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1 川辺庁舎電算室空調設備改修工事 南九州市川辺町平山地内 ２ヵ月 1009 管 空調設備改修工事　１式 指名競争入札 第１四半期 総務課

2 頴娃庁舎電算室空調設備改修工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ２ヵ月 1009 管 空調設備改修工事　１式 指名競争入札 第１四半期 総務課

3 塩屋分団旧東部班ポンプ車庫解体工事 南九州市知覧町南別府地内 ２ヵ月 1029 解体 ポンプ車庫解体工事　１式 指名競争入札 第２四半期 防災安全課

4 防火水槽防水改修工事 南九州市知覧町郡地内　外 ３ヵ月 1018 防水 防水改修工事　１式 指名競争入札 第３四半期 防災安全課

5 岩屋公園焼肉棟新築工事 南九州市川辺町清水地内 ５ヵ月 1002 建築一式 焼肉棟新築工事　１式 条件付一般競争入札 第２四半期 商工観光課

6 釜蓋神社シェアサイクル施設整備工事 南九州市頴娃町別府地内 ３ヵ月 1002 建築一式 駐輪場設置工事　１式 指名競争入札 第２四半期 商工観光課

7 特攻観音前バス停待合所設置工事 南九州市知覧町郡地内 ２ヵ月 1002 建築一式 バス停待合所設置工事　１式 指名競争入札 第３四半期 商工観光課

8 地方改善施設整備事業　岡村地区測量設計業務委託 南九州市頴娃町別府地内 ５ヵ月 2003 土木関係建設コンサルタント 測量設計　一式 指名競争入札 第１四半期 市民生活課

9 地方改善施設整備事業　岡村地区 南九州市頴娃町別府地内 ７ヵ月 1001 土木一式 排水工L=220ｍ 条件付一般競争入札 第２四半期 市民生活課

10 地方改善施設整備事業　粟ケ窪地区 南九州市頴娃町牧之内 ６ヵ月 1001 土木一式 排水工L=120ｍ 条件付一般競争入札 第２四半期 市民生活課

11 川辺地域ごみ処理中継施設建設工事実施設計業務委託 南九州市川辺町上山田地内 ３ヵ月 2002 建築関係建設コンサルタント 実施設計業務委託　１式 指名競争入札 第２四半期 市民生活課

12 えい中央温泉センター浴場棟屋根改修その他工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ３ヵ月 1002 建築一式 屋根改修その他工事　１式 指名競争入札 第１四半期 福祉課

13 頴娃老人福祉センター研修室空調設備改修工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ２ヵ月 1009 管 空調設備改修工事　１式 指名競争入札 第１四半期 長寿介護課

14 頴娃農業開発研修センター空調設備改修工事 南九州市頴娃町別府地内 ２ヵ月 1009 管 空調設備改修工事　１式 指名競争入札 第１四半期 農政課
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15 頴娃特産品開発研究センター屋上防水改修工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ３ヵ月 1002 建築一式 屋上防水改修工事　１式 指名競争入札 第３四半期 農政課

16 農地耕作条件改善事業　篠地区 南九州市川辺町清水地内 ９ヵ月 1001 土木一式 頭首工整備　1式 条件付一般競争入札 第１四半期 耕地林務課

17 農業水路等長寿命化・防災減災事業　垣添地区 南九州市川辺町下山田地内 ６ヵ月 2001 測量 設計業務　1式 指名競争入札 第１四半期 耕地林務課

18 頴娃広域農道等植樹帯管理業務委託 南九州市頴娃町郡地内　外 １１ヵ月 2006 その他 広域農道及びアグリロード植樹帯管理　一式 指名競争入札 第１四半期 耕地林務課

19 知覧郡地区土地改良施設管理業務委託 南九州市知覧町郡地内 １１ヵ月 2006 その他 知覧郡地区土地改良施設管理　一式 指名競争入札 第１四半期 耕地林務課

20 基幹水利施設管理事業　水質調査業務委託 南九州市頴娃町郡地内　外 １１ヵ月 2006 その他 水質調査業務（２施設，３河川／年６回） 指名競争入札 第１四半期 耕地林務課

