
公表区分

■：発注、指名通知済

国・県
市町村

担当部局等 担当係等 市町村名 字名等

1 宿毛市 水道課 下水道係
令和２年度　漁委　第１号
大海漁業集落排水施設機能保全計画策定業務

宿毛市 小筑紫町大海 指名競争 業務委託 120 第1四半期 漁業集落機能保全計画策定　1.0式

2 宿毛市 水道課 下水道係
令和２年度　宿公下委　第２号
宿毛ポンプ場改築詳細設計業務

宿毛市 宿毛排水区 指名競争 業務委託 120 第1四半期 詳細設計業務　1.0式

3 宿毛市 水道課 下水道係
令和２年度　宿公下委　第３号
宿毛クリーンセンター改築詳細設計業務

宿毛市 宿毛排水区 指名競争 業務委託 120 第1四半期 詳細設計業務　1.0式

4 宿毛市 水道課 下水道係
令和２年度　宿公下委　第４号
高砂・中継ポンプ場改築詳細設計業務

宿毛市 宿毛排水区 指名競争 業務委託 120 第1四半期 詳細設計業務　1.0式

5 宿毛市 水道課 下水道係
令和２年度　宿公下委　第５号
宿毛クリーンセンターフラップゲート設計業務

宿毛市 高砂 指名競争 業務委託 120 第1四半期 詳細設計業務　1.0式

6 宿毛市 都市建設課 建築住宅係
令和2年度　建委第1号
市営改良住宅手代岡団地建替え工事
(第4工区)監理業務委託

宿毛市 山奈町山田 随意契約 業務委託 210 第1四半期 監理業務　木造平屋建て及び2階建て　1棟2戸

7 宿毛市 都市建設課 建築住宅係
令和2年度　建委第2号
市営改良住宅手代岡団地建替え工事
（第5工区）実施設計及び地質調査業務委託

宿毛市 山奈町山田 指名競争 業務委託 120 第1四半期
実施設計　木造平屋建て2棟4戸
地質調査

8 宿毛市 商工観光課 観光振興係 すくもサニーサイドパーク再生事業基本構想等作成業務 宿毛市 坂ノ下 指名競争 業務委託 120 第1四半期 構想作成業務　1.0式

