
様式　１

平成２４年度  工事発注見通し

○ 工事

概算金額

（百万円）

護岸復旧工　A=500m2 10百万 1月10日修正

～30百万

護岸復旧工 30百万 1月10日修正

Ａ＝800ｍ2 ～50百万

道路改良工 50百万

L=600m ～80百万

道路改良工 50百万

C－Box１基 ～70百万

10百万

～20百万

30百万

～50百万

10百万

～20百万

100百万

～150百万

南相馬市鹿島区鹿島地内 橋梁補修工 30百万

桜田橋外4橋 断面修復工、N=5橋 ～50百万

橋梁塗装工 10百万 大沢橋

N=2橋 ～30百万 契約済み

堆砂除却 10百万 小泉地内小泉川

V=3,500m3 ～20百万 手続中  1月10日追加

護岸復旧工　A=701m2 20百万 1月10日修正

～40百万

道路改良舗装工 100百万

L=980m ～200百万

30百万 1月10日修正

～6０百万

消波ブロックN=2500個 150百万

仮締切工L=500m ～230百万

改良工 30百万

L=175m ～50百万

ﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ補修工 10百万 契約済み

表面保護工A=1,200m2 ～30百万

護岸復旧工 10百万

A=217m2 ～30百万  1月10日修正

護岸復旧工 10百万

A=282m2 ～30百万  1月10日修正

1月10日修正
契約済み

1月10日修正
契約済み

富岡土木事務所 公共災害復旧（再復）工事（河川） 井出川筋 楢葉町大字井出字萩平地内 5月 一般土木 随意契約 1月～ 2月

富岡土木事務所 公共災害復旧（再復）工事（河川） 木戸川筋外
楢葉町大字大谷字今中地内
外

5月 一般土木 随意契約  1月～ 2月

1月10日修正
契約済み

10月10日修正
契約済み

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（海岸） 南海老海岸筋
南相馬市鹿島区大字南海老
地内

6ヶ月 一般土木 随意契約 10～11月

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（河川） 地蔵川筋　外 新地町大字今泉地内　外 ６ヶ月 一般土木 護岸復旧工A=613ｍ2 随意契約 2月～3月

条件付一般 1月～2月特別

随意契約

相双建設事務所 道路橋りょう整備(基幹)工事（橋梁補修) 国道115号外
相馬市中村地内大手先歩道橋
外１橋

6ヶ月 塗装

公共災害復旧工事（河川） 砂子田川（背中振）外 新地町大字谷地小屋 外 ６ヶ月 一般土木相双建設事務所 2月～3月

富岡土木事務所 公共災害復旧工事（道路）

2月

条件付一般 １月

舗装
舗装工
L=392.8m W=1.77～
10.38m

随意契約 1月～2月

平成２５年３月８日現在

発注機関名 工事名の名称 路線名・河川名 場　所 期間 種別 概　　要 入札の方法 総合評価 電子入札入札等の時期 備考

６ヶ月 一般土木

７ヶ月 一般土木 随意契約相双建設事務所 公共災害復旧工事（河川） 潤谷川

舗装
舗装工
L=263.2m W=2.5～9.23m

随意契約

簡易

簡易南相馬市原町区上北高平地内 8ヶ月 一般土木
市町村合併支援道路整備工事
（改良）

（一）浪江鹿島線

南相馬市鹿島区小島田

7月 舗装 随意契約

国道１１３号 新地町駒ヶ嶺地内相双建設事務所
道路橋りょう整備(再復)工事（改
良)

相双建設事務所

３月7ヶ月

（主）浪江三春線外

舗装工
L=724.7m W=3.68～
12.36m

葛尾村大字野川字十良内外 6月

1月～2月

富岡土木事務所

1月～2月

富岡土木事務所 公共災害復旧工事（道路） 国道３９９号外 葛尾村大字葛尾字東平1号外

公共災害復旧工事（道路）

富岡土木事務所

相双建設事務所 道路橋りょう整備(地特)工事（橋梁補修)

