内

一般競争入札 維持修繕工事 第２四半期 約18ヶ月
道路土工　１式、舗装工　１式、防護柵工　１式、標識工　１
式、　区画線工　１式、道路付属施設工　１式、構造物撤去
工　１式、仮設工　１式

【６月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】【施工箇所点在】

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　掛川維持管内防災工事 島田市志戸呂 掛川市八坂 一般競争入札 一般土木工事 第２四半期 約7ヶ月 道路土工　１式、法面工　１式、仮設工　１式

【６月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】【施工箇所点在】
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　１号浜松地区橋梁補修工事 浜松市東区北島町

浜松市西区篠原
町

一般競争入札 橋梁補修工事 第２四半期 約7ヶ月

【一般土木系】
篠原橋　舗装打ち替え工 １式、橋梁補修工（縦目地止水
工）、橋梁補修工　１式、舗装工　１式、仮設工　１式
（安新高架橋）

【６月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】【施工箇所点在】

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　１号浜名大橋橋梁補修工事 浜松市西区舞阪町

湖西市新居町新
居

一般競争入札 橋梁補修工事 第２四半期 約7ヶ月
【一般土木系】
浜名大橋　橋梁補修工（断面修復工、表面被覆工、ひび割
れ補修工、排水管補修工）１式、その他：仮設工 １式

【６月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　１号浜松道路管内舗装修繕工事

浜松河川国道事務
所管内

一般競争入札
アスファルト舗装

工事
第２四半期 約5ヶ月

舗装工　１式、区画線工　１式、橋梁付属物工　　１式、仮設
工　１式

【６月公告予定】
発注規模：８０百万円以上１２０百万
円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】【施工箇所点在】

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　浜松道路管内路面補修工事

浜松河川国道事務
所管内

一般競争入札
アスファルト舗装

工事
第３四半期 約4ヶ月 舗装工　１式、区画線工　１式、仮設工　１式

発注規模：８０百万円以上１２０百万
円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】【施工箇所点在】

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　掛川維持管内西部維持修繕工事 掛川市上西郷 磐田市小立野 一般競争入札 維持修繕工事 第２四半期 約25ヶ月 道路維持　１式、　道路修繕　１式

【５月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６８０百
万円未満
その他：（分任官）【参加者確認型契
約方式】

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　浜松維持管内維持修繕工事 磐田市小立野

浜松市天竜区佐
久間町

一般競争入札 維持修繕工事 第２四半期 約25ヶ月 道路維持　１式、　道路修繕　１式

【５月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６８０百
万円未満
その他：（分任官）【参加者確認型契
約方式】

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所

令和５年度　１号浜松道路道路情報表示設備整備工
事

浜松河川国道事務
所管内

一般競争入札 通信設備工事 第２四半期 約7ヶ月
道路情報板更新　３基
道路情報板ＭＣ更新　１式

【５月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）
【特例監理技術者配置可能工事】

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　浜松河川国道通信設備整備工事

浜松河川国道事務
所管内

一般競争入札 通信設備工事 第２四半期 約7ヶ月

ＣＣＴＶ管理サーバ更新　１式
ＣＣＴＶカメラ新設　９基、更新　２１基
Ｌ３ＳＷ（シャーシ型）更新　１台
Ｌ２ＳＷ（支線系用）新設　９台、更新　２１台

【５月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）
【特例監理技術者配置可能工事】

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　菊川大石上流河道整備工事 菊川市大石地先 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約8ヶ月

河道掘削工　Ｖ＝４，０００ｍ３
低水護岸工　Ｌ＝１１０ｍ

【５月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：（分任官）【補正】
【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　天竜川飯田上流河道掘削工事

浜松市中区老間地
先

一般競争入札 一般土木工事 第２四半期 約7ヶ月 河川掘削（掘削工　２５，０００ｍ３）

【６月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　菊川半済地区築堤護岸工事 菊川市半済地先 一般競争入札 一般土木工事 第２四半期 約10ヶ月 築堤護岸工　１式、アスファルト舗装工　１式

発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所

令和５年度　天竜川ダム再編佐久間ダム下流整備工
事

天竜区佐久間町 一般競争入札 一般土木工事 第２四半期 約15ヶ月 法面工　１式、河川土工　１式

発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　菊川堤防維持管理修繕工事 掛川市 菊川市 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約12ヶ月

堤防除草　１式（約１，５９０，０００ｍ２）、河川維持　１式、河
川修繕　１式、出水時巡視　１式

発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　天竜川左岸堤防維持管理修繕工事 磐田市 浜松市 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約12ヶ月

堤防除草　１式（約１，２１０，０００ｍ２）、河川維持　１式、河
川修繕　１式、出水時巡視　１式

発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：（分任官）

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　天竜川右岸堤防維持管理修繕工事 浜松市 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約12ヶ月

堤防除草　１式（約１，０３０，０００ｍ２）、河川維持　１式、河
川修繕　１式、出水時巡視　１式

発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：（分任官）

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　新豊根ダム維持工事 北設楽郡豊根村 浜松市 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約12ヶ月

除草　１式、河川維持　１式（清掃工　１式、整備工　１式、
付属物設置工　１式、応急処理工　１式）

発注規模：３０百万円未満
その他：（分任官）【参加者確認型契
約方式】

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　浜松河川菊川水門設備修繕工事 菊川市 掛川市 一般競争入札 機械設備工事 第１四半期 約8ヶ月

開閉装置更新　１基
扉体塗替塗装　１門
扉体更新（ＳＵＳ化）　２箇所

【４月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　浜松河川管内機械設備修繕工事

浜松河川国道事務
所管内

一般競争入札 機械設備工事 第１四半期 約7ヶ月 管内機械設備修繕　１式

【５月公告予定】
発注規模：３０百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所

令和５年度　浜松河川江川排水機場ポンプ設備修繕
工事

菊川市河東 一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約12ヶ月 水中モータポンプ更新　６基

発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　浜松河川国道管内道路照明更新工事

浜松河川国道事務
所管内

一般競争入札 電気設備工事 第１四半期 約9ヶ月
三遠トンネル基本照明ＬＥＤ化　１式
1号道路照明ＬＥＤ化　１式

【４月公告予定】
発注規模：５０百万円以上８０百万
円未満（分任官）
その他：【補正】【企業能力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工

西部
国土交通省中部地方

整備局
浜松河川国道事務所 令和５年度　浜松道路管内舗装修繕工事

浜松河川国道事務
所管内

一般競争入札
アスファルト舗装

工事
第１四半期 約6ヶ月

舗装工　１式、区画線工　１式、橋梁補修工　　１式、仮設工
１式

【５月公告予定】
発注規模：８０百万円以上１２０百万
円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】【施工箇所点在】

西部
国土交通省中部地方

整備局
静岡営繕事務所

令和５年度　磐田地方合同庁舎エレベーター設備改
修工事

磐田市見付 一般競争入札 機械設備工事 第１四半期 約9ヶ月
庁舎（ＲＣー４　２，０９９ｍ２）
エレベーター設備改修（乗用１１人乗り１基）

【４月公告予定】
発注規模：３０百万円以上６０百万
円未満
その他：（分任官）【企業能力評価
型】【特例監理技術者配置可能工
事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

西部
国土交通省中部地方

整備局（港湾）
清水港湾事務所

令和５年度　御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物
撤去工事

御前崎港内 一般競争入札 港湾土木工事 1 6 波除堤上部工撤去(60ｍ) 150百万円以上250百万円未満

西部
国土交通省中部地方

整備局（港湾）
清水港湾事務所

令和５年度　御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物
撤去工事（その2）

御前崎港内 一般競争入札 港湾土木工事 2 7 波除堤撤去（ケーソン2函）、基礎工撤去 90百万円以上150百万円未満

西部 財務省東海財務局 静岡財務事務所 浜松地区国有地樹木伐採等工事
静岡県浜松市南区
内

一般競争入札 造園工事 第1四半期 約7か月 樹木伐採及び草刈

西部 静岡県 御前崎港管理事務所 御前崎港海岸御前崎地区胸壁嵩上工事第７工区
静岡県御前崎市港
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 1 約７ヶ月 胸壁嵩上工 L=83m 6千万円～1億円未満

西部 静岡県 御前崎港管理事務所 御前崎港海岸御前崎地区胸壁嵩上工事第８工区
静岡県御前崎市港
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 1 約７ヶ月 胸壁嵩上工 L=89m 3千万円～6千万円未満

西部 静岡県 財務局資産経営課 県立森林公園森の家他劣化診断業務委託
静岡県浜松市浜北
区根堅地内他

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築 1 令和6年1月まで

西部 静岡県 教育部教育施設課 天竜高等学校大沢演習林法面修繕工事
静岡県浜松市天竜
区山東地内

指名競争入札 土木一式工事 1
令和５年５月から令

和５年９月
切土法面整形・植生工

西部 静岡県 教育部教育施設課 浜松西高等学校法面修繕工事
静岡県浜松市中区
西伊場町地内

指名競争入札 土木一式工事 2
令和５年７月から令

和４年１２月
グラウンドアンカー
構造物取り壊し・切土法面整形
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。
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【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 静岡県 西部農林事務所 令和4年度山村道路網整備観音山１線（舗装）工事
静岡県浜松市天竜
区天竜区石神

事後審査型制限付き
一般競争入札

舗装工事 1 R5.7～R5.11 林道舗装 3千万円～6千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水幹
線掛地区用水路補修１工事

静岡県浜松市西区
神原町

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 1 R5.6 ～ R7.2 管水路工　L=900m １億円以上

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水支
線地区用水路１工事

静岡県浜松市西区
雄踏町山崎

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 R5.7 ～ R6.12 用水路工　L=650m １億円以上

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度かんがい排水（一般）三方原北部幹線掛地
区用水路補修１工事

静岡県浜松市北区
細江町中川

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 1 R5.6 ～ R7.2 管水路工　L=800m １億円以上

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度かんがい排水（一般）三方原庄内用水幹線
地区用水路補修１工事

静岡県浜松市北区
細江町中川

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 1 R5.6 ～ R7.2 管水路工　L=600m １億円以上

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度かんがい排水（一般）三方原根洗用水路地
区用水路１工事

静岡県浜松市北区
三方原町

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 R5.7 ～ R6.7 分水工改修　N=２箇所 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度かんがい排水（一般）三方原篠原用水幹線
地区用水路１工事

静岡県浜松市西区
篠原町

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 1 R5.6 ～ R6.2 管水路工　L=200m ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区工
事

静岡県浜松市南区
米津町地内

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 R5.9 ～ R6.3 排水路工L=100ｍ ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区排
水路１工事

静岡県浜松市南区
米津町地内

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 R5.7 ～ R6.3 排水路工L=100ｍ ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区排
水路２工事

静岡県浜松市南区
米津町地内

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 R5.7 ～ R6.3 排水路 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため
池群馬込川地区堤体改修1工事

静岡県浜松市浜北
区宮口

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 R5.6 ～ R6.3 ため池堤体付帯工 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲
雑用水施設１工事

静岡県浜松市天竜
区春野町和泉平

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 R5.6 ～ R6.3 浄化施設等　１式 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲
雑用水２工事

静岡県浜松市天竜
区大栗安

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 3 R5.11 ～ R6.10 配管工　Ｌ＝2000ｍ ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 西部農林事務所 令和5年度地すべり対策天竜地区排水路１工事
静岡県浜松市天竜
区横山町

一般競争入札 土木一式工事 1 R5.7 ～ R6.2 排水路L=80m １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度地すべり対策天竜西部地区横孔ボーリン
グ１工事

静岡県浜松市天竜
区大栗安

一般競争入札 さく井工事 1 R5.6 ～ R5.12 横孔ボーリング1式 １千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度地すべり対策相津３期地区水抜きボーリン
グ１工事

静岡県浜松市天竜
区相津

制限付き一般競争入
札

さく井工事 3 R5.9 ～ R6.2 水抜きボーリング　L=300m １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度地域用水環境整備いなさ湖地区場内配管
工１工事

静岡県浜松市北区
引佐町川名

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 1 R5.6 ～ R6.11 管路工L=100m １億円以上

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度地域用水環境整備いなさ湖地区電気設備
付帯工２工事

静岡県浜松市北区
引佐町川名

事後審査型制限付き
一般競争入札

電気工事 1 R5.6 ～ R7.1 電気設備工　１式 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）三方原
南部幹線掛下流地区用水路１工事

静岡県浜松市西区
大久保町

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 R5.7 ～ R6.7 管水路工　L=400m、機場整備　N=1箇所 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）浜名湖
北部幹線地区弁類更新１工事

静岡県浜松市北区
細江町小野

事後審査型制限付き
一般競争入札

管工事 1 R5.6 ～ R6.1 弁類更新工　１式 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度特定農業用管水路等特別対策伊佐見・灰
の木原・雄踏１期地区用水路１工事

静岡県浜松市北区
都田町地内

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 R5.9 ～ R6.2 管水路工　L＝1,000ｍ ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度特定農業用管水路等特別対策伊佐見・灰
の木原・雄踏１期地区用水路２工事

静岡県浜松市西区
雄踏町宇布見地内

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 R5.7 ～ R6.2 用水路工　L=150ｍ １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度特定農業用管水路等特別対策灰の木原２
期地区用水路2工事

静岡県浜松市北区
都田町

事後審査型制限付き
一般競争入札

管工事 2 R5.8 ～ R6.10 配管工L=2000m ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度特定農業用管水路等特別対策灰の木原２
期地区用水路１工事

静岡県浜松市北区
都田町

一般競争入札 土木一式工事 1 R5.7 ～ R6.2 配管工L=400ｍ １千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度特定農業用管水路等特別対策雄踏２期地
区用水路１工事

静岡県浜松市西区
雄踏町宇布見

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 R5.8 ～ R6.3 管水路工　L=200m １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度特定農業用管水路等特別対策雄踏２期地
区用水路１工事

静岡県浜松市西区
雄踏町宇布見

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 R5.8 ～ R6.3 管水路工　L=200m １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度特定農業用管水路等特別対策雄踏２期地
区用水路２工事

静岡県浜松市西区
雄踏町山崎

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 R5.8 ～ R6.5 管水路工　L=400m ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度特定農業用管水路等特別対策雄踏２期地
区用水路２工事

静岡県浜松市西区
雄踏町山崎

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 R5.8 ～ R6.5 管水路工　L=400m ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ケ日みか
んの里地区一ノ倉ハ号農道４工事

静岡県浜松市北区
三ケ日町福長

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 R5.8 ～ R6.5 農道工L=200m ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ケ日みか
んの里地区大谷農道１工事

静岡県浜松市北区
三ケ日町大谷

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 1 R5.4 ～ R5.10
農道整備工
L=200m

１千万円～３千万円未満
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ケ日みか
んの里地区大谷農道６工事

静岡県浜松市北区
三ケ日町大谷

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 4 R6.2 ～ R6.10 農道工L=200m ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ケ日みか
んの里地区谷下農道５工事

静岡県浜松市北区
三ケ日町只木

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 4 R6.1 ～ R6.9 農道工L=200m ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ケ日みか
んの里地区釣農道７工事

静岡県浜松市北区
三ケ日町釣

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 4 R6.3 ～ R6.10 農道工L=200m ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木
地区区画整理１工事

静岡県浜松市北区
三ケ日町只木

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 3 R5.11 ～ R6.3 区画整理工１式 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ
入・釣地区区画整理１工事

静岡県浜松市北区
三ケ日町平山

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 4 R6.2 ～ R6.9 区画整理工　１式 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所 令和5年度県単治山（施設等管理）新橋町工事
静岡県浜松市南区
新橋町

制限付き一般競争入
札

造園工事 2 R5.8 ～ R6.1 森林整備　1式 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所 令和5年度県土強靭化対策（治山）神子川工事
静岡県浜松市北区
引佐町田沢

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 R5.8 ～ R6.1 山腹工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所 令和5年度県土強靭化対策（治山）高根山工事
静岡県浜松市浜北
区尾野

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 3 R5.11 ～ R6.3 山腹工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度経営体樹園地再編整備三ヶ日北部地区園
内道１工事

静岡県浜松市北区
三ケ日町只木

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 R5.7 ～ R6.2
園内道舗装工
L=1000m

１千万円～３千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所 令和5年度経営体樹園地再編整備大平地区工事
静岡県浜松市浜北
区大平

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 R5.9 ～ R6.2 農道 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度経営体樹園地再編整備天竜阿多古地区付
帯１工事

静岡県浜松市天竜
区西藤平ほか

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 R5.9 ～ R6.3 付帯工1式 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度経営体育成基盤整備事業上善地地区区画
整理１工事

静岡県浜松市浜北
区上善地

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 R5.7 ～ R6.2 土工　１式 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度経営体育成基盤整備事業村櫛前田沖地区
排水路１工事

静岡県浜松市西区
村櫛町

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 4 R6.1 ～ R7.2 排水路工　L=150ｍ、農道工　L=150ｍ ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和5年度農道整備（一般・農道保全）浜名湖西部地
区農道舗装３工事

静岡県湖西市大知
波

事後審査型制限付き
一般競争入札

舗装工事 3 R5.11 ～ R6.3 舗装工１式 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和５年度ふれあい林道整備大尾大日山線1工区工
事

静岡県浜松市天竜
区春野町花島

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 R5.8～R6.3 林道開設 3千万円～6千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和５年度ふれあい林道整備大尾大日山線２工区（４
繰越）工事

静岡県浜松市天竜
区春野町花島

事後審査型制限付き
一般競争入札

とび・土工・コンク
リート工事

1 R5.4～R5.11 林道開設（アンカー工、のり面工等） 3千万円～6千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和５年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）
五島東河輪増設排水機場地区ポンプ設備１工事

静岡県浜松市南区
三新町

制限付き一般競争入
札

機械器具設置工
事

1 R5.5～R5.11 排水機修繕工事　１基 3千万円～6千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所 令和５年度山村道路網整備観音山１線（改良）工事
静岡県浜松市天竜
区天竜区西藤平

事後審査型制限付き
一般競争入札

とび・土工・コンク
リート工事

1 R5.6～R5.12 林道改良 1千万円～2千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和５年度森林環境保全整備地八吉沢線６工区（４補
正）工事

静岡県浜松市天竜
区佐久間町浦川

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 1 R5.5～R5.11 林道開設 1千万円～3千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所 令和５年度治山（地すべり）下里工事
静岡県浜松市天竜
区龍山町瀬尻（下
里）

事後審査型制限付き
一般競争入札

とび・土工・コンク
リート工事

2 R5.9～R6.2 集水井１基 1億円以上

西部 静岡県 西部農林事務所 令和５年度治山（復旧）青瀬工事
静岡県浜松市天竜
区龍山町瀬尻（青
瀬）

指名競争入札 土木一式工事 1 R5.5～R5.8 谷止工１基修繕 1千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所 令和５年度治山（流域治水）西沢工事
静岡県浜松市天竜
区春野町砂川（西
沢）

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 1 R5.6～R5.12 谷止工１基 6千万円～1億円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和５年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ケ日みか
んの里地区畑かん２工事

静岡県浜松市北区
三ケ日町日比沢

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 1 R5.6 ～ R5.10
用水管路工
L=1000m

１千万円～３千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和５年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ケ日みか
んの里地区釣農道３工事

静岡県浜松市北区
三ケ日町釣

指名競争入札 土木一式工事 1 R5.6 ～ R5.9
側溝工１式，
付帯工１式

１千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所 令和５年度県単治山地すべり（施設等管理）大西工事
静岡県浜松市天竜
区春野町和泉平（大
西）

指名競争入札 土木一式工事 1 R5.6～R5.9 流路工修繕 1千万円～3千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所 令和５年度県単治山（施設等管理）中島工事
静岡県浜松市天竜
区小川（中島）

指名競争入札 土木一式工事 1 R5.5～R5.8 水路工修繕　50ｍ 1千万円～3千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所 令和５年度県単治山（施設等管理）仇山工事
静岡県浜松市天竜
区春野町気田（仇
山）

指名競争入札 土木一式工事 1 R5.5～R5.8 水路工修繕　100ｍ 1千万円～3千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所 令和５年度県単治山（施設等管理）向山工事
静岡県浜松市天竜
区春野町気田（向
山）

指名競争入札 土木一式工事 1 R5.5～R5.8 水路工修繕　50ｍ 1千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所 令和５年度県単治山（施設等管理）西沢工事
静岡県浜松市天竜
区春野町堀之内（西
沢）

指名競争入札 土木一式工事 1 R5.5～R5.8 水路工修繕　30ｍ 1千万円～3千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和５年度農道整備（一般・農道保全）浜名湖西部地
区橋梁耐震補強１工事

静岡県湖西市大知
波地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 R5.8 ～ R6.3
橋梁耐震補強工事
１式

１千万円～３千万円未満
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【西部地区の発注見通し】
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地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 静岡県 西部農林事務所
令和５年度農道整備（一般・農道保全）浜名湖西部地
区農道舗装２工事

静岡県湖西市大知
波

事後審査型一般競争
入札

舗装工事 1 R5.6 ～ R5.12 舗装工１式 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所 令和５年度道整備推進交付金地八吉沢線１工区工事
静岡県浜松市天竜
区佐久間町浦川

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 R5.7～R6.3 林道開設 3千万円～6千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所 令和５年度道整備推進交付金地八吉沢線２工区工事
静岡県浜松市天竜
区佐久間町浦川

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 R5.7～R6.3 林道開設 3千万円～6千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所 令和５年度道整備推進交付金地八吉沢線５工区工事
静岡県浜松市天竜
区佐久間町浦川

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 R5.7～R6.2 林道開設 3千万円～6千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和５年度道整備推進交付金池の平矢岳線２工区（4
繰越）工事

静岡県浜松市天竜
区水窪町奥領家

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 1 R5.5～R5.11 林道開設 3千万円～6千万円未満

西部 静岡県 西部農林事務所
令和５年度農地防災ダム管理事業都田川ダム地区管
理委託その６

静岡県浜松市北区
引佐町西久留米木

指名競争入札 除草 2 R5.7～R5.11 除草作業 8百万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度ため池等整備（一般型）奥山沢池地区ため
池整備1工事

静岡県掛川市遊家
制限付き一般競争入

札
土木一式工事 1 R5.6 ～ R6.1 下流側堤体盛土 V=1,500m3 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度ため池群整備ため池群原野谷川１期地区
初馬谷川池整備１工事

静岡県掛川市初馬 指名競争入札 土木一式工事 1 R5.5 ～ R5.11 As舗装工　Ａ=285m2 １千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度ため池群整備ため池群筬川地区中田西ノ
谷池整備3工事

静岡県御前崎市比
木

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 R5.7 ～ R6.2 ため池整備　１箇所 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度ため池群整備ため池群筬川地区勝佐新池
整備2工事

静岡県御前崎市比
木

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 R5.6 ～ R5.12 ため池整備　１箇所 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度ため池群整備ため池群筬川地区唐木ヶ谷
池整備4工事

静岡県御前崎市比
木

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 R5.9 ～ R6.2 仮設道路工 1式 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度ため池群整備ため池群菊川水系掛川地区
林ノ谷池整備2工事

静岡県掛川市上土
方峰向

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 R5.6 ～ R6.2 ため池整備　１箇所 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度ため池群整備ため池群菊川水系掛川地区
貝ヶ沢口池整備１工事

静岡県掛川市高瀬
制限付き一般競争入

札
土木一式工事 1 R5.5 ～ R6.2 ため池整備　１箇所 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度ため池群整備ため池群菊川水系菊川地区
丑池２工事工事

静岡県菊川市東横
地

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 R5.8 ～ R6.2 ため池整備　Ｎ＝1式 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度ため池群整備ため池群菊川水系菊川地区
樽ヶ谷池整備３工事工事

静岡県菊川市吉沢
制限付き一般競争入

札
土木一式工事 2 R5.8 ～ R6.1 ため池整備　Ｎ＝１式 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度ため池群整備ため池群菊川水系菊川地区
赤土新池整備１工事

静岡県菊川市赤土
制限付き一般競争入

札
土木一式工事 2 R5.8 ～ R6.2 ため池整備　Ｎ＝１箇所 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）ため
池群新野川２期地区牛蒡ヶ谷池1工事

静岡県御前崎市新
野

指名競争入札 土木一式工事 1 R5.7 ～ R5.12 仮設道路工 1式 １千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度ふれあい林道整備大尾大日山線工事
静岡県周智郡森町
三倉

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 R5.6 ～ R6.1 林道開設工事 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度土地改良施設耐震対策袋井地区袋井排水
機場排水設備移設１工事

静岡県袋井市袋井 指名競争入札
機械器具設置工

事
2 R5.7 ～ R5.12 排水設備移設　1式 １千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度土地改良施設耐震対策高松地区用水路１
工事

静岡県御前崎市門
屋

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 R5.5 ～ R5.8 用水路工１式 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度土地改良施設耐震対策高松地区用水路２
工事

静岡県御前崎市門
屋

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 R5.5 ～ R5.8 用水路工１式 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）大井川
右岸地区発電所水門２工事

静岡県掛川市伊達
方ほか

制限付き一般競争入
札

鋼構造物工事 1 R5.6 ～ R6.2 水門製作据付　2箇所 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）大井川
右岸地区西方除塵機１工事

静岡県菊川市西方
制限付き一般競争入

札
機械器具設置工

事
1 R5.5 ～ R6.2 除塵機製作据付　1基 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）梅橋・
徳泉・領家排水機場地区梅橋排水機場水門1工事

静岡県掛川市梅橋 指名競争入札 鋼構造物工事 1 R5.4 ～ R5.7 水門設置　1箇所 １千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）梅橋・
徳泉・領家排水機場地区領家排水機場排水機２工事

静岡県掛川市領家
制限付き一般競争入

札
機械器具設置工

事
1 R5.6 ～ R6.7 ポンプ製作据付　1基 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）梅橋・
徳泉・領家排水機場地区領家排水機場除塵機３工事

静岡県掛川市領家
制限付き一般競争入

札
機械器具設置工

事
1 R5.6 ～ R6.2 除塵機製作据付　1基 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）梅橋・
徳泉・領家排水機場地区領家排水機場電気設備４工
事

静岡県掛川市領家
事後審査型制限付き

一般競争入札
電気工事 1 R5.6 ～ R6.7 制御盤製作据付　1基 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）梅橋・
徳泉・領家排水機場地区領家排水機場水門５工事

静岡県掛川市領家
制限付き一般競争入

札
鋼構造物工事 1 R5.6 ～ R6.2 水門製作据付　1基 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度治山（予防）原の平工事 静岡県掛川市黒俣
制限付き一般競争入

札
土木一式工事 2 R5.7 ～ R6.1 谷止工　1基 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度治山（保安林改良）磐田市ほか予防剤注入
業務委託

静岡県磐田市福田
中島

指名競争入札 造園工事 3 R5.11 ～ R6.2 予防剤注入業務　350本（薬剤） １千万円未満
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度治山（保安林改良）磐田市ほか地上散布
（磐田市・袋井市）業務委託

静岡県磐田市福田
中島、袋井市湊

指名競争入札 造園工事 1 R5.4 ～ R5.7 地上散布　10.26ha １千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度治山（復旧）岩山工事
静岡県周智郡森町
三倉

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 R5.7 ～ R6.2 山腹工0.03ha ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度治山（防災林造成）中新田１工事
静岡県袋井市中新
田

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 R5.6 ～ R6.2 生育基盤盛土工、防風工、植栽工 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度治山（防災林造成）中新田２工事
静岡県袋井市中新
田

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 R5.8 ～ R6.3 生育基盤盛土工、防風工、植栽工 １億円以上

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度治山（防災林造成）千浜工事 静岡県掛川市千浜
制限付き一般競争入

札
土木一式工事 2 R5.8 ～ R6.3 生育基盤盛土工、防風工、植栽工 １億円以上

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度治山（防災林造成）塩新田工事
静岡県磐田市塩新
田

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 R5.8 ～ R6.3 生育基盤盛土工、防風工、植栽工 １億円以上

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度治山（防災林造成）浜野工事 静岡県掛川市浜野
制限付き一般競争入

札
土木一式工事 1 R5.6 ～ R6.2 生育基盤盛土工、防風工、植栽工 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度治山（防災林造成）湊１工事 静岡県袋井市湊
制限付き一般競争入

札
土木一式工事 1 R5.6 ～ R6.2 生育基盤盛土工、防風工、植栽工 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度治山（防災林造成）湊２工事 静岡県袋井市湊
制限付き一般競争入

札
土木一式工事 2 R5.9 ～ R6.3 生育基盤盛土工、防風工、植栽工 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度治山（防災林造成）福田中島工事
静岡県磐田市福田
中島

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 R5.6 ～ R6.2 生育基盤盛土工、防風工、植栽工 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度治山（防災林造成）豊浜工事 静岡県磐田市豊浜
制限付き一般競争入

札
土木一式工事 2 R5.8 ～ R6.3 生育基盤盛土工、防風工、植栽工 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度湛水防除排水施設整備磐田3期地区調整
池1工事

静岡県磐田市見付
制限付き一般競争入

札
土木一式工事 1 R5.5 ～ R6.1 調整池　1.0式 １億円以上

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度特定農業用管水路等特別対策池新田地区
充填１工事

静岡県御前崎市池
新田

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 R5.6 ～ R5.12 用水路工１式 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度県単治山地すべり（施設等管理）東山工事 静岡県掛川市東山 指名競争入札 土木一式工事 2 R5.8 ～ R6.2 水路工補修 １千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度県単治山（施設等管理）外野工事 静岡県磐田市福田 指名競争入札 土木一式工事 2 R5.8 ～ R5.11 防火水槽補修　1式 １千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度県単治山（施設等管理）浜川新田工事
静岡県掛川市浜川
新田

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 R5.8 ～ R6.1 生育基盤盛土・防風工補修　1式 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度県土強靭化対策（治山）岩山工事
静岡県周智郡森町
三倉

指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
1 R5.6 ～ R5.11 山腹工　0.05ha １千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度県土強靭化対策（治山）神子ケ谷工事 静岡県袋井市村松 指名競争入札 土木一式工事 2 R5.9 ～ R6.1 山腹工　0.01ha １千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度経営体樹園地再編整備七ツ山地区排水路
１工事

静岡県御前崎市合
戸

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 R5.6 ～ R5.11 排水路工１式 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度経営体樹園地再編整備上朝比奈２期地区
区画整理１工事

静岡県御前崎市上
朝比奈

制限付き一般競争入
札

建築一式工事 1 R5.6 ～ R6.1 区画整理　1.0ha ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度経営体育成基盤整備大井川用水佐束地区
用水路1工事

静岡県掛川市高瀬
制限付き一般競争入

札
管工事 2 R5.10 ～ R6.2 管水路工　300m ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度経営体育成基盤整備大井川用水佐束地区
用水路２工事

静岡県掛川市小貫
制限付き一般競争入

札
管工事 2 R5.10 ～ R6.2 管水路工　300m １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度経営体育成基盤整備大井川用水大坂地区
用水路１工事

静岡県掛川市大坂
制限付き一般競争入

札
管工事 2 R5.10 ～ R6.2 管水路工　600m ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度経営体育成基盤整備天竜川下流用水一宮
地区舗装１工事

静岡県周智郡森町
一宮

制限付き一般競争入
札

舗装工事 1 R5.6 ～ R5.12 舗装復旧工　3000m2 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所 令和5年度豪雨等災害対策（地すべり）天宮工事
静岡県周智郡森町
天宮

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 R5.7 ～ R6.2 ボーリング暗渠工、土留工 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度農地中間管理機構関連農地整備事業五明
地区区画整理１工事

