
№ 業種 災害
復興
係数

工　事　名　・　業　務　名 工事（業務）場所
予定価格
（税抜）

工期
(余裕工期は
黄色網掛け)

工種 地域要件
通常
ランク

災害
ランク

工事等の概要

1 工事 災害 × 橋梁災害復旧工事（市道大和町椋梨下日向線神田橋上部工） 三原市大和町椋梨 103,744,000 R4.3.31 土木 市内全域 A
橋長　L=27.5m 　幅員　W=5.0m，上部工：鋼単純合成床版　一式，付
帯工　一式，取付道路：アスファルト舗装　A=932m2，仮設工　一式

2 工事 災害 × 上郷頭首工災害復旧工事(5203) 三原市大和町和木 23,365,000 R4.3.31 土木 市内全域 ABCD
施工延長 L=19.8m，土工 一式，堰体工 V=61m3，水叩工 V=41m3，
止水壁工 V=7.2m3，ブロック積工 A=90m2，工事用道路工 一式

3 工事 災害 × 大わらび頭首工災害復旧工事(5211) 三原市大和町上草井 20,327,000 R4.3.31 土木 市内全域 ABCD
施工延長 L=20.1m，土工 一式，堰体工 V=39m3，水叩工 V=18m3，
止水壁工 V=6.7m3，ブロック積工 A=25m2，工事用道路工 一式

4 工事 災害 × 下徳良水路災害復旧工事 三原市大和町下徳良 7,174,000 R4.3.31 土木 市内全域 ABCD
施工延長 L=9.6m，土工 一式，コンクリートブロック積 A=42m2，小口
止 N=2箇所，水路復旧 L=11.5m，工事用道路工 一式

5 工事 災害 〇 河川災害復旧工事（二級河川徳良川支川） 三原市大和町下徳良 6,654,000 R4.2.10 土木 市内全域 ABCD
施工延長　L=36.0m，土工　一式，ブロック積工　A=64m2，小口止工
N=2箇所，間切工　N=1箇所，仮設工　一式

6 工事 災害 × 道路災害復旧工事（中之町里道） 三原市中之町一丁目 4,988,000 R4.2.2 土木 市内全域 ABCD 施工延長　L=36.0m，土工　一式，擁壁工　V=36.0m3，仮設工　一式

7 工事 災害 × 神甸川井堰災害復旧工事 三原市大和町萩原 1,576,000 R3.12.9 土木 市内全域 ABCDE 復旧延長 L=6.3m，堤体 V=8m3，張りｺﾝｸﾘｰﾄ V=4m3，ﾌﾄﾝ篭 L=2m

8 工事 三原内港東駐車場解体工事 三原市城町三丁目 122,426,000 R4.1.24 解体
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駐車場（鉄骨造，地上３階建）の解体工事一式，延床面積
A=4326.53m2（料金所A=57.2m2含む）

9 工事 普通河川大平川河川改良工事 三原市本郷町船木 133,694,000 R4.3.31 土木 市内全域 A
施工延長　L=79.7m，ﾛｰﾗｰｹﾞｰﾄ(W5.9×H1.4)　N=1基，現場打函渠
V=287m3，鋼矢板(Ⅱw型)　N=131枚，重力式擁壁護岸　V=79m3，舗
装　A=290m2，立入防止柵　L=170m

10 工事 小西住宅３号棟外壁改修工事 三原市西野四丁目 117,559,000 R4.2.28 建築 市内全域 AB
小西住宅３号棟　　外壁改修工事一式，ベランダ防水工事一式，物
置屋根，外壁改修工事一式，自転車置場改修工事一式，手すり等
改修工事一式，竪樋，軒樋取替工事一式

11 工事 下北方処理分区汚水管新設工事（3-1工区） 三原市南方一丁目 43,368,000 R4.3.15 土木 市内全域 ABC
路線延長（汚水補助）　L=146.0m，管体延長　管渠工（開削）φ150
L=141.0m，付帯工　一式，路線延長（汚水単独）　L=400.6m，管体延
長　管渠工（開削）φ150　L=387.8m，付帯工　一式