一般土木 条件付一般

（一）常葉野川線 葛尾村大字落合字蔵久 11月 一般土木

国道３９９号外
葛尾村大字落合字菅ノ又2号
外

5月

相双建設事務所 公共災害復旧工事（河川） 日下石川（赤木）外 相馬市赤木　外 随意契約 2月～3月

道路改良工
L=677.1m W=2.27～32.6m

随意契約公共災害復旧工事（道路）

(一)大芦鹿島線外 8ヶ月 一般土木 条件付一般 2月特別

1月

相双建設事務所
道路橋りょう整備(基幹)工事（改
良)

（一）赤柴中島線 新地町駒ヶ嶺地内 9ヶ月 一般土木 条件付一般 簡易 ３月 手続き中

契約済み

1月10日修正
契約済み

相双建設事務所 生活基盤緊急改善工事（改良） 国道３９９号 川内村大字上川内地内 8ヶ月 一般土木

 特別 2月～3月

手続中　原町川俣線和田
城橋 車橋、二本木橋、第
一八木沢橋 契約済み

随意契約 １月

契約済み

手続き中

相双建設事務所 道路橋りょう整備(長寿)工事（ﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ補修) (一)草野大倉鹿島線 南相馬市鹿島区上栃窪地内 5ヶ月 一般土木 条件付一般

相双建設事務所 生活基盤緊急改善工事（堆砂除却) 宇多川筋外 相馬市中野地内外 3ヶ月 一般土木 随意契約 1月

　　　　　　　（注） １　 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更または追加があり得る。
　 　　　　　　　　　２　　「入札等の方法」の欄は、一般：一般競争入札、条件付き一般：条件付き一般競争入札、指名：指名競争入札、
　　　　　　　　　　　　　　　 プロポーサル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
　 　　　　　　　　　３　　入札の時期について、平成２５年度のものはH25.○月と表記している。



様式　１

平成２４年度  工事発注見通し

○ 工事

概算金額

（百万円）

平成２５年３月８日現在

発注機関名 工事名の名称 路線名・河川名 場　所 期間 種別 概　　要 入札の方法 総合評価 電子入札入札等の時期 備考

旧橋撤去工 10百万

N=３橋 ～30百万

橋梁高欄工 30百万

N=５橋 ～50百万

 管渠工  50百万

 L=54m　φ1.5 m  ～80百万

護岸復旧工　A=538m2 20百万 1月10日修正

～40百万

護岸復旧工　A=723m2 10百万 1月10日修正

～30百万

護岸復旧工　A=531m2 30百万 1月10日修正

～50百万

護岸復旧工　A=4,500m2 80百万 1月10日修正

～150百万

 改良工  30百万

L=440m  ～50百万

１百万

～２百万  1月10日追加

道路照明工 2百万

N=2基 ～10百万

舗装補修工 10百万

L=400m A=2,480m2 ～20百万

簡易舗装工

L=230m A=805m2 ～2百万

水路工 10百万

L=98m ～30百万

5百万

～10百万

5百万

～10百万

5百万

～10百万

仮締め切り工 ３百万

１式 ～５百万

護岸復旧工　A=400m2 10百万

～20百万

護岸復旧工　A=５00m2 １０百万

～３０百万

護岸復旧工　A=８９m2 3百万

～７百万

相馬市黒木地内外 橋梁補修工 10百万

町端橋外９橋 断面修復工、N=10橋 ～30百万

1月10日修正
契約済み

1月10日修正
契約済み

相双建設事務所 公共災害復旧工事（河川） 新田川外
南相馬市原町区大字上高平
地内外

７ヶ月 一般土木 随意契約 ２月

相双建設事務所 公共災害復旧工事（河川） 笹部川
南相馬市原町区大字馬場字
滝ノ原地内外

４ヶ月 一般土木 随意契約 ２月

相双建設事務所 生活基盤緊急改善工事 小高川
南相馬市小高区大字村上地
内

２ヶ月 一般土木 随意契約 ２月

相双建設事務所 公共災害復旧工事（河川） 上真野川
南相馬市鹿島区大字小池地
内外

６ヶ月 一般土木 随意契約 ２月

相双建設事務所 道路橋りょう維持(長寿)工事（橋梁補修) (主）相馬大内線外 8ヶ月 一般土木 条件付一般  特別 H25.4月

1月10日修正
契約済み

町端橋、大日橋、上前橋、下
台畑橋、第一沢目橋、北明内
橋、笹部橋、境橋、北川原橋、

宮前橋 　　手続き中

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（道路） （主）相馬亘理線 新地町谷地小屋地内外 4ヶ月 一般土木 随意契約 10月 1月10日修正