静岡県掛川市五明
制限付き一般競争入

札
土木一式工事 1 R5.6 ～ R6.1 区画整理　2.0ha １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度農村災害対策整備事業（整備事業）袋井東
地区排水路1工事

静岡県袋井市鷲巣
制限付き一般競争入

札
土木一式工事 1 R5.6 ～ R5.10 排水路工　L=30m １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 中遠農林事務所
令和5年度農村災害対策整備事業（整備事業）袋井東
地区排水路2工事

静岡県袋井市鷲巣
制限付き一般競争入

札
土木一式工事 3 R5.12 ～ R6.3 排水路工 L=48m １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 上野部ポンプ場無停電電源装置修繕工事
静岡県磐田市上野
部地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

電気工事 2 約９ヶ月 プリント基板等取替 １千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 中遠工業用水道　浅羽支線旧管処理工事
静岡県袋井市浅羽
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 約６ヶ月 旧管処理工 １千万円～３千万円未満



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 静岡県 企業局西部事務所
中遠工業用水道事業　磐田福田線ほか空気弁改築
工事

静岡県磐田市寺谷
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 約６ヶ月 空気弁設置工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
令和5年度榛南水道用水供給事業送水管布設替工事
御前崎5工区

静岡県御前崎市白
羽地内

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 令和６年３月 送水管布設工φ３００（開削）L=３００ｍ ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
令和5年度榛南水道用水供給事業送水管布設替工事
御前崎6工区

静岡県御前崎市白
羽地内

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 令和６年３月 送水管布設工φ３００（開削）L=５００ｍ ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 円田取水場流量計改築工事
静岡県周智郡森町
円田地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

電気工事 2 約９ヶ月 取水流量計改築 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 天竜川下流用水導水路堆積物撤去工事
静岡県浜松市浜北
区於呂ほか

指名競争入札 土木一式工事 2 約４ヶ月 導水路堆積物除去４箇所 ５百万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 天竜川下流用水水門設備修繕工事 静岡県磐田市寺谷
事後審査型制限付き

一般競争入札
機械器具設置工

事
2 約７ヶ月 ゲート開閉器修繕１基 ５百万円～１千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 天竜川下流用水流量計設備修繕工事
静岡県磐田市寺谷
ほか

事後審査型制限付き
一般競争入札

電気工事 2 約７ヶ月 流量計修繕１箇所 ５百万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 天竜川下流用水監査路設備修繕工事
静岡県磐田市上野
部ほか

指名競争入札 土木一式工事 2 約７ヶ月 梯子、手摺修繕２箇所 ５百万円～１千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 天竜川下流用水船明計測機器修繕工事
静岡県浜松市天竜
区日明

事後審査型制限付き
一般競争入札

機械器具設置工
事

1 約７ヶ月 濁度計修繕１箇所 ５百万円～１千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 天竜川下流用水電気設備修繕工事
静岡県浜松市天竜
区日明

指名競争入札 電気工事 2 約７ヶ月 非常用自家発電設備修繕１基 ５百万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 宇刈ポンプ場無停電電源装置改築工事
静岡県袋井市宇刈
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

電気工事 1 約９ヶ月 無停電電源装置改築 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 寺谷取水場制御用直流電源装置改築工事
静岡県磐田市寺谷
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

電気工事 1 約９ヶ月 制御用直流電源装置改築 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
寺谷浄水場(天竜川系)ろ過池表洗ポンプ設備改築工
事

静岡県磐田市寺谷
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

機械器具設置工
事

2 約９ヶ月 表洗ポンプ、ポンプ補機改築 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 寺谷浄水場(天竜川系)無停電電源装置改築工事
静岡県磐田市寺谷
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

電気工事 1 約９ヶ月 無停電電源装置改築 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
寺谷浄水場(天竜川系)２号濃縮槽汚泥掻寄機ほか改
築工事

静岡県磐田市寺谷
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

機械器具設置工
事

2 約１９ヶ月 濃縮槽汚泥掻寄機駆動装置改築 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 寺谷浄水場ろ過池真空ポンプ設備改築工事
静岡県磐田市寺谷
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

機械器具設置工
事

2 約６ヶ月 真空ポンプ、コンプレッサ改築 １千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 寺谷浄水場ろ過池設備改築工事
静岡県磐田市寺谷
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

機械器具設置工
事

2 約７ヶ月 ろ過砂入替 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 寺谷浄水場天竜川系沈殿池排泥弁改築工事
静岡県磐田市寺谷
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

機械器具設置工
事

2 約６ヶ月 排泥弁改築 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 小笠山流量計室ほか流量計改築工事
静岡県袋井市豊沢
地内ほか

事後審査型制限付き
一般競争入札

電気工事 2 約６ヶ月 水道メーター更新 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 平口ポンプ場 流量計・水位計ほか改築工事
静岡県浜松市浜北
区平口地内

制限付き一般競争入
札

電気工事 2 約９ヶ月 流量計・水位計ほか改築 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 平口ポンプ場 直流電源設備蓄電池改築工事
静岡県浜松市浜北
区平口地内

制限付き一般競争入
札

電気工事 2 約９ヶ月 直流電源設備蓄電池改築 １千万円～２千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 湖西工業用水道事業幹線配水管路布設替工事
静岡県湖西市新居
町新居

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 1 約５ヶ月 配水管路布設替工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
湖西工業用水道事業梅田浄水場緩速攪拌機改築工
事

静岡県湖西市梅田
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

機械器具設置工
事

2 約１２ヶ月 緩速攪拌機本体及び減速機の更新 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 西遠工業用水道事業中部幹線制水弁設置工事
静岡県浜松市中区
助信

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 4 約９ヶ月 不断水制水弁設置工N=1箇所 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
西遠工業用水道事業丸山橋水管橋ほか塗替塗装工
事

静岡県浜松市北区
新都田ほか

事後審査型制限付き
一般競争入札

塗装工事 2 約５ヶ月 水管橋塗替塗装N=3箇所 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 西遠工業用水道事業初生浄水場場内整備工事
静岡県浜松市北区
初生町

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 1 約３ヶ月 フェンス設置工ほか ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
西遠工業用水道事業初生浄水場緩速攪拌機改築工
事

静岡県浜松市北区
初生町地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

機械器具設置工
事

1 約７ヶ月 №3緩速攪拌機減速機の消耗部品更新1式 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 西遠工業用水道事業天竜支線制水弁設置工事
静岡県浜松市中区
天神町

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 1 約９ヶ月 不断水制水弁設置工N=1箇所 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
西遠工業用水道事業秋葉取水口水管理システム改築
工事

静岡県浜松市北区
大嶺町地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

電気通信工事 1 約１７ヶ月 水管理システム更新1式 １億円以上

西部 静岡県 企業局西部事務所 西遠工業用水道初生浄水場マイスト流入扉修繕工事
静岡県浜松市北区
初生町地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

機械器具設置工
事

1 約７ヶ月 マイスト流入弁減速機オーバーホール３台 ５百万円未満
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西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 静岡県 企業局西部事務所 豊田調整池ほか計装設備修繕工事
静岡県磐田市高見
丘地内ほか

事後審査型制限付き
一般競争入札

電気工事 2 約７ヶ月 調節計取替 １千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 豊田調整池水位計改築工事
静岡県磐田市高見
丘地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

電気工事 2 約９ヶ月 調整池水位計改築 １千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
遠州広域水道用水供給事業　中野メーター室ほかバ
イパス管布設工事

静岡県磐田市中野
地内ほか

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 約８ヶ月 管布設工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
遠州広域水道用水供給事業　宇刈支線制水弁設置
工事

静岡県袋井市宇刈
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 約７ヶ月 制水弁設置工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
遠州広域水道用水供給事業　寺谷浄水場太田川系ろ
過池防水塗装工事

静岡県磐田市寺谷
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

塗装工事 3 約５ヶ月 防水塗装工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
遠州広域水道用水供給事業　東名岩井原水管橋ほ
か塗装工事

静岡県磐田市岩井
地内ほか

事後審査型制限付き
一般競争入札

塗装工事 3 約６ヶ月 塗装工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
遠州広域水道用水供給事業　磐田福田線ほか空気
弁改築工事

静岡県磐田市寺谷
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 約６ヶ月 空気弁設置工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
遠州広域水道用水供給事業　磐田福田線送水管布
設替工事

静岡県磐田市福田
東貝塚地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 約８ヶ月 管布設工 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
遠州広域水道用水供給事業　磐田福田線送水管布
設替工事

静岡県磐田市福田
東貝塚地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 約８ヶ月 仕切弁設置工 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
遠州広域水道用水供給事業　袋井浅羽線送水管布
設替工事

静岡県袋井市諸井
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 1 約１０ヶ月 管布設工（推進工） ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
遠州広域水道用水供給事業　袋井浅羽線送水管布
設替工事

静岡県袋井市浅羽
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 約８ヶ月 管布設工 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
遠州広域水道用水供給事業　豊田竜洋線ほか制水
弁設置工事

静岡県磐田市草崎
地内ほか

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 約８ヶ月 制水弁設置工 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所
遠州広域水道用水供給事業ほか　天竜川系導水管
制水弁設置工事

静岡県磐田市寺谷
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

土木一式工事 2 約１８ヶ月 制水弁設置工 １億円以上

西部 静岡県 企業局西部事務所
遠州広域水道用水供給事業ほか　天竜川系導水管
（斜面管路）塗装工事

静岡県磐田市寺谷
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

塗装工事 3 約６ヶ月 塗装工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 遠州水道初生浄水場倉庫移設工事
静岡県浜松市北区
初生町

指名競争入札 建築一式工事 1 約３ヶ月 倉庫移設工（曳家）N=1棟 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 遠州水道於呂取水場ポンプ棟劣化修繕工事
静岡県浜松市浜北
区於呂

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 2 約５ヶ月 外壁ひび割れ補修ほか １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 都田浄水場 2系濃縮槽設備改築工事
静岡県浜松市北区
都田町地内

事後審査型一般競争
入札

機械器具設置工
事

2 約３０ヶ月 濃縮槽設備改築 １億円以上

西部 静岡県 企業局西部事務所 都田浄水場 ろ過池設備修繕工事
静岡県浜松市北区
都田町地内

制限付き一般競争入
札

機械器具設置工
事

2 約６ヶ月 ろ過池設備修繕 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 都田浄水場 中央監視設備改築工事
静岡県浜松市北区
都田町地内

制限付き一般競争入
札

電気工事 2 約３０ヶ月 中央監視設備改築 １億円以上

西部 静岡県 企業局西部事務所 都田浄水場 排水設備改築工事
静岡県浜松市北区
都田町地内

制限付き一般競争入
札

管工事 2 約５ヶ月 浄化槽切替工事 １千万円～２千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 都田浄水場 沈殿池排泥弁設備修繕工事
静岡県浜松市北区
都田町地内

制限付き一般競争入
札

機械器具設置工
事

2 約９ヶ月 排泥弁設備修繕 １千万円～２千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 都田浄水場 照明設備修繕工事
静岡県浜松市北区
都田町地内

制限付き一般競争入
札

電気工事 3 約５ヶ月 照明設備修繕 ５百万円～１千万円未満

西部 静岡県 企業局西部事務所 都田浄水場　No.3送水ポンプ設備修繕工事
静岡県浜松市北区
都田町地内

制限付き一般競争入
札

機械器具設置工
事

2 約７ヶ月 送水ポンプ設備修繕 １千万円～２千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和４年度［第３４-Ｋ２７２３-０１号］二級河川宇刈川
国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）【11-
01】

静岡県袋井市春岡
地先

指名競争入札 土木一式工事 2 約6か月 護岸工 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和４年度［第３４-Ｋ２７３５-０１号］一級河川西方川
国土強靭化対策（総合流域防災）工事

静岡県菊川市加茂
地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約7か月 護岸工 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度[第３４－Ｓ０５０４－０１号]一雲済川支川上
神増沢砂防工事（砂防堰堤工）【11-02】

静岡県磐田市上神
増地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 約６カ月 砂防堰堤工 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３４-Ｚ０７２５-０１号］　御前崎港マリン
パークトイレ改修他工事【11-01】

静岡県御前崎市港
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 2 約5か月 トイレ改修他工事 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｈ４６０４-０１号］県営住宅袋井団
地B棟建替事業B棟建替事業５号棟･受水槽解体工事
【11-51】

静岡県袋井市青木
町地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

解体工事 1 約７か月 解体工事 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｉ８２２０-０１号］（主）袋井春野線舗
装修繕工事【11-01】

静岡県袋井市下山
梨地内

制限付き一般競争入
札

舗装工事 1 約3か月 舗装補修 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ１０８３-０１号］太田川ダム河川
維持管理（太田川ダム維持管理）工事（貯水池内流木
撤去工）【11-02】

静岡県周智郡森町
亀久保地先

指名競争入札 土木一式工事 2 約5か月 貯水池内流木撤去工 １千万円未満
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ１０８３-０１号］太田川ダム（管理
所エリア緑地育成工）河川維持管理太田川ダム維持
管理工事【11-01】

静岡県周智郡森町
亀久保地先

指名競争入札 造園工事 1 約6か月 管理所エリア緑地育成工 １千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ１０９６-０１号］太田川ダム濁水
対策濁度計移設工事

静岡県周智郡森町
亀久保地先

指名競争入札 電気通信工事 1 約5か月 濁度計移設 １千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ３７６０-０１号］二級河川逆川河
川維持修繕工事（護岸工）

静岡県掛川市薗ヶ
谷地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 3 約5か月 護岸工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ３７６１-０１号］二級河川原野谷
川河川維持修繕工事（除草工）【11-01】

静岡県袋井市広岡
地先

指名競争入札 土木一式工事 1 約3か月 除草工 １千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４３７１-０１号］二級河川ぼう僧川
ほか河川維持管理　遠方監視制御設備保守点検業
務委託【13-02】

静岡県磐田市福田
地先ほか

指名競争入札 電気通信工事 1 約10か月 水門遠方監視保守点検 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４３７１-０１号］竜洋海岸河川維
持管理波浪観測装置点検業務道路施設点検業務委
託【13-07】

静岡県磐田市駒場
地先ほか

制限付き一般競争入
札

電気通信工事 1 約8か月 波浪観測装置点検　N=1式 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４５２５-０１号］一級河川一雲済
川緊急河川浚渫対策工事（河道掘削工）

静岡県磐田市下野
部地先

指名競争入札 土木一式工事 2 約5か月 河道掘削工 １千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４５２６-０１号］一級河川上野部
川緊急河川浚渫対策工事

静岡県磐田市上神
増地先（河道掘削
工）

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約5か月 河道掘削工 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４５２７-０１号］二級河川逆川緊
急河川浚渫対策工事

静岡県掛川市日坂
（河道掘削工）地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約5か月 河道掘削 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４５２７-０１号］二級河川逆川緊
急河川浚渫対策工事（河道掘削工）

静岡県掛川市日坂
地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約4か月 河道掘削 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４５２８-０１号］二級河川垂木川
緊急河川浚渫対策工事（河道掘削工）

静岡県掛川市下垂
木地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約4か月 河道掘削 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０７０１-０１号］西部健康福祉セン
ター掛川支所外壁修繕他工事【11-01】

静岡県掛川市金城
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 1 約6か月 外壁修繕他工事 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０７０３-０１号］農林技術研究所
三ヶ野圃場管理研究室棟修繕他工事【11-01】

静岡県磐田市三ヶ
野地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 2 約4か月 外壁修繕他工事 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０７０４-０１号］下佐束揚水機場
解体工事【11-51】

静岡県掛川市岩滑
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

解体工事 2 約5か月 解体工事 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０７０６-０１号］　御前崎港マリン
パーク水飲み場修繕工事【11-01】

静岡県御前崎市港
地内

指名競争入札 建築一式工事 3 約3か月 水飲み場修繕工事 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０７０８-０１号］御前崎港中央埠
頭上屋修繕工事【11-01】

静岡県御前崎市港
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 3 約4か月 上屋修繕工事 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０７１０-０１号］磐田警察署独身
寮屋上防水修繕工事【11-01】

静岡県磐田市東名
地内

指名競争入札 建築一式工事 3 約4か月 屋上防水修繕工事 １千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０７１１-０１号］掛川警察署庁舎
外壁修繕他工事【11-01】

静岡県掛川市宮脇
地内他

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 1 約6か月 外壁修繕他工事 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０７１４-０１号］掛川工業高等学
校管理教室棟他防火シャッター改修工事【11-01】

静岡県掛川市葵町
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 1 約5か月 防火シャッター改修工事 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０７１５-０１号］浜松特別支援学
校磐田分校校舎屋上防水修繕他工事【11-01】

静岡県磐田市西貝
塚地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 1 約5か月 屋上防水修繕他工事 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０７１８-０１号］総合教育センター
体育館屋根修繕他工事【11-01】

静岡県掛川市富部
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 2 約6か月 屋根修繕他工事 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０７１９-０１号］袋井高等学校プー
ル槽他修繕工事

静岡県袋井市愛野
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 2 約5か月 プール槽修繕他工事 １千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｉ５０２５-０４号］（主）掛川天竜線ほ
か道路維持（道路除草）業務委託（第４-２工区）【13-
07】

静岡県磐田市敷地
地内ほか

指名競争入札 除草 1 約８か月 道路除草工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｉ５０２５-０４号］（主）磐田福田線ほ
か道路維持（道路除草）業務委託（第３工区）【13-05】

静岡県磐田市大原
地内ほか

指名競争入札 除草 1 約８か月 道路除草工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０７０５-０１号］袋井土木事務所
外壁修繕他工事設計業務委託【13-01】

静岡県袋井市山名
町地内

指名競争入札 建築 2 約5か月 外壁修繕他工事設計 ５百万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０７０７-０１号］　御前崎港マリン
パーク用具保管庫新築他工事設計業務委託【13-01】

静岡県御前崎市港
地内

指名競争入札 建築 1 約5か月 用具保管庫新築他工事設計 ５百万円～１千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０７０９-０１号］　静岡アリーナ
ロールスクリーン更新工事設計業務委託【13-01】

静岡県袋井市愛野
地内

指名競争入札 建築 2 約5か月 ロールスクリーン更新工事設計 ５百万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０７１３-０１号］小笠高等学校茶
業実習室屋根修繕他工事設計業務委託【13-01】

静岡県菊川市東横
地地内他

指名競争入札 建築 2 約6か月 屋根修繕他工事設計 １千万円～２千万円未満

西部 静岡県 袋井土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０７１６-０１号］磐田北高等学校
屋根修繕他工事設計業務委託【13-01】

静岡県磐田市見付
地内

指名競争入札 建築 1 約5か月 屋根修繕他工事設計 ５百万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３４-Ｄ９０７５-０１号］（国）４２号道路改
築工事（防護柵工）

静岡県湖西市白須
賀地内

指名競争入札 土木一式工事 1 約2か月 防護柵工 １千万円未満



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３４-Ｉ１２６１-０１号］（一）湖西東細谷線
災害防除工事（仮設道路工）

静岡県湖西市境宿
地内

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 約4か月 仮設道路工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３４-Ｋ２７５７-０１号］一級河川安間川
国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）

静岡県浜松市東区
北島町地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約6か月 護岸工　L=50ｍ ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３４-Ｋ２７５８-０１号］二級河川馬込川
国土強靭化対策（総合流域防災）工事（伐採工）

静岡県浜松市南区
中田島町地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約6か月 伐採工　N=1式 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３４-Ｋ３３４９-０１号］二級河川旧新川
緊急治水対策工事（護岸工）

静岡県浜松市西区
入野町地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約6か月 護岸工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３４-Ｓ５１１８-０１号］獺淵川支川田沢
椎ノ下沢砂防工事（舗装工）

静岡県浜松市北区
引佐町田沢地先

制限付き一般競争入
札

舗装工事 3 約5か月 舗装工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３４-Ｓ５９５８-０１号］臨江山ほか砂防
等維持修繕（小規模）業務委託

静岡県浜松市西区
入野町地内ほか

一般競争入札 土木一式工事 1 約11か月 砂防関係維持修繕（小規模施設修繕等） １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３４-Ｓ７０８１-０１号］上日余A急傾斜地
崩壊対策工事

静岡県浜松市天竜
区佐久間町相川地
内

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約6か月 水道管復旧工N=1式 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３４-Ｖ１６３５-０１号］舞阪漁港工事（玄
斉堀物揚場Ａ）

静岡県浜松市西区
舞阪町舞阪地先

一般競争入札 土木一式工事 1 約10か月 コンクリート工 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３４-Ｗ２０１７-０１号］浜名港海岸工事
（防潮堤嵩上工）

静岡県湖西市新居
町新居地先

一般競争入札 土木一式工事 2 約7か月 コンクリート工 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３４-Ｚ０８２８-０１号］遠州灘海浜公園
園内トイレ衛生設備改修工事

静岡県浜松市南区
江之島町地内

指名競争入札 管工事 1 約3か月 衛生設備改修工事 １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｂ４８３２-０１号］二級河川馬込川４
年災害復旧（過）工事（４年災査定第317号）（導流堤
左岸下流）

静岡県浜松市南区
江之島町地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 約18か月 導流堤の復旧 １億円以上

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｂ４８３３-０１号］二級河川馬込川４
年災害復旧（過）工事（４年災査定第318号）（導流堤
左岸上流）

静岡県浜松市南区
江之島町地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 約18か月 導流堤の復旧 １億円以上

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｄ９４５０-０１号］（一）湖西東細谷
線道路改築工事（境橋側道橋上部工）

静岡県湖西市白須
賀地内

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約6か月 上部工N=１式 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｉ０２５８-０１号］（主）豊橋大知波線
県土環境保全工事（防草工）

静岡県湖西市大知
波地内

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約5か月 防草工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｉ１８８６-０１号］（国）３０１号道路照
明（器具更新工）工事

静岡県湖西市大知
波地内

制限付き一般競争入
札

電気通信工事 2 約5か月 道路照明灯LED化 １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｉ７３５１-０１号］（一）湖西東細谷線
道路利用環境改善工事

静岡県湖西市白須
賀地内

指名競争入札 土木一式工事 2 約6か月 側溝修繕工事 １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ３７７０-０１号］一級河川安間川
河川維持修繕工事（遊水地除草工）

静岡県浜松市東区
上石田町地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 約9か月 遊水地除草工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ３７７１-０２号］二級河川入出太
田川河川維持修繕工事

静岡県湖西市太田
地先

指名競争入札 土木一式工事 2 約3か月 除草工 １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４４７６-０１号］一級河川安間川
緊急自然災害防止対策工事（排水ポンプ設置工）

静岡県浜松市東区
上石田町地先

制限付き一般競争入
札

機械器具設置工
事

2 約8か月 排水ポンプ設置　N=1基 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４４７６-０１号］一級河川安間川
緊急自然災害防止対策工事（排水処理工）

静岡県浜松市東区
上石田町地先

一般競争入札 土木一式工事 2 約5か月 排水処理工　N=1式 １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４４７６-０１号］一級河川安間川
緊急自然災害防止対策工事（防火井戸移設工）

静岡県浜松市東区
上石田町地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約5か月 防火井戸移設　１式 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４４７８-０１号］二級河川東神田
川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）

静岡県浜松市西区
西山町地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約5か月 護岸工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４４８１-０１号］二級河川川名宮
川緊急自然災害防止対策工事護岸工

静岡県浜松市北区
三ケ日町只木地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 3 約5か月 護岸工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４４８４-０１号］一級河川杉川緊
急自然災害防止対策工事

静岡県浜松市天竜
区春野町川上地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約6か月 護岸工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４４８７-０１号］一級河川翁川緊
急自然災害防止対策工事

静岡県浜松市天竜
区水窪町奥領家地
先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約6か月 護岸工　L=1式 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４５３５-０１号］一級河川安間川
緊急河川浚渫対策（伐採工）工事

静岡県浜松市東区
天王町地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 約6か月 伐採工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４５３７-０１号］二級河川都筑大
谷川緊急河川浚渫対策工事（河床掘削工）

静岡県浜松市北区
三ケ日町大谷地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 約5か月 河床掘削工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４５３８-０１号］二級河川釣橋川
県土強靭化対策工事河床掘削工

静岡県浜松市北区
三ケ日町岡本地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約4か月 掘削工　V=2000ｍ3 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４６８６-０１号］二級河川浜名湖
（都田川）県土強靭化対策工事（浚渫工）

静岡県浜松市西区
村櫛町地内

制限付き一般競争入
札

しゅんせつ工事 3 約4か月 浚渫工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４６８８-０１号］二級河川新川県
土強靭化対策工事（浚渫工）

静岡県浜松市西区
雄踏町宇布見地先

一般競争入札 土木一式工事 1 約5か月 浚渫工 ６千万円～１億円未満
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西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４７４５-０１号］二級河川都田川
美しい県土環境保全事業工事

静岡県浜松市北区
細江町中川地先

指名競争入札 土木一式工事 1 約5か月 伐採工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４７４７-０１号］二級河川馬込川
美しい県土環境保全事業工事伐採工

静岡県浜松市南区
中田島町地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 約5か月 伐採工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４７４９-０１号］二級河川芳川美
しい県土環境保全事業工事

静岡県浜松市南区
西島町地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 約5か月 伐採工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４７５１-０１号］二級河川馬込川
美しい県土環境保全事業工事

静岡県浜松市中区
瓜内町地先

指名競争入札 土木一式工事 1 約5か月 伐採工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４８６０-０１号］二級河川馬込川
豪雨等災害対策工事（護岸工）

静岡県浜松市南区
江之島町地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 3 約5か月 護岸工 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ４８６２-０１号］一級河川阿多古
川豪雨等災害対策工事

静岡県浜松市天竜
区両島地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約6か月 護岸工N=1式 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ５３１３-０１号］浜松篠原海岸海
岸維持修繕工事（砂被覆工）

静岡県浜松市南区
中田島町地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 約4か月 砂被覆工Ｖ＝３０００ｍ３ １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ５３１５-０１号］浜松篠原海岸海
岸維持修繕工事（除礫工）

静岡県浜松市西区
舞阪町舞阪地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約6か月 除礫工 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ５４０４-０１号］浜松篠原海岸海
岸養浜工事（養浜工）

静岡県浜松市南区
中田島町地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 約5か月 養浜工Ｖ＝６０００ｍ３ １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ５４０５-０１号］浜松五島海岸海
岸養浜工事（養浜工）

静岡県浜松市南区
松島町地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 1 約5か月 養浜工Ｖ＝２０００ｍ３ １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｋ５７１０-０１号］舞阪海岸緊急自
然災害防止対策工事（堤防補修工）

静岡県浜松市西区
舞阪町舞阪地先

制限付き一般競争入
札

土木一式工事 2 約6か月 堤防補修工 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８０３-０１号］浜松総合庁舎玄
関庇防水ほか修繕工事

静岡県浜松市中区
中央１丁目地内

指名競争入札 建築一式工事 3 約5か月 玄関庇防水修繕ほか １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８０４-０１号］国際森林年記念
林（天竜の森）トイレ解体工事

静岡県浜松市天竜
区春野町豊岡地内

指名競争入札 解体工事 1 約4か月 解体工事 １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８０７-０１号］いなさ湖発電所
（仮称）新築工事

静岡県浜松市北区
引佐町川名地内

制限付き一般競争入
札

建築一式工事 1 約9か月 発電所新築 １億円以上

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８０９-０１号］遠州灘海浜公園
球技場換気設備更新工事

静岡県浜松市南区
江之島町地内

指名競争入札 管工事 1 約3か月 換気設備更新工事 １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８１０-０１号］遠州灘海浜公園
球技場消火設備更新ほか工事工事

静岡県浜松市南区
江之島町地内ほか

指名競争入札 管工事 1 約8か月 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ更新及びｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ改修 １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８１１-０１号］浜北警察署笠井
公舎外壁修繕工事

静岡県浜松市東区
恒武町地内

制限付き一般競争入
札

建築一式工事 3 約4か月 外壁修繕 １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８１２-０１号］細江警察署引佐
駐在所解体工事

静岡県浜松市北区
引佐町井伊谷地内

制限付き一般競争入
札

解体工事 2 約5か月 解体工事一式 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８１３-０１号］細江警察署金指
駐在所解体工事

静岡県浜松市北区
引佐町金指地内

指名競争入札 解体工事 2 約4か月 解体工事一式 １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８１５-０１号］細江警察署奥山
駐在所解体工事

静岡県浜松市北区
引佐町奥山地内

指名競争入札 解体工事 2 約4か月 解体工事一式 １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８１６-０１号］　細江警察署（仮
称）三ヶ日町交番新築工事

静岡県浜松市北区
三ケ日町三ケ日地
内

制限付き一般競争入
札

建築一式工事 3 約7か月 建築工事一式 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８２１-０１号］浜松中央警察署
庁舎本館留置系統空気調和器更新工事

静岡県浜松市中区
住吉地内

制限付き一般競争入
札

管工事 1 約7か月 エアハンドリングユニット更新 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８２２-０１号］三ヶ日青年の家体
育館床改修工事

静岡県浜松市北区
三ケ日町都筑地内

制限付き一般競争入
札

建築一式工事 1 約7か月 改修工事 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８２３-０１号］三ヶ日青年の家本
館屋根修繕工事

静岡県浜松市北区
三ケ日町都筑地内

制限付き一般競争入
札

建築一式工事 1 約7か月 改修工事 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８２６-０１号］浜名特別支援学
校会議室空調設備設置工事

静岡県湖西市新居
町浜名地内

指名競争入札 管工事 1 約4か月 空調設備設置工事 １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８２７-０１号］浜松東高等学校
体育館床ほか改修工事

静岡県浜松市東区
笠井新田町地内

制限付き一般競争入
札

建築一式工事 1 約6か月 改修工事 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８３０-０１号］浜松湖北高等学
校防球ネット設置工事

静岡県浜松市北区
引佐町金指地内

制限付き一般競争入
札

建築一式工事 2 約5か月 防球ネット設置 １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８３１-０１号］　浜松湖北高等学
校佐久間分校教職員住宅解体工事

静岡県浜松市天竜
区佐久間町半場地
内

事後審査型一般競争
入札

解体工事 1 約9か月 解体工事 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８３２-０１号］浜松湖東高等学
校深井戸水中ポンプ更新工事

静岡県浜松市西区
大人見町地内

指名競争入札 管工事 1 約8か月 深井戸水中ポンプ更新 １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８３３-０１号］浜松湖東高等学
校黎明館ほか排水設備等改修工事

静岡県浜松市西区
大人見町地内

制限付き一般競争入
札

管工事 1 約8か月 排水設備等改修工事 ３千万円～６千万円未満
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【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８３４-０１号］浜松湖東高等学
校黎明館ほか給水管改修工事

静岡県浜松市西区
大人見町地内

指名競争入札 管工事 1 約8か月 給水管改修工事 １千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８３５-０１号］浜松聴覚特別支
援学校本館ほか屋上防水等修繕工事

静岡県浜松市中区
幸地内

制限付き一般競争入
札

建築一式工事 1 約7か月 屋上防水等修繕 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８０１-０１号］浜松総合庁舎
シーリング修繕工事設計業務委託

静岡県浜松市中区
中央１丁目地内

指名競争入札 建築 3 約4か月 シーリング改修 ５百万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８０２-０１号］浜松総合庁舎屋
上防水修繕工事設計業務委託

静岡県浜松市中区
中央１丁目地内

指名競争入札 建築 3 約4か月 防水改修 ５百万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８０５-０１号］北遠総合庁舎空
調熱源用燃料油配管改修工事設計業務委託

