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工事等の概要

1 工事 災害 平坂池災害復旧工事 三原市大和町平坂 15,260,000 R5.3.31 土木 市内全域 ABCD
施工延長L=53.5m，土工　一式，排土　V=794m3，開渠工　L=10m，
落差工　L=6m，斜樋工　L=6.8m

2 工事 災害 道路災害復旧工事（八幡町屋中里道） 三原市八幡町屋中 14,815,000 R5.3.20 土木 市内全域 ABCD
施工延長　L=18.5m，土工　一式，ラス張工　A=197m2，吹付枠工
L=218m，枠内モルタル吹付工　A=131m2，仮設工　一式

3 工事 災害 河川災害復旧工事（幸崎能地五丁目水路） 三原市幸崎能地五丁目 4,654,000 R5.1.20 土木 市内全域 ABCD
施工延長　L=16.0m，河川土工　一式，プレキャストU型側溝
L=16m，仮設工　一式

4 工事 災害 河川災害復旧工事（沼田三丁目排水路） 三原市沼田三丁目 4,346,000 R5.3.31 土木 市内全域 ABCDE
施工延長　L=28.6m，土工　一式，ブロック積工　A=39m2，仮設工
一式

5 工事 災害 河川災害復旧工事（普通河川清代川）２工区 三原市本郷町南方 4,333,000 R5.2.7 土木 市内全域 ABCDE
施工延長　L=12.0m，土工　一式，ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=35m2，小
口止工　N=2箇所，石積工　A=10m2，仮設工　一式

6 工事 災害 河川災害埋塞土撤去工事（普通河川畑岡川） 三原市幸崎能地三丁目 2,474,000 R4.12.22 土木 市内全域 ABCDE 施工延長　L=184.0m，河川浚渫　V=230m3，仮設工　一式

7 工事 災害 道路災害復旧工事（市道大和町三育線） 三原市大和町下徳良 2,366,000 R4.12.28 土木 市内全域 ABCDE
施工延長　L=100.0m，ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　A=500m2，ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊
し　A=50m2，区画線　L=200m

8 工事 災害 河川災害復旧工事（高坂町真良水路） 三原市高坂町真良 2,279,000 R5.1.31 土木 市内全域 ABCDE
施工延長　L=4.0m，土工　一式，ブロック積工　A=13m2，仮設工
一式

9 工事 災害 河川災害埋塞土撤去工事（普通河川関屋川） 三原市小泉町 1,479,000 R5.1.27 土木 市内全域 ABCDE 施工延長　L=425m，河川浚渫　V=150m3，仮設工　一式

10 工事 旧南小学校校舎等解体工事 三原市宮沖三丁目 106,637,000 R5.3.27 解体
県内

本支店
市内AB
市外A

解体工事　旧南小学校：RC造3階建て，床面積A=2,187.06m2

11 工事 橋梁補修工事（市道沼田東町北部16号線1号橋梁） 三原市沼田東町七宝 72,595,000 R5.3.30 土木 市内全域 AB
橋梁補修，ひびわれ補修工　L=275.0m，断面修復工　V=3.34m3，
表面被覆工　A=492m2，橋梁塗装工　A=96m2，橋梁防護柵工
L=260m，仮設工　一式

12 工事 船木防災公園整備工事（２工区） 三原市本郷町船木 67,592,000 R5.3.31 土木 市内全域 AB
張コンクリート工　A=370.0m2，高木植栽工　N=8.0本，側溝工
L=59.0m，マンホールトイレ　一式，水飲み場工　N=1.0基，転落防
止柵工　L=334.0m

13 工事 東本通8号公園造成工事（4-1工区） 三原市本郷南四丁目 43,843,000 R5.2.9 土木 市内全域 ABC
掘削工　V=7,160m3，残土処理工　V=7,160m3，防護柵工　L=72m，
仮設防護柵工　L=150m

14 工事 船木防災公園整備工事（３工区） 三原市本郷町船木 41,845,000 R5.3.27 建築 市内全域 ABC

トイレ：鉄筋コンクリート造平屋建て　床面積A=15.87m2，屋根付き
広場-1：鉄骨造平屋建て　床面積A=200.0m2，屋根付き広場-2：鉄
骨造平屋建て　床面積A=54.0m2，倉庫：鉄骨造平屋建て　床面積
A=9.8m2

15 工事 橋梁補修工事（市道沼田西町79号線松江橋） 三原市南方一丁目外 36,316,000 R5.3.30 土木 市内全域 ABC

橋梁補修　N=1橋，ひび割れ注入　L=46.5m，断面修復
V=0.13m3，沓座復旧　V=0.1m3，塗装塗替　A=198.8m2，伸縮装置
設置　L=19.8m，排水管補修　L=16.0m，防護柵取替え　L=91.4m，
仮設工　一式