5ヶ月 橋梁上部工 随意契約 １月 1月10日修正

 相双建設事務所  道路橋りょう整備（再復）工事（改良 （一）広野小高線  広野町上浅見川地内  7ヶ月  一般土木  条件付一般  簡易  １月 削除

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（橋梁） （主）相馬亘理線外 新地町今泉地内外

公共災害復旧（再復）工事（河川） 三滝川（山崎１号）外
新地町大字福田字山崎地内
外

６ヶ月 一般土木 随意契約 2月～3月

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（河川） 地蔵川（岩前）外 相馬市塚部字岩前地内外 ６ヶ月 一般土木 随意契約 2月～3月

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（河川） 日下石川（数田）外 相馬市富沢字数田地内外 ７ヶ月 一般土木 随意契約 2月～3月

相双建設事務所

 ３月 削除

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（河川） 真野川（杉内１号）外
南相馬市鹿島区大字大内字
杉内１号地内外

１０ヶ月 一般土木 随意契約 ２月

相双建設事務所 県営住宅集会所空調設備設置工事高松団地　外
南相馬市原町区上北高平地
内　外

1ヶ月 機械設備
空調設備設置及び電源
容量改修

随意契約 2月

 相双建設事務所  道路橋りょう整備（基幹）工事（改良）  国道１１５号  相馬市山上地内  ６ヶ月  一般土木  条件付一般  特別簡易

相双建設事務所 生活基盤緊急改善工事（道路照明) 原町海老相馬線 相馬市磯部地内 3ヶ月 電気設備 条件付一般 2月～3月

相双建設事務所 道路橋りょう整備(基幹)工事（舗装補修) 日下石新沼線 相馬市中村地内 3ヶ月 舗装 条件付一般 2月

1月10日追加

相双建設事務所 道路橋りょう整備(基幹)工事（舗装補修) 北泉小高線
南相馬市尾荒町区小沢地内
外

3ヶ月 舗装 随意契約 2月

相双建設事務所 道路橋りょう整備（再復）工事（改良） (主）原町川俣線 南相馬市原町区大原地内 ６ヶ月 一般土木 条件付一般 ３月

５ヶ月 一般土木
転落防止柵修繕　L=252m
舗装修繕A=345m2 随意契約 ２月 1月10日追加

３月５日修正

富岡土木事務所 公共災害復旧工事（河川） 木戸川筋
楢葉町大字上小塙字シベソフ
地内

４ヶ月 一般土木
植生基材吹付工A=492m2
Ｕ型側溝設置L=76.0m 随意契約 ２月 1月10日追加

富岡土木事務所 公共災害復旧工事（河川） 木戸川筋
楢葉町大字上小塙字シベソフ
地内

４ヶ月 建築 放流設備室建具修繕１式 随意契約 ２月

1月10日修正
契約済み

1月10日追加

1月10日修正
契約済み

1月10日修正
契約済み

富岡土木事務所 ダム維持管理工事（施設修繕） 木戸ダム 楢葉町大字上小塙地内

　　　　　　　（注） １　 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更または追加があり得る。
　 　　　　　　　　　２　　「入札等の方法」の欄は、一般：一般競争入札、条件付き一般：条件付き一般競争入札、指名：指名競争入札、
　　　　　　　　　　　　　　　 プロポーサル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
　 　　　　　　　　　３　　入札の時期について、平成２５年度のものはH25.○月と表記している。
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平成２４年度  工事発注見通し

○ 工事
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（百万円）
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簡易舗装 150百万