静岡県浜松市天竜
区二俣町鹿島地内

指名競争入札 建築 1 約4か月 機械設備工事に係る設計業務 ５百万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８０６-０１号］浜松技術専門校
西実習棟屋上防水改修ほか工事設計業務委託

静岡県浜松市東区
小池町地内

指名競争入札 建築 1 約5か月 設計業務委託 ５百万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８０８-０１号］遠州灘海浜公園
スタンド屋上防水修繕工事設計業務委託

静岡県浜松市南区
江之島町地内

指名競争入札 建築 3 約4か月 防水改修 ５百万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８１１-０１号］浜北警察署笠井
公舎外壁修繕工事設計業務委託

静岡県浜松市東区
恒武町地内

指名競争入札 建築 1 約4か月 外壁改修 ５百万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８１２-０１号］細江警察署引佐
駐在所地盤変動影響事前調査業務委託

静岡県浜松市北区
引佐町井伊谷地内

指名競争入札 建築 1 約4か月 地盤変動影響事前調査業務一式 ５百万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８１６-０１号］　細江警察署（仮
称）三ヶ日町交番新築工事設計業務委託

静岡県浜松市北区
三ケ日町三ケ日地
内

指名競争入札 建築 1 約6か月 新築工事設計業務委託一式 ５百万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８１７-０１号］細江警察署三ケ
日町交番解体工事設計業務委託

静岡県浜松市北区
三ケ日町岡本地内

指名競争入札 建築 1 約5か月 解体工事設計業務委託一式 ５百万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８２０-０１号］　天竜警察署水窪
分庁舎屋上防水修繕工事設計業務委託

静岡県浜松市天竜
区水窪町奥領家地
内

指名競争入札 建築 1 約4か月 防水改修 ５百万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８２５-０１号］新居高等学校屋
外プール水槽ほか塗装等修繕工事設計業務委託

静岡県湖西市新居
町内山地内

指名競争入札 建築 1 約6か月 修繕工事 ５百万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８２８-０１号］浜松東高等学校
消火設備改修設計業務委託

静岡県浜松市東区
笠井新田町地内

指名競争入札 建築 1 約4か月 機械設備改修に係る設計業務 ５百万円未満

西部 静岡県 浜松土木事務所
令和５年度［第３５-Ｚ０８３６-０１号］観音山少年自然
の家多目的ホール内部鉄骨塗装ほか修繕工事設計
業務委託

静岡県浜松市北区
引佐町東久留女木
地内

指名競争入札 建築 1 約6か月 修繕工事 ５百万円未満

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１０２１-０１号］　中遠総合庁舎解
体工事

静岡県磐田市見付
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

解体工事 1 約6か月 解体工事 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１１８１-０１号］三方原学園体育
館外壁修繕他工事

静岡県浜松市東区
有玉西町地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 1 約6か月 建築改修工事 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１２２１-０１号］茶業研究センター
新研究棟新築工事（建築）

静岡県菊川市倉沢
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 1 約18か月 建築工事 １億円以上

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１２２２-０１号］　北遠総合庁舎本
館屋上防水修繕工事

静岡県浜松市天竜
区二俣町鹿島地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 1 約5か月 建築改修工事 3千万円～6千万円未満

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１２２５-０１号］浜松技術専門校
本館外壁修繕他工事

静岡県浜松市東区
小池町地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 1 約8か月 建築改修工事 １億円以上

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１２３０-０１号］農林環境専門職
大学寄宿舎跡地整備工事

静岡県磐田市富丘
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 2 約8か月 建築改修工事 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１２３１-０１号］静岡県食肉セン
ター（仮称）受水槽設置他工事（建築その２）

静岡県菊川市赤土
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 2 約6か月 建築工事 １億円以上

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１２３２-０１号］　草崎排水機場耐
震補強工事

静岡県磐田市東平
松地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 2 約5か月 耐震補強工事 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１２３３-０１号］　袋井排水機場内
装改修他工事

静岡県袋井市袋井
地内

制限付き一般競争入
札

建築一式工事 1 約5か月 建築改修工事 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１２３５-０１号］　袋井排水機場耐
震補強工事

静岡県袋井市袋井
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 2 約5か月 建築改修工事 １千万円未満

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１２６９-０１号］浜名湖ガーデン
パーク屋外ステージ屋上防水修繕工事

静岡県浜松市西区
村櫛町地内

指名競争入札 建築一式工事 1 約3か月 建築改修工事 １千万円未満

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１２７０-０１号］浜名湖ガーデン
パーク街の家新築工事

静岡県浜松市西区
村櫛町地内

指名競争入札 建築一式工事 1 約7か月 建築工事 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１５１０-０１号］掛川西高等学校
グラウンドバックネット修繕工事

静岡県掛川市城西
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 2 約6か月 建築改修工事 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１５１２-０１号］浜名特別支援学
校校舎棟外壁修繕他工事

静岡県湖西市新居
町浜名地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 1 約7か月 建築改修工事 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１５１４-０１号］浜松城北工業高
等学校機械実験棟外部非常階段修繕他工事

静岡県浜松市中区
住吉地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 1 約8か月 建築改修工事 １千万円～３千万円未満
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１５１５-０１号］浜松城北工業高
等学校鋳鍛造実習工場屋根改修工事

静岡県浜松市中区
住吉地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 1 約8か月 建築改修工事 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１５１６-０１号］浜松工業高等学
校第1工場解体他工事

静岡県浜松市北区
初生町地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

解体工事 4 約6か月 解体工事 ６千万円～１億円未満

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１５２３-０１号］　磐田南高等学校
校舎棟解体他工事

静岡県磐田市見付
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

解体工事 1 約9か月 解体工事 １億円以上

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１５９３-０１号］　浜松東警察署南
区公舎解体工事

静岡県浜松市南区
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

解体工事 4 約9か月 解体工事 ３千万円～６千万円未満

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１６１０-０１号］掛川警察署外壁
修繕他工事

静岡県掛川市宮脇
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 2 約5か月 建築改修工事 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県
建築管理局建築工事

課
令和５年度［第３５-Ｚ１６１１-０１号］菊川警察署外壁
修繕他工事

静岡県菊川市加茂
地内

事後審査型制限付き
一般競争入札

建築一式工事 2 約5か月 建築改修工事 １千万円～３千万円未満

西部 静岡県 建築管理局設備課 中小家畜研究センター電気設備改修工事 静岡県菊川市 指名競争入札 電気工事 3 約４ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 中遠総合庁舎別館解体工事（電気設備） 静岡県磐田市 指名競争入札 電気工事 2 約７ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課
小笠山総合運動公園吸収式冷温水発生機更新他工
事

静岡県袋井市
制限付き一般競争入

札
管工事 2 約８ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 森林・林業研究センター自動火災報知設備更新工事
静岡県浜松市浜北
区

制限付き一般競争入
札

電気工事 2 約７ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課
水産・海洋技術研究所浜名湖分場空調設備更新他工
事

静岡県浜松市西区
制限付き一般競争入

札
管工事 1 約９ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課
浜名湖ガーデンパーク飲食スペース新築工事（機械
設備）

静岡県浜松市西区
制限付き一般競争入

札
管工事 2 約８ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 浜松南高等学校機械設備改修工事 静岡県浜松市南区
制限付き一般競争入

札
管工事 4 約８ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 浜松南高等学校電気設備改修工事 静岡県浜松市南区
制限付き一般競争入

札
電気工事 4 約５ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 浜松商業高等学校夜間照明設備改修工事 静岡県浜松市中区
制限付き一般競争入

札
電気工事 2 約７ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 浜松工業高等学校機械設備改修工事 静岡県浜松市北区
制限付き一般競争入

札
管工事 1 約９ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 浜松工業高等学校電気設備改修工事 静岡県浜松市北区
制限付き一般競争入

札
電気工事 1 約９ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 浜松東高等学校体育館照明設備改修工事 静岡県浜松市東区
制限付き一般競争入

札
電気工事 1 約４ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 浜松湖北高等学校佐久間分校受変電設備改修工事
静岡県浜松市天竜
区

指名競争入札 電気工事 1 約９ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 浜松総合庁舎パッケージ型空調機更新工事 静岡県浜松市中区
制限付き一般競争入

札
管工事 1 約８ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 浜松総合庁舎空調設備改修工事 静岡県浜松市中区
制限付き一般競争入

札
管工事 2 約２１ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 浜松総合庁舎自動火災報知設備更新他工事 静岡県浜松市中区
制限付き一般競争入

札
電気工事 1 約８ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 浜松西高等学校体育館照明設備改修工事 静岡県浜松市中区
制限付き一般競争入

札
電気工事 1 約４ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 浜松視覚特別支援学校空調設備更新他工事 静岡県浜松市中区
制限付き一般競争入

札
管工事 1 約５ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 磐田南高等学校機械設備改修工事 静岡県磐田市
制限付き一般競争入

札
管工事 2 約８ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 磐田南高等学校電気設備改修工事 静岡県磐田市
制限付き一般競争入

札
電気工事 2 約８ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 茶業研究センター新庁舎新築工事（機械設備） 静岡県菊川市
制限付き一般競争入

札
管工事 2 約１３ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 茶業研究センター新庁舎新築工事（電気設備） 静岡県菊川市
制限付き一般競争入

札
電気工事 2 約１３ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 袋井特別支援学校管理棟空調機更新工事 静岡県袋井市 指名競争入札 管工事 1 約４ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 袋井高等学校プール配管等修繕工事 静岡県袋井市 指名競争入札 管工事 2 約４ヶ月
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【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。
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地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 静岡県 建築管理局設備課 農林技術研究所公共下水道接続工事（1期） 静岡県磐田市
制限付き一般競争入

札
管工事 2 約５ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 農林技術研究所受変電設備改修工事 静岡県磐田市 指名競争入札 電気工事 2 約５ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 静岡県食肉センター（仮称）受水槽設置工事 静岡県菊川市
制限付き一般競争入

札
管工事 2 約９ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 中遠総合庁舎電話交換機更新他工事設計業務委託 静岡県磐田市 指名競争入札 建築 1 約６ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 天竜特別支援学校浄化槽更新他工事設計業務委託
静岡県浜松市天竜
区

指名競争入札 建築 1 約４ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課
小笠山総合運動公園エネルギープラント非常用発電
設備更新他工事設計業務委託

静岡県袋井市 指名競争入札 建築 1 約７ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課
小笠山総合運動公園静岡アリーナ消火設備更新工事
設計業務委託

静岡県袋井市 指名競争入札 建築 1 約４ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課
掛川東高等学校管理棟他トイレ洋式化他工事設計業
務委託

静岡県掛川市 指名競争入札 建築 2 約４ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課
水産・海洋技術研究所浜名湖分場本館・展示棟大水
槽循環ポンプ更新他工事設計業務委託

静岡県浜松市西区 指名競争入札 建築 1 約４ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課
浜名湖ガーデンパーク水中ポンプ更新他工事設計業
務委託

静岡県浜松市西区 指名競争入札 建築 1 約４ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課
浜名湖ガーデンパーク監視カメラ設備更新他工事設
計業務委託

静岡県浜松市西区 指名競争入札 建築 1 約７ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課 浜松東警察署受変電設備改修他工事設計業務委託 静岡県浜松市中区 指名競争入札 建築 1 約６ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課
磐田農業高等学校井水設備改修他工事設計業務委
託

静岡県磐田市 指名競争入札 建築 1 約４ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課
西部健康福祉センター掛川支所庁舎受変電設備修繕
他工事設計業務委託

静岡県掛川市 指名競争入札 建築 1 約４ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課
農林技術研究所三ヶ野圃場受変電設備更新他工事
設計業務委託

静岡県磐田市 指名競争入札 建築 1 約５ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課
遠州灘海浜公園メインスタンド電光掲示盤更新他工
事設計業務委託

静岡県浜松市南区 指名競争入札 建築 2 約６ヶ月

西部 静岡県 建築管理局設備課
静岡県食肉センター（仮称）新築工事電波障害事前調
査委託

静岡県菊川市 随意契約 建築 3 約３ヶ月

西部地区
中日本高速道路株式

会社
東京支社

新東名高速道路　静岡SAスマートインターチェンジ他
1SIC　ETC設備更新工事

静岡県静岡市　～
静岡県浜松市

一般競争
交通情報設備工

事
2023第１四半期 18

新東名高速道路　静岡SA及び浜松SAにおいて、スマートイ
ンターチェンジETC設備の更新を行う工事
・ETC設備　更新　2箇所

4億円以上～ＷＴＯ基準額未満

西部地区
中日本高速道路株式

会社
東京支社

東名高速道路　三ケ日IC～豊川IC間 可変式速度規
制標識更新工事

静岡県浜松市　～
愛知県豊川市

一般競争
交通情報設備工

事
2023第１四半期 30

東名高速道路　三ケ日IC～豊川IC間において、可変式速
度規制標識設備の更新を行う工事
・可変式速度規制標識設備　更新　約35基

4億円未満

西部 日本下水道事業団 東日本本部 磐田市磐南浄化センター建設工事その４ 静岡県磐田市 一般競争入札 一般土木 第2四半期 8 耐震補強・防食 Ｄ

西部 日本下水道事業団 東日本本部 掛川市北部中継ポンプ場建設工事その２ 静岡県掛川市 一般競争入札 建築 第2四半期 6 管理棟 Ｃ

西部 日本下水道事業団 東日本本部 袋井市袋井浄化センター建設工事その１５ 静岡県袋井市 一般競争入札 一般土木 第2四半期 7 放流渠,吐口 Ｄ

西部 日本下水道事業団 東日本本部 湖西市湖西浄化センター汚泥処理設備工事その２ 静岡県湖西市 一般競争入札 下水処理設備 第2四半期 31 脱水 Ａ

西部 日本下水道事業団 東日本本部 湖西市湖西浄化センター電気設備工事その５ 静岡県湖西市 一般競争入札 電気設備 第2四半期 30 汚泥運転操作 Ａ

西部 日本下水道事業団 東日本本部 菊川市菊川浄化センター電気設備工事その６ 静岡県菊川市 一般競争入札 電気設備 第1四半期 21 自家発,監視制御,共通その他,水運転操作,汚泥運転操作 Ｂ

西部
農林水産省関東農政

局
三方原用水二期農業

水利事業所
三方原用水二期農業水利事業
秋葉取水口改修工事

静岡県浜松市天竜
区龍山町地内

静岡県浜松市天
竜区龍山町地内

一般競争入札 土木工事
第１四半期

（概ね４月を予定）
約１１ヶ月

躯体工 1式
仮廻し管L＝16.9ｍ

9千万円1..2千万円未満

西部
農林水産省関東農政

局
三方原用水二期農業

水利事業所
三方原用水二期農業水利事業
導水幹線水路改修工事（5号BT上流仮廻水路その２）

静岡県浜松市天竜
区青谷地内

静岡県浜松市天
竜区青谷地内

一般競争入札 土木工事
第１四半期

（概ね５月を予定）
約７ヶ月

管布設工L=123m（ALWφ1,350）
ボックスカルバート（1.5m×1.5m）L=40m 9千万円～1.2億円未満

西部
農林水産省関東農政

局
三方原用水二期農業

水利事業所
三方原用水二期農業水利事業
導水幹線水路改修工事（７号分水工他）

静岡県浜松市北区
都田町地内ほか

静岡県浜松市北
区都田町地内ほ
か

一般競争入札 土木工事
第２四半期

（概ね７月を予定）
約9ヶ月 1,3,5,6,7号分水工及び6号開渠耐震対策 6千万円～9千万円未満

西部
農林水産省関東農政

局
三方原用水二期農業

水利事業所
三方原用水二期農業水利事業
南部幹線水路改修工事（14号分水工他）

静岡県浜松市北区
東三方町地内ほか

静岡県浜松市北
区東三方町地内
ほか

一般競争入札 土木工事
第２四半期

（概ね７月を予定）
約9ヶ月 14号分水工及び2～8号開渠老朽化対策 6千万円～9千万円未満

西部
農林水産省関東農政

局
三方原用水二期農業

水利事業所
三方原用水二期農業水利事業
南部幹線水路改修工事（18号分水工）

静岡県浜松市中区
高丘北地内

静岡県浜松市中
区高丘北地内

一般競争入札 土木工事
第２四半期

（概ね７月を予定）
約9ヶ月 18号分水工改修　1式 6千万円～9千万円未満
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部
農林水産省関東農政

局
三方原用水二期農業

水利事業所
三方原用水二期農業水利事業
導水幹線水路整備工事（ゲート等製作据付）

静岡県浜松市北区
都田町地内ほか

静岡県浜松市北
区都田町地内ほ
か

一般競争入札
施設機械
電気通信

第１四半期
（概ね６月を予定）

約８ヶ月 5,6,7,14,18号分水工ゲート 9千万円～1.2億円未満

西部
農林水産省関東農政

局
三方原用水二期農業

水利事業所
三方原用水二期農業水利事業
導水幹線水路改修工事（６号開渠高盛土対策他）

静岡県浜松市浜北
区尾野地内

静岡県浜松市浜
北区尾野地内

一般競争入札 土木工事
第2四半期

（概ね８月を予定）
約7ヶ月 地盤改良工(高圧噴射撹拌）　一式 1.2億円～2.3億円未満

西部
農林水産省関東農政

局
三方原用水二期農業

水利事業所
三方原用水二期農業水利事業
水管理施設整備工事

静岡県浜松市北区
都田町地内ほか

静岡県浜松市北
区都田町地内ほ
か

一般競争入札
施設機械
電気通信

第４四半期
（概ね２月を予定）

約21ヶ月 水管理システム新設　一式 3億円～6.8億円未満

西部 浜松市 市民生活課 和合78号線外2線道路改良工事 中区和合町 一般競争 土木一式 7～9月 6 道路改良工Ｌ＝80m

西部 浜松市 市民生活課 伊左地202号線道路改良工事 西区伊左地町 一般競争 土木一式 7～9月 6 道路改良工Ｌ＝100m

西部 浜松市 市民生活課 富塚291号線道路改良工事 中区富塚町 指名競争 土木一式 7～9月 6 道路改良Ｌ＝100m

西部 浜松市 廃棄物処理課 （市）天竜紙板線道路改良工事 天竜区青谷地内 一般競争 土木一式 7～9月 6 路肩拡幅N=2箇所

西部 浜松市 廃棄物処理課 （市）天竜紙板線ほか2線道路改良工事 天竜区青谷地内 一般競争 土木一式 4～6月 8 道路改良工　L=110ｍ

西部 浜松市 農業水産課 村櫛漁港前田第１物揚場機能保全工事 西区村櫛町 一般競争 土木一式 4～6月 5 上部工35ｍ、舗装工

西部 浜松市 農業水産課 村櫛漁港前田第２物揚場改修工事 西区村櫛町 一般競争 土木一式 10～12月 5 上部工45ｍ、舗装工

西部 浜松市 農地整備課 奥山温水ため池護岸工事
北区引佐町奥山地
内

一般競争 土木一式 7～9月 6 ため池護岸工　L=100ｍ

西部 浜松市 農地整備課 県単　農道敷原五和線改良工事 天竜区春野町地内 一般競争 土木一式 4～6月 4 側溝改良　Ｌ＝400ｍ

西部 浜松市 農地整備課 三方原5号幹線排水路改良工事 北区三幸町 一般競争 土木一式 4～6月 3 L=180.0m

西部 浜松市 農地整備課 三方原幹線4号排水路修繕工事 北区根洗町地内 一般競争 土木一式 4～6月 9 ブロック積工　L=120m

西部 浜松市 農地整備課 三方原幹線5号排水路修繕工事 北区三方原町地内 一般競争 土木一式 7～9月 8 フェンス修繕　L=570ｍ

西部 浜松市 農地整備課 台風第15号災害　農道熊切南部線災害復旧工事 天竜区春野町地内 一般競争 土木一式 4～6月 7 地すべり防止工事

西部 浜松市 農地整備課 台風第15号災害　長蔵寺頭首工災害復旧工事 天竜区春野町地内 一般競争 土木一式 7～9月 4 護岸工事

西部 浜松市 農地整備課 4月27日災　農道郷島線災害復旧工事 天竜区春野町地内 一般競争 土木一式 4～6月 5 道路復旧工事

西部 浜松市 農地整備課 4月27日災　都田排水路災害復旧工事 北区都田町地内 一般競争 土木一式 7～9月 5 護岸工事

西部 浜松市 市街地整備課 市道大平台82号線調査立坑設置工事
西区大平台一丁目
地内外

一般競争 土木一式 7～9月 5 調査立坑設置工事

西部 浜松市 公園課 遠州灘海浜公園（篠原地区）整備工事 西区篠原町地内 一般競争 土木一式 7～9月 6 公園施設整備工A=0.5ha

西部 浜松市 公園課 遠州灘海浜公園（篠原地区）農水管切替工事 西区篠原町地内 一般競争 土木一式 7～9月 3 農水管切替え・新設工事L=1,000m

西部 浜松市 公園課 馬込川上島緑地整備工事
中区上島七丁目地
内

一般競争 土木一式 7～9月 5 園路L=150m、駐車場工一式

西部 浜松市 公園課 名塚公園整備工事 中区名塚町地内 一般競争 土木一式 7～9月 4 園路・広場工A=0.1ha

西部 浜松市 公園課 万斛庄屋公園整備工事 東区中郡町地内 一般競争 土木一式 7～9月 6 公園施設整備工A=1.0ha

西部 浜松市 公園課 浜松城公園（鹿谷地区）整備工事 中区鹿谷町地内 一般競争 土木一式 7～9月 6 公園施設整備工A=1.5ha

西部 浜松市 公園課 上廊塚公園整備工事 天竜区船明地内 一般競争 土木一式 7～9月 4 公園施設整備工A=0.1ha

西部 浜松市 公園課 川久保公園整備工事 天竜区船明地内 一般競争 土木一式 7～9月 6 公園施設整備工A=0.2ha

西部 浜松市 公園課 有玉緑地園路整備工事 東区有玉西町地内 指名競争 土木一式 7～9月 4 園路工L=200m

西部 浜松市 公園課 和地山公園駐車場・園路改修工事
中区和地山三丁目
地内

指名競争 土木一式 7～9月 4 駐車場・園路工一式
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【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 浜松市 北土木整備事務所 (国)257号交差点改良工事(根洗交差点) 北区都田町 一般競争 土木一式 7～9月 7 道路改良工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (国)362号歩道設置工事(津々崎)
北区三ヶ日町津々
崎

一般競争 土木一式 7～9月 5 歩道設置

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)三ヶ日北幹線歩道設置工事 北区三ヶ日町三ヶ日 一般競争 土木一式 7～9月 5 道路改良工

西部 浜松市 北土木整備事務所
(一)引佐舘山寺線外1線道路改良工事(正楽寺交差
点)

北区引佐町井伊谷 一般競争 土木一式 4～6月 8 道路改良工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)初生東三方線歩道整備工事 北区初生町 一般競争 土木一式 7～9月 7 歩道設置

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)萩丘都田線道路改良工事(側溝改良) 北区三方原町 一般競争 土木一式 10～12月 4 側溝改良蓋掛け

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)横尾線道路改良工事(側溝改良) 北区都田町 一般競争 土木一式 10～12月 4 側溝改良蓋掛け

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)細江11号線外1線道路改良工事 北区細江町中川 一般競争 土木一式 4～6月 8 道路改良工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)細江11号線外1線道路改良工事(その2) 北区細江町中川 一般競争 土木一式 7～9月 6 道路改良工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)引佐井伊谷金指線道路改良工事(側溝改良) 北区引佐町金指 一般競争 土木一式 10～12月 4 側溝改良工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)三ヶ日懐山幹線道路改良工事(側溝改良)
北区三ヶ日町下尾
奈

一般競争 土木一式 4～6月 5 側溝改良工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)細江中川12号線道路改良工事(側溝改良) 北区細江町中川 一般競争 土木一式 4～6月 7 側溝改良工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)引佐金指三岳線流末排水路改良工事(三岳) 北区引佐町三岳 一般競争 土木一式 7～9月 7 排水路改良工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)引佐西平日比平線道路改良工事(待避所設置) 北区引佐町渋川 一般競争 土木一式 10～12月 4 待避所設置

西部 浜松市 北土木整備事務所 (国)257号交差点改良工事(金指西BP) 北区引佐町金指 一般競争 土木一式 7～9月 21 道路改良工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (国)257号道路防災工事(花平E025) 北区引佐町花平 一般競争 土木一式 7～9月 6 土石流防止工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (国)362号道路防災工事(佐久米G124)
北区三ヶ日町佐久
米

一般競争 土木一式 4～6月 8 擁壁工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (国)257号橋梁修繕･補強工事(清水橋3) 北区根洗町 一般競争 土木一式 7～9月 5 橋梁修繕･耐震補強工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (普)細江町中川40号排水路改良工事 北区細江町中川 一般競争 土木一式 7～9月 7 河川改良工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (普)引佐町井伊谷46号排水路改良工事 北区引佐町井伊谷 一般競争 土木一式 4～6月 6 河川改良工

西部 浜松市 北土木整備事務所 高速道路案内標識ナンバリング整備工事(北区) 北区一円 一般競争 土木一式 1～3月 4 高速道路案内標識更新

西部 浜松市 北土木整備事務所 (普)細江町気賀235号排水路改良工事 北区細江町気賀 一般競争 土木一式 4～6月 4 排水路改良工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)引佐黒渕栃窪線道路改良工事 北区引佐町黒渕 一般競争 土木一式 4～6月 5 道路改良工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)東三方28号線側溝改良工事 北区東三方町 一般競争 土木一式 4～6月 7 側溝改良工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)有玉南初生線ＢＰ標識設置工事 北区初生町 一般競争 土木一式 7～9月 4 高速道路案内標識設置

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(一)細江浜北線(平口)道路改良工事 浜北区平口 一般競争 土木一式 4～6月 6 道路改良（歩道設置）L=50m

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(市)浜北小松内野線外1線道路改良工事 浜北区小松 一般競争 土木一式 1～3月 2 道路改良L=210m

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(市)大瀬36号線道路改良工事 東区大瀬町 指名競争 土木一式 4～6月 5 道路改良L=120ｍ

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(市)材木20号線外1線道路改良工事 東区材木町 一般競争 土木一式 7～9月 6 道路改良L=200ｍ

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(市)笠井25号線道路改良工事 東区笠井町 一般競争 土木一式 7～9月 5 道路改良L=150ｍ
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西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(市)浜北豊保中瀬北1号線道路改良工事 浜北区中瀬 一般競争 土木一式 1～3月 2 道路改良L=390ｍ

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(市)浜北宮口111号線外1線道路改良工事 浜北区宮口 一般競争 土木一式 10～12月 3 道路改良L=240ｍ

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(市)浜北貴布祢82号線道路改良工事 浜北区貴布祢 一般競争 土木一式 7～9月 5 道路改良L=150ｍ

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(市)浜北西美薗51号線外1線道路改良工事 浜北区西美薗 一般競争 土木一式 10～12月 3 道路改良L=300ｍ

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(市)浜北高畑2号線外2線 浜北区高畑 一般競争 土木一式 7～9月 5 道路改良L=250ｍ

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(主)浜松環状線外1線道路改良工事 東区中郡町 指名競争 土木一式 4～6月 7 道路改良L=100ｍ

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（市）青屋25号線道路改良工事 東区長鶴町 一般競争 土木一式 4～6月 10 道路築造L=150ｍ

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（市）天竜紙板線道路改良工事 天竜区青谷 一般競争 土木一式 4～6月 6 道路改良（路肩拡幅）N=2か所

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（市）天竜紙板線外2線道路改良工事 天竜区青谷 一般競争 土木一式 4～6月 6 道路改良L=100m

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（一）小松笠井線道路改良工事 東区笠井上町 一般競争 土木一式 7～9月 5 歩道設置L=40ｍ

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（市）浜北大平都田線道路改良工事 浜北区大平 一般競争 土木一式 4～6月 5 道路改良L=210m

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（主）天竜浜松線用水路付け替え工事 浜北区寺島 一般競争 土木一式 7～9月 5 用水路付替L=260ｍ

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（市）小池三島線舗装修繕工事 東区小池町 一般競争 土木一式 4～6月 5 舗装修繕工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(一)中野子安線(安間橋)橋梁修繕工事 東区安新町 一般競争 土木一式 7～9月 6 橋梁修繕工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(市)有玉南初生線(城山橋1)橋梁修繕工事 東区有玉南町 一般競争 土木一式 7～9月 7 橋梁修繕工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(一)磐田細江線(流通ｾﾝﾀｰ3号橋)橋梁耐震工事 東区流通元町 一般競争 土木一式 4～6月 8 橋梁耐震工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(主)浜松環状線(中池橋)橋梁耐震工事 東区下石田町 一般競争 土木一式 10～12月 4 橋梁耐震工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(主)天竜浜松線(端国橋)橋梁耐震工事 東区笠井上町 一般競争 土木一式 7～9月 4 橋梁耐震工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(主)浜松環状線(於松池橋)橋梁耐震工事 東区流通元町 一般競争 土木一式 7～9月 6 橋梁耐震工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(主)浜松環状線(貴平小橋)橋梁耐震工事 東区貴平町 一般競争 土木一式 4～6月 8 橋梁耐震工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(主)浜松環状線(鳥追橋)橋梁耐震工事 東区流通元町 一般競争 土木一式 7～9月 6 橋梁耐震工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(国)152号(新原大橋)橋梁耐震工事 浜北区新原 一般競争 土木一式 7～9月 6 橋梁耐震工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(主)浜北袋井線(永島橋)橋梁耐震工事 浜北区永島 一般競争 土木一式 7～9月 5 橋梁耐震工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(主)浜北袋井線(柳河原橋)橋梁耐震工事 浜北区永島 一般競争 土木一式 7～9月 6 橋梁耐震工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(主)浜北袋井線(柳河原東橋)橋梁耐震工事 浜北区永島 一般競争 土木一式 10～12月 4 橋梁耐震工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(一)浜松袋井線(豊西歩道橋)横断歩道橋修繕工事 東区豊西町 一般競争 土木一式 4～6月 7 横断歩道橋修繕工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(主)天竜浜松線(上石田歩道橋)横断歩道橋修繕工事 東区上石田町 一般競争 土木一式 4～6月 6 横断歩道橋修繕工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（普）下石田14号排水路　改良工事 東区下石田町 一般競争 土木一式 7～9月 4 排水路改良工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（準）五反田川　河床改良工事 浜北区新原 一般競争 土木一式 7～9月 9 河川改良工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（普）大屋敷川河川改良工事 浜北区宮口 一般競争 土木一式 4～6月 7 排水路改良工事
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【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（準）寺島川河川改良工事 浜北区寺島 一般競争 土木一式 7～9月 4 排水路改良工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (市)佐久間小田敷6号線小田敷橋橋梁修繕工事 佐久間町浦川 一般競争 土木一式 7～9月 5 修繕工事（塗装塗替え、断面修復等）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (一)中部天竜停車場線中部大橋橋梁修繕工事 佐久間町中部 一般競争 土木一式 7～9月 11
修繕工事（塗装塗替え）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 令和5年度(国)473号(川合)道路防災工事 佐久間町川合 一般競争 土木一式 7～9月 6
道路斜面維持管理計画(工事)【三遠南信(ICアクセス関連)】
（交付金事業）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)473号(川合~大井1工区)道路改良工事 佐久間町大井 一般競争 土木一式 7～9月 5 道路改良工事　L=85m