16 工事 農業集落排水自動通報装置更新工事（4-1工区） 三原市大和町萩原 4,250,000 R4.12.28 電気 市内全域 CDE 自動通報装置更新　N=5個

17 工事 都市公園遊具更新工事（本郷第４街区公園外） 三原市本郷南一丁目外 2,498,000 R5.1.31 造園 市内全域 ABCDE スベリ台　N=1基，ジャングルジム　N=1基

18 工事 三原リージョンプラザ排煙設備改修工事 三原市円一町二丁目 22,050,000 R5.3.20 管 三原地域 ABCD
機械設備工事：換気設備，排煙設備，その他工事　一式，電気設
備工事：動力設備，火災報知設備，その他工事　一式，建築工事：
内装改修，その他工事　一式

19 工事 橋梁補修工事（市道須波29号線1号橋梁） 三原市須波二丁目 14,283,000 R5.3.9 土木 三原地域 ABCD
施工延長　L=5m，コンクリート　V=9m3，ゴム支承　N=2基，防水工
A=15m2，舗装工　A=64m2，構造物取壊し工　V=13m3，仮設工　一
式

20 工事 橋梁補修工事（市道幸崎78号線2号橋梁） 三原市幸崎渡瀬 7,371,000 R5.1.31 土木 三原地域 BCD
橋梁補修　N=1橋，ひび割れ注入　L=3.4m，ひび割れ充填
L=0.9m，断面修復　V=0.35m3，塗替塗装　A=27.9m2，伸縮目地
L=9.0m，仮設工　一式

21 工事 市道久井町近森線道路改良工事 三原市久井町泉 13,513,000 R5.2.16 土木 久井地域 ABCD
施工延長　L=97.0m，土工　一式，防草対策工　A=188m2，排水構
造物工　L=155m，舗装工　A=445m2，区画線工　L=140m

22 工事 市道大和町原田見熊線道路改良工事 三原市大和町萩原 8,813,000 R5.2.9 土木 大和地域 BCD
施工延長　L=66.0m，道路土工　一式，排水構造物工　L=88m，地
盤改良工　A=348m2，舗装工　A=29m2

23 工事 耐震性貯水槽新設工事（大和町萩原） 三原市大和町萩原 5,959,000 R5.1.31 土木 大和地域 BCD 耐震性貯水槽　V=40m3　N=1基，標識工　N=1基

24 工事 舗装修繕工事（市道大和町中倉線外１路線） 三原市大和町大草 4,449,000 R4.12.28 舗装 大和地域 CDE
中倉線：施工延長　L=122.0m，アスファルト舗装　A=399m2，アス
ファルト舗装取壊し　L=122m，細安国寺線：施工延長　L=180.0m，
アスファルト舗装　A=1,060m2

25 委託 道路巡視業務委託（市道旭町1号線外1132路線） 三原市旭町一丁目外 1,347,000 R5.3.31 土木 三原地域 ABC 道路パトロール一式，巡視距離L=302km  2回/年

26 委託 道路巡視業務委託（市道明神1号線外828路線） 三原市明神一丁目外 1,243,000 R5.3.31 土木 三原地域 ABC 道路パトロール一式，巡視距離L=294km  2回/年

27 委託 道路巡視業務委託（市道堀亀津線外340路線） 三原市下北方一丁目外 468,000 R5.3.31 土木 本郷地域 ABC
道路パトロール一式，巡視距離L=162km（1回目），巡視距離
L=63km（2回目）

28 委託 道路巡視業務委託（市道吉原線外393路線） 三原市久井町莇原外 673,000 R5.3.31 土木 久井地域 ABC
道路パトロール一式，巡視距離L=217km（1回目），巡視距離
L=104km（2回目）

29 委託 道路巡視業務委託（市道萩原篠線外523路線） 三原市大和町萩原外 736,000 R5.3.31 土木 大和地域 ABC
道路パトロール一式，巡視距離L=264km（1回目），巡視距離
L=87km（2回目）

30 工事 皆実雨水排水ポンプ場土木工事（4-1工区） 三原市皆実五丁目 117,622,000 R5.3.31 土木
国内

本支店
A

ポンプ場：本体作業土工　一式，地盤改良工　一式，本体仮設工
一式，本体築造工　一式，吐口築造工　一式

　　公告：令和4年8月31日　　入札参加希望締切：9月7日　　　開札：令和4年9月16日