21 広域農道川辺２号線舗装工事 南九州市川辺町平山地内 ６ヵ月 1013 舗装 舗装工　L=100m(W=6.0m) 指名競争入札 第１四半期 耕地林務課

22 ハザードマップ作成業務委託 南九州市頴娃町別府地内 ６ヵ月 2006 その他 ハザードマップ作成業務委託　1式 ２号随契 第１四半期 耕地林務課

23 基幹水利施設管理事業　西部第２地区　5-1工区　リアクトル等改修工事 南九州市頴娃町郡地内 ９ヵ月 1008 電気 リアクトル・コンデンサ更新　N=3組 ２号随契 第１四半期 耕地林務課

24 農地耕作条件改善事業　小野地区 南九州市川辺町小野地区 ６ヵ月 1001 土木一式 農道舗装工　L=450m 条件付一般競争入札 第２四半期 耕地林務課

25 農地耕作条件改善事業　厚地第二地区 南九州市知覧町厚地地内 ６ヵ月 1001 土木一式 農道舗装工　L=600m 条件付一般競争入札 第２四半期 耕地林務課

26 林業専用道辨才天線開設工事5-1 南九州市知覧町永里地内 ８ヵ月 1001 土木一式 林道開設　L=400m 条件付一般競争入札 第２四半期 耕地林務課

27 農地耕作条件改善事業　松永第二地区 南九州市頴娃町別府地内 ６ヵ月 2001 測量 測量設計業務　1式 指名競争入札 第２四半期 耕地林務課

28 かごしまの農業未来創造支援事業　清水地区 南九州市川辺町清水地内 ５ヵ月 1001 土木一式 用排水路整備　L=100ｍ 指名競争入札 第２四半期 耕地林務課
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29 かごしまの農業未来創造支援事業　谷場地区 南九州市頴娃町牧之内地内 ６ヵ月 2001 測量 測量設計業務　1式 指名競争入札 第２四半期 耕地林務課

30 農業水路等長寿命化・防災減災事業　垣添地区 南九州市川辺町下山田地内 ４ヵ月 1008 電気 揚水機場整備工事　1式 指名競争入札 第３四半期 耕地林務課

31 市道浮辺永里線舗装工事 南九州市知覧町永里地内 ５ヵ月 1013 舗装 L=200ｍ　W=6.0ｍ 条件付一般競争入札 第１四半期 建設課

32 市道石垣松永線道路改良工事 南九州市頴娃町別府地内 ６ヵ月 1001 土木一式 L=70ｍ　W=5.0ｍ 条件付一般競争入札 第１四半期 建設課

33 地方創生道整備推進交付金事業　市道中村下門線（改良） 南九州市頴娃町牧之内地内 ７ヵ月 1001 土木一式 L=102ｍ　W=7.0ｍ 条件付一般競争入札 第１四半期 建設課

34 地方創生道整備推進交付金事業　市道後岳線1工区（改良） 南九州市知覧町郡地内 ７ヵ月 1001 土木一式 L=223.5ｍ　W=7.5ｍ 条件付一般競争入札 第１四半期 建設課

35 交付金事業　市道瀬谷大野岳線1工区（改良） 南九州市頴娃町郡地内 ５ヵ月 1001 土木一式 L=100ｍ　W=5.0ｍ 指名競争入札 第１四半期 建設課

36 地方創生道整備推進交付金事業　市道後岳線3工区（補償工） 南九州市知覧町郡地内 ４ヵ月 1001 土木一式 L=28ｍ 指名競争入札 第１四半期 建設課

37 市道永田高田線舗装設計業務委託 南九州市川辺町永田地内 ３ヵ月 2003 土木関係建設コンサルタント 舗装設計　一式 指名競争入札 第１四半期 建設課

38 市道平山古門線物件等調査業務委託 南九州市川辺町平山地内 ５ヵ月 2005 補償関係建設コンサルタント 物件調査N=3棟 指名競争入札 第１四半期 建設課

39 道路メンテナンス事業　新二反田橋外3橋補修設計業務委託 南九州市一円 ５ヵ月 2003 土木関係建設コンサルタント 橋梁補修設計N=4橋 指名競争入札 第１四半期 建設課

40 道路メンテナンス事業　川口橋外3橋補修設計業務委託 南九州市一円 ５ヵ月 2003 土木関係建設コンサルタント 橋梁補修設計　N=4橋 指名競争入札 第１四半期 建設課

41 地方創生道整備推進交付金事業　市道遠見ヶ尾君野線用地測量業務委託 南九州市川辺町上山田地内 ５ヵ月 2001 測量 用地測量　一式 指名競争入札 第１四半期 建設課