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)473号道路防災工事(大井~浦川A116) 佐久間町大井 一般競争 土木一式 7～9月 7
道路斜面維持管理計画(工事)【三遠南信(ICアクセス関連)】
（補助事業）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)473号(歩危) 道路防災工事 佐久間町佐久間 一般競争 土木一式 7～9月 5
道路斜面維持管理計画(工事)【三遠南信(ICアクセス関連)】
（交付金事業）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)473号(川合~大井4工区)道路改良工事 佐久間町大井 一般競争 土木一式 4～6月 8 道路改良工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)473号道路防災工事(大井~浦川A104) 佐久間町大井 一般競争 土木一式 4～6月 7 道路防災工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (一)大輪天竜線鮎釣隧道修繕工事 龍山町大嶺 一般競争 土木一式 4～6月 7 修繕工事（剥落防止、漏水対策等）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)362号春日橋1外1橋橋梁修繕･補強工事 横川外 一般競争 土木一式 7～9月 7
耐震補強
・修繕工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)362号道路改良工事(大沢) 春野町杉 一般競争 土木一式 4～6月 8 道路改良工事　L=180m

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)362号(小石間~川上) 道路防災工事 春野町豊岡 一般競争 土木一式 7～9月 7
道路斜面維持管理計画（工事）
（交付金事業）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (一)水窪羽ｹ庄佐久間線(ﾔｼﾞﾏ南)道路改良工事 佐久間町佐久間 一般競争 土木一式 7～9月 7 道路改良工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)362号(小石間~川上) 道路防災工事 春野町豊岡 一般競争 土木一式 10～12月 4
道路斜面維持管理計画（工事）
（交付金事業）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)152号(池島~大原)道路改良工事(第5工区③) 水窪町奥領家 一般競争 土木一式 4～6月 8 道路改良N=1式

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)152号道路防災工事(池島~長尾) 水窪町奥領家 一般競争 土木一式 10～12月 16 落成防護網N=1式

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (市)水窪上鶯巣線道路改良工事 水窪町奥領家 一般競争 土木一式 7～9月 7 法面崩壊対策工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (市)天竜中村7号線歩道設置工事 山東 一般競争 土木一式 7～9月 18 歩道設置工事　L=300m

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (主)天竜東栄線下阿多古橋橋梁修繕工事 渡ヶ島 一般競争 土木一式 7～9月 7 修繕工事（断面修復等）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (市)水窪柱戸線(押沢)道路防災工事 水窪町地頭方 一般競争 土木一式 7～9月 7 斜面崩壊対策工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (市)天竜峯神沢線道路修繕工事 神沢 一般競争 土木一式 4～6月 9 舗装修繕工事　L=900m

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (一)水窪森線(石打松下)舗装修繕工事 春野町石打松下 一般競争 土木一式 4～6月 9 側溝改良工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (市)春野門島高杉線側溝修繕工事 春野町杉 一般競争 土木一式 4～6月 9 側溝改良工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (主)天竜東栄線両島橋外1橋橋梁修繕工事 天竜区両島外 一般競争 土木一式 7～9月 8 修繕工事（部分塗装塗替え）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)473号錦橋外1橋橋梁修繕工事 佐久間町浦川 一般競争 土木一式 7～9月 7 修繕工事（当て板補修、断面修復等）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (普)船明16号排水路河川改良工事 船明 一般競争 土木一式 7～9月 5 河川改良工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所
(社資交)(国)152号(水窪~佐久間)道路改良工事(その
1)

佐久間町大井 一般競争 土木一式 7～9月 8 道路改良工事　1箇所

西部 浜松市 天竜土木整備事務所
(社資交)(国)152号(水窪~佐久間)道路改良工事(その
2)

佐久間町大井 一般競争 土木一式 7～9月 7 道路改良工事　3箇所

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (市)水窪有本線道路防災工事 水窪町地頭方 一般競争 土木一式 7～9月 5 斜面崩壊対策工事
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西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (市)春野久原高杉線道路改良工事 春野町杉 一般競争 土木一式 10～12月 4 右岸取合部整備工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (主)飯田富山佐久間線(上市場)道路改良工事 佐久間町浦川 一般競争 土木一式 7～9月 4 路肩崩壊対策工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)152号(浜北天竜BP)道路改良工事 二俣町阿蔵 一般競争 土木一式 7～9月 6 道路改良工事　L=160m

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)152号道路防災工事(大井~瀬尻) 龍山町瀬尻 一般競争 土木一式 10～12月 5
道路斜面維持管理計画（工事）
（補助事業）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (主)天竜東栄線(吉沢)道路改良工事 佐久間町浦川 一般競争 土木一式 7～9月 5 路肩崩壊対策工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)152号道路防災工事(大井~瀬尻) 龍山町瀬尻 一般競争 土木一式 7～9月 5
道路斜面維持管理計画（工事）
（補助事業）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)152号(浜北天竜BP)道路改良工事 二俣町阿蔵 一般競争 土木一式 4～6月 8 道路改良工事　L=160m

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (一)大輪天竜線(下平山)道路改良工事 龍山町下平山 一般競争 土木一式 7～9月 5 道路改良工事　L=20m

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)152号道路防災工事(地頭方~城西) 佐久間町奥領家 一般競争 土木一式 7～9月 7
道路斜面維持管理計画(工事)【三遠南信(並行区間)】（補助
事業）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)152号道路防災工事(城西~大井) 水窪町地頭方 一般競争 土木一式 7～9月 7
道路斜面維持管理計画(工事)【三遠南信(並行区間)】（補助
事業）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (市)佐久間相月和泉線ｺｳﾁ橋橋梁修繕工事 佐久間町相月 一般競争 土木一式 7～9月 5 修繕工事（アンカーボルト腐食）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (市)水窪柱戸線(向島)道路防災工事 水窪町地頭方 一般競争 土木一式 10～12月 8 斜面崩壊対策工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (市)水窪河内押沢線押沢橋橋梁修繕工事 水窪町奥領家 一般競争 土木一式 4～6月 9 修繕工事（耐風索取替え）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (市)水窪向島上村線道路防災工事 水窪町地頭方 一般競争 土木一式 7～9月 5 斜面崩壊対策工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (一)水窪森線(平城)道路改良工事 春野町杉 一般競争 土木一式 7～9月 7 路肩決壊対策工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (市)龍山下平山線舗装修繕工事 龍山町下平山 指名競争 土木一式 10～12月 4 舗装修繕工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)152号大輪橋橋梁修繕工事 龍山町瀬尻 一般競争 土木一式 7～9月 19 耐震補強・修繕工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)152号大川桟道橋外1橋橋梁修繕･補強工事 天竜区大川 一般競争 土木一式 7～9月 8 耐震補強・修繕工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (一)両島二俣線塩見渡橋橋梁修繕･補強工事 渡ヶ島 一般競争 土木一式 4～6月 9 耐震補強

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (市)佐久間大滝線道路改良工事 佐久間町大井 指名競争 土木一式 4～6月 9 側溝改良工事　L=100m

西部 浜松市 天竜土木整備事務所
(国)152号道路災害復旧工事(秋葉ﾄﾝﾈﾙ)(ﾄﾝﾈﾙ復旧
工)

龍山町大嶺 一般競争 土木一式 7～9月 15 ライナープレート補強工L=17.4m

西部 浜松市 消防総務課 上下水道部資材置き場再構築工事 中区住吉五丁目 一般競争 土木一式 7～9月 5 上下水道部資材置き場再構築工事

西部 浜松市 林業振興課
県単独治山(補助)事業　春野町越木平(越木)地区治
山工事

天竜区春野町越木
平

指名競争 土木一式 7～9月 5 山腹工　A=0.05ha

西部 浜松市 林業振興課
県単独治山(補助)事業　春野町長蔵寺(塩沢)地区治
山工事

天竜区春野町長蔵
寺

指名競争 土木一式 7～9月 5 山腹工　A=0.05ha

西部 浜松市 林業振興課
県単独治山(補助)事業水窪町奥領家(大津)地区治山
工事

天竜区水窪町奥領
家

一般競争 土木一式 7～9月 6 山腹工　A=0.10ha

西部 浜松市 林業振興課 市単独治山(補助)事業横川(大平)地区治山工事 天竜区横川 指名競争 土木一式 7～9月 4 山腹工　A=0.03ha

西部 浜松市 林業振興課 道整備交付金事業　林道大沢光明線開設工事 天竜区只来 一般競争 土木一式 7～9月 6 林道開設　L=289m

西部 浜松市 林業振興課 道整備交付金事業　林道光明山佐久線開設工事 天竜区山東 一般競争 土木一式 7～9月 6 林道開設　L=135m

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業　林道戸倉線改良工事 天竜区龍山町戸倉 指名競争 土木一式 7～9月 5 林道改良　L=40m

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業　林道寺尾線改良工事 天竜区龍山町瀬尻 指名競争 土木一式 7～9月 5 林道改良　L=30m
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西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業　林道出馬線(2工区)改良工事
天竜区佐久間町浦
川

指名競争 土木一式 7～9月 5 林道改良　L=10m

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業林道出馬線(3工区)改良工事
天竜区佐久間町浦
川

指名競争 土木一式 7～9月 5 林道改良　L=13m

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業林道地八線(2工区)改良工事
天竜区佐久間町浦
川

指名競争 土木一式 7～9月 5 林道改良　L=13m

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業　林道奈良代線改良工事
天竜区水窪町地頭
方

指名競争 土木一式 7～9月 5 林道改良　L=350m

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業　林道戸中山線改良工事
天竜区水窪町地頭
方

指名競争 土木一式 7～9月 5 林道改良　L=20m

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業林道大野中根山線(1工区)改良工事
天竜区水窪町奥領
家

指名競争 土木一式 7～9月 5 林道改良　L=40m

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業林道天竜川線(1工区)改良工事
天竜区水窪町奥領
家

指名競争 土木一式 7～9月 5 林道改良　L=60m

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業林道天竜川線(2工区)改良工事
天竜区水窪町奥領
家

指名競争 土木一式 7～9月 5 林道改良　L=20m

西部 浜松市 林業振興課
林道維持補修事業　林道天竜川線第1号唐沢橋橋梁
補修工事

天竜区水窪町奥領
家

一般競争 土木一式 7～9月 6 橋梁補修　N=1橋

西部 浜松市 林業振興課
林道維持補修事業　林道天竜川線第2号唐沢橋橋梁
補修工事

天竜区水窪町奥領
家

一般競争 土木一式 7～9月 6 橋梁補修　N=1橋

西部 浜松市 林業振興課
林道維持補修事業　林道天竜川線布垂橋橋梁補修
工事

天竜区水窪町奥領
家

一般競争 土木一式 7～9月 6 橋梁補修　N=1橋

西部 浜松市 林業振興課
林道維持補修事業　林道太田線大村橋橋梁補修工
事

天竜区春野町杉 一般競争 土木一式 7～9月 6 橋梁補修　N=1橋

西部 浜松市 林業振興課
林道維持補修事業　林道太田線無名橋橋梁補修工
事

天竜区春野町杉 指名競争 土木一式 7～9月 4 橋梁補修　N=1橋

西部 浜松市 林業振興課
林道施設災害復旧事業林道大渓二俣線災害復旧工
事

天竜区山東 一般競争 土木一式 4～6月 6 林道災害復旧　L=28m

西部 浜松市 緑政課
令和5年度舘山寺総合公園（フラワーパーク）園路改
良工事

浜松市西区舘山寺
町地内

一般競争 土木一式 4～6月 9 舗装工A=790㎡　擁壁工L=38m　付帯工1式

西部 浜松市 緑政課 令和5年度緑化推進センター園路改修工事
浜松市南区大塚町
地内

指名競争 土木一式 7～9月 4 舗装工650㎡

西部 浜松市 公園管理事務所 西岸中央公園駐車場拡張工事
西区大平台三丁目
地内

指名競争 土木一式 7～9月 4 駐車場整備　A=200m2

西部 浜松市 公園管理事務所 引佐総合公園グラウンド改修工事
北区引佐町井伊谷
地内

一般競争 土木一式 10～12月 3
土壌改良　１式
トレンチ施工　１式

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)小池三島線(細島東交差点)平面化工事 中区細島町 一般競争 土木一式 4～6月 10 歩道橋撤去、交差点平面化工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)曳馬中田島線(八幡地区UD化)交差点改良工事 中区八幡町 一般競争 土木一式 4～6月 6 交差点改良、点字ブロック設置

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)堤小沢渡1号線道路改良工事 南区小沢渡町 一般競争 土木一式 4～6月 7 側溝新設工事

西部 浜松市 南土木整備事務所
交差点事故削減対策(主)浜松雄踏線事故削減対策工
事

中区菅原町 一般競争 土木一式 4～6月 6 事故削減工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)入野107号線側溝改良工事側溝改良工事 西区入野町 一般競争 土木一式 4～6月 6 側溝改良工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)渡瀬20号線側溝改良工事 南区渡瀬町 指名競争 土木一式 4～6月 5 側溝改良工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (国)257号(篠原町門型標識)門型標識修繕工事 西区篠原町 一般競争 土木一式 4～6月 6 門型標識修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)名塚20号線側溝蓋掛工事 中区名塚町外 一般競争 土木一式 4～6月 7 側溝蓋掛工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)湖東112号線側溝改良工事側溝改良工事 西区湖東町 一般競争 土木一式 7～9月 6 側溝改良工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)向宿7号線側溝蓋掛工事 中区向宿二丁目 一般競争 土木一式 7～9月 7 側溝蓋掛工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (一)宇布見浜松線斜面崩壊対策工事 西区大久保町 一般競争 土木一式 7～9月 6 斜面崩壊対策工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (二)九領川改修工事 西区志都呂町 一般競争 土木一式 7～9月 7 橋台工事
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西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)白羽9号線側溝改良工事側溝改良工事 南区石原町 一般競争 土木一式 7～9月 6 側溝改良工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (一)浜名湖周遊自転車道線防護柵修繕工事 西区村櫛町 一般競争 土木一式 7～9月 5 防護柵修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)鴨江26号線斜面崩壊対策工事 中区鴨江一丁目 一般競争 土木一式 7～9月 5 斜面崩壊対策工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)西島41号線道路改良工事 南区西島町 一般競争 土木一式 7～9月 5 側溝新設工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)飯田鴨江線(飯塚橋)橋梁修繕・補強工事 南区下飯田町 一般競争 土木一式 7～9月 6 橋梁修繕・補強工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)萩丘6号線外3線側溝蓋掛工事 中区萩丘二丁目 一般競争 土木一式 7～9月 5 側溝蓋掛工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)元浜神立1号線(富士見橋1)橋梁修繕工事 中区船越町 一般競争 土木一式 7～9月 5 橋梁修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (主)細江舞阪線(馬郡跨線橋)橋梁修繕工事 西区馬郡町 一般競争 土木一式 7～9月 6 橋梁修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (国)150号(新川橋3)橋梁修繕・補強工事 南区芳川町 一般競争 土木一式 7～9月 12 橋梁修繕・補強工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (主)浜松環状線(志都呂西大橋)橋梁修繕・補強工事 西区志都呂町 一般競争 土木一式 4～6月 14 橋梁修繕・補強工事

西部 浜松市 南土木整備事務所
(市)東伊場601号線(第一森田地下道)地下道上屋修
繕工事

中区森田町 一般競争 土木一式 7～9月 5 地下道上屋修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)萩湖東線(萩湖東線1号橋)橋梁修繕・補強工事 西区湖東町 一般競争 土木一式 7～9月 5 橋梁修繕・補強工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (国)152号(下池川橋)橋梁修繕・補強工事 中区下池川町 一般競争 土木一式 7～9月 5 橋梁修繕・補強工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)伝馬旭1号線(新川橋6)橋梁修繕・補強工事 中区鍛冶町 一般競争 土木一式 7～9月 5 橋梁修繕・補強工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)元浜米津線(元濱橋)橋梁耐震補強工事 中区元浜町 一般競争 土木一式 7～9月 5 橋梁耐震補強工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (国)301号(中浜名橋)橋梁修繕・補強工事 西区舞阪町舞阪 一般競争 土木一式 10～12月 13 橋梁修繕・補強工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)雄踏637号線(大谷川一号橋)橋梁修繕工事 西区雄踏町山崎 指名競争 土木一式 7～9月 5 橋梁修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)元城早馬1号線(常盤橋)橋梁修繕・補強工事 中区早馬町 一般競争 土木一式 7～9月 5 橋梁修繕・補強工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)富屋2号線外1線道路改良工事 南区富屋町 一般競争 土木一式 7～9月 5 道路改良工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (国)257号(鎧橋2)橋梁修繕・補強工事 南区東若林町 一般競争 土木一式 7～9月 5 橋梁修繕・補強工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)萩湖東線(湖東橋)橋梁修繕・補強工事 西区湖東町 一般競争 土木一式 7～9月 6 橋梁修繕・補強工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)葵20号線側溝改良工事側溝改良工事 中区葵西三丁目 一般競争 土木一式 7～9月 5 側溝改良工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (準)東芳川護岸改良工事 南区三和町 一般競争 土木一式 7～9月 5 護岸改良工事　L=50m

西部 浜松市 南土木整備事務所 高塚川排水機場土木施設築造工事 南区白羽町 一般競争 土木一式 7～9月 12 ポンプ施設躯体工　N=1箇所

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)増楽8号線道路改良工事 南区増楽町 一般競争 土木一式 7～9月 5 側溝新設工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)東若林高塚1号線(若林跨線橋)橋梁修繕工事 南区若林町 一般競争 土木一式 7～9月 17 橋梁修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (普)三島1号排水路改良工事 南区三島町 一般競争 土木一式 10～12月 4 排水路改良工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)大山37号線側溝改良工事側溝改良工事 西区大山町 一般競争 土木一式 10～12月 4 側溝改良工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 曳馬小学校校庭貯留施設設置工事 中区曳馬一丁目 指名競争 土木一式 10～12月 4 校庭貯留施設

西部 浜松市 南土木整備事務所 芳川小学校校庭貯留施設設置工事 南区芳川町 指名競争 土木一式 10～12月 4 校庭貯留施設



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)石原19号線側溝改良工事側溝改良工事 南区石原町 一般競争 土木一式 10～12月 3 側溝改良工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)江之島42号線道路改良工事 南区江之島町 一般競争 土木一式 1～3月 10 道路新設工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)村櫛238号線道路改良工事 西区村櫛町 一般競争 土木一式 1～3月 9 路肩拡幅工事

西部 浜松市 水道工事課 （債務）中央幹線継手補強その１工事 北区初生町地内 一般競争 土木一式 7～9月 9 継手補強φ1,100×16箇所、DGXφ150×200ｍ

西部 浜松市 下水道工事課 西遠浄化センター汚泥処理施設防食塗装工事 南区松島町 一般競争 土木一式 7～9月 6 防食塗装（汚泥貯留槽・排水槽他）

西部 浜松市 下水道工事課 馬込第6処理分区枝線管きょ築造工事 浜北区上善地 一般競争 土木一式 4～6月 9 管きょ工　L=320ｍ

西部 浜松市 下水道工事課 石岡処理分区枝線管きょ築造工事 北区細江町中川 一般競争 土木一式 7～9月 5 管きょ工　L=135ｍ

西部 浜松市 下水道工事課
東美園幹線及び馬込第6処理分区枝線管きょ築造工
事

浜北区東美薗 一般競争 土木一式 4～6月 9 管きょ工　L=554ｍ

西部 浜松市 下水道工事課 湖東高丘幹線管きょ築造工事 西区湖東町 一般競争 土木一式 4～6月 10 管きょ工　L=310ｍ

西部 浜松市 下水道工事課 マンホールトイレ築造工事 市内5校 一般競争 土木一式 4～6月 9 マンホールトイレ設置工　N=5箇所

西部 浜松市 下水道工事課 佐鳴第2処理分区枝線管きょ築造工事 西区伊左地町 指名競争 土木一式 4～6月 7 管きょ工　L=56ｍ

西部 浜松市 下水道工事課 佐鳴第2処理分区枝線管きょ築造工事 西区西山町 指名競争 土木一式 7～9月 5 管きょ工　L=58ｍ

西部 浜松市 下水道工事課 佐鳴第1処理分区枝線管きょ築造工事 西区西山町 一般競争 土木一式 7～9月 5 管きょ工　L=90ｍ

西部 浜松市 下水道工事課 雄踏第1処理分区枝線管きょ築造工事 西区雄踏町宇布見 指名競争 土木一式 7～9月 5 管きょ工　L=20.9ｍ

西部 浜松市 下水道工事課 馬込第18-2処理分区枝線管きょ築造工事
東区天龍川町・南区
青屋町

一般競争 土木一式 4～6月 9 管きょ工　L=550ｍ

西部 浜松市 下水道工事課 馬込第7処理分区枝線管きょ築造工事 浜北区横須賀 一般競争 土木一式 4～6月 9 管きょ工　L=890m

西部 浜松市 下水道工事課 馬込第8処理分区枝線管きょ築造工事 浜北区小松 指名競争 土木一式 7～9月 5 管きょ工　L25m

西部 浜松市 下水道工事課 石岡処理分区枝線管きょ築造工事 北区細江町中川 一般競争 土木一式 7～9月 5 管きょ工　L=350m

西部 浜松市 下水道工事課 馬込第13処理分区管きょ築造工事 北区新都田一丁目 一般競争 土木一式 7～9月 6 管きょ工　L=100m　マンホールポンプN=１箇所

西部 浜松市 下水道工事課 馬込第8処理分区管きょ築造工事 浜北区中条 指名競争 土木一式 7～9月 4 管きょ工　L=37ｍ

西部 浜松市 下水道工事課 佐鳴第1処理分区枝線管きょ築造工事 西区西山町 指名競争 土木一式 7～9月 4 管きょ工　L=20ｍ

西部 浜松市 下水道工事課 浜名第6処理分区枝線管きょ築造工事 浜北区西美薗 指名競争 土木一式 7～9月 5 管きょ工　L=45ｍ

西部 浜松市 下水道工事課 馬込第6処理分区管きょ築造工事 浜北区上善地 一般競争 土木一式 7～9月 8 管きょ工　L=807ｍ

西部 浜松市 下水道工事課 馬込第6処理分区管きょ築造工事 浜北区東美薗 一般競争 土木一式 7～9月 8 管きょ工　L=879ｍ

西部 浜松市 下水道工事課
市内一円私道枝線管きょ築造工事（馬込第14処理分
区）

東区有玉南町 指名競争 土木一式 7～9月 5 管きょ工　L=25ｍ

西部 浜松市 下水道工事課
市内一円私道枝線管きょ築造工事（馬込第6処理分
区）

浜北区貴布祢 指名競争 土木一式 7～9月 5 管きょ工　L=50ｍ

西部 浜松市 下水道工事課 市内一円私道枝線管きょ築造工事（石岡処理分区） 北区細江町中川 指名競争 土木一式 7～9月 5 管きょ工　L=37ｍ

西部 浜松市 下水道工事課 浅田幹線管きょ改築工事 中区南浅田二丁目 一般競争 土木一式 7～9月 7 管更生 □2700×2700

西部 浜松市 下水道工事課 中央処理分区枝線管きょ改築工事 中区常盤町外 一般競争 土木一式 7～9月 7 管更生φ250外

西部 浜松市 下水道工事課 元浜処理分区枝線管きょ改築工事 中区八幡町外 一般競争 土木一式 7～9月 7 管更生φ250外
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【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 浜松市 下水道工事課 伝馬処理分区枝線管きょ改築工事 中区鴨江町 一般競争 土木一式 4～6月 8 管更生φ1100

西部 浜松市 下水道工事課 元浜処理分区枝線管きょ改築工事 中区野口町外 一般競争 土木一式 7～9月 6 VUφ250外布設

西部 浜松市 下水道工事課 馬込第19処理分区外枝線管きょ改築工事 南区中田島町外 一般競争 土木一式 4～6月 7 管更生φ300外

西部 浜松市 下水道工事課 馬込第6処理分区枝線管きょ改築工事 浜北区八幡外 一般競争 土木一式 7～9月 4 管更生φ250外

西部 浜松市 下水道工事課 浜名第9処理分区外枝線管きょ改築工事 米津町外 一般競争 土木一式 4～6月 7 管更生φ600外

西部 浜松市 下水道工事課 元浜処理分区枝線管きょ改築工事 中央二丁目 一般競争 土木一式 4～6月 8 VUφ250布設

西部 浜松市 下水道工事課 元浜処理分区枝線管きょ改良工事 中区下池川町外 一般競争 土木一式 4～6月 9 VUφ250布設

西部 浜松市 下水道工事課 伝馬処理分区枝線管きょ改良工事 中区鴨江一丁目 一般競争 土木一式 10～12月 5 VUφ250布設

西部 浜松市 北部上下水道課 都筑第１配水場防護柵更新工事 北区三ヶ日町都筑 指名競争 土木一式 7～9月 5 都筑第一配水場防護柵　92ｍ×H1800（忍び返し付）

西部 浜松市
天竜区まちづくり推進

課
旧佐久間民俗文化伝承館借地返還に伴う原状回復工
事

浜松市天竜区佐久
間町佐久間地内

指名競争 土木一式 1～3月 4 旧佐久間民俗文化伝承館借地返還に伴う原状回復工事

西部 浜松市
天竜区まちづくり推進

課
浜松市天竜ボート場配艇場護岸改修工事

浜松市天竜区月地
内

一般競争 土木一式 7～9月 7 配艇場（2か所）の護岸復旧工事

西部 浜松市 障害保健福祉課 通路浸水に伴う中庭改修工事 浜北区高薗地内 指名競争 建築一式 4～6月 4
浜松市発達医療総合福祉センター内の通路浸水に伴う中
庭改修工事　一式

西部 浜松市 障害保健福祉課
浜松市発達医療総合福祉センター友愛のさと診療所
受付移設改修工事(建築・電気設備）

浜北区高薗地内 一般競争 建築一式 7～9月 3
浜松市発達医療総合福祉センター内の友愛のさと診療所
受付移設改修工事　建築工事・電気設備工事　一式

西部 浜松市 病院管理課
浜松医療センター新病院整備工事（３号館改修工事
他）

中区富塚町地内 随意契約 建築一式 7～9月 43 ３号館改修、渡り廊下棟改修及び１・２号館の解体

西部 浜松市 農業水産課 イチゴ養液システム改修工事 北区都田町地内 随意契約 建築一式 4～6月 4 圃場面積＝2,246.4㎡

西部 浜松市 農地整備課 三和排水機場建屋修繕工事 北区細江町地内 一般競争 建築一式 4～6月 9 建屋修繕　N=1機場

西部 浜松市 住宅課 浜松市営住宅中田島団地C12棟外1棟空家改修工事 南区白羽町地内 一般競争 建築一式 4～6月 4 RC造５階建２棟15戸の空家の内装改修工事　一式

西部 浜松市 住宅課
浜松市営住宅湖東団地Ｃ３棟個別改善工事（建築工
事）

西区湖東町地内 一般競争 建築一式 4～6月 9 ＲＣ造５階建30戸の個別改善に係る建築工事　一式

西部 浜松市 住宅課
浜松市営住宅中田島団地ＣＤ１５棟外１棟外壁・屋上
防水改修等工事

南区白羽町地内 一般競争 建築一式 4～6月 9
RC造５階建２棟80戸の外壁・屋上防水改修工事及び空家
45戸の内装解体工事　一式

西部 浜松市 教育総務課 白脇小放課後児童会施設整備工事（建築） 南区寺脇町　地内 一般競争 建築一式 4～6月 11 放課後児童会専用施設の整備

西部 浜松市 教育総務課 中瀬小放課後児童会耐火改修工事 浜北区中瀬地内 指名競争 建築一式 4～6月 5 放課後児童会施設の耐火改修

西部 浜松市 教育施設課 神久呂小学校プール改修工事(建築工事) 西区神ヶ谷町地内 一般競争 建築一式 7～9月 4 プール改修

西部 浜松市 教育施設課 積志中学校体育館器具庫改修工事（R02設計） 東区有玉北町地内 一般競争 建築一式 4～6月 5 体育器具庫改修

西部 浜松市 教育施設課 神久呂小学校北校舎長寿命化改良工事（建築工事）
浜松市西区神ヶ谷
町地内

一般競争 建築一式 4～6月 20 校舎長寿命化改良

西部 浜松市 教育施設課 旧高砂小学校解体工事
浜松市中区高砂町
地内

一般競争 建築一式 7～9月 12 校舎解体

西部 浜松市 教育施設課 和地小学校校舎小規模改修工事
浜松市西区和地町
地内

一般競争 建築一式 4～6月 4 校舎小規模改修

西部 浜松市 教育施設課 気賀小学校校舎小規模改修工事
浜松市北区細江町
気賀地内

一般競争 建築一式 4～6月 4 校舎小規模改修

西部 浜松市 教育施設課 葵西小学校体育館小規模改修工事
浜松市中区葵西2丁
目地内

一般競争 建築一式 4～6月 5 体育館小規模改修

西部 浜松市 教育施設課 西部中学校校舎改築工事（解体工事）
浜松市中区鴨江2丁
目地内

一般競争 建築一式 4～6月 21 校舎解体工事

西部 浜松市 教育施設課 高台中学校校舎小規模改修工事
浜松市中区住吉5丁
目地内

一般競争 建築一式 4～6月 4 校舎小規模改修
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西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 浜松市 教育施設課 清竜中学校南校舎小規模改修工事
浜松市天竜区二俣
町鹿島地内

一般競争 建築一式 4～6月 5 校舎小規模改修

西部 浜松市 教育施設課 浜北北部中学校中校舎等小規模改修工事
浜松市浜北区於呂
地内

一般競争 建築一式 4～6月 6 校舎小規模改修

西部 浜松市 教育施設課 東陽中学校南校舎等小規模改修工事
浜松市南区西町地
内

一般競争 建築一式 4～6月 12 校舎・体育館等小規模改修

西部 浜松市 教育施設課
引佐北部小中学校バリアフリー化及び小規模改修工
事

浜松市北区引佐町
四方浄地内

一般競争 建築一式 4～6月 7 バリアフリー改修及び体育館小規模改修

西部 浜松市 教育施設課 中郡中学校バリアフリー改修工事 浜松市東区中郡町 一般競争 建築一式 4～6月 8 バリアフリー改修

西部 浜松市 教育施設課 細江中学校バリアフリー改修工事
浜松市北区細江町
気賀

一般競争 建築一式 4～6月 8 バリアフリー改修

西部 浜松市 教育施設課 北浜中学校バリアフリー改修工事
浜松市浜北区西美
薗地内

一般競争 建築一式 4～6月 8 バリアフリー改修

西部 浜松市 中区まちづくり推進課 北部水泳場　流水プール用起流ポンプ(A)取替工事
中区高丘西四丁目
地内

一般競争 建築一式 7～9月 14 流水プール気流ポンプ(A)取替工事

西部 浜松市 東区区民生活課 蒲協働センター敷地内駐車場整備工事 東区子安町地内 一般競争 建築一式 4～6月 4
協働ｾﾝﾀｰ南側：身障者用駐車場1台、他5台、
協働ｾﾝﾀｰ西側：3台

西部 浜松市 東区区民生活課 蒲協働センター近隣用地内駐車場整備工事 東区子安町地内 指名競争 建築一式 10～12月 3 新設駐車場　敷地：約210㎡　 7台分