L=5,000m ～200百万

橋梁下部工 N=1基 50百万

～70百万

橋梁上部工１式 100百万

L=41.5m W=6.5(9)m ～200百万

道路改良工 10百万

L=200m ～30百万

橋梁補修工 60百万

断面修復工、N=5橋 ～90百万

歩道工 10百万

L=290m ～30百万

改良工 50百万

L=530m ～100百万

舗装工 10百万

L=388ｍ ～30百万

舗装工 5百万

L=140ｍ ～10百万

舗装工 10百万

L=363ｍ ～30百万

舗装工 10百万

L=222ｍ ～20百万

舗装工 20百万

L=962ｍ ～40百万

舗装工 10百万

L=606ｍ ～30百万

舗装工 10百万

L=485ｍ ～30百万

舗装工 10百万

L=286ｍ ～30百万

舗装工 10百万

L=719ｍ ～30百万

舗装工 70百万

L=787ｍ ～100百万

舗装工 80百万

L=1,824ｍ ～120百万

舗装工 60百万

L=1,614ｍ ～80百万

舗装工 120百万

L=2,351ｍ ～160百万

支承交換N=22基 70百万

支承補修N=40基 ～100百万

簡易 H25.4月相双建設事務所 道路橋りょう整備(基幹)工事（橋梁補修) 国道115号外
相馬市山上地内 左右壺橋外
4橋

8ヶ月 一般土木 条件付一般

条件付一般 H25.4月 ３月５日修正

相双建設事務所
道路橋りょう整備（再復)工事（橋
梁)

（主）小野富岡線 川内村下川内地内 7ヶ月 一般土木 条件付一般 特別 H25.4月 ３月５日修正

相双建設事務所
道路橋りょう整備(再復)工事（橋
梁)

（主）小野富岡線 川内村下川内地内 7ヶ月 鋼橋上部 条件付一般 特別 H25.4月 ３月５日修正

相双建設事務所
道路橋りょう整備(交付)工事（改
良)

村道　佐須大倉線 飯舘村佐須地内 6ヶ月 一般土木

小田原ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 滝
平桟橋 新留沢橋 R113
大沢橋   手続き中

相双建設事務所 やさしい道づくり推進工事（歩道） （主）原町二本松線 南相馬市原町区本町地内 ４ヶ月 一般土木 条件付一般 H25.4月 ３月５日修正

相双建設事務所 道路橋りょう整備（再復）工事（改良） （主）いわき浪江線 広野町大字上北迫地内 ７ヶ月 一般土木 条件付一般 特別 H25.4月 ３月５日修正

相双建設事務所 道路橋りょう整備（再復）工事（簡易舗装） （一）上戸渡広野線 広野町大字上浅見川地内 ６ヶ月 舗装 条件付一般 特別 H25.4月 ３月５日修正

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（道路） （主）相馬浪江線
南相馬市小高区羽倉字日向
地内

4ヶ月 舗装 随意契約 H25.4月
3月5日修正
手続き中

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（道路） （主）相馬浪江線
南相馬市小高区羽倉字柿木
下地内

3ヶ月 舗装 随意契約 H25.4月
3月5日修正
手続き中

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（道路） （主）相馬浪江線
南相馬市小高区羽倉字君ヶ
沢地内

3ヶ月 舗装 随意契約 H25.4月
3月5日修正
手続き中

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（道路） （主）相馬浪江線
南相馬市小高区大富字北谷
地地内外

3ヶ月 舗装 随意契約 H25.4月
3月5日修正
手続き中

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（道路） （一）浪江鹿島線
南相馬市原町区小木迫字五
斗蒔地内外

5ヶ月 舗装 随意契約 H25.4月
3月5日修正
手続き中

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（道路） （一）北泉小高線外
南相馬市原町区小浜字野馬
沢１号地内外

4ヶ月 舗装 随意契約 H25.4月
3月5日修正
手続き中

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（道路） （一）小浜字町線
南相馬市原町区大甕字観音
前地内

4ヶ月 舗装 随意契約 H25.4月
3月5日修正
手続き中

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（道路） （一）中ノ内小高線
南相馬市小高区小高字堀内
地内外

3ヶ月 舗装 随意契約 H25.4月
3月5日修正
手続き中

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（道路） （一）中ノ内小高線
南相馬市小高区大田和字西
田地内

4ヶ月 舗装 随意契約 H25.4月
3月5日修正
手続き中

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（道路） （一）北泉小高線外
南相馬市小高区大井字深町
地内外

4ヶ月 舗装 随意契約 H25.4月
3月5日修正
手続き中

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（道路） （一）北泉小高線
南相馬市小高区塚原字沼ノ
上地内