9 宿毛市 都市建設課 都市計画係
平成 31 年度（繰越明許）防安委　第 1 号
道路無電柱化事業
市道水道線連系管路設計施工委託業務

宿毛市 中央 随意契約 業務委託 80 第1四半期 連系設備設計施工　一式

10 宿毛市 土木課 土木係
令和 2 年度　道総委　第 1 号
宿毛市道路 ・ 橋梁台帳修正業務委託

宿毛市 全域 指名競争 業務委託 90 第1四半期 市道台帳作成　1.0式

11 宿毛市 土木課 土木係
令和 2 年度　道改委　第 1 号
市道天神長瀬線測量設計業務委託

宿毛市 山奈町山田 指名競争 業務委託 90 第1四半期 法面対策設計　L=13.0m

12 宿毛市 土木課 土木係
令和 2 年度　道改委　第 2 号
市道新田錦線測量設計業務委託

宿毛市 新田 指名競争 業務委託 90 第1四半期 道路詳細設計　L=350.0m

13 宿毛市 土木課 土木係
令和 2 年度　河整委　第 1 号
錦川ゲートポンプ詳細設計業務委託

宿毛市 錦 指名競争 業務委託 120 第1四半期 ゲートポンプ詳細設計　N= 1式

14 宿毛市 水道課 水道係
令和2年度　宿毛上水道
配水管布設替設計委託

宿毛市 市内 指名競争 業務委託 150 第 1 四半期 φ300mm以下   L=3,035m

15 宿毛市 人権推進課 人権啓発係 手代岡隣保館擁壁補修調査設計業務委託 宿毛市 山奈町山田 指名競争 業務委託 60 第1 四半期 測量設計業務　1.0式

16 宿毛市 水道課 下水道係
令和２年度　宿公下委　第１号
宿毛市公共下水道事業計画見直し業務

宿毛市 宿毛排水区 指名競争 業務委託 120 第 2 四半期 計画見直し業務　1.0式

17 宿毛市 土木課 土木係
令和 2 年度　防安委　第 1 号
宿毛市橋梁定期点検業務委託

宿毛市 市内全域 指名競争 業務委託 120 第 2 四半期 橋梁定期点検　N=40橋

18 宿毛市 土木課 土木係
令和 2 年度　防安委　第 2 号
宿毛市橋梁定期点検業務委託

宿毛市 市内全域 指名競争 業務委託 120 第 2 四半期 橋梁定期点検　N=40橋

19 宿毛市 土木課 土木係
令和 2 年度　防安委　第 3 号
日ノ下橋橋梁補修調査設計業務委託

宿毛市 小筑紫町伊与野 指名競争 業務委託 90 第 2 四半期 橋梁補修調査設計　N= 1橋

発注機関
工事名 ・ 業務名

工事場所等
入札・契約

の方法
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（月または半期）
工　事　概　要 備　考

令和２年度　宿毛市公共工事発注見通し（ 計画 ）
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工 事 種 別 工事期間
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20 宿毛市 土木課 土木係
令和 2 年度　防安委　第 4 号
障子ヶ市橋橋梁補修調査設計業務委託

宿毛市 小筑紫町石原 指名競争 業務委託 90 第 2 四半期 橋梁補修調査設計　N= 1橋

21 宿毛市 土木課 土木係
令和 2 年度　防安委　第 5 号
小向川橋橋梁補修調査設計業務委託

宿毛市 山北 指名競争 業務委託 80 第 2 四半期 橋梁補修調査設計　N= 1橋

22 宿毛市 土木課 土木係
令和 2 年度　防安委　第 6 号
南郷3号橋橋梁補修調査設計業務委託

宿毛市 橋上町楠山 指名競争 業務委託 80 第 2 四半期 橋梁補修調査設計　N= 1橋

23 宿毛市 土木課 土木係
令和 2 年度　防安委　第 7 号
地蔵橋橋梁補修調査設計業務委託

宿毛市 橋上町楠山 指名競争 業務委託 80 第 2 四半期 橋梁補修調査設計　N= 1橋

24 宿毛市 土木課 農林水産係
令和２年度 農委 第１号
農道橋点検・長寿命化計画策定業務委託

宿毛市 市内全域 指名競争 業務委託 210 第 2 四半期 農道橋点検及び長寿命化計画策定

25 宿毛市 土木課 農林水産係
令和２年度 農委 第２号
小川地区水道施設 測量設計業務委託

宿毛市 小川 指名競争 業務委託 180 第 2 四半期 小川地区(５軒分)の水道施設測量設計業務

26 宿毛市 土木課 農林水産係
令和２年度 農委 第３号
防災重点ため池ハザードマップ作成業務委託

宿毛市 市内全域 指名競争 業務委託 180 第 2 四半期 防災重点ため池(22池)のハザードマップ作成業務

27 宿毛市 土木課 農林水産係
令和２年度 漁委 第１号
湊浦漁港他２漁港 機能保全計画作成業務委託

宿毛市 市内全域 指名競争 業務委託 180 第 2 四半期 湊浦、大浦、池島漁港の機能保全計画作成業務

28 宿毛市 都市建設課 国土調査係
令和 2 年度 地籍 第 1 号
地籍調査事業　二ノ宮及び野地の一部地区
（ C・E・FⅠ・FⅡ-1工程 ） 業務委託

宿毛市 二ノ宮及び野地 指名競争 業務委託 270 第 2 四半期 調査等面積 A= 0.42km2

29 宿毛市 都市建設課 国土調査係
令和 2 年度 地籍 第 2 号
地籍調査事業　萩原及び宿毛の一部地区
（ FⅡ-2・G・H工程 ） 業務委託

宿毛市 萩原 指名競争 業務委託 270 第 2 四半期 調査等面積 A= 0.54km2

[工事概要・事業費・発注時期は、公表時点の見込みであり、公表後変更することがあります。]