西部 浜松市
西区社会福祉課
西区区振興課

こども家庭センター設置に伴う西区工事 西区役所内 一般競争 建築一式 10～12月 6 西区役所内にこども家庭センターを設置する工事

西部 浜松市 南区区民生活課 白脇協働センター附設体育館床面改修工事 南区寺脇町地内 一般競争 建築一式 10～12月 4 体育館床面改修・内装工事

西部 浜松市 南区区民生活課 可美公園水泳場屋外プール流水ポンプ修繕工事 南区増楽町地内 一般競争 建築一式 10～12月 16 起流ポンプ取替工事

西部 浜松市 北区まちづくり推進課 気賀関所町木戸門本柱等修繕工事
北区細江町気賀地
内

一般競争 建築一式 4～6月 5 気賀関所町木戸門本柱等の修繕工事

西部 浜松市 公共建築課 元目分庁舎外壁及び屋根改修工事 中区元目町地内 一般競争 建築一式 7～9月 4 外壁及び屋根改修工事　一式

西部 浜松市 公共建築課 鴨江アートセンター外壁及び屋根改修工事 中区鴨江町地内 一般競争 建築一式 7～9月 4 外壁及び屋根改修工事　一式

西部 浜松市 公共建築課 浜松まつり会館外壁及び屋根改修工事 南区中田島町　地内 一般競争 建築一式 4～6月 6 外壁及び屋根改修工事　一式

西部 浜松市 公共建築課 伊目幼稚園外壁及び屋根改修工事
北区細江町伊目地
内

一般競争 建築一式 4～6月 4 外壁及び屋根改修工事　一式

西部 浜松市 公共建築課 奥山幼稚園外壁及び屋根改修工事
北区引佐町奥山地
内

一般競争 建築一式 4～6月 4 外壁及び屋根改修工事　一式

西部 浜松市 公共建築課 下阿多古幼稚園外壁及び屋根改修工事 天竜区両島地内 一般競争 建築一式 4～6月 4 外壁及び屋根改修工事　一式

西部 浜松市 公共建築課 気田幼稚園外壁及び屋根改修工事
天竜区春野町気田
地内

一般競争 建築一式 4～6月 4 外壁及び屋根改修工事　一式

西部 浜松市 公共建築課 犬居幼稚園外壁及び屋根改修工事
天竜区春野町犬居
地内

一般競争 建築一式 4～6月 4 外壁及び屋根改修工事　一式

西部 浜松市 公共建築課 高台協働センター外壁改修工事 中区和合町地内 一般競争 建築一式 7～9月 4 外壁改修工事　一式

西部 浜松市 公共建築課 雄踏総合公園(管理棟)大規模改修工事（建築工事）
西区雄踏町宇布見
地内

一般競争 建築一式 4～6月 7 大規模改修工事（建築工事）　一式

西部 浜松市 公共建築課 長上協働センター大規模改修工事（建築工事） 東区市野町地内 一般競争 建築一式 4～6月 15 大規模改修工事（建築工事）　一式

西部 浜松市 公共建築課 引佐多目的研修センター吊天井落下防止対策工事
北区引佐町井伊谷
地内

一般競争 建築一式 10～12月 10 吊天井落下防止対策工事　一式

西部 浜松市
産業振興課
公営競技室

浜松市小型自動車競走場投票券発売所改修工事 中区和合町地内 一般競争 建築一式 4～6月 4
入場門・管理棟解体に伴う自警本部機能の仮移転のため
の改修工事

西部 浜松市
産業振興課
公営競技室

浜松市小型自動車競走場入場門・管理棟解体、新築
工事（建築工事）

中区和合町地内 一般競争 建築一式 7～9月 17
既存入場門・管理棟解体及び新築工事、投票券発売所改
修工事

西部 浜松市 下水道工事課 西遠浄化センター汚泥処理棟耐震補強工事 南区松島町地内 一般競争 建築一式 7～9月 6 汚泥処理施設耐震補強

西部 浜松市 下水道工事課 湖東中継ポンプ場管理棟耐震補強工事 西区湖東町地内 一般競争 建築一式 4～6月 8 ポンプ場施設耐震補強
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西部 浜松市
浜北区まちづくり推進

課
北浜南部協働センター窓改修工事 浜北区寺島地内 指名競争 建築一式 7～9月 1 サッシの改修工事

西部 浜松市
浜北区まちづくり推進

課
令和５年度　浜松市浜北文化センター大規模改修工
事(建築工事)

浜北区貴布祢地内 一般競争 建築一式 7～9月 17
本館大規模改修、大小ホール吊り天井落下防止対策、太
陽光発電基礎設置、北館部分補修、旧図書館棟解体

西部 浜松市
浜北区まちづくり推進

課
令和５年度　浜松市浜北文化センター大規模改修工
事(陶壁画補修工事)

浜北区貴布祢地内 随意契約 左官 10～12月 17 責任設計施工　ホールエントランス陶壁画補修

西部 浜松市 農地整備課 台風第15号災害　農道郷島線法面災害復旧工事 天竜区春野町地内 一般競争
とび・土工・コンク

リート
4～6月 7 法面工事

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)引佐中代線道路防災工事
北区引佐町東久留
女木

一般競争
とび・土工・コンク

リート
7～9月 5 ブロック積

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)152号(池島~大原)道路改良工事(第2工区) 水窪町奥領家 指名競争
とび・土工・コンク

リート
4～6月 5 Gr設置　L=200m

西部 浜松市 浄水課 大原浄水場沈殿池外構フェンス設置工事 北区大原町地内 指名競争
とび・土工・コンク

リート
7～9月 4 大原浄水場沈殿池外構フェンス設置

西部 浜松市 南区区民生活課
五島協働センター附設体育館バスケットゴール取替工
事

南区福島町地内 指名競争
とび・土工・コンク

リート
7～9月 3 壁面固定折畳式バスケット装置撤去・新設工事

西部 浜松市 公園管理事務所 和地山公園球技場防砂ネット設置工事
中区和地山三丁目
地内

指名競争
とび・土工・コンク

リート
7～9月 4 防砂ネット設置工　L=70m

西部 浜松市 公園管理事務所 伊左地緑地防球フェンス設置工事 西区伊左地町地内 指名競争
とび・土工・コンク

リート
7～9月 3 防球フェンス設置工　L=50m

西部 浜松市 公園管理事務所 ながどおり公園複合遊具更新工事 浜北区貴布祢地内 指名競争
とび・土工・コンク

リート
7～9月 5 複合遊具更新　１基

西部 浜松市 公園管理事務所 花川運動公園複合遊具更新工事 中区西丘町地内 指名競争
とび・土工・コンク

リート
7～9月 4 複合遊具更新　１基

西部 浜松市 公園管理事務所 瞳ヶ丘中央公園複合遊具更新工事 西区大人見町地内 一般競争
とび・土工・コンク

リート
4～6月 5 複合遊具更新　１基

西部 浜松市 公園管理事務所 山宮神公園複合遊具更新工事
西区雄踏町山崎地
内

一般競争
とび・土工・コンク

リート
4～6月 5 複合遊具更新　１基

西部 浜松市 公園管理事務所 積志公園複合遊具更新工事 東区積志町地内 指名競争
とび・土工・コンク

リート
7～9月 4 複合遊具更新　１基

西部 浜松市 公園管理事務所 地蔵平公園複合遊具更新工事
東区有玉台三丁目
地内

一般競争
とび・土工・コンク

リート
4～6月 5 複合遊具更新　１基

西部 浜松市 公園管理事務所 代官平公園複合遊具更新工事
中区曳馬六丁目地
内

指名競争
とび・土工・コンク

リート
7～9月 5 複合遊具更新　１基

西部 浜松市 公園管理事務所 遠州灘海浜公園四阿更新工事 南区中田島町地内 指名競争
とび・土工・コンク

リート
7～9月 5 四阿更新　１基

西部 浜松市
アセットマネジメント

推進課
浜松市元目分庁舎非常用自家発電設備更新工事

浜松市中区元目町
地内

一般競争 電気 7～9月 16 非常用自家発電設備の更新

西部 浜松市 廃棄物処理課 東部衛生工場直流電源装置更新工事 東区豊町地内 一般競争 電気 4～6月 8 直流電源装置一式の更新

西部 浜松市 住宅課
浜松市営住宅湖東団地Ｃ３棟個別改善工事（電気設
備工事）

西区湖東町地内 一般競争 電気 4～6月 9 ＲＣ造５階建30戸の個別改善に係る電気設備工事　一式

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
道路照明灯LED（県市道）更新工事 東区、浜北区内 一般競争 電気 4～6月 7 道路照明灯LED更新

西部 浜松市
カーボンニュートラル

推進事業本部
令和５年度　浜松市立 内野幼稚園 LED照明器具等
導入工事

浜北区内野地内 一般競争 電気 4～6月 8 LED照明器具等導入工事

西部 浜松市
カーボンニュートラル

推進事業本部
令和５年度　浜松市サンライフ浜北・浜北武道館 LED
照明器具等導入工事

浜北区竜南地内 一般競争 電気 4～6月 8 LED照明器具等導入工事

西部 浜松市
カーボンニュートラル

推進事業本部
令和５年度　浜松市みをつくし文化センター LED照明
器具等導入工事

北区細江町地内 一般競争 電気 4～6月 8 LED照明器具等導入工事

西部 浜松市
カーボンニュートラル

推進事業本部
令和５年度　花川運動公園（管理棟） LED照明器具等
導入工事

中区西丘町地内 一般競争 電気 4～6月 8 LED照明器具等導入工事

西部 浜松市
カーボンニュートラル

推進事業本部
令和５年度　浜松市北部水泳場 LED照明器具等導入
工事

中区高丘西地内 一般競争 電気 4～6月 8 LED照明器具等導入工事

西部 浜松市
カーボンニュートラル

推進事業本部
令和５年度　浜松市可美公園総合センター LED照明
器具等導入工事

南区増楽町地内 一般競争 電気 4～6月 8 LED照明器具等導入工事

西部 浜松市
カーボンニュートラル

推進事業本部
令和５年度　浜松市三ケ日総合福祉センター・三ケ日
児童館 LED照明器具等導入工事

北区三ケ日町地内 一般競争 電気 4～6月 8 LED照明器具等導入工事

西部 浜松市 教育施設課 浜松市立蒲小学校他5校自動火災報知設備更新工事 東区神立町地内 一般競争 電気 4～6月 8 自動火災報知機更新
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西部 浜松市 教育施設課 神久呂小学校北校舎長寿命化改良工事（電気工事）
浜松市西区神ヶ谷
町地内

一般競争 電気 4～6月 20 校舎長寿命化改良

西部 浜松市 浄水課 常光浄水場電気設備修繕工事 東区常光町地内 随意契約 電気 4～6月 8 常光浄水場電気設備修繕

西部 浜松市 浄水課 大原浄水場混和池電気設備改修工事 北区大原町地内 随意契約 電気 4～6月 8 大原浄水場混和池電気設備改修

西部 浜松市 浄水課 大原浄水場第１幹線配水流量計更新工事 北区大原町地内 一般競争 電気 4～6月 8 大原浄水場第１幹線配水流量計更新

西部 浜松市 浄水課 常光浄水場深井戸着水井流量計更新工事 東区常光町地内 指名競争 電気 7～9月 7 常光浄水場深井戸着水井流量計更新

西部 浜松市 浄水課 大原浄水場第５配水池流入流量計新設工事 北区大原町地内 一般競争 電気 7～9月 7 大原浄水場第５配水池流入流量計新設

西部 浜松市 浄水課 大原浄水場中央監視設備改修工事 北区大原町地内 随意契約 電気 4～6月 8 大原浄水場中央監視設備改修

西部 浜松市 浄水課 常光浄水場自家用発電設備更新工事 東区常光町地内 一般競争 電気 4～6月 20 常光浄水場自家用発電設備更新

西部 浜松市 消防総務課 浜松市北消防署建物南側埋設管等改修工事 北区細江町三和 指名競争 電気 4～6月 3 浜松市北消防署建物南側埋設管等改修工事

西部 浜松市 公共建築課
雄踏総合公園(管理棟)大規模改修工事（電気設備工
事）

西区雄踏町宇布見
地内

指名競争 電気 4～6月 7 大規模改修工事（電気設備工事）　一式

西部 浜松市 公共建築課 長上協働センター大規模改修工事（電気設備工事） 東区市野町地内 一般競争 電気 7～9月 15 大規模改修工事（電気設備工事）　一式

西部 浜松市 公共建築課 ふれあい交流センター竜西受変電設備改修工事 東区中郡町　地内 一般競争 電気 4～6月 9 受変電設備改修工事

西部 浜松市 公共建築課 笠井保育園受変電設備改修工事 東区笠井町　地内 一般競争 電気 4～6月 9 受変電設備改修工事

西部 浜松市 公共建築課 ゆたか緑地受変電設備改修工事 東区豊町　地内 一般競争 電気 4～6月 9 受変電設備改修工事

西部 浜松市 公共建築課 雄踏文化センター受変電設備改修工事
西区雄踏町宇布見
地内

一般競争 電気 4～6月 8 受変電設備改修工事

西部 浜松市 公共建築課 舞阪図書館受変電設備改修工事
西区舞阪町舞阪　地
内

一般競争 電気 4～6月 8 受変電設備改修工事

西部 浜松市 公共建築課 天竜区役所南館受変電設備改修工事
天竜区二俣町二俣
地内

一般競争 電気 4～6月 7 受変電設備改修工事

西部 浜松市 公共建築課 引佐多目的研修センター受変電設備改修工事
北区引佐町井伊谷
地内

一般競争 電気 4～6月 7 受変電設備改修工事

西部 浜松市 公共建築課 雄踏総合公園受変電設備改修工事
西区雄踏町宇布見
地内

一般競争 電気 4～6月 9 受変電設備改修工事

西部 浜松市 公共建築課 明神池運動公園受変電設備改修工事 浜北区宮口　地内 一般競争 電気 4～6月 20 受変電設備改修工事

西部 浜松市 公共建築課 総合産業展示館北館受変電設備改修工事 東区流通元町　地内 一般競争 電気 4～6月 20 受変電設備改修工事

西部 浜松市 公共建築課 可美公園総合センター受変電設備改修工事 南区増楽町　地内 一般競争 電気 4～6月 20 受変電設備改修工事

西部 浜松市
創造都市・文化振興

課
アクトシティ浜松直流電源装置更新工事 中区板屋町他地内 一般競争 電気 7～9月 18 非常用蓄電池及び潮流電源装置の更新

西部 浜松市 中央図書館 浜松市立舞阪図書館照明設備LED化工事
西区舞阪町舞阪地
内

一般競争 電気 1～3月 7 照明設備LED化

西部 浜松市 中央図書館 浜松市立可新図書館照明設備LED化工事 南区小沢渡町地内 一般競争 電気 1～3月 7 照明設備LED化

西部 浜松市 中央図書館 浜松市立はまゆう図書館照明設備LED化工事 西区大人見町地内 一般競争 電気 1～3月 7 照明設備LED化

西部 浜松市
産業振興課
公営競技室

浜松市小型自動車競走場監視カメラ配線等移設工事 中区和合町地内 随意契約 電気 4～6月 8 入場門・管理棟解体に伴う監視カメラ配線等の移設工事

西部 浜松市
産業振興課
公営競技室

浜松市小型自動車競走場機械警備関連設備等移設
工事

中区和合町地内 随意契約 電気 4～6月 8 入場門・管理棟解体に伴う機械警備関連設備の移設工事

西部 浜松市
産業振興課
公営競技室

浜松市小型自動車競走場入場門・管理棟解体、新築
工事(電気設備工事）

中区和合町地内 指名競争 電気 7～9月 17
既存入場門・管理棟解体及び新築工事、投票券発売所改
修工事

西部 浜松市
産業振興課
公営競技室

浜松市小型自動車競走場自動火災報知設備更新工
事

中区和合町地内 随意契約 電気 4～6月 10 競走場内の老朽化した自動火災報知設備の更新工事
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※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 浜松市 動物園 令和５年度　浜松市動物園園内外灯更新工事 西区舘山寺町地内 一般競争 電気 4～6月 8 園内外灯更新工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (都)池川富塚線道路照明灯設置工事 中区広沢一丁目 指名競争 電気 4～6月 5 照明灯修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (都)植松伊左地線(八幡町交差点)信号機移設工事 中区八幡町 一般競争 電気 4～6月 6 信号機移設

西部 浜松市 南土木整備事務所 ｱｸﾄ地区照明灯照明灯修繕工事 中区中央一丁目 一般競争 電気 4～6月 8 照明灯修繕工事

西部 浜松市 指導課
浜松市かわな野外活動センター動力盤、電灯盤更新
工事

北区引佐町地内 一般競争 電気 1～3月 13 建物内部の動力設備の動力盤、電灯分電盤等の更新

西部 浜松市 下水道工事課 参野雨水ポンプ場電気設備改築工事 南区参野町地内 一般競争 電気 7～9月 8 機械設備更新に伴う電気設備

西部 浜松市 下水道工事課 舘山寺浄化センター外２施設電気設備改築工事 西区庄内町 一般競争 電気 10～12月 14 遠方監視設備

西部 浜松市 北部上下水道課 小林配水場外１施設インバータ装置更新工事 浜北区小林・永島 随意契約 電気 7～9月 7 ポンプ制御装置（電気設備）更新工事

西部 浜松市 天竜上下水道課 大園水源外６施設遠方監視システム更新工事 天竜区内 随意契約 電気 4～6月 7 旧上水区域システム更新　7施設

西部 浜松市 天竜上下水道課 水窪給水区流量計・水位計更新工事 天竜区水窪町地内 一般競争 電気 4～6月 6 流量計6箇所・水位計6箇所

西部 浜松市 天竜上下水道課 長沢1号配水池制御盤更新工事 天竜区長沢地内 指名競争 電気 4～6月 4 制御盤更新１面

西部 浜松市 天竜上下水道課 遠方監視システム改良工事 天竜区水窪町地内 指名競争 電気 7～9月 3 遠方監視装置改良一式

西部 浜松市 北区区振興課
令和5年度浜松市北区役所庁舎内直流電源装置更新
工事

北区細江町気賀地
内

一般競争 電気 4～6月 8
非常電源用アルカリ蓄電池更新事業
（直流電源装置更新工事　一式）

西部 浜松市
浜北区まちづくり推進

課
令和５年度　浜松市なゆた・浜北ボーダーケーブル更
新工事

浜北区貴布祢地内 随意契約 電気 4～6月 11
なゆたホール舞台照明設備のボーダーケーブル更新、調
光操作卓改修

西部 浜松市
浜北区まちづくり推進

課
令和５年度　浜松市浜北文化センター大規模改修工
事(電気設備設備)

浜北区貴布祢地内 一般競争 電気 7～9月 17
本館大規模改修、大小ホール吊り天井落下防止対策、太
陽光発電設備整備、北館部分補修、旧図書館棟解体

西部 浜松市
浜北区まちづくり推進

課
令和５年度　浜松市浜北文化センター大規模改修工
事(舞台照明設備工事)

浜北区貴布祢地内 随意契約 電気 7～9月 17
責任設計施工　大小ホール舞台照明設備改修、ホール機
能強化等

西部 浜松市
アセットマネジメント

推進課
浜松市本庁舎受水槽等更新工事

浜松市中区元城町
地内

一般競争 管 4～6月 19 上水工水受水槽・上水工水高架水槽　更新　他

西部 浜松市
アセットマネジメント

推進課
浜松市本庁舎防火防煙ダンパー更新工事（第４期）

浜松市中区元城町
地内

一般競争 管 10～12月 7 防火ダンパー更新

西部 浜松市
アセットマネジメント

推進課
浜松市本庁舎本館１階排水管更新工事

浜松市中区元城町
地内

一般競争 管 7～9月 4 排水管の更新

西部 浜松市 障害保健福祉課
浜松市発達医療総合福祉センター友愛のさと診療所
受付移設改修工事(機械設備）

浜北区高薗地内 一般競争 管 7～9月 3
浜松市発達医療総合福祉センター内の友愛のさと診療所
受付移設改修工事　機械設備工事一式

西部 浜松市 幼児教育・保育課 橋爪幼稚園便所改修工事 東区西ケ崎町地内 一般競争 管 4～6月 3 便所改修工事

西部 浜松市 南清掃事業所
（仮称）浜松市南部収集窓口センター単独浄化槽更新
工事

南区堤町地内 一般競争 管 10～12月 4 単独浄化槽から合併浄化槽への更新工事

西部 浜松市 住宅課
浜松市営住宅湖東団地Ｃ３棟個別改善工事（機械設
備工事）

西区湖東町地内 一般競争 管 4～6月 9 ＲＣ造５階建30戸の個別改善に係る機械設備工事　一式

西部 浜松市 住宅課 浜松市営住宅豊岡団地Ｃ１棟給水施設改修工事 北区豊岡町地内 一般競争 管 4～6月 9 ＲＣ造５階建40戸の給水直結増圧化改修工事　一式

西部 浜松市 教育総務課 白脇小放課後児童会施設整備工事（機械設備） 南区寺脇町　地内 一般競争 管 4～6月 10 放課後児童会専用施設の整備

西部 浜松市 教育施設課 追分小学校プールろ過機更新工事（R02設計） 中区布橋１丁目地内 一般競争 管 7～9月 6 プールろ過機更新

西部 浜松市 教育施設課 神久呂小学校プール改修工事（機械設備工事） 西区神ヶ谷町地内 一般競争 管 7～9月 5 プール改修

西部 浜松市 教育施設課 積志小学校　給食室配管改修工事（R04設計） 東区積志町地内 一般競争 管 4～6月 5 給食室配管改修

西部 浜松市 教育施設課 引佐南部中学校　給水管改修工事（R04設計）
北区引佐町横尾地
内

一般競争 管 4～6月 8 給水管改修

西部 浜松市 教育施設課
神久呂小学校北校舎長寿命化改良工事（機械設備工
事）

浜松市西区神ヶ谷
町地内

一般競争 管 4～6月 20 校舎長寿命化改良
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西部 浜松市 浄水課 大原浄水場１階水質検査室空調設備改修工事 北区大原町地内 一般競争 管 4～6月 8 大原浄水場１階水質検査室空調設備改修

西部 浜松市 下水道施設課 北ポンプ場№3汚水ポンプ修繕工事 中区船越町地内 随意契約 管 4～6月 9 汚水ポンプ修繕工事

西部 浜松市 下水道施設課 細江浄化センター№3汚水ポンプ更新工事 北区細江町地内 一般競争 管 4～6月 10 №3汚水ポンプ更新工事

西部 浜松市 東区区民生活課 笠井協働センター空調設備更新工事 東区笠井町地内 一般競争 管 7～9月 6 ビル用マルチエアコン室外機３台、室内機２３台の更新

西部 浜松市 西区まちづくり推進課 令和5年度浜松市舞阪総合体育館空調設備更新工事
浜松市西区舞阪町
舞阪地内

一般競争 管 4～6月 8
舞阪総合体育館のトレーニング室及び卓球室の空調設備
更新

西部 浜松市 北区まちづくり推進課
国民宿舎奥浜名湖厨房・浴室用給排気ファン等更新
工事

北区細江町気賀地
内

一般競争 管 4～6月 8
国民宿舎奥浜名湖厨房・浴室用給排気ファン及び客室等
換気扇の更新工事

西部 浜松市 公共建築課
雄踏総合公園(管理棟)大規模改修工事（機械設備工
事）

西区雄踏町宇布見
地内

一般競争 管 4～6月 7 大規模改修工事（機械設備工事）　一式

西部 浜松市 公共建築課 長上協働センター大規模改修工事（機械設備工事） 東区市野町地内 一般競争 管 7～9月 15 大規模改修工事（機械設備工事）　一式

西部 浜松市 公共建築課 フラワーパーク空調熱源設備等更新工事 西区舘山寺町地内 一般競争 管 4～6月 8 空調熱源機器及び給水設備更新

西部 浜松市 公共建築課
天竜壬生ホール空調熱源設備及び給水ポンプ改修工
事

天竜区二俣町二俣
地内

一般競争 管 10～12月 8 空調熱源機器及び給水設備更新

西部 浜松市 中央図書館
浜松市雄踏図書館講座室及び地下閉架書庫空調設
備更新工事

西区雄踏町宇布見
地内

一般競争 管 7～9月 4
浜松市雄踏図書館講座室及び地下閉架書庫空調設備更
新工事

西部 浜松市
産業振興課
公営競技室

浜松市小型自動車競走場入場門・管理棟解体、新築
工事(機械設備工事）

中区和合町地内 指名競争 管 7～9月 17
既存入場門・管理棟解体及び新築工事、投票券発売所改
修工事

西部 浜松市
産業振興課
公営競技室

浜松市小型自動車競走場整備棟外２棟空調設備改
修工事（機械設備工事）

中区和合町地内 一般競争 管 4～6月 17 老朽化した空調設備の改修工事

西部 浜松市
産業振興課
公営競技室

浜松市小型自動車競走場整備棟外２棟空調設備改
修工事（電気設備工事）

中区和合町地内 一般競争 管 4～6月 17 老朽化した空調設備の改修工事

西部 浜松市 下水道工事課 佐鳴第１処理分区外マンホールポンプ改築工事 中区和合町外 一般競争 管 4～6月 8 マンホールポンプ取替

西部 浜松市 下水道工事課 湖東処理分区外マンホールポンプ改築工事 西区平松町外 一般競争 管 4～6月 8 マンホールポンプ取替

西部 浜松市 下水道工事課 馬込第14処理分区マンホールポンプ改築工事 西区花川町 一般競争 管 4～6月 9 マンホールポンプ取替

西部 浜松市 下水道工事課 広岡処理分区マンホールポンプ改築工事 北区細江町広岡 指名競争 管 7～9月 7 マンホールポンプ取替

西部 浜松市 天竜上下水道課
気田処理区№186-1（高瀬）マンホールポンプ改築工
事

天竜区春野町宮川
地内

一般競争 管 4～6月 6 マンホールポンプ　Ｎ＝２基

西部 浜松市
浜北区まちづくり推進

課
令和５年度　浜松市浜北文化センター大規模改修工
事(機械設備工事)

浜北区貴布祢地内 一般競争 管 7～9月 17
本館大規模改修、大小ホール吊り天井落下防止対策、個
別空調増設、北館部分補修、旧図書館棟解体

西部 浜松市 西区区民生活課 浜松市雄踏斎場火葬炉設備修繕工事
西区雄踏町宇布見
地内

一般競争
タイル・れんが・ブ

ロック
7～9月 6 火葬炉設備修繕工事

西部 浜松市 中区区民生活課 浜松市浜松斎場火葬炉設備修繕工事 中区中沢町地内 一般競争
タイル・れんが・ブ

ロック
7～9月 5 火葬設備のうち耐火物の交換等

西部 浜松市 廃棄物処理課 案内標識設置工事
天竜区青谷、浜北区
新原外地内

一般競争 鋼構造物 10～12月 5 案内標識設置工　N=8箇所

西部 浜松市 北土木整備事務所 (国)257号橋梁修繕･補強工事(焼石橋) 北区引佐町花平 一般競争 鋼構造物 7～9月 11 橋梁修繕･耐震補強工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (国)257号橋梁修繕･補強工事(百里園橋) 北区三方原町 一般競争 鋼構造物 7～9月 6 橋梁修繕･耐震補強工

西部 浜松市 緑政課
令和5年度舘山寺総合公園（フラワーパーク）すみれ
橋長寿命化修繕工事

浜松市西区舘山寺
町地内

一般競争 鋼構造物 7～9月 5 橋梁修繕工1橋

西部 浜松市 南土木整備事務所 船越樋門改良工事 中区佐藤一丁目 一般競争 鋼構造物 10～12月 2 樋門改良工事　N=1基

西部 浜松市 下水道工事課 南ポンプ場地下燃料タンク設備改築工事 中区龍禅寺町地内 一般競争 鋼構造物 7～9月 8 燃料タンク設備改築

西部 浜松市 市民生活課 高丘297号線舗装修繕工事 中区高丘東二丁目 一般競争 ほ装 7～9月 6 舗装修繕工Ｌ＝530m

西部 浜松市 廃棄物処理課 （一）熊小松天竜川停車場線舗装工事その1
天竜区青谷ほか地
内

一般競争 ほ装 4～6月 4 舗装工　A=10,080m2
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【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 浜松市 廃棄物処理課 （一）熊小松天竜川停車場線舗装工事その2
浜北区尾野ほか地
内

一般競争 ほ装 4～6月 4 舗装工　A=11,210m2

西部 浜松市 廃棄物処理課 （市）天竜紙板南線舗装工事 天竜区青谷地内 一般競争 ほ装 7～9月 4 舗装工　A=6,450m2

西部 浜松市 廃棄物処理課 （市）天竜紙板南線舗装修繕工事 天竜区青谷地内 一般競争 ほ装 7～9月 4 舗装修繕工　A=4,200m2

西部 浜松市 農地整備課 農道熊切南部線ほか路線舗装修繕工事
天竜区春野町外地
内

一般競争 ほ装 4～6月 3 舗装A=1,000㎡

西部 浜松市 北土木整備事務所 (国)257号舗装修繕工事(中川北工区) 北区細江町中川 一般競争 ほ装 4～6月 5 舗装修繕

西部 浜松市 北土木整備事務所 (国)362号外1線舗装修繕工事(気賀工区) 北区細江町気賀 一般競争 ほ装 4～6月 5 舗装修繕

西部 浜松市 北土木整備事務所 (一)金指停車場和地線舗装修繕工事(湖東交差点西) 北区細江町中川 一般競争 ほ装 7～9月 4 舗装修繕

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)根洗三幸線舗装修繕工事 北区根洗町 一般競争 ほ装 7～9月 3 舗装修繕

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)細江気賀2号線舗装修繕工事 北区細江町気賀 一般競争 ほ装 4～6月 3 舗装修繕

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)根洗17号線舗装修繕工事 北区根洗町 一般競争 ほ装 7～9月 3 舗装修繕

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)細江中川1号線舗装修繕工事 北区細江町中川 一般競争 ほ装 4～6月 5 舗装修繕

西部 浜松市 北土木整備事務所 (市)須部灰の木線舗装修繕工事 北区都田町 一般競争 ほ装 7～9月 3 舗装修繕

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（一）熊小松天竜川停車場線舗装工事（その1） 浜北区四大地 一般競争 ほ装 4～6月 4 道路舗装A=10,000m2

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（一）熊小松天竜川停車場線舗装工事（その2） 浜北区四大地 一般競争 ほ装 4～6月 4 道路舗装A=11,000m2

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（市）天竜紙板南線舗装修繕工事 天竜区青谷 一般競争 ほ装 4～6月 5 道路舗装A=4,200m2

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（市）天竜紙板南線舗装工事 天竜区青谷 一般競争 ほ装 4～6月 4 道路舗装A=6,500m2

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（国）152号（有玉北工区）舗装修繕工事 東区有玉北町 一般競争 ほ装 4～6月 4 舗装修繕工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（主）浜北袋井線舗装修繕工事 浜北区中瀬 一般競争 ほ装 4～6月 4 舗装修繕工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
（市）小池53号線舗装修繕工事 東区小池町 一般競争 ほ装 4～6月 5 舗装修繕工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(一)熊小松天竜川停車場線(大瀬工区)舗装修繕工事 東区大瀬町外 一般競争 ほ装 4～6月 4 舗装修繕工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(市)有玉南有玉北線舗装修繕工事 東区有玉南町 一般競争 ほ装 4～6月 6 舗装修繕工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(市)積志初生線(半田山工区)舗装修繕工事 東区半田山4丁目外 一般競争 ほ装 4～6月 5 舗装修繕工事

西部 浜松市
東・浜北土木整備事

務所
(市)浜北小林尾野線舗装修繕工事 浜北区新原 一般競争 ほ装 4～6月 5 舗装修繕工事

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)152号舗装修繕工事(大井南) 佐久間町大井 一般競争 ほ装 10～12月 5 舗装長寿命化修繕（Ⅲ判定）舗装修繕