12 工事 三原西処理分区汚水管新設工事（3-3工区） 三原市皆実六丁目 32,499,000 R4.3.18 土木 市内全域 ABC
路線延長（汚水補助）　L=133.0m，管体延長　管渠工（開削）φ200
L=130.3m，付帯工　一式，路線延長（汚水単独）　L=132.0m，管体延
長　管渠工（開削）φ200　L=128.0m，付帯工　一式

13 工事 三原運動公園複合遊具更新工事 三原市沼田東町釜山 20,949,000 R4.3.31 造園 三原地域 ABCD
公園施設整備：既設複合遊具撤去　　N=1基，幼児用複合遊具設置
N=1基，児童用複合遊具設置　N=1基

14 工事 市道沼田東町北部36号線道路改良工事 三原市沼田東町本市 14,009,000 R4.2.15 土木 三原地域 ABCD
施工延長　L=41.1m，排水構造物工　L=41.5m，縁石工　L=41.3m，舗
装工　A=128.0m2

15 工事 橋梁補修工事（市道長谷47号線1号橋梁外1橋） 三原市長谷四丁目外 13,450,000 R4.2.28 土木 三原地域 ABCD
橋梁補修工事　N=2橋，断面修復工　V=0.385m3，ひび割れ注入工
L=10.80m，ひび割れ充填工　L=3.20m，表面含浸工　A=87m2，塗替
塗装工　A=53m2

16 工事 耐震性貯水槽新設工事(幸崎能地五丁目） 三原市幸崎能地五丁目 7,308,000 R4.1.27 土木 三原地域 BCD 耐震性貯水槽(V=40m3）N=1基，標識設置 N=1基

17 工事 通学路安全対策工事（市道宮沖37号線外2路線） 三原市宮沖五丁目外 6,525,000 R4.1.27 土木 三原地域 BCD
施工延長 L=145.5m，排水構造物工 L=67m，縁石工 L=52m，舗装工
A=87m2，区画線工 L=25m，構造物取壊し工 一式

18 工事 通学路安全対策工事（市道沼田東町北部85号線外２路線） 三原市沼田東町末広外 5,438,000 R3.12.28 舗装 三原地域 BCD
施工延長　L=959m，薄層ｶﾗｰ舗装　A=288m2，区画線（実線，
W=15cm）　L=850m，区画線（破線，W=15cm）　L=8m

19 工事 橋梁補修工事（市道本郷町清兼板屋線板屋橋外１橋） 三原市本郷町船木 24,609,000 R4.3.30 土木 本郷地域 ABCD
橋梁補修工事　N=2橋，断面修復工　V=0.330m3，ひび割れ注入工
L=11.5m，表面含浸工　A=136m2，塗替塗装工　A=95m2，伸縮目地
補修工　L=22.3m

20 工事 普通河川尾原川支川河川改良工事 三原市本郷町南方 20,442,000 R4.2.16 土木 本郷地域 ABCD
施行延長　L=173.1m，プレキャストＵ型水路工　L=140.0m，プレキャ
ストＪ型水路工　L=6.0m，２号Ｕ型水路工　L=26.0m，現場打ち集水桝
N=1箇所

21 工事 舗装修繕工事（市道久井町有光線） 三原市久井町坂井原 2,875,000 R3.12.24 舗装 久井地域 CDE 施工延長　L=520.0m，道路土工　一式，舗装工　A=1,400m2

22 工事 久井岩海丸太階段等設置工事 三原市久井町吉田 1,721,000 R4.2.28 土木 久井地域 CDE 階段工　N=39基

23 工事 舗装修繕工事（市道大和町中倉線外2路線） 三原市大和町大草外 6,795,000 R4.2.28 舗装 大和地域 BCD 施工延長　L=306m，舗装工　A=1,618m2，区画線工　L=90m

24 工事 都市公園砂場更新工事（皆実第一公園外） 三原市皆実二丁目外 9,808,000 R4.2.28 造園
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