42 市道馬士本篤線維持工事（側溝） 頴娃町郡地内 ５ヵ月 1001 土木一式 排水工L=20m 指名競争入札 第１四半期 建設課
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43 宮脇小校区道路交通安全施設整備工事（交通安全） 頴娃町牧之内地内 ４ヵ月 1005 とび・土工・コンクリート 区画線設置工1式 指名競争入札 第１四半期 建設課

44 青戸小校区道路交通安全施設整備工事（交通安全） 頴娃町上別府地内 ４ヵ月 1005 とび・土工・コンクリート 区画線設置工1式 指名競争入札 第１四半期 建設課

45 市道耳原松ヶ浦線維持工事(舗装） 知覧町南別府地内 ４ヵ月 1013 舗装 舗装工L=100m　W≒4.5m 指名競争入札 第１四半期 建設課

46 市道浮辺校区公民館線道路交通安全施設整備工事（舗装） 知覧町浮辺地内 ４ヵ月 1013 舗装 舗装工L=200m　W≒4.5m 指名競争入札 第１四半期 建設課

47 市道中津町馬渡線維持工事（交通安全） 川辺町平山地内 ４ヵ月 1005 とび・土工・コンクリート 防護柵設置工1式 指名競争入札 第１四半期 建設課

48 市道野崎中福良線維持工事（交通安全） 川辺町野崎地内 ４ヵ月 1005 とび・土工・コンクリート 転落防護柵設置L=45m 指名競争入札 第１四半期 建設課

49 勝目小校区道路交通安全施設整備工事（交通安全） 川辺町勝目地内 ４ヵ月 1005 とび・土工・コンクリート 区画線設置工1式 指名競争入札 第１四半期 建設課

50 大丸小校区道路交通安全施設整備工事（交通安全） 川辺町上山田地内 ４ヵ月 1005 とび・土工・コンクリート 区画線設置工1式 指名競争入札 第１四半期 建設課

51 市道清水古殿線外植栽管理業務委託 川辺町清水地内外 １１ヵ月 1023 造園 植栽管理1式 指名競争入札 第１四半期 建設課

52 分筆登記用地積測量図作成業務委託1工区 南九州市知覧町東別府地内外 ６ヵ月 2001 測量 用地測量　N=12筆 指名競争入札 第１四半期 建設課

53 分筆登記用地積測量図作成業務委託2工区 南九州市頴娃町牧之内地内外 ６ヵ月 2001 測量 用地測量　N=10筆 指名競争入札 第１四半期 建設課

54 南九州市道路台帳更新業務委託 南九州市一円 ６ヵ月 2001 測量 道路台帳更新 ２号随契 第１四半期 建設課

55 交付金事業　市道瀬谷大野岳線2工区（改良） 南九州市頴娃町郡地内 ９ヵ月 1001 土木一式 L=175ｍ　W=5.0ｍ 条件付一般競争入札 第２四半期 建設課

56 交付金事業　市道番所線（改良） 南九州市頴娃町別府地内 ６ヵ月 1001 土木一式 L=140ｍ　W=5.0ｍ 条件付一般競争入札 第２四半期 建設課
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57 道路メンテナンス事業　市道天神平田線・神薗橋補修工事 南九州市川辺町下山田地内 ９ヵ月 1001 土木一式 L=31.0ｍ　W=3.6m 条件付一般競争入札 第２四半期 建設課

58 道路メンテナンス事業　市道野崎松尾城線・松王城橋補修工事 南九州市川辺町野崎地内 ９ヵ月 1001 土木一式 L=35.5　W=5.0ｍ 条件付一般競争入札 第２四半期 建設課

59 道路メンテナンス事業　市道春向川原薗線・春木橋補修工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ６ヵ月 1001 土木一式 L=11.5ｍ　W=5.4ｍ 条件付一般競争入札 第２四半期 建設課

60 道路メンテナンス事業　市道下里平山線・床並橋補修工事 南九州市川辺町神殿地内 ７ヵ月 1001 土木一式 L=13.0ｍ　W=6.7ｍ 条件付一般競争入札 第２四半期 建設課

61 道路メンテナンス事業　市道二ッ山線線・佐々尾橋補修工事 南九州市頴娃町 ８ヵ月 1001 土木一式 L=12.5ｍ　W=6.3ｍ 条件付一般競争入札 第２四半期 建設課

62 道路メンテナンス事業　市道清水古殿線・花園トンネル補修工事 南九州市川辺町清水地内 ７ヵ月 1001 土木一式 L=108ｍ　W=11.2ｍ 条件付一般競争入札 第２四半期 建設課