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (一)春野下泉停車場線舗装修繕工事(長蔵寺南) 春野町長蔵寺 一般競争 ほ装 10～12月 4 舗装長寿命化修繕（Ⅲ判定）舗装修繕

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)152号舗装修繕工事(大井北) 佐久間町大井 一般競争 ほ装 10～12月 5 舗装長寿命化修繕（Ⅲ判定）舗装修繕

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)152号舗装修繕工事(河内沢橋南) 龍山町瀬尻 一般競争 ほ装 4～6月 5 舗装長寿命化（Ⅲ判定）

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業　林道樽山線舗装工事
天竜区春野町田河
内

指名競争 ほ装 7～9月 5 林道舗装　L=360m

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業林道天竜名古尾１線舗装工事
天竜区佐久間町上
平山

一般競争 ほ装 7～9月 5 林道舗装　L=240m

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業　林道上村団地線舗装工事
天竜区水窪町地頭
方

指名競争 ほ装 7～9月 5 林道舗装　L=400m
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西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 浜松市 林業振興課 市単独林道事業　林道安蔵線舗装工事 天竜区横山町 指名競争 ほ装 4～6月 4 林道舗装　L=140m

西部 浜松市 林業振興課 市単独林道事業　林道寺野線舗装工事 北区引佐町渋川 指名競争 ほ装 4～6月 6 林道舗装　L=150m

西部 浜松市 林業振興課 市単独林道事業　林道珍撓線舗装工事 北区引佐町渋川 指名競争 ほ装 4～6月 4 林道舗装　L=100m

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)大輪河輪線舗装修繕工事 南区下江町 一般競争 ほ装 4～6月 5 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)湖東103号線舗装修繕工事 西区湖東町 一般競争 ほ装 4～6月 6 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (一)五島天竜川停車場線(東町工区)舗装修繕工事 南区東町 一般競争 ほ装 4～6月 5 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (国)257号(森田工区)舗装修繕工事 中区森田町 一般競争 ほ装 4～6月 5 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (一)金指停車場和地線舗装修繕工事 西区和光町 一般競争 ほ装 4～6月 5 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)桜台103号線外舗装修繕工事 西区桜台一丁目 一般競争 ほ装 4～6月 6 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)掛塚砂山線舗装修繕工事 南区芳川町 一般競争 ほ装 4～6月 5 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)和地山和合線舗装修繕工事 中区和合町 一般競争 ほ装 4～6月 5 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (一)舘山寺弁天島線(村櫛工区)舗装修繕工事 西区村櫛町 一般競争 ほ装 4～6月 5 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (主)舘山寺鹿谷線(舘山寺工区)舗装修繕工事 西区舘山寺町 一般競争 ほ装 4～6月 5 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)舞阪第２船溜り国１線舗装修繕工事 西区舞阪町舞阪 一般競争 ほ装 7～9月 5 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)桜台25号線舗装修繕工事 西区桜台一丁目 一般競争 ほ装 7～9月 5 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)鴨江倉松線舗装修繕工事 中区鴨江三丁目 一般競争 ほ装 7～9月 8 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)飯田鴨江線(中島工区)舗装修繕工事 中区中島一丁目 一般競争 ほ装 7～9月 7 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)新橋江之島線(田尻工区)舗装修繕工事 南区田尻町 一般競争 ほ装 7～9月 5 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (一)舘山寺弁天島線(庄内工区)舗装修繕工事 西区庄内町 一般競争 ほ装 7～9月 5 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)新橋江之島線舗装修繕工事 南区法枝町 一般競争 ほ装 7～9月 5 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (主)舘山寺鹿谷線(富塚工区)舗装修繕工事 中区富塚町 一般競争 ほ装 7～9月 6 舗装修繕工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (都)植松伊左地線(山下工区)舗装工事 中区元浜町外 一般競争 ほ装 7～9月 6 舗装工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (一)村櫛三方原線(すじかい橋)歩道整備工事 西区和地町 一般競争 ほ装 7～9月 6 歩道整備工事

西部 浜松市 南土木整備事務所 (市)曳馬中田島線(八幡町交差点)舗装修繕工事 中区八幡町 一般競争 ほ装 7～9月 5 舗装修繕

西部 浜松市 北土木整備事務所 (普)豊岡8号排水路浚渫工事 北区豊岡町 指名競争 しゅんせつ 7～9月 4 浚渫工

西部 浜松市 南土木整備事務所
自転車通行空間整備 (市)曳馬中田島線自転車走行
空間整備工事

中区砂山町 指名競争 塗装 4～6月 5 矢羽根設置工事

西部 浜松市 南土木整備事務所
自転車通行空間整備(主)浜松雄踏線自転車走行空間
整備工事

西区雄踏町宇布見
外

一般競争 塗装 4～6月 6 矢羽根設置工事

西部 浜松市 教育施設課 平山小学校プール改修工事
北区三ヶ日町平山
地内

一般競争 防水 10～12月 6 プール改修

西部 浜松市 教育施設課 三ケ日中学校プール改修工事
北区三ヶ日町宇志
地内

一般競争 防水 10～12月 6 プール改修

西部 浜松市
浜北区まちづくり推進

課
令和５年度　浜松市浜北文化センター大規模改修工
事(舞台機構・舞台幕工事)

浜北区貴布祢地内 随意契約 内装仕上 10～12月 17
責任設計施工　大小ホール舞台機構改修・舞台幕補修、大
小ホール用スクリーン更新
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【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 浜松市 廃棄物処理課 西部衛生工場（前処理）１号ドラムスクリーン整備工事 西区伊左地町地内 随意契約 機械器具設置 4～6月 4 ドラムスクリーンの定期整備

西部 浜松市 廃棄物処理課 西部衛生工場第一調整槽開口蓋更新工事 西区伊左地町地内 指名競争 機械器具設置 4～6月 3 第一調整槽開口蓋の更新

西部 浜松市 農地整備課 薬師谷排水機場配電盤修繕工事 西区西鴨江町地内 一般競争 機械器具設置 4～6月 10 配電盤修繕　N=1機場

西部 浜松市 農地整備課 小山川排水機場配電盤修繕工事
西区雄踏町宇布見
地内

指名競争 機械器具設置 4～6月 10 配電盤修繕　N=1機場

西部 浜松市 農地整備課 祝田排水機場配電盤修繕工事 北区細江町地内 指名競争 機械器具設置 4～6月 10 配電盤修繕　N=1機場

西部 浜松市 農地整備課 沖通り排水機場除塵機修繕工事 北区細江町地内 一般競争 機械器具設置 4～6月 9 除塵機修繕　N=1基

西部 浜松市 農地整備課 六軒川排水機場受電盤修繕工事 南区中田島町 指名競争 機械器具設置 4～6月 9 受電盤修繕　N=1基

西部 浜松市 浄水課 大原浄水場１系２号沈殿池クラリファイヤ修繕工事 北区大原町地内 随意契約 機械器具設置 7～9月 5 １系２号沈殿池クラリファイヤ修繕

西部 浜松市 浄水課 大原浄水場２系ろ過池ろ床取替修繕工事 北区大原町地内 一般競争 機械器具設置 4～6月 8 ２系ろ過池ろ床取替修繕

西部 浜松市 浄水課 常光浄水場ろ過池走行台ワイヤー修繕工事 東区常光町地内 一般競争 機械器具設置 7～9月 7 常光浄水場ろ過池走行台ワイヤー修繕

西部 浜松市 浄水課
大原浄水場２系排泥池投入弁電動開閉器等修繕工
事

北区大原町地内 随意契約 機械器具設置 7～9月 7 大原浄水場２系排泥池投入弁電動開閉器等修繕

西部 浜松市 浄水課 大原浄水場脱水機修繕工事 北区大原町地内 随意契約 機械器具設置 7～9月 7 大原浄水場脱水機修繕

西部 浜松市 浄水課 大原浄水場脱水機付帯設備修繕工事 北区大原町地内 随意契約 機械器具設置 7～9月 7 大原浄水場脱水機付帯設備修繕

西部 浜松市 浄水課 大原浄水場１系沈殿池フロキュレーター改修工事 北区大原町地内 一般競争 機械器具設置 7～9月 7 大原浄水場１系沈殿池フロキュレーター改修

西部 浜松市 浄水課 大原浄水場２系フラッシュミキサー改修工事 北区大原町地内 一般競争 機械器具設置 7～9月 6 大原浄水場２系フラッシュミキサー改修

西部 浜松市 浄水課 大原浄水場１系ろ過池走行台設備等改修工事 北区大原町地内 一般競争 機械器具設置 4～6月 8 大原浄水場１系ろ過池走行台設備等改修

西部 浜松市 浄水課 大原浄水場次亜小出槽改修工事 北区大原町地内 指名競争 機械器具設置 7～9月 4 大原浄水場次亜小出槽改修

西部 浜松市 浄水課 大原浄水場外水質計器取替設置工事 北区大原町地内 一般競争 機械器具設置 7～9月 7 大原浄水場外水質計器取替設置

西部 浜松市 浄水課 大原・常光浄水場検水ポンプ改修工事 北区大原町地内 一般競争 機械器具設置 7～9月 7 大原・常光浄水場検水ポンプ改修

西部 浜松市 下水道施設課 西ポンプ場しさ破砕機改修工事 中区西伊場町地内 一般競争 機械器具設置 4～6月 9 しさ破砕機更新工事

西部 浜松市 下水道施設課 舘山寺浄化センター汚泥貯留槽撹拌機更新工事 西区庄内町地内 指名競争 機械器具設置 4～6月 9 攪拌機更新工事

西部 浜松市 下水道施設課 2号焼却炉修繕工事 中区瓜内町地内 随意契約 機械器具設置 4～6月 8 焼却炉修繕工事

西部 浜松市 西区区民生活課 浜松市雄踏斎場エレベーター更新工事
西区雄踏町宇布見
地内

一般競争 機械器具設置 4～6月 6 昇降機設備改修工事

西部 浜松市 西区まちづくり推進課 令和5年度雄踏文化センターエレベーター更新工事
西区雄踏町宇布見
5427

一般競争 機械器具設置 4～6月 6 エレベーターの制御盤等の更新、安全装置の追加工事

西部 浜松市 緑政課 令和5年度浜名湖ゲート側フラップ式ゲート設置工事
浜松市西区舘山寺
町地内

指名競争 機械器具設置 7～9月 6 フラップ式ゲート設置1箇所

西部 浜松市 緑政課
令和5年度フラワーパーク・動物園駐車場機器更新工
事

浜松市西区舘山寺
町地内

一般競争 機械器具設置 4～6月 8 駐車場機器更新11台

西部 浜松市 緑政課 令和5年度フラワーパークレストラン空調機更新工事
浜松市西区舘山寺
町地内

一般競争 機械器具設置 4～6月 4 空調機更新1式

西部 浜松市 南土木整備事務所 参野雨水ポンプ場過給機更新工事 南区参野町 随意契約 機械器具設置 4～6月 6 過給機更新　N=1基

西部 浜松市 下水道工事課 中部浄化センター水処理設備改築工事 中区瓜内町地内 一般競争 機械器具設置 7～9月 8 NO.1送風機設備改築

西部 浜松市 下水道工事課 井伊谷浄化センター水処理設備改築工事
北区引佐町井伊谷
地内

一般競争 機械器具設置 7～9月 8 NO.1-1系　終沈搔寄機改築
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【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。
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地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 浜松市 下水道工事課 北ポンプ場沈砂池設備改築工事 中区船越町地内 一般競争 機械器具設置 7～9月 8 し渣搬出設備改築

西部 浜松市 下水道工事課 参野雨水ポンプ場沈砂池設備改築工事 南区参野町地内 一般競争 機械器具設置 7～9月 8 NO.1-4除塵機更新

西部 浜松市 北部上下水道課 上島配水場外７施設色濁残留塩素計修繕工事 浜北区内 随意契約 機械器具設置 4～6月 4 水質自動測定機（色度・濁度・残留塩素）　修繕

西部 浜松市 北部上下水道課 永島配水場配水ポンプ修繕工事 浜北区永島 随意契約 機械器具設置 4～6月 5 配水ポンプオーバーホール

西部 浜松市 天竜上下水道課 佐久間町大滝浄水場薬液注入設備更新工事
天竜区佐久間町地
内

一般競争 機械器具設置 4～6月 7 残留塩素計 2台・計装盤1台更新

西部 浜松市 天竜上下水道課 春野地区残留塩素計更新工事 天竜区春野町地内 指名競争 機械器具設置 4～6月 8 残留塩素計2台

西部 浜松市 天竜上下水道課 西浦給水区濁度計更新工事 天竜区水窪町地内 指名競争 機械器具設置 4～6月 8 濁度計１台

西部 浜松市 天竜上下水道課 水窪給水区濁度計・残留塩素計更新工事 天竜区水窪町地内 一般競争 機械器具設置 4～6月 9 濁度計２台・残留塩素計２台

西部 浜松市 天竜上下水道課 気田浄化センター汚泥供給ポンプ修繕工事
天竜区春野町宮川
地内

指名競争 機械器具設置 7～9月 6 汚泥供給ポンプ修繕一式

西部 浜松市 天竜上下水道課 浦川浄化センター№2-2曝気攪拌装置修繕工事
天竜区佐久間町地
内

指名競争 機械器具設置 7～9月 7 電動機取替一式

西部 浜松市 天竜上下水道課 佐久間浄化センター№1-2曝気攪拌装置修繕工事
天竜区佐久間町地
内

指名競争 機械器具設置 7～9月 7 電動機取替一式

西部 浜松市
浜北区まちづくり推進

課
令和５年度　浜松市なゆた・浜北舞台機構設備交換
工事

浜北区貴布祢地内 随意契約 機械器具設置 4～6月 11
なゆたホール舞台機構設備のリミットスイッチ交換修繕、ワ
イヤロープ交換修繕

西部 浜松市
浜北区まちづくり推進

課
令和５年度　浜松市浜北文化センター大規模改修工
事(舞台機構設備工事)

浜北区貴布祢地内 随意契約 機械器具設置 10～12月 17
責任設計施工　大小ホール電動巻上機更新、音響反射板
オーバーホール等

西部 浜松市
天竜区まちづくり推進

課
浜松市佐久間歴史と民話の郷会館舞台機構改修工
事（2期工事）

佐久間町佐久間 随意契約 機械器具設置 4～6月 20
舞台機構ワイヤーロープ・滑車・リミットスイッチ（反射板系
統）及び電気機器の改修

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)152号大川ﾄﾝﾈﾙLED照明設備更新工事 横山町 一般競争 電気通信 7～9月 8
トンネル照明LED化（大川）

西部 浜松市 天竜土木整備事務所 (国)152号西川隧道LED照明設備更新工事 龍山町大嶺 一般競争 電気通信 10～12月 15
トンネル照明LED化（西川）

西部 浜松市
産業振興課
公営競技室

浜松市小型自動車競走場電話交換機移設工事 中区和合町地内 随意契約 電気通信 4～6月 8 入場門・管理棟解体に伴う電話交換機の移設工事

西部 浜松市 北部上下水道課 北部管内遠方監視設備更新工事 北区細江・引佐 随意契約 電気通信 4～6月 7 FOMA通信からLTE通信化

西部 浜松市 北部上下水道課 白山配水場外１施設テレメータ装置更新工事 北区引佐町 随意契約 電気通信 7～9月 6 老朽化によるテレメータ装置更新

西部 浜松市
浜北区まちづくり推進

課
令和５年度　浜松市浜北文化センター大規模改修工
事(舞台音響・映像設備工事)

浜北区貴布祢地内 随意契約 電気通信 10～12月 17
責任設計施工　大小ホール舞台音響設備改修、大小ホー
ル用プロジェクター整備、ホール機能強化等

西部 浜松市
天竜区まちづくり推進

課
浜松市天竜壬生ホール音響設備更新工事 天竜区二俣町地内 随意契約 電気通信 10～12月 10 音響設備更新工事　一式

西部 浜松市 北部上下水道課 高畑第１水源取水ポンプ更新工事 浜北区高畑 指名競争 さく井 7～9月 5 井戸カメラ調査、水中ポンプ更新、揚水管更新

西部 浜松市 中央卸売市場 浜松市中央卸売市場消防設備改修工事(防火扉) 南区　新貝町地内 一般競争 建具 7～9月 5 中央棟他防火扉改修工事一式

西部 浜松市 浄水課 大原浄水場１系ろ過池ろ材更生工事 北区大原町地内 一般競争 水道施設 7～9月 5 １系ろ過池ろ材更新

西部 浜松市 北部上下水道課 新清掃工場建設に伴う中継施設場内整備工事 天竜区青谷 一般競争 水道施設 4～6月 7
ﾓﾙﾀﾙ吹付工A≒1200㎡、場内CO舗装A≒300㎡、フェンス
設置工

西部 浜松市 天竜上下水道課 水窪町稲荷配水池築造工事 天竜区水窪町地内 一般競争 水道施設 4～6月 9 配水池25ｍ3×2池

西部 浜松市 西区まちづくり推進課
令和5年度浜松市雄踏総合体育館火災報知設備受信
機更新工事

浜松市西区雄踏町
宇布見地内

一般競争 消防施設 7～9月 6 雄踏総合体育館の火災報知設備受信機の更新

西部 浜松市 廃棄物処理課 西部衛生工場し渣貯留ホッパー整備工事 西区伊左地町地内 一般競争 清掃施設 4～6月 8 し渣貯留ホッパーの更新

西部 浜松市 廃棄物処理課 西部衛生工場４号活性炭吸着塔更新工事 西区伊左地町地内 随意契約 清掃施設 4～6月 6 ４号活性炭吸着塔の更新

西部 浜松市 廃棄物処理課 西部衛生工場第一調整槽防食工事 西区伊左地町地内 一般競争 清掃施設 7～9月 6 第一調整槽の防食
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※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 浜松市 南清掃事業所
令和5年度浜松市南清掃事業所焼却設備補修工事(1
回目）

南区江之島町地内 随意契約 清掃施設 4～6月 4 焼却設備、附属設備等の補修工事 1式

西部 浜松市 南清掃事業所
令和5年度浜松市南清掃事業所焼却設備補修工事(2
回目）

南区江之島町地内 随意契約 清掃施設 7～9月 4 焼却設備、附属設備等の補修工事 1式

西部 浜松市 水道工事課 常光第１幹線連絡管耐震化その１工事 東区上石田町地内 一般競争 水道管 4～6月 5 HPEφ75×420ｍ

西部 浜松市 水道工事課 常光第１幹線連絡管耐震化その２工事 東区上石田町地内 一般競争 水道管 4～6月 5 HPEφ100×360ｍ

西部 浜松市 水道工事課 中央幹線連絡管耐震化工事 北区初生町地内 一般競争 水道管 4～6月 4 DGXφ150×200ｍ

西部 浜松市 水道工事課 神明成子幹線耐震化工事 中区旅籠町地内 一般競争 水道管 7～9月 4 DGXφ300×25ｍ、DGXφ100×50ｍ　外

西部 浜松市 水道工事課 鶴見町地内配水管布設その1工事 南区鶴見町地内 一般競争 水道管 4～6月 9 HPEφ50×1,070ｍ

西部 浜松市 水道工事課 鶴見町地内配水管布設その2工事 南区鶴見町地内 一般競争 水道管 4～6月 9 HPEφ50×1,090ｍ

西部 浜松市 水道工事課 天龍川町地内配水管布設工事 東区天龍川町地内 一般競争 水道管 4～6月 5 HPEφ50×100m、HPEφ150×120m

西部 浜松市 水道工事課 青屋町外地内配水管布設工事 南区青屋町地内外 一般競争 水道管 10～12月 4 HPEφ150×160ｍ

西部 浜松市 水道工事課 松城町外地内配水管布設工事 中区松城町地内外 一般競争 水道管 4～6月 5 DGXφ150×120ｍ

西部 浜松市 水道工事課 和合町地内老朽管更新工事 中区和合町地内 一般競争 水道管 7～9月 5 φ50×20m、φ100×350

西部 浜松市 水道工事課 村櫛町地内老朽管更新工事 西区村櫛町地内 一般競争 水道管 7～9月 4 φ50×10m、φ75×305ｍ

西部 浜松市 水道工事課 （債務）大蒲町地内老朽管更新その２工事 東区大蒲町地内 一般競争 水道管 10～12月 7 φ50×20ｍ、φ100×480m

西部 浜松市 水道工事課 鴨江三丁目地内老朽管更新工事
中区鴨江三丁目地
内

一般競争 水道管 4～6月 4 φ50×50ｍ、φ150×185

西部 浜松市 水道工事課 富塚町地内老朽管更新工事 中区富塚町地内 一般競争 水道管 7～9月 4 φ100×290ｍ

西部 浜松市 水道工事課 海老塚一丁目地内老朽管更新工事
中区海老塚一丁目
地内

指名競争 水道管 7～9月 3 φ100×50ｍ

西部 浜松市 水道工事課 （債務）東伊場二丁目地内老朽管更新工事
中区東伊場二丁目
地内

一般競争 水道管 10～12月 7 φ50×10ｍ、φ100×420m

西部 浜松市 水道工事課 泉一丁目地内老朽管更新工事 中区泉一丁目地内 一般競争 水道管 7～9月 4 φ50×25m、φ100×320ｍ

西部 浜松市 水道工事課 （債務）瓜内町地内老朽管更新工事 南区瓜内町地内 一般競争 水道管 10～12月 7 φ50×20m、φ100×20m、φ200×370ｍ

西部 浜松市 水道工事課 鴨江一丁目地内配水管改良工事
中区鴨江一丁目地
内

一般競争 水道管 7～9月 3 φ100×210ｍ

西部 浜松市 水道工事課 和合北一丁目地内配水管改良工事
中区和合北一丁目
地内

一般競争 水道管 7～9月 4 φ150×100、φ100×80

西部 浜松市 水道工事課 古人見町地内配水管移設工事 西区古人見町 一般競争 水道管 4～6月 3 φ100×115ｍ

西部 浜松市 水道工事課 東三方町地内配水管移設修繕工事 北区東三方町地内 指名競争 水道管 7～9月 1 φ150×20m

西部 浜松市 水道工事課 下池川町地内老朽管更新工事 中区下池川町地内 一般競争 水道管 4～6月 4 φ150×140ｍ、φ100×40ｍ、φ50×50ｍ

西部 浜松市 水道工事課 八幡町地内老朽管更新工事 中区八幡町地内 一般競争 水道管 4～6月 3 φ150×135ｍ、φ10ｍ

西部 浜松市 水道工事課 大山町地内配水管改良工事 西区大山町地内 一般競争 水道管 7～9月 3 φ50×200ｍ

西部 浜松市 北部上下水道課 三ヶ日町下尾奈地内老朽管更新工事
北区三ヶ日町下尾
奈

一般競争 水道管 4～6月 6 HPEφ100×130ｍ、HPEφ75×320ｍ

西部 浜松市 北部上下水道課 引佐町金指地内配水管改良工事 北区引佐町金指 一般競争 水道管 4～6月 6 DGXφ150×110ｍ、HPEφ100×60ｍ、HPEφ50×30ｍ

西部 浜松市 北部上下水道課 引佐町井伊谷地内配水管移設工事 北区引佐町井伊谷 一般競争 水道管 4～6月 8 DGXφ150×50ｍ、HPEφ50×130ｍ
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西部 浜松市 北部上下水道課 細江町中川地内老朽管更新工事 北区細江町中川 一般競争 水道管 4～6月 4 HPEφ75×70ｍ、HPEφ50×135ｍ

西部 浜松市 北部上下水道課 中瀬地内老朽管更新その１工事 浜北区中瀬 一般競争 水道管 4～6月 6 HPEφ100×550ｍ

西部 浜松市 北部上下水道課 引佐町東黒田地内老朽管更新工事 北区引佐町東黒田 一般競争 水道管 7～9月 4 HPEφ75×410ｍ

西部 浜松市 北部上下水道課 西美薗地内老朽管更新工事 浜北区西美薗 一般競争 水道管 7～9月 5 HPEφ75×270ｍ、HPEφ50×280ｍ

西部 浜松市 北部上下水道課 三ヶ日町都築地内老朽管更新工事 北区三ヶ日町都築 一般競争 水道管 7～9月 4 HPEφ75×275ｍ

西部 浜松市 北部上下水道課 細江町気賀地内老朽管更新その１工事 北区細江町気賀 一般競争 水道管 7～9月 3 HPEφ50×150ｍ

西部 浜松市 北部上下水道課 灰木地内老朽管更新工事 浜北区灰木 一般競争 水道管 7～9月 4 HPEφ50×250ｍ

西部 浜松市 北部上下水道課 小松地内老朽管更新工事 浜北区小松 一般競争 水道管 7～9月 6 HPEφ75×330ｍ、HPEφ50×100ｍ

西部 浜松市 北部上下水道課 中瀬地内老朽管更新その２工事 浜北区中瀬 一般競争 水道管 7～9月 6 HPEφ100×380ｍ、HPEφ50×100ｍ

西部 浜松市 北部上下水道課 伊平加圧ポンプ場改良工事 北区引佐町伊平 一般競争 水道管 7～9月 6 加圧ポンプ設置×1式、HPEφ50×760ｍ

西部 浜松市 北部上下水道課 三岳第１・第２ポンプ場送水管耐震化工事
北区引佐町井伊谷
外

一般競争 水道管 7～9月 6 DGXφ100×370ｍ、DGXφ75×135ｍ、HPEφ75×50ｍ

西部 浜松市 北部上下水道課 （債務）細江町気賀地内老朽管更新その２工事 北区細江町気賀 一般競争 水道管 10～12月 7 HPEφ100×70ｍ、HPEφ75×440ｍ、HPEφ50×300ｍ

西部 浜松市 北部上下水道課 （債務）内野地内老朽管更新工事 浜北区内野 一般競争 水道管 10～12月 9 HPEφ100×80ｍ、HPEφ75×540ｍ、HPEφ50×580ｍ

西部 浜松市 天竜上下水道課 小堀谷地内配水管布設その７工事 天竜区青谷地内 一般競争 水道管 7～9月 6 φ75×400ｍ

西部 浜松市 天竜上下水道課 皆原北鹿島幹線配水管改良工事
天竜区二俣町二俣
地内

一般競争 水道管 7～9月 6 φ150×230m

西部 浜松市 天竜上下水道課 鹿島幹線配水管改良工事
天竜区二俣町鹿島
地内

一般競争 水道管 7～9月 6 φ100×300m

西部 浜松市 天竜上下水道課 渡ケ島地内老朽管更新工事 天竜区渡ケ島地内 一般競争 水道管 4～6月 6 φ100×200m・φ50×15m

西部 浜松市 天竜上下水道課 春野町気田給水区老朽管更新工事 天竜区春野町地内 一般競争 水道管 7～9月 8 φ50×480m・φ25×25ｍ

西部 浜松市 天竜上下水道課 春野町砂川給水区老朽管更新工事 天竜区春野町地内 一般競争 水道管 7～9月 6 φ40×310ｍ

西部 浜松市 天竜上下水道課 佐久間町城西給水区老朽管更新工事
天竜区佐久間町地
内

一般競争 水道管 4～6月 8 φ100×420m

西部 浜松市 天竜上下水道課 佐久間町城西給水区老朽管更新その２工事
天竜区佐久間町地
内

一般競争 水道管 4～6月 7 φ100×280ｍ

西部 浜松市 天竜上下水道課 佐久間町相月給水区老朽管更新工事
天竜区佐久間町地
内

一般競争 水道管 7～9月 6 φ75×500m

西部 浜松市 天竜上下水道課 水窪町西浦給水区配水管移設改良工事 天竜区水窪町地内 一般競争 水道管 7～9月 6 φ50×320m

西部 浜松市 天竜上下水道課 両島配水池緊急遮断弁更新工事 天竜区両島地内 一般競争 水道管 4～6月 8 緊急遮断弁φ100　1基

西部 浜松市 住宅課 浜松市営住宅半場団地№１－２棟解体工事 天竜区佐久間町 一般競争 解体 7～9月 3 木造平屋建１棟１戸の解体工事　一式

西部 浜松市 教育施設課 新津小他8校焼却炉撤去工事 南区新橋町地内 一般競争 解体 7～9月 4 焼却炉撤去

西部 浜松市 教育施設課 水巻寮教職員住宅解体・外構工事
天竜区佐久間町中
部地内

一般競争 解体 7～9月 6 教職員住宅解体・外構工事

西部 浜松市 天竜上下水道課 皆原配水場施設撤去工事
天竜区二俣町二俣
地内

一般競争 解体 7～9月 6 配水池等撤去　一式

西部 浜松市 天竜上下水道課 旧草木飲料水供給施設　旧配水池撤去工事 天竜区水窪町地内 指名競争 解体 7～9月 6 配水池撤去　ＲＣ造Ｖ＝14.3ｍ3

西部 浜松市
天竜区まちづくり推進

課
旧佐久間民俗文化伝承館等施設解体工事

浜松市天竜区佐久
間町佐久間地内

一般競争 解体 4～6月 7
旧佐久間民俗文化伝承館・旧北条峠観光トイレ等の解体工
事
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西部 浜松市 北土木整備事務所 (国)257号道路防災工事(東黒田A127) 北区引佐町東黒田 一般競争
法面工事・落石防

止
4～6月 7 グラウンドアンカー工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (国)257号道路防災工事(伊平A114) 北区引佐町伊平 一般競争
法面工事・落石防

止
7～9月 6 ポケット式落石防止網工、ロープ掛工、ロープ伏せ工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (国)257号道路防災工事(伊平A111) 北区引佐町伊平 一般競争
法面工事・落石防

止
7～9月 7 防護柵

西部 浜松市 北土木整備事務所 (国)362号道路防災工事(都田A113) 北区都田町 一般競争
法面工事・落石防

止
7～9月 6 落石防止柵工

西部 浜松市 北土木整備事務所 (主)三ヶ日ｲﾝﾀｰ線道路防災工事(都筑A103) 北区三ヶ日町都筑 一般競争
法面工事・落石防

止
7～9月 6 法面工

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業　林道春埜山線改良工事
天竜区春野町田河
内

指名競争
法面工事・落石防

止
7～9月 5 林道改良　L=35m

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業　林道天竜線(1工区)改良工事 天竜区春野町豊岡 指名競争
法面工事・落石防

止
7～9月 5 林道改良　L=40m

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業　林道天竜線(2工区)改良工事 天竜区春野町豊岡 指名競争
法面工事・落石防