7ヶ月 舗装 随意契約 H25.4月
3月5日修正
手続き中

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（道路） （一）浪江鹿島線
南相馬市小高区耳谷字宮迫
１号地内外

6ヶ月 舗装 随意契約 H25.4月
3月5日修正
手続き中

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（道路） （一）幾世橋小高線外
南相馬市小高区女場字沼田
地内外

7ヶ月 舗装 随意契約 H25.4月 3月5日修正

相双建設事務所 公共災害復旧（再復）工事（橋梁） （一）北泉小高線
南相馬市小高区大井地内
小高跨線橋

8ヶ月 橋梁上部工 随意契約 H25.4月 3月5日修正

　　　　　　　（注） １　 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更または追加があり得る。
　 　　　　　　　　　２　　「入札等の方法」の欄は、一般：一般競争入札、条件付き一般：条件付き一般競争入札、指名：指名競争入札、
　　　　　　　　　　　　　　　 プロポーサル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
　 　　　　　　　　　３　　入札の時期について、平成２５年度のものはH25.○月と表記している。



様式　１

平成２４年度  工事発注見通し

○ 委託

概算金額

（百万円）

5百万

～10百万

5百万

～10百万

5百万

～10百万 ８月１０日修正

10百万

～30百万

20百万

～4百万

路線測量L=2000m 5百万

落石防護設計N=4箇所 ～10百万

路線測量L=300m 指名 5百万

落石防護設計N=5箇所 ～10百万

機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査 2百万

N=4孔 ～5百万

測量・道路詳細設計　 10百万

L=0.8km ～30百万

軟弱地盤技術解析 5百万

N=１式 10百万

1月10日修正

契約済み

契約済み

相双建設事務所 測量設計委託(道維・災防) (主)浪江国見線外 飯舘村前乗地内外 4ヶ月 土木設計 指名 2月 1月10日修正

相双建設事務所 測量設計委託(道維・災防) 国道１１５号外 相馬市山上地内外 4ヶ月 土木設計 2月 契約済み

平成２５年３月８日現在

発注機関名 工事名の名称 路線名・河川名 場　所 期間 種別 概　　要 入札の方法 総合評価 電子入札入札等の時期 備考

河川整備基本方針策定業務
 　N=1.0式 指名 10月

相双建設事務所 設計業務委託（河川・交付） 木戸川筋 川内村上川内地内 5ヶ月 土木設計
排水施設移設計画
　 N=1.0式

相双建設事務所 設計業務委託（河川・交付） 新田川筋
南相馬市原町区大字深野地
内

6ヶ月 土木設計

指名 10月

調査
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
　 N=2孔

指名 10月

相双建設事務所 用地測量委託（砂防・交付） 西玉野沢筋 相馬市玉野地内 3ヶ月 ８月１０日修正

相双建設事務所 地質調査業務委託（生活基盤） 笹部川筋 南相馬市原町区西町地内 2ヶ月

地上測量 用地測量A=4ha 指名 10月

9月 3月28日修正相双建設事務所 砂防指定地等点検業務委託 三滝川外 新地町福田地内外 3ヶ月 地上測量
砂防指定地・急傾斜地崩
落防止区域点検

指名

相双建設事務所 地質調査委託(道維・災防) (一)草野大倉鹿島線外 飯舘村大倉地内外 6ヶ月 調査 指名 2月

１０月
10月10日追加

手続き中
相双建設事務所 測量設計委託（道整・交付（再復）） （一）金山新地停車場線 相馬郡新地町木地小屋地内 5ヶ月 設計 指名

相双建設事務所 地質調査委託（道整・交付（再復）） （主）原町海老相馬線 相馬市磯部字芹谷地地内 4ヶ月 調査 指名 １月 1月10日修正
N=１式 ～10百万

路線測量　L=3.0km 30百万

道路詳細設計　L=3.0km ～50百万

10百万

～30百万

橋梁詳細設計 10百万

　　Ｎ＝１橋 ～30百万

5百万

～15百万

5百万

～15百万

路線測量　L=1.5km 10百万

道路詳細設計　L=1.5km ～30百万

橋梁修正設計 5百万

N=1橋 ～10百万

河川測量L=100m 指名 2百万

河川設計N=4箇所 ～5百万

災害測量L=1.467㎞ 5百万

災害設計L=1.467㎞N=10箇所 ～10百万

災害測量L=5.40㎞ 20百万

災害設計L=5.40㎞N=6箇所 ～40百万

橋梁点検調査 5百万

Ｎ＝64橋 ～10百万

２月 契約済み

２月 契約済み

２月 1月10日修正相双建設事務所 測量設計委託（道整・交付（再復）） （主）原町海老相馬線 相馬市蒲庭地内

相双建設事務所 地質調査委託（道整・交付（再復）） （主）原町海老相馬線 相馬市蒲庭地内　上立切橋 3ヶ月 調査
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
　 N=２１孔