止
7～9月 5 林道改良　L=55m

西部 浜松市 林業振興課
県単独林道事業　林道池の平矢岳線(1工区)改良工
事

天竜区佐久間町奥
領家

指名競争
法面工事・落石防

止
7～9月 5 林道改良　L=40m

西部 浜松市 林業振興課
県単独林道事業　林道大野中根山線(2工区)改良工
事

天竜区水窪町奥領
家

指名競争
法面工事・落石防

止
7～9月 5 林道改良　L=20m

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業　林道大沢線(1工区)改良工事
天竜区水窪町奥領
家

指名競争
法面工事・落石防

止
7～9月 5 林道改良　L=45m

西部 浜松市 林業振興課 県単独林道事業　林道大沢線(2工区)改良工事
天竜区水窪町奥領
家

指名競争
法面工事・落石防

止
7～9月 5 林道改良　L=15m

西部 浜松市 林業振興課 市単独災害復旧事業　林道大寄線災害復旧工事
天竜区水窪町地頭
方

一般競争
法面工事・落石防

止
4～6月 9 林道災害復旧　L=60m

西部 浜松市 公園管理事務所 東岨緑地法面補強工事
中区和合北三丁目
地内

一般競争
法面工事・落石防

止
4～6月 9

コンクリート吹付工　A=100m2
植生工　A=120m2
コンクリートブロック積工　A=180m2

西部 浜松市 公園管理事務所 御前谷第二緑地法面補強工事 中区富塚町地内 一般競争
法面工事・落石防

止
4～6月 7 法面補強工事　１式

西部 御前崎市 こども未来課 浜岡北小学校にこにこルーム空調設備設置工事
朝比奈地区下朝比
奈地内

制限付き一般競争 管工事 第一四半期 約３ヶ月 空調設備設置工　一式

西部 御前崎市 財政課 地下消火栓供給水槽設置工事
御前崎市役所本庁
舎

制限付き一般競争 建築一式工事 第一四半期 約６ヶ月 消火栓供給水槽設置工　一式

西部 御前崎市 管理課 八千代団地給水ポンプ改修工事
池新田地区中町地
内

制限付き一般競争 管工事 第一四半期 約３ヶ月 給水ポンプ取替工　一式

西部 御前崎市 上下水道課 国道150号配水管切り回し工事 高松地区合戸地内 制限付き一般競争 水道施設工事 第一四半期 約４ヶ月 延長L=40ｍ

西部 御前崎市 商工観光課 渚の交番空調設備更新工事
御前崎地区上岬区
地内

制限付き一般競争 管工事 第一四半期 約３ヶ月 空調設備更新工　一式

西部 御前崎市 危機管理課 防災行政無線（同報系）親局更新工事
池新田地区中町地
内

制限付き一般競争 電気通信工事 第一四半期 約10ヶ月 親局設備機器更新工　一式

西部 御前崎市 こども未来課 北こども園外壁塗装及び屋根防水改修工事
朝比奈地区上朝比
奈地内

制限付き一般競争 塗装工事 第一四半期 約３ヶ月 外壁塗装、屋根防水工　一式

西部 御前崎市 上下水道課 市道258号他３路線配水管布設工事
御前崎地区女岩区
地内

制限付き一般競争 水道施設工事 第一四半期 約８ヶ月 延長L=945ｍ

西部 御前崎市 上下水道課 県道掛川浜岡線配水管切り回し工事
池新田地区大山地
内

制限付き一般競争 水道施設工事 第一四半期 約３ヶ月 延長L=90ｍ

西部 御前崎市 企画政策課 旧御前崎地区センター解体工事 御前崎地区港地内 制限付き一般競争 解体工事 第一四半期 約５ヶ月 解体工事　一式

西部 御前崎市 管理課 市営栗ノ原霊園拡張工事
比木地区比木原地
内

制限付き一般競争 土木一式工事 第一四半期 約10ヶ月 区画・調整池・園路・トイレ整備　一式

西部 御前崎市 管理課 八千代団地（A・B棟）排水管改修工事
池新田地区中町地
内

制限付き一般競争 管工事 第二四半期 約３ヶ月 排水管改修工　一式

西部 御前崎市 上下水道課 県道薄原地頭方線給水管布設替工事
白羽地区新谷区地
内

制限付き一般競争 水道施設工事 第二四半期 約４ヶ月 給水装置設置12カ所

西部 御前崎市 上下水道課 大兼配水場滅菌装置等更新工事
佐倉地区佐倉二区
地内

制限付き一般競争 水道施設工事 第二四半期 約５ヶ月 滅菌装置等更新工　一式

西部 御前崎市 上下水道課 市道2434号線汚水管布設工事 高松地区門屋地内 制限付き一般競争 土木一式工事 第二四半期 約３ヶ月 延長L=23ｍ
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令和5年5月15日現在

【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 御前崎市 建設課 市道7017・7025号線側溝改修工事
白羽地区中原区地
内

制限付き一般競争 土木一式工事 第二四半期 約６ヶ月 延長L=210m

西部 御前崎市 建設課 市道249号線改良舗装工事 高松地区門屋地内 制限付き一般競争 土木一式工事 第二四半期 約６ヶ月 延長L=70m

西部 御前崎市 建設課 市道111号線歩道改良工事
朝比奈地区下朝比
奈地内

制限付き一般競争 土木一式工事 第二四半期 約６ヶ月 延長L=50m

西部 御前崎市 教育総務課 浜岡北小学校給水管更新工事
朝比奈地区下朝比
奈地内

制限付き一般競争 管工事 第二四半期 約７ヶ月 給水管更新工　一式

西部 御前崎市 デジタル推進課 CATV非常用発電機更新工事
池新田地区本町地
内

制限付き一般競争 建築一式工事 第二四半期 約７ヶ月 非常用発電機更新工　一式

西部 御前崎市 上下水道課 市道5202号線配水管布設替工事
朝比奈地区下朝比
奈地区

制限付き一般競争 水道施設工事 第二四半期 約５ヶ月 延長L=130ｍ

西部 御前崎市 上下水道課 市道2433号線配水管布設工事 高松地区門屋地内 制限付き一般競争 水道施設工事 第二四半期 約４ヶ月 延長L=100ｍ

西部 御前崎市 建設課 市道東町東海岸線改良星う工事（C工区）
池新田地区東町地
内

制限付き一般競争 土木一式工事 第二四半期 約７ヶ月 延長L=110m

西部 御前崎市 建設課 御前崎地区排水路改修工事
御前崎地区大山区
地内

制限付き一般競争 土木一式工事 第二四半期 約７ヶ月 延長L=40m

西部 御前崎市 建設課 下松原川改修工事
池新田地区東町地
内

制限付き一般競争 土木一式工事 第二四半期 約７ヶ月 延長L=40m

西部 御前崎市 商工観光課 御前埼灯台遊歩道災害復旧工事
御前崎地区上岬区
地内

制限付き一般競争 土木一式工事 第二四半期 約７ヶ月 災害復旧工　一式

西部 御前崎市 農林水産課 新野川取水口護岸災害復旧工事
池新田地区東町地
内

制限付き一般競争 土木一式工事 第二四半期 約６ヶ月
工事延長 L=14.8ｍ
ブロック張 A=110㎡

西部 御前崎市 建設課 市道217号線（2期）改良舗装工事
佐倉地区佐倉三区
地内

制限付き一般競争 土木一式工事 第二四半期 約６ヶ月 延長L=125m

西部 御前崎市 建設課 市道4308・4309号線歩道設置工事
比木地区上比木地
内

制限付き一般競争 土木一式工事 第二四半期 約６ヶ月 延長L=77m

西部 御前崎市 社会教育課 市民ﾌﾟｰﾙﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ空調設備更新工事 佐倉地区宮内地内 制限付き一般競争 管工事 第二四半期 約５ヶ月 空調設備更新工　一式

西部 御前崎市 図書館 中央監視装置更新工事 御前崎市立図書館 制限付き一般競争 電気通信工事 第二四半期 約５ヶ月 中央監視装置更新

西部 御前崎市 上下水道課 国道150号配水管布設替工事
佐倉地区佐倉一区、
二区地内

制限付き一般競争 水道施設工事 第二四半期 約５ヶ月 延長L=580ｍ

西部 御前崎市 介護事業課
御前崎市総合保健福祉センター1階ガラス飛散防止
フィルム設置工事

池新田地区大山地
内

制限付き一般競争 建築一式工事 第二四半期 ３ヶ月 飛散防止フィルム設置工　一式

西部 御前崎市 建設課 岩地川改修工事
朝比奈地内下朝比
奈地内

制限付き一般競争 土木一式工事 第二四半期 約６ヶ月 延長L=63m

西部 御前崎市 建設課 池新田川改修工事
池新田地内東町地
内

制限付き一般競争 土木一式工事 第二四半期 約６ヶ月 延長L=42m

西部 御前崎市 建設課 門屋排水路改修工事 高松地区門屋地内 制限付き一般競争 土木一式工事 第二四半期 約６ヶ月 延長L=88m

西部 御前崎市 図書館 LED取替工事 御前崎市立図書館 制限付き一般競争 電気工事 第二四半期 約３ヶ月 LED照明取替工事

西部 御前崎市 財政課 御前崎市役所西館太陽光発電設備等設置工事 御前崎市役所西館 制限付き一般競争 建築一式工事 第二四半期 約７ヶ月 太陽光設備等設置工　一式

西部 御前崎市 財政課 研修センター太陽光発電設備等設置工事 研修センター 制限付き一般競争 建築一式工事 第二四半期 約７ヶ月 太陽光設備等設置工　一式

西部 御前崎市 上下水道課 御前崎配水場更新工事
御前崎地区女岩区
地内

制限付き一般競争 水道施設工事 第三四半期 約53ヶ月 配水場更新工事　一式

西部 御前崎市 上下水道課 朝比奈配水池配管等修繕工事
朝比奈地区朝比奈
原地内

制限付き一般競争 水道施設工事 第三四半期 約４ヶ月 配管等修繕工　一式

西部 御前崎市 上下水道課 県道大東相良線切り回し工事
池新田地区東町地
内

制限付き一般競争 水道施設工事 第三四半期 約３ヶ月 延長L=50ｍ

西部 御前崎市 管理課 市営栗ノ原霊園合葬墓設置工事
比木地区比木原地
内

制限付き一般競争 建築一式工事 第三四半期 約４ヶ月 合葬墓整備工　一式

西部 森町 産業課 町単独事業　町民の森施設環境整備工事 橘 指名競争入札 土木一式 第３四半期 約５か月 掘削工 850㎥、法面工 168㎡、舗装工 421.5㎡

西部 森町 産業課
農地農業用施設災害復旧事業
問詰北川原地区農地農道水路復旧工事

問詰 指名競争入札 土木一式 第３四半期 約５か月 水路　L=120m



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模
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【西部地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 森町 産業課
農地農業用施設災害復旧事業
三倉頭首工災害復旧工事（仮取水ポンプ設置)

大鳥居 指名競争入札 土木一式 第１四半期 約12か月
水中ポンプ設置工事
ポンプ４台　作業道路

西部 森町 産業課
農地農業用施設災害復旧事業
伏間川薮田頭首工災害復旧工事

一宮 指名競争入札 土木一式 第３四半期 約５か月
護岸ブロック　L=27m
頭首工

西部 森町 産業課
農地農業用施設災害復旧事業
仮廻し水路復旧工事

問詰 指名競争入札 土木一式 第１四半期 約５か月
仮設フューム管設置
L=120m

西部 森町 建設課 交通安全対策事業　町道新田赤松線改築工事 森 指名競争入札 土木一式 第３四半期 約６か月
施工延長L=２００m
土工一式、排水路設置一式

西部 森町 建設課 交通安全対策事業　町道新田赤松線舗装工事 森 指名競争入札 土木一式 第３四半期 約４か月
施工延長L=９０m
舗装工Ａ＝600㎡、区画線工一式

西部 森町 建設課 交通安全対策事業　町道庵山線歩行空間整備工事 森 指名競争入札 土木一式 第４四半期 約３か月
施工延長L=100m
グリーンベルト設置L=100m

西部 森町 建設課 交通安全対策事業　町道新田赤松線ハンプ設置工事 森 指名競争入札 土木一式 第４四半期 約３か月
施工箇所　１箇所
ハンプ設置一式

西部 森町 建設課
町単独事業
町道西組・上川原２号線改築工事

飯田 指名競争入札 土木一式 第１四半期 約４か月
施工延長L=40.4m
側溝工L=78m、舗装工A=165㎡

西部 森町 建設課
町単独事業
町道大久保峯山線改築工事

飯田 指名競争入札 土木一式 第１四半期 約４か月
施工延長L=7.5m
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=42㎡

西部 森町 建設課
町単独事業
町道南戸綿９号線改築工事

睦実 指名競争入札 土木一式 第３四半期 約４か月
施工延長L=45m
路体盛土工V=110m3、舗装工A=225㎡

西部 森町 建設課
町単独事業
町道片瀬１号線改築工事

一宮 指名競争入札 土木一式 第１四半期 約４か月
施工延長L=66.6m
重力式擁壁工L=8.0m、側溝工L=64.0m、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ工
L=52.4m

西部 森町 建設課
町単独事業（辺地対策事業）
町道乙丸・田能線外１路線改築工事

三倉 指名競争入札 土木一式 第２四半期 約５か月
施工延長L=100m
舗装工A=500㎡、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ工

西部 森町 建設課
町単独事業（辺地対策事業）
町道大上宮奥線改築工事

橘 指名競争入札 土木一式 第２四半期 約５か月
施工延長L=17m
コンクリートブロック積工

西部 森町 建設課
町単独事業（辺地対策事業）
町道宮代東大洞院線改築工事

橘 指名競争入札 土木一式 第２四半期 約７か月
施工延長L=102.8m
コンクリートブロック積工、取水堰工、かごマット工、水路工

西部 森町 建設課
町単独事業
町道栄泉寺線法面整備工事

三倉 指名競争入札 土木一式 第１四半期 約６か月
施工延長L=75.5m
落石防止網工、コンクリート舗装工、仮設防護柵撤去工

西部 森町 建設課
町単独事業
町道葛布線改築工事

葛布 指名競争入札 土木一式 第１四半期 約４か月
施工延長L=30m
側溝工L=27.0m、舗装工A=130㎡

西部 森町 建設課
町単独事業
町道下橘１号線舗装打換工事

橘 指名競争入札 土木一式 第２四半期 約４か月
施工延長L=100m
舗装工A=600㎡

西部 森町 建設課
町単独事業
町道宮代東大洞院線舗装打換工事

橘 指名競争入札 土木一式 第３四半期 約８か月
施工延長L=110m
舗装工A=605㎡

西部 森町 建設課
町単独事業
町道飯田三沢線舗装打換工事

飯田 指名競争入札 土木一式 第２四半期 約４か月
施工延長L=190m
舗装工A=1100㎡

西部 森町 建設課
町単独事業
町道郷下線舗装打換工事

一宮 指名競争入札 土木一式 第２四半期 約５か月
施工延長L=550m
舗装工A=2200㎡

西部 森町 建設課
町単独事業
町道森中学校線舗装打換工事

天宮 指名競争入札 土木一式 第１四半期 約４か月
施工延長L=190m
舗装工A=620㎡

西部 森町 建設課
道路メンテナンス事業
町道葛布線河原橋修繕工事

葛布 指名競争入札 土木一式 第３四半期 約５か月
橋長L=6.1m
断面修復工、護岸工

西部 森町 定住推進課
社会資本整備交付金事業（地域住宅計画）　森町営
住宅森山２団地外壁改善工事

森
制限付き一般競争入

札
塗装 第２四半期 約７か月

鉄筋コンクリート造　４階建て　森山２団地・物置　外壁改善
工事

西部 森町 上下水道課
森町公共下水道事業森地区枝線管渠築造工事(第１
工区)

城下 指名競争入札 土木一式 第１四半期 約５か月
施工延長L=292m
φ150開削工

西部 森町 上下水道課
森町公共下水道事業森地区枝線管渠築造工事(第２
工区)

城下 指名競争入札 土木一式 第１四半期 約５か月
施工延長L=230m
φ150開削工、推進工

西部 森町 上下水道課
森町公共下水道事業森地区枝線管渠築造工事(第３
工区)

城下 指名競争入札 土木一式 第１四半期 約５か月
施工延長L=358m
φ150開削工

西部 森町 上下水道課
森町公共下水道事業森地区枝線管渠築造工事(第４
工区)

城下
制限付き一般競争入

札
土木一式 第１四半期 約６か月

施工延長L=548m
φ150開削工

西部 森町 上下水道課
森町公共下水道事業森地区枝線管渠築造工事(第５
工区)

城下 指名競争入札 土木一式 第２四半期 約６か月
施工延長L=458m
φ150開削工

西部 森町 上下水道課
森町公共下水道事業森地区枝線管渠築造工事(第６
工区)

城下 指名競争入札 土木一式 第２四半期 約５か月
施工延長L=345m
φ150開削工

西部 森町 上下水道課
森町公共下水道事業森地区枝線管渠築造工事(第７
工区)

城下 指名競争入札 土木一式 未定 約５か月
施工延長L=278m
φ150開削工
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【西部地区の発注見通し】
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地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 森町 上下水道課
森町公共下水道事業森地区枝線管渠築造工事(第８
工区)

城下 指名競争入札 土木一式 未定 約５か月
施工延長L=440m
φ150開削工

西部 森町 上下水道課
森町水道事業　町道駅南区画３号線外４路線配水管
布設替工事

森 指名競争入札 管 第２四半期 約５か月
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　L=490m
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　L=120m

西部 森町 上下水道課
森町水道事業　町道第３区画５号線外３路線配水管
布設替工事

森 指名競争入札 管 第１四半期 約５か月
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　L=180m
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　L=300m

西部 森町 上下水道課
森町水道事業　町道南町１号線外３路線配水管布設
替工事

草ケ谷 指名競争入札 管 第１四半期 約４か月 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　L=70m

西部 森町 上下水道課
森町水道事業　町道新田赤松線整備工事に伴う配水
管布設替工事（その１）

森・天宮 指名競争入札 管 第２四半期 約５か月
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　L=170m
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　L=120m

西部 森町 上下水道課
森町水道事業　町道新田赤松線整備工事に伴う配水
管布設替工事（その２）

森・天宮 指名競争入札 管 第３四半期 約４か月
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　L=90m
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　L=90m

西部 森町 上下水道課
森町水道事業　町道駅南区画３号線外４路線配水管
布設替工事に伴う舗装復旧工事

森 指名競争入札 舗装 第３四半期 約４か月 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　A=1,310m2

西部 森町 上下水道課
森町水道事業　町道第３区画５号線外３路線配水管
布設替工事に伴う舗装復旧工事

森 指名競争入札 舗装 第２四半期 約４か月 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　A=1,570m2

西部 森町 上下水道課
森町水道事業　町道南町１号線外３路線配水管布設
替工事に伴う舗装復旧工事

草ケ谷 指名競争入札 舗装 第２四半期 約３か月 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　A=110m2

西部 森町 上下水道課
森町水道事業　下水道事業に伴う配水管布設替工事
（その１）

城下 指名競争入札 管 第１四半期 約４か月 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　L=350m

西部 森町 上下水道課
森町水道事業　下水道事業に伴う配水管布設替工事
（その２）

城下 指名競争入札 管 第１四半期 約４か月
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　L=440m
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　L=50m

西部 森町 上下水道課
森町水道事業　下水道事業に伴う配水管布設替工事
（その３）

城下 指名競争入札 管 第１四半期 約５か月
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　L=180m
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　L=1,110m

西部 森町 上下水道課
森町水道事業　下水道事業に伴う配水管布設替工事
（その４）

城下 指名競争入札 管 第３四半期 約５か月
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　L=240m
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　L=740m

西部 森町 学校教育課 町単独事業　森小学校体育館LED照明設置工事 森 指名競争入札 電気 第１四半期 約４か月 LED照明　15基

西部 森町 学校教育課 町単独事業　森中学校公共下水道接続工事 森 未定 管 第１四半期 約11か月 公共枡６箇所への接続

西部 森町 社会教育課
町単独事業　森町文化会館　長寿命化対策照明設備
改修工事

森 随意契約 舞台照明設備 第１四半期 約８か月 大ホール調整室内　照明調光卓改修

西部 森町 社会教育課
公共施設ＵＤ化・新エネルギー等導入助成事業　森町
立図書館本棚及び机上照明器具ＬＥＤ化工事

森 指名競争入札 照明器具 第１四半期 約２か月
本棚照明器具５６台
机上照明ランプ７本

西部 森町 総務課
町単独事業　町有施設(旧児童館・旧静岡銀行森町支
店)解体工事

森 指名競争入札 解体 第１四半期 約８か月 建物解体２棟

西部 磐田市 福田支所 西エコボイド外壁改修工事 福田 制限付一般競争入札 建築一式工事 第3四半期 4 外壁改修工事

西部 磐田市 竜洋支所 竜洋支所庁舎防水補修工事 岡 制限付一般競争入札 防水工事 第2四半期 3 防水工事

西部 磐田市 竜洋支所 地下タンク改修工事 岡 制限付一般競争入札 鋼構造物工事 第2四半期 3
貯蔵タンク内面ライニング工事
一式

西部 磐田市 豊岡支所 豊岡支所車庫・倉庫解体工事 下野部 制限付一般競争入札 解体工事 第1四半期 4 解体工事 一式

西部 磐田市 資産経営課 本庁舎北側建物解体工事 国府台 制限付一般競争入札 解体工事 第3四半期 3 解体工事 一式

西部 磐田市 資産経営課 国府台住宅跡地造成工事 国府台 制限付一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 3 市有地造成

西部 磐田市 自治デザイン課 豊田町駅南第２自転車駐車場上屋建設工事 上本郷 制限付一般競争入札 建築一式工事 第2四半期 6 自転車駐車場整備工事 一式

西部 磐田市
スポーツのまち推進

課
ゆめりあ球技場フットサルコート人工芝張替え工事 大久保 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 6 人工芝の張替え改修

西部 磐田市
スポーツのまち推進

課
ゆめりあ球技場フットサルコート照明設備改修工事 大久保 制限付一般競争入札 電気工事 第3四半期 3 照明設備のLED化改修

西部 磐田市
スポーツのまち推進

課
福田屋内スポーツセンター中央監視装置更新工事 南島 制限付一般競争入札 電気工事 第1四半期 11 中央監視装置の更新

西部 磐田市
スポーツのまち推進

課
磐田市アミューズ豊田ゆやホール照明設備改修工事 上新屋 制限付一般競争入札 電気工事 第1四半期 10 照明設備のLED化改修

西部 磐田市
スポーツのまち推進

課
磐田市アミューズ豊田駐車場照明設備改修工事 上新屋 制限付一般競争入札 電気工事 第2四半期 3 照明設備のLED化改修及び新規設置
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西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 磐田市
スポーツのまち推進

課
天竜川グラウンドバックネット設置工事 豊岡 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4 バックネット更新

西部 磐田市
スポーツのまち推進

課
豊田野球場スコアボード塗装改修工事 一言 制限付一般競争入札 塗装工事 第2四半期 3 スコアボードの塗装

西部 磐田市
スポーツのまち推進

課
竜洋海洋センタープール壁面塗装工事 駒場 制限付一般競争入札 塗装工事 第3四半期 4 プール壁面の塗装

西部 磐田市
スポーツのまち推進

課
竜洋海洋センタープール付属棟屋根工事 駒場 制限付一般競争入札 建築一式工事 第3四半期 4 屋根改修

西部 磐田市 文化振興課 磐田市民文化会館駐車場照明灯設置工事 上新屋 制限付一般競争入札
機械器具設置工

事
第1四半期 ４ 照明灯設置　Ｎ＝４基

西部 磐田市 文化振興課 フェンス設置工事 上新屋 制限付一般競争入札
とび･土工･コンク

リート工事
第1四半期 ３ フェンス設置工　Ｌ＝６５ｍ

西部 磐田市 文化振興課 新造形創造館駐車場取壊し整地工事 上新屋 制限付一般競争入札 解体工事 第3四半期 3 舗装撤去工　2,430㎡

西部 磐田市 文化振興課
新造形創造館　飲食棟外装改修及び事務所棟2Ｆ北・
東屋根シート防水改修工事

上新屋 制限付一般競争入札 塗装工事 第2四半期 3
飲食棟：屋根シングル改修、外壁塗装
事務所棟：シート防水

西部 磐田市 文化振興課 竜洋なぎの木会館屋上防水改修工事 豊岡 制限付一般競争入札 防水工事 第1四半期 8 屋上防水改修

西部 磐田市 福祉課
福田健康福祉会館会議室外ファンコイルコントロー
ラー取替工事

宇兵衛新田 制限付一般競争入札
機械器具設置工

事
第1四半期 3 機械器具設置工 一式

西部 磐田市 福祉課 豊田福祉センター空調換気機器更新工事 弥藤太島 制限付一般競争入札
機械器具設置工

事
第1四半期 6 空調機器更新 一式

西部 磐田市 こども未来課 （仮）豊岡児童遊園安全対策改修修繕工事 壱貫地 制限付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期 4か月
築山改修工、池改修工
フェンス改修工、樹木伐採工　他

西部 磐田市 こども未来課
令和５年度　磐田市総合健康福祉会館２階執務室改
修工事

国府台 制限付一般競争入札 建築一式工事 第3四半期 5 執務室改修 一式

西部 磐田市 幼稚園保育園課 東部幼稚園　保育室エアコン設置工事 国府台 制限付一般競争入札 管工事 第1四半期 3 空調設置

西部 磐田市 幼稚園保育園課 豊岡こども園　非常階段塗装工事 新開 制限付一般競争入札 塗装工事 第2四半期 3 非常階段塗装

西部 磐田市 幼稚園保育園課 遊戯室（６園）空調機設置、改修工事 見付外 制限付一般競争入札 管工事 第3四半期 3 空調設置、改修

西部 磐田市 幼稚園保育園課 豊岡こども園　保育室エアコン設置工事 新開 制限付一般競争入札 管工事 第3四半期 3 空調設置

西部 磐田市 幼稚園保育園課 豊岡南幼稚園　エアコン設置工事 上神増 制限付一般競争入札 管工事 第4四半期 3 空調設置

西部 磐田市
ひと・ほんの庭にこっ

と
屋上防水改修工事 上新屋 制限付一般競争入札 防水工事 第2四半期 2 屋上防水

西部 磐田市
ひと・ほんの庭にこっ

と
キュービクル高圧ケーブル更新工事 上新屋 制限付一般競争入札 電気通信工事 第2四半期 1 高電圧ケーブルの更新

西部 磐田市 農林水産課 蛭池地区用水路新設工事 蛭池 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4ヶ月 フリューム設置L=215ｍ

西部 磐田市 農林水産課 西島地区排水路改良工事 西島 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4ヶ月 柵渠修繕工L=50ｍ

西部 磐田市 農林水産課 西平松地区排水路改良工事 西平松 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4ヶ月 柵板設置L＝130ｍ

西部 磐田市 農林水産課 一色地区排水路改良工事 一色地区 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4ヶ月 フリューム設置L=80ｍ

西部 磐田市 農林水産課 野箱地区排水路改良工事 野箱 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4ヶ月 柵板設置L=150ｍ

西部 磐田市 農林水産課 中大原地区農道改良工事 中大原 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4ヶ月 擁壁工L=50ｍ

西部 磐田市 農林水産課 南島地区用水路新設工事 南島 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4ヶ月 フリューム設置L=225ｍ

西部 磐田市 農林水産課 竜洋北地区排水路改良工事 竜洋北地区 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4ヶ月 柵板設置L=150ｍ

西部 磐田市 農林水産課 敷地地区排水路改良工事 敷地地区 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4ヶ月 条件護岸工L=50ｍ

西部 磐田市 農林水産課 西貝塚地区農道舗装工事 西貝塚 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4ヶ月
アスファルト舗装
L=250ｍ、A=750㎥
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地区別発注見通し一覧

西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 磐田市 農林水産課 東大久保地区農道舗装工事 東大久保 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4ヶ月
アスファルト舗装
L=300ｍ、A=1080㎥

西部 磐田市 農林水産課 向笠竹之内地区農道舗装工事 向笠竹之内 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4ヶ月
アスファルト舗装
L=350ｍ、A=1000㎥

西部 磐田市 農林水産課 浜部地区農道舗装工事 浜部 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4ヶ月
アスファルト舗装
L=160ｍ、A=496㎥

西部 磐田市 農林水産課 作業道タチバナ線舗装工事 虫生 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4
アスファルト舗装
L=110ｍ、A=270㎥

西部 磐田市 農林水産課 海岸保全工区立木伐採外工事 駒場 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 5
立木伐採　A=22900㎡
舗装版撤去　A=1200㎡

西部 磐田市 農林水産課 竜洋海洋公園海岸防潮堤階段設置工事 駒場 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4 階段設置工　2か所

西部 磐田市 農林水産課
福田農村環境改善センター大会議室空調設備更新工
事

南島 制限付一般競争入札 管工事 第1四半期 4
既存空調機更新
パッケージエアコン4台

西部 磐田市 道路河川課 一色宇兵衛新田幹線道路改良工事 清庵新田 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 6 道路改良工　L=50m

西部 磐田市 道路河川課 匂坂新天龍幹線道路改良工事 一言 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 6 道路改良工　L=80m

西部 磐田市 道路河川課 高木蛭池幹線道路改良工事 北島 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 6 道路改良工　L=80m

西部 磐田市 道路河川課 中泉大泉町線交差点ハンプ設置工事 大泉町 制限付一般競争入札 舗装工事 第1四半期 3 舗装工　A=100㎡

西部 磐田市 道路河川課 大泉町地内ゾーン30プラスサイン設置工事 大泉町 制限付一般競争入札 塗装工事 第1四半期 3 サイン設置工　N=10箇所

西部 磐田市 道路河川課 加茂地内豊田川改修工事 加茂 制限付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期 3 法面改修　L=150.0ｍ

西部 磐田市 道路河川課 気子島地内排水路改修工事 気子島 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4 排水路布設替　L=7.0ｍ

西部 磐田市 道路河川課 白羽外地内第4号排水路改修工事 白羽外 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 3 法面改修　L=70.0ｍ

西部 磐田市 道路河川課 大藤１号線道路改良工事（橋梁下部工） 大久保 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 9
旧橋撤去工 N=1式
橋台 N=2基

西部 磐田市 道路河川課 大藤１号線道路改良工事（橋梁上部工） 大久保 制限付一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 10 上部工 N=1式

西部 磐田市 道路河川課 掛塚塩新田幹線外舗装改良工事 飛平松外 制限付一般競争入札 舗装工事 第1四半期 3 舗装工　A=900㎡

西部 磐田市 道路河川課 岩井鎌田幹線舗装修繕工事 岩井 制限付一般競争入札 舗装工事 第1四半期 3 舗装工　A=1,600㎡

西部 磐田市 道路河川課 篠原7号線(向笠241号線3号橋)橋梁補修工事 篠原 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4 橋梁補修　1構造物

西部 磐田市 道路河川課 東原17号線(無名橋4064)橋梁補修工事 東原 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 5 橋梁補修　1構造物

西部 磐田市 道路河川課 向笠新屋11号線(新屋橋)橋梁撤去工事 向笠新屋 制限付一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 5 旧橋撤去工 N=1式

西部 磐田市 道路河川課
福田中島福田線(福田小学校横断歩道橋)橋梁補修工
事

福田 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 6 橋梁補修　1構造物

西部 磐田市 道路河川課 藤上原岩井幹線道路改良工事 藤上原 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4 歩道工　L=50m

西部 磐田市 道路河川課 高見丘７９号線路肩改良工事 高見丘 制限付一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 4 側溝工　L=50m

西部 磐田市 道路河川課 下神増平松幹線側溝改良工事 松之木島 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4 側溝工　L=50m

西部 磐田市 道路河川課 向笠竹之内新出幹線舗装修繕工事 新貝 制限付一般競争入札 舗装工事 第1四半期 4 舗装工　A=1,000㎡

西部 磐田市 道路河川課 向笠竹之内新出幹線舗装改良工事 新貝 制限付一般競争入札 舗装工事 第1四半期 4 舗装工　A=800㎡

西部 磐田市 道路河川課 宮本堀之内幹線道路改良工事 高木 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 6 道路改良工　L=80m

西部 磐田市 道路河川課 駒場地内第2号排水路改修工事 駒場 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 3 法面改修　L=50.0ｍ
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西部 磐田市 道路河川課 岩井148号線道路新設工事 岩井 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 5 道路改良工　L=100m

西部 磐田市 道路河川課 見付東原幹線舗装修繕工事 見付 制限付一般競争入札 舗装工事 第1四半期 4 舗装工　A=1,000㎡

西部 磐田市 道路河川課 大立野福田幹線道路改良工事 東新屋 制限付一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 6 道路改良工　L=60m

西部 磐田市 道路河川課 鮫島33号線舗装改良工事 鮫島 制限付一般競争入札 舗装工事 第2四半期 4 舗装工　A=400㎡

西部 磐田市 道路河川課 見付岡田線舗装修繕工事 上大之郷 制限付一般競争入札 舗装工事 第2四半期 4 舗装工　A=400㎡

西部 磐田市 道路河川課 見付岡田線舗装改良工事 下大之郷 制限付一般競争入札 舗装工事 第1四半期 4 舗装工　A=500㎡

西部 磐田市 道路河川課 大原堀之内幹線道路改良工事 草崎 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 5 側溝工　L=70m

西部 磐田市 道路河川課 福田地内水路改良工事 福田 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 5 水路工　L＝50ｍ

西部 磐田市 道路河川課 田川沢浚渫工事 上野部 制限付一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 4 浚渫工　V=500m3

西部 磐田市 道路河川課 見付地内加茂川護岸改良工事 見付 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4 護岸工　L=30ｍ

西部 磐田市 道路河川課 大久保地内擁壁工事 大久保 制限付一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 5 擁壁工　L＝15ｍ

西部 磐田市 道路河川課 二之宮地内水路改修工事 二之宮 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 5 水路工　L＝100ｍ

西部 磐田市 道路河川課 大島排水ポンプ場流入渠工事 豊浜 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 8 水路工　L＝200ｍ

西部 磐田市 道路河川課 上万能地内排水路改修工事 上万能 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 5 水路工　L＝30ｍ

西部 磐田市 道路河川課 中泉地内排水路改修工事 中泉 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 5 水路工　L＝30ｍ

西部 磐田市 道路河川課 駒場地内排水路改修工事 駒場 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 5 水路工　L＝40ｍ

西部 磐田市 道路河川課 南田福田幹線舗装改良工事 南田伊兵衛新田 制限付一般競争入札 舗装工事 第2四半期 4 舗装工　A=600㎡

西部 磐田市 道路河川課 御厨福田幹線舗装改良工事 南島 制限付一般競争入札 舗装工事 第1四半期 4 舗装工　A=400㎡

西部 磐田市 道路河川課 蛭池福田中島幹線舗装修繕工事 南島 制限付一般競争入札 舗装工事 第1四半期 4 舗装工　A=400㎡

西部 磐田市 道路河川課
敷地16号線（下田橋下部工）災害復旧工事（4年災査
定102号）

家田 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 15 橋梁下部工　N=2基

西部 磐田市 道路河川課 三ケ野５号線横断側溝新設工事 三ケ野 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4 側溝新設　L=15m

西部 磐田市 道路河川課 見付210号線道路改良工事 見付 制限付一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 4 側溝工　L=20m

西部 磐田市 道路河川課 上原跨道橋外1橋　補修工事 富丘 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 6ケ月 橋梁補修　２構造物

西部 磐田市 道路河川課 高見丘79号線道路改良工事 富丘広野 制限付一般競争入札 舗装工事 第2四半期 4 舗装工　A=３00㎡

西部 磐田市 道路河川課 富丘21号線舗装修繕工事 富丘広野 制限付一般競争入札 舗装工事 第2四半期 4 舗装工　A=２00㎡

西部 磐田市 道路河川課 小立野38号線路肩改良工事 小立野 制限付一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 4 安全施設設置　L＝１００ｍ

西部 磐田市 道路河川課 池田27号線側溝改良工事 池田 制限付一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 4 側溝工　L=４０m

西部 磐田市 道路河川課 気子島24号線道路改良工事 気子島 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4 路肩補修工　L=100m

西部 磐田市 道路河川課 海老塚30号線道路改良工事 海老塚 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4 側溝工　L=30m

西部 磐田市 道路河川課 寺谷新天竜幹線舗装修繕 加茂西 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4 舗装工　A=３00㎡
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【西部地区の発注見通し】
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西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 磐田市 道路河川課 宮本堀之内幹線道路新設工事 宮本 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 ６ 舗装工　A=３00㎡

西部 磐田市 建築住宅課 令和５年度　市営東新屋団地解体工事 東新屋 制限付一般競争入札 解体工事 第2四半期 ６ 東新屋団地解体工 一式

西部 磐田市 建築住宅課 令和５年度　市営北野団地屋根外壁改修工事 見付 制限付一般競争入札 塗装工事 第2四半期 ４ 屋根防水・外壁塗装 一式

西部 磐田市 建築住宅課 令和５年度　市営二番町団地屋根外壁改修工事 見付 制限付一般競争入札 塗装工事 第2四半期 ４ 屋根防水・外壁塗装 一式

西部 磐田市 都市整備課 鎌田第一土地区画整理　倉西川管渠築造外工事 鎌田 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 4 函渠工　一式

西部 磐田市 都市整備課 鎌田第一土地区画整理　8-1号線道路築造工事 鎌田 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 5 延長130ｍ　側溝工260ｍ

西部 磐田市 都市整備課 竜洋昆虫自然観察公園門扉等改修工事 大中瀬 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 5 門扉改修　一式

西部 磐田市 都市整備課 竜洋昆虫自然観察公園フェンス設置工事 大中瀬 制限付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期 5 フェンス設置工　200ｍ

西部 磐田市 都市整備課 竜洋昆虫自然観察公園遊具更新工事 大中瀬 制限付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期 8 遊具更新工　一式

西部 磐田市 都市整備課 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ照明灯LED化工事 大久保 制限付一般競争入札 電気工事 第1四半期 3 照明器具取替　８基

西部 磐田市 都市整備課 豊田ラブリバー公園遊具修繕工事 気子島 制限付一般競争入札 塗装工事 第1四半期 5 遊具塗装改修 一式

西部 磐田市 都市整備課 竜洋海洋公園照明灯改修工事 駒場 制限付一般競争入札 電気工事 第1四半期 4 公園照明灯改修　９基

西部 磐田市 都市整備課 竜洋海洋公園歩道外修繕工事 駒場 制限付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期 3 歩道補修 一式

西部 磐田市 都市整備課 つつじ公園ステージ改修工事 見付 制限付一般競争入札 塗装工事 第2四半期 4 ステージ改修 一式

西部 磐田市 都市整備課 獅子ヶ鼻公園吊橋修繕工事 岩室 制限付一般競争入札 造園工事 第2四半期 4 吊り橋改修 一式

西部 磐田市 都市整備課 池田の渡し公園斜路撤去工事 池田 制限付一般競争入札
とび･土工･コンク

リート工事
第3四半期 4 斜路解体撤去 一式

西部 磐田市 都市整備課 水堀１号線道路改良工事 水堀 制限付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 5 道路改良　L=30m

西部 磐田市 環境課 磐田市聖苑定期修繕工事 塩新田 特命随意契約
タイル･レンガ･ブ

ロック工事
第2四半期 5 定期修繕工事

西部 磐田市 環境課 磐田市聖苑非常用電源接続設備設置工事 塩新田 特命随意契約 電気工事 第1四半期 2 非常用電源接続設備設置工事

西部 磐田市 環境課 磐田市聖苑照明ＬＥＤ化改修工事 塩新田 制限付一般競争入札
機械器具設置工

事
第2四半期 6 照明ＬＥＤ化改修工事

西部 磐田市 環境課 磐田市聖苑変電設備修繕工事 塩新田 制限付一般競争入札
機械器具設置工

事
第2四半期 2 変電設備修繕工事

西部 磐田市 ごみ対策課 磐田市衛生プラント定期修繕工事 千手堂 特命随意契約 清掃施設工事 第2四半期 3 定期修繕工事　一式

西部 磐田市 ごみ対策課
汚泥脱水機テーパーコーン用油圧ユニット圧力センサ
交換修繕工事

千手堂 特命随意契約 清掃施設工事 第1四半期 11 脱水機油圧ユニット圧力センサ交換

西部 磐田市 ごみ対策課 厚生会館照明設備LED化修繕工事 刑部島 制限付一般競争入札 電気工事 第2四半期 2 照明器具設備LED交換

西部 磐田市 ごみ対策課
磐田市一般廃棄物最終処分場
水処理施設修繕工事

藤上原 特命随意契約 清掃施設工事 第2四半期 3 定期修繕工事 一式

西部 磐田市 ごみ対策課 東新居橋上部工製作工事 前野 制限付一般競争入札 鋼構造物工事 第1四半期 9 製作工 一式

西部 磐田市 ごみ対策課 新島5号線舗装修繕工事 新島 制限付一般競争入札 舗装工事 第3四半期 3 表層工　A=950m2

西部 磐田市 上下水道工事課 大原堀之内幹線水道配水管更新工事 上岡田外 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 8
DIPφ200　L=600ｍ　HPφ100 L=40m   　　HPφ50
L=60m

西部 磐田市 上下水道工事課 向笠竹之内新出幹線水道配水管更新工事 篠原外 制限付一般競争入札 上水道工事 第2四半期 6
DIPφ150　L=500ｍ　HPφ100 L=10m   　　HPφ50
L=10m

西部 磐田市 上下水道工事課 県道横川磐田線水道配水管更新工事 敷地 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 4 DIPφ150　L=100ｍ　HPφ100 L=10m
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西部地区エリア ： 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町

西部 磐田市 上下水道工事課 社山4号線水道配水管更新工事 社山 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 3
DIPφ250　L=49ｍ　HPφ100 L=4m
HPφ50　L=4m

西部 磐田市 上下水道工事課 今之浦線水道配水管更新工事 今之浦 制限付一般競争入札 上水道工事 第2四半期 5
DIPφ200　L=140ｍ　HPφ75　L=20m
WEETDAφ50　L=40m

西部 磐田市 上下水道工事課 藤上原岩井幹線外水道配水管更新工事 大久保 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 5 DIPφ250　L=460m

西部 磐田市 上下水道工事課 県道磐田袋井線外水道老朽管更新工事 見付 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 3 DIPφ100　L=30m

西部 磐田市 上下水道工事課 県道磐田天竜線外水道老朽管更新工事 富丘外 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 4 HPφ50　L=160m　HPφ75　L=175m

西部 磐田市 上下水道工事課 富丘見付2号線外水道老朽管更新工事 富丘 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 6 DIPφ150　L=360m　HPφ100　L=230m

西部 磐田市 上下水道工事課 大久保藤上原幹線水道老朽管更新工事 大久保 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 3 DIPφ150　L=30m　HPφ50　L=50m

西部 磐田市 上下水道工事課 向笠新屋匂坂中幹線外水道老朽管更新工事 向笠新屋 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 4 DIPφ150　L=180m　HPφ50　L=50m

西部 磐田市 上下水道工事課 宮本3号線外水道老朽管更新工事 宮本 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 4 DIPφ150　L=200m

西部 磐田市 上下水道工事課 新開3号線水道老朽管更新工事 下野部 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 3 HPφ75 L=56m   HPφ50　L=5m

西部 磐田市 上下水道工事課 県道磐田袋井線水道配水管更新工事 一言 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 4 HPφ100 L=200m   HPφ50　L=10m

西部 磐田市 上下水道工事課 気子島赤池幹線水道老朽管更新工事 気子島 制限付一般競争入札 上水道工事 第2四半期 4
DIPφ150　L=24m　DIPφ75　L=10m
WEETAφ150　L=23m

西部 磐田市 上下水道工事課 県道豊田竜洋線外水道老朽管更新工事 小立野外 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 9
HPφ100 L=550m　HPφ50　L=360m
WEETDAφ50　L=20m

西部 磐田市 上下水道工事課 小中瀬８号線外水道老朽管更新工事 小中瀬 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 4
DIPφ150　L=231ｍ　DIPφ75　L=15ｍ
HPφ75 L=12m　PＥφ50 L=32m

西部 磐田市 上下水道工事課 県道豊浜磐田線外水道老朽管更新工事 福田 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 5
DIPφ200　L=200ｍ　DIPφ100　L=30ｍ
HPφ50　L=110m

西部 磐田市 上下水道工事課 県道横川磐田線外水道老朽管更新工事 大久保 制限付一般競争入札 上水道工事 第2四半期 5
DIPφ100　L=210ｍ　HPφ50　L=9m
PＥφ50 L=4m

西部 磐田市 上下水道工事課 福田中島46号線外水道老朽管更新工事 福田中島 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 5
DIPφ150　L=240ｍ　DIPφ100　L=350ｍ
HPφ100　L=520ｍ

西部 磐田市 上下水道工事課 向笠竹之内南北幹線水道老朽管更新工事 向笠竹之内 制限付一般競争入札 上水道工事 第2四半期 4 HPφ100　L=300m HPφ50　L=15m  WEETAφ100　L=65m

西部 磐田市 上下水道工事課 中泉177号線外水道老朽管更新工事 石原町 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 4 HPφ75　L=160m HPφ50　L=80m

西部 磐田市 上下水道工事課 国道150号線外水道老朽管更新工事 白羽 制限付一般競争入札 上水道工事 第3四半期 3 HPφ50　L=35m

西部 磐田市 上下水道工事課 今之浦50号線水道老朽管更新工事 今之浦 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 3
HPφ50　L=130m
WEETDAφ40　L=10m

西部 磐田市 上下水道工事課 堀之内43号線水道老朽管更新工事 堀之内 制限付一般競争入札 上水道工事 第2四半期 3 HPφ50　L=60ｍ

西部 磐田市 上下水道工事課 県道磐田天竜線水道配水管新設工事 豊田 制限付一般競争入札 上水道工事 第2四半期 3 HPφ50　L=140m

西部 磐田市 上下水道工事課 大藤橋水道添架管移設工事 大久保 制限付一般競争入札 上水道工事 第2四半期 3 SUSφ50　L=15m　HPφ50　L=10m

西部 磐田市 上下水道工事課
鎌田第一土地区画整理
6-20号線外水道配水管新設工事

鎌田 制限付一般競争入札 上水道工事 第2四半期 6
DIPφ150 L=270ｍ　HPφ100 L=200m
HPφ50　L=390m

西部 磐田市 上下水道工事課 下野部4号線外水道添架管復旧工事 下野部外 制限付一般競争入札 上水道工事 第2四半期 3 GNGWDAφ40　L=30m

西部 磐田市 上下水道工事課 大浦橋水道添架管継手補強工事 見付 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 7 耐震補強金具　１箇所

西部 磐田市 上下水道工事課 小立野水源№2配水ポンプ更新工事 小立野 制限付一般競争入札
機械器具設置工

事
第1四半期 15 配水ポンプ　1基　更新

西部 磐田市 上下水道工事課 豊岡配水場緊急遮断弁更新工事 豊岡 制限付一般競争入札
機械器具設置工

事
第1四半期 22 緊急遮断弁　1基　更新

西部 磐田市 上下水道工事課 豊岡配水場電気設備更新工事 豊岡 制限付一般競争入札 電気工事 第1四半期 22 №1～４　ポンプ盤　等　更新
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西部 磐田市 上下水道工事課 向笠西配水場管理棟解体工事 向笠西 制限付一般競争入札 解体工事 第1四半期 3 管理棟　CB造　56.7m2　解体

西部 磐田市 上下水道工事課 向笠西配水場管理棟更新工事 向笠西 制限付一般競争入札 建築一式工事 第2四半期 6 管理棟　WRC造　24m2　新築

西部 磐田市 上下水道工事課 掛塚104号線水道配水管移設工事 掛塚 制限付一般競争入札 上水道工事 第1四半期 2 PEφ40　L=39.0m　PEφ50　L=2.0m

西部 磐田市 上下水道工事課 公共下水道　補助１号管渠工事（磐田工区） 鎌田 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 6 開削工φ200　L=340m

西部 磐田市 上下水道工事課 特環下水道　補助1号管渠工事（磐田工区） 草崎 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 6 開削工φ250　L=290m、φ200　L=590ｍ

西部 磐田市 上下水道工事課 特環下水道　補助2号管渠工事（磐田工区） 草崎 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 6 開削工φ200　L=590m

西部 磐田市 上下水道工事課 特環下水道　補助3号管渠工事（磐田工区） 刑部島 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 7 開削工φ200　L=520m

西部 磐田市 上下水道工事課 特環下水道　補助4号管渠工事（磐田工区） 大原 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 8 開削工φ200　L=610m

西部 磐田市 上下水道工事課 特環下水道　補助5号管渠工事（豊田工区） 赤池 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 7 開削工φ200　L=440m

西部 磐田市 上下水道工事課 特環下水道　補助6号管渠工事（豊田工区） 赤池 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 7 開削工φ200　L=560m

西部 磐田市 上下水道工事課
特環下水道　補助7号マンホールポンプ設置工事（磐
田工区）

草崎 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 7 φ65(0.75ｋｗ)×2台

西部 磐田市 上下水道工事課
特環下水道　補助8号マンホールポンプ設置工事（磐
田工区）

刑部島 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 6 φ65(0.75ｋｗ)×2台

西部 磐田市 上下水道工事課
特環下水道　補助9号マンホールポンプ設置工事（磐
田工区）

大原 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 6 φ65(0.75ｋｗ)×2台

西部 磐田市 上下水道工事課
特環下水道　補助10号マンホールポンプ設置工事（豊
田工区）

森本 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 7 φ65(0.75ｋｗ)×2台

西部 磐田市 上下水道工事課 特環下水道　補助11号管渠工事（豊田工区） 森本 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 5 開削工φ200　L=120m

西部 磐田市 上下水道工事課 豊田竜洋線外ﾏﾝﾎｰﾙ浮上対策工事（北工区） 竜洋中島 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 6 ﾏﾝﾎｰﾙ浮上対策　N= ５箇所

西部 磐田市 上下水道工事課 豊田竜洋線外ﾏﾝﾎｰﾙ浮上対策工事（南工区） 岡 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 6 ﾏﾝﾎｰﾙ浮上対策　N= ４箇所

西部 磐田市 上下水道工事課 豊田竜洋線外ﾏﾝﾎｰﾙ耐震化工事 岡 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 6 ﾏﾝﾎｰﾙ管口可とう化　N= 23箇所

西部 磐田市 上下水道工事課 公共下水道　単独１号管渠工事（磐田工区） 鎌田 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 6 開削工φ200　L=430m

西部 磐田市 上下水道工事課 公共下水道　単独２号管渠工事（磐田工区） 二之宮外 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 4 開削工φ200　L=80m

西部 磐田市 上下水道工事課 公共下水道　単独３号管渠工事（磐田工区） 上岡田 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 4 開削工φ200　L=80m

西部 磐田市 上下水道工事課 特環下水道　単独１号管渠工事（磐田工区） 草崎 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 7 開削工φ200　L=675m

西部 磐田市 上下水道工事課 特環下水道　単独２号管渠工事（磐田工区） 刑部島 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 7 開削工φ200　L=730m

西部 磐田市 上下水道工事課 特環下水道　単独３号管渠工事（豊田工区） 赤池 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 8 開削工φ200　L=800m

西部 磐田市 上下水道工事課 特環下水道　単独４号管渠工事（豊田工区） 赤池 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 7 開削工φ200　L=650m

西部 磐田市 上下水道工事課 特環下水道　単独5号管渠工事（豊田工区） 富丘 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 3 開削工φ150　L=17m

西部 磐田市 上下水道工事課 特環下水道　単独6号管渠工事（豊岡工区） 上野部 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 5 開削工φ150　L=140m

西部 磐田市 上下水道工事課 緑ヶ丘外マンホール蓋修繕工事 緑ヶ丘外 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 3 蓋取替　8箇所

西部 磐田市 上下水道工事課 東新町外マンホール蓋修繕工事 東新町外 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 3 蓋取替　8箇所

西部 磐田市 上下水道工事課 大泉町外マンホール蓋修繕工事 大泉町外 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 3 蓋取替　8箇所
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西部 磐田市 上下水道工事課 あおば団地管路修繕工事 平間 制限付一般競争入札 下水道工事 第1四半期 3 管路修繕 一式

西部 磐田市 上下水道工事課 舗装修繕工事 安久路 制限付一般競争入札 舗装工事 第2四半期 3 舗装修繕工 一式

西部 磐田市 上下水道工事課
公共下水道マンホールポンプ場遠隔監視システム子
局増設工事

市内 制限付一般競争入札 電気工事 第1四半期 5 子局増設　15箇所

西部 磐田市 上下水道工事課 今之浦2丁目マンホールポンプ修繕工事 今之浦 制限付一般競争入札
機械器具設置工

事
第2四半期 6 汚水ポンプφ80更新　１台

西部 磐田市 上下水道工事課 久保公園前マンホールポンプ修繕工事 中泉 制限付一般競争入札
機械器具設置工

事
第1四半期 6 汚水ポンプφ80更新　２台

西部 磐田市 上下水道工事課 鮫島Ｎｏ．３，Ｎｏ．４マンホールポンプ修繕工事 鮫島 制限付一般競争入札 電気工事 第1四半期 7 制御盤更新　２箇所

西部 磐田市 上下水道工事課 豊岡クリーンセンター消泡水ポンプ修繕工事 掛下 制限付一般競争入札
機械器具設置工

事
第1四半期 6 汚水ポンプφ80更新　２台

西部 磐田市 上下水道工事課 敷地Ｎｏ．１３マンホールポンプ修繕工事 大当所 制限付一般競争入札
機械器具設置工

事
第2四半期 5 汚水ポンプφ50　更新　1台

西部 磐田市 危機管理課 防災備蓄ステーション屋上シート張替工事 森岡 制限付一般競争入札 防水工事 第2四半期 6 防水シート張替

西部 磐田市 危機管理課 防災無線屋外子局移設工事 向笠竹之内 特命随意契約
機械器具設置工

事
第3四半期 3 防災無線移設工事 一式

西部 磐田市 教育総務課 磐田北小学校体育館扉改修工事 見付 制限付一般競争入札 建具工事 第2四半期 2 体育館扉改修工事 一式

西部 磐田市 教育総務課 磐田中部小学校昇降口防犯カメラ設置工事 中泉 制限付一般競争入札 電気通信工事 第2四半期 2 防犯カメラ設置工事 一式

西部 磐田市 教育総務課 豊岡北小学校床改修工事 下野部 制限付一般競争入札 内装仕上工事 第3四半期 2 床改修工事 一式

西部 磐田市 教育総務課 磐田北小学校特別教室棟屋上防水改修工事 見付 制限付一般競争入札 防水工事 第3四半期 6 屋上防水工事 一式

西部 磐田市 教育総務課
磐田北小学校特別教室棟トイレ改修工事（建築工事・
電気設備工事）

見付 制限付一般競争入札 建築一式工事 第1四半期 6 建築工事及び電気設備工事 一式

西部 磐田市 教育総務課
磐田北小学校特別教室棟トイレ改修工事（機械設備
工事）

見付 制限付一般競争入札 管工事 第1四半期 6 機械設備工事 一式

西部 磐田市 教育総務課 長野小学校普通教室棟屋上防水改修工事 小島 制限付一般競争入札 防水工事 第3四半期 4 屋上防水改修工事 一式

西部 磐田市 教育総務課
長野小学校管理特別教室棟トイレ改修工事（建築工
事・電気設備工事）

小島 制限付一般競争入札 建築一式工事 第1四半期 6 トイレ改修工事 一式

西部 磐田市 教育総務課
長野小学校管理特別教室棟トイレ改修工事（機械設
備工事）

小島 制限付一般競争入札 管工事 第1四半期 6 トイレ改修に伴う機械設備工事 一式

西部 磐田市 教育総務課 大藤小学校外２校体育館男女トイレ洋式化工事 大久保外 制限付一般競争入札 管工事 第3四半期 3 トイレ洋式化 一式

西部 磐田市 教育総務課
富士見小学校外国人指導教室外１室空調設備設置
工事

富士見町 制限付一般競争入札 管工事 第1四半期 2 空調設備設置工事 一式

西部 磐田市 教育総務課 福田小学校特別支援学級外２室空調設備設置工事 下太 制限付一般競争入札 管工事 第1四半期 3 空調設備設置工事 一式

西部 磐田市 教育総務課
みなみが野学府特別教室空調設備設置工事（電気設
備）

千手堂外 制限付一般競争入札 電気工事 第1四半期 5 空調設備設置工事 一式

西部 磐田市 教育総務課
みなみが野学府特別教室空調設備設置工事（機械設
備）

千手堂外 制限付一般競争入札 管工事 第1四半期 5 空調設備設置工事 一式

西部 磐田市 教育総務課
井通・青城学府特別教室空調設備設置工事（電気設
備）

森下外 制限付一般競争入札 電気工事 第1四半期 5 空調設備設置工事 一式

西部 磐田市 教育総務課
井通・青城学府特別教室空調設備設置工事（機械設
備）

森下外 制限付一般競争入札 管工事 第1四半期 5 空調設備工事 一式

西部 磐田市 教育総務課 城山中学校南棟非常階段塗装工事 見付 制限付一般競争入札 塗装工事 第2四半期 3 非常階段塗装工事 一式

西部 磐田市 教育総務課 豊田南中学校多目的ホール照明器具改修工事 立野 制限付一般競争入札 電気工事 第2四半期 2 照明器具改修工事 一式

西部 磐田市 教育総務課 竜洋中学校普通教室棟屋根防水改修工事 豊岡 制限付一般競争入札 防水工事 第3四半期 4 屋根防水改修工事 一式

西部 磐田市 教育総務課 南部中学校昇降口棟トイレ改修工事（建築工事） 野箱 制限付一般競争入札 建築一式工事 第1四半期 9 トイレ改修工事 一式
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西部 磐田市 教育総務課 南部中学校昇降口棟トイレ改修工事（電気設備） 野箱 制限付一般競争入札 電気工事 第1四半期 9 トイレ改修に伴う電気設備工事 一式

西部 磐田市 教育総務課 南部中学校昇降口棟トイレ改修工事（機械設備工事） 野箱 制限付一般競争入札 管工事 第1四半期 9 トイレ改修に伴う機器設備工事 一式

西部 磐田市 教育総務課 南部中学校こころの教室空調設備設置工事 野箱 制限付一般競争入札 管工事 第1四半期 2 空調設備設置工事 一式

西部 磐田市 教育総務課 豊田北部小学校旧校舎遊具解体工事 加茂 制限付一般競争入札 解体工事 第3四半期 2 遊具解体工事 一式

西部 磐田市 学府一体校推進室 向陽学府小中一体校受水槽ポンプ室整備工事 向笠竹之内 制限付一般競争入札 建築一式工事 第1四半期 7
付属棟（ポンプ室）整備に伴う
建築工事 一式

西部 磐田市 学府一体校推進室 向陽学府小中一体校受変電設備外設置工事 向笠竹之内 制限付一般競争入札 電気工事 第1四半期 7 受変電設備設置・移設に伴う電気設備工事一式

西部 磐田市 学府一体校推進室 向陽学府小中一体校合併浄化槽外設置工事 向笠竹之内 制限付一般競争入札 管工事 第1四半期 8
合併浄化槽・厨房除害設備・受水槽設置に伴う機械設備工
事 一式

西部 磐田市 学府一体校推進室
向陽学府小中一体校テニスコート・駐車場整備工事
（土木）

向笠竹之内 制限付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期 3
テニスコート等整備に伴う
土木工事 一式

西部 磐田市 学府一体校推進室
向陽学府小中一体校テニスコート・駐車場整備工事
（電気設備）

向笠竹之内 制限付一般競争入札 電気工事 第1四半期 3
テニスコート等整備に伴う
電気設備工事 一式

西部 磐田市 学府一体校推進室 向陽中学校昇降口外改修工事 向笠竹之内 制限付一般競争入札 建築一式工事 第2四半期 3 昇降口改修工事 一式

西部 磐田市 学府一体校推進室 向陽中学校既存校舎解体工事 向笠竹之内 制限付一般競争入札 解体工事 第2四半期 6 解体工事 一式

西部 磐田市 放課後活動課 中部小児童クラブ駐車場整備工事 中泉 制限付一般競争入札 舗装工事 第3四半期 1ヶ月 駐車場整備 一式

西部 磐田市 学校給食課 豊岡学校給食センター調理室改修工事 下神増 制限付一般競争入札 建築一式工事 第1四半期 4ヶ月 施設改修工事 一式

西部 磐田市 学校給食課 令和５年度　磐田中部小学校給食検収室増築工事 中泉 制限付一般競争入札 建築一式工事 第1四半期 4ヶ月 増築に伴う建築工事 一式

西部 磐田市 学校給食課 豊田学校給食センター洗浄室等床塗装工事 中田 制限付一般競争入札 塗装工事 第1四半期 3ヶ月 床塗装（補修）工事 一式

西部 磐田市 中央図書館 中央図書館　開架室照明器具ＬＥＤ化工事 見付 制限付一般競争入札 電気工事 第3四半期 1ヶ月 照明器具取替工 一式

西部 磐田市 文化財課 令和５年度　特別史跡遠江国分寺跡整備工事 見付 制限付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期 9 金堂基壇復元工事及び周辺造成

西部 磐田市 消防総務課 令和５年度　磐田市消防署 浴室改修工事 今之浦 制限付一般競争入札 建築一式工事 第1四半期 ４ 浴室をユニットシャワールーム改修工事

西部 磐田市 消防総務課
令和５年度　福田分遣所　庁舎・ホースタワー・車庫塗
装工事

福田 制限付一般競争入札 塗装工事 第2四半期 ３ 庁舎・ホースタワー・車庫塗装工事

西部 磐田市
中東遠消防指令セン

ター
令和５年度　　中東遠消防指令センター設備等更新工
事（建築）

福田 制限付一般競争入札 建築一式工事 第1四半期 9 通信指令室OA床増工事

西部 磐田市
中東遠消防指令セン

ター
令和５年度　中東遠消防指令センター設備等更新工
事（機械設備）

福田 制限付一般競争入札
機械器具設置工

事
第1四半期 9 指令センター空気調和設備更新工事

西部 磐田市
中東遠消防指令セン

ター
令和５年度　中東遠消防指令センター設備等更新工
事（電気設備）

福田 制限付一般競争入札 電気工事 第1四半期 9 通信指令室等照明器具LED化工事

西部 磐田市 警防課 福田中島地内40㎥級耐震性貯水槽設置工事 福田中島 制限付一般競争入札 消防施設工事 第2四半期 3 耐震性貯水槽の設置工事

西部 磐田市 警防課 北島地内40㎥級耐震性貯水槽設置工事 北島 制限付一般競争入札 消防施設工事 第2四半期 3 耐震性貯水槽の設置工事

西部 磐田市 警防課 鎌田地内40㎥級耐震性貯水槽設置工事 鎌田 制限付一般競争入札 消防施設工事 第2四半期 3 耐震性貯水槽の設置工事

西部 磐田市 警防課 向笠竹之内地内40㎥級耐震性貯水槽設置工事 向笠竹之内 制限付一般競争入札 消防施設工事 第1四半期 3 耐震性貯水槽の設置工事

西部 磐田市 警防課 見付第一分団CC塗装改修工事 見付 制限付一般競争入札 消防施設工事 第3四半期 3 消防団詰所の塗装改修工事

西部 磐田市 警防課 福田第三分団CC塗装改修工事 福田中島 制限付一般競争入札 消防施設工事 第3四半期 3 消防団詰所の塗装改修工事