指名

相双建設事務所 設計委託（道整・交付（再復）） （主）原町海老相馬線 相馬市蒲庭地内　上立切橋 5ヶ月 設計 指名

5ヶ月 設計 指名

双葉郡広野町大字下北地内
外

４ヶ月 調査
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
　 N=４孔

随意契約 １０月 契約済み

相双建設事務所 測量委託（土木災害） 北迫川筋 外
双葉郡広野町大字下北地内
外

４ヶ月 測量
用地測量
　 A=５ha

随意契約 １０月 契約済み

相双建設事務所 地質調査委託（土木災害） 北迫川筋 外

相双建設事務所 測量設計委託（道整・交付（再復）） （一）北泉小高線 南相馬市原町区雫地内 5ヶ月 設計 指名 ２月 契約済み

相双建設事務所 設計委託（合併支援） (一)浪江鹿島線
南相馬市原町区上北高平地
内

4ヶ月 土木設計 指名 1月 契約済み

相双建設事務所 測量設計委託(生活基盤) 宇多川筋外 相馬市山上地内外 2ヶ月 土木設計 2月 1月10日修正

富岡土木事務所 橋梁点検調査委託（単災調査） 国道１１４号外
双葉郡浪江町大字室原地内
外

2ヶ月 土木設計 随意契約 １月 契約済み

富岡土木事務所 測量設計委託（単災調査） いわき浪江線外
双葉郡富岡町大字上郡山地
内外

2ヶ月 土木設計 随意契約 １月 契約済み

富岡土木事務所 測量設計委託（単災調査） 毛萱仏浜海岸外
双葉郡富岡町大字毛萱地内
外

2ヶ月 土木設計 随意契約 １月 契約済み

　　　　　　　（注） １　 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更または追加があり得る。
　　　　　　　　　 　２　　「入札等の方法」の欄は、一般：一般競争入札、条件付き一般：条件付き一般競争入札、指名：指名競争入札、
　　　　　　　　　　　　　 プロポーサル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。



様式　１

平成２４年度  工事発注見通し

○ 委託

概算金額

（百万円）

平成２５年３月８日現在

発注機関名 工事名の名称 路線名・河川名 場　所 期間 種別 概　　要 入札の方法 総合評価 電子入札入札等の時期 備考

5百万

～10百万

10百万

～30百万

30百万

～50百万

10百万

～30百万

相双建設事務所 設計委託(都市公園・復興交(防)) 原釜尾浜地区防災緑地 相馬市原釜地内 ３ヶ月 調査
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
　 N=４孔

指名 １月
1月10日追加

手続き中

相双建設事務所 測量委託(都市公園・復興交(防)) 埒浜地区防災緑地 相馬郡新地町埒木崎地内 ４ヶ月 測量
路線測量
L=1.7km

指名 １月 1月10日追加

相双建設事務所 設計委託(都市公園・復興交(防)) 埒浜地区防災緑地 相馬郡新地町埒木崎地内 ９ヶ月 土木設計
防災緑地詳細設計
L=1.7km

指名 １月 1月10日追加

相双建設事務所 設計委託(都市公園・復興交(防)) 埒浜地区防災緑地 相馬郡新地町埒木崎地内 ５ヶ月 調査
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査 N=13
孔軟弱地盤解析　N=1式

指名 １月 1月10日追加

　　　　　　　（注） １　 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更または追加があり得る。
　　　　　　　　　 　２　　「入札等の方法」の欄は、一般：一般競争入札、条件付き一般：条件付き一般競争入札、指名：指名競争入札、
　　　　　　　　　　　　　 プロポーサル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。