63 交付金事業　市道木佐貫原下線測量設計業務委託 南九州市知覧町郡地内 ５ヵ月 2003 土木関係建設コンサルタント 測量設計一式 指名競争入札 第２四半期 建設課

64 市道石垣只角線維持工事(舗装） 頴娃町御領地内 ５ヵ月 1013 舗装 舗装工L=150m　W≒5.5m 指名競争入札 第２四半期 建設課

65 市道瀬谷線維持工事（側溝） 頴娃町郡地内 ４ヵ月 1001 土木一式 排水工L=30m 指名競争入札 第２四半期 建設課

66 市道下出馬渡線道路交通安全施設整備工事(舗装） 頴娃町御領地内 ５ヵ月 1013 舗装 舗装工L=50ｍ　W≒5.3m 指名競争入札 第２四半期 建設課

67 市道三俣線道路交通安全施設整備工事（舗装） 頴娃町牧之内地内 ５ヵ月 1013 舗装 舗装工L=70m　W≒5.0m 指名競争入札 第２四半期 建設課

68 市道春向谷場線道路交通安全施設整備工事(舗装） 頴娃町牧之内地内 ５ヵ月 1013 舗装 舗装工L=200m　W≒6.5m 指名競争入札 第２四半期 建設課

69 市道渕別府折尾線外道路交通安全施設整備工事(交通安全） 頴娃町上別府地内外 ５ヵ月 1005 とび・土工・コンクリート 区画線設置工1式 指名競争入札 第２四半期 建設課

70 市道塗木前原線維持工事(舗装） 知覧町東別府地内 ４ヵ月 1013 舗装 舗装工L=70m　W≒5.1m 指名競争入札 第２四半期 建設課
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71 市道西垂水公民館南線維持工事(舗装） 知覧町西元地内 ４ヵ月 1013 舗装 舗装工L=100m　W≒4.5m 指名競争入札 第２四半期 建設課

72 市道平久保西線維持工事(舗装） 知覧町西元地内 ４ヵ月 1013 舗装 舗装工L=100m　W≒4.0m 指名競争入札 第２四半期 建設課

73 市道松山墓地線維持工事（側溝） 知覧町塩屋地内 ５ヵ月 1001 土木一式 排水工L=30m 指名競争入札 第２四半期 建設課

74 市道新町5号線維持工事(側溝） 知覧町郡地内 ４ヵ月 1001 土木一式 排水工L=10m 指名競争入札 第２四半期 建設課

75 市道門之浦菊永線道路交通安全施設整備工事(舗装） 知覧町南別府地内 ４ヵ月 1013 舗装 舗装工L=110m　W≒5.5m 指名競争入札 第２四半期 建設課

76 知覧小校区道路交通安全施設整備工事（交通安全） 知覧町郡地内 ４ヵ月 1005 とび・土工・コンクリート 区画線設置工1式 指名競争入札 第２四半期 建設課

77 霜出小校区道路交通安全施設整備工事（交通安全） 知覧町霜出地内 ４ヵ月 1005 とび・土工・コンクリート 区画線設置工1式 指名競争入札 第２四半期 建設課

78 準用河川西野川維持工事(寄洲除去） 知覧町厚地地内 ５ヵ月 1001 土木一式 寄洲除去L=400m　V≒600m3 指名競争入札 第２四半期 建設課

79 市道小原霜出線維持工事（舗装） 川辺町上山田地内 ４ヵ月 1013 舗装 舗装工L=45m　W≒4.7m 指名競争入札 第２四半期 建設課

80 市道本門小河路線維持工事(舗装） 川辺町上山田地内 ４ヵ月 1013 舗装 舗装工L=120m　W≒4.5ｍ 指名競争入札 第２四半期 建設課

81 市道小原上線維持工事（側溝工） 川辺町上山田地内 ４ヵ月 1001 土木一式 排水工L=30m 指名競争入札 第２四半期 建設課

82 市道平山古殿線維持工事（側溝） 川辺町古殿地内 ５ヵ月 1001 土木一式 排水工L=66m 指名競争入札 第２四半期 建設課

83 市道小原霜出線維持工事（側溝） 川辺町本別府地内 ６ヵ月 1001 土木一式 排水工L=18m 指名競争入札 第２四半期 建設課

84 市道柞木南線維持工事(側溝） 川辺町田部田地内 ４ヵ月 1001 土木一式 排水工L=11m 指名競争入札 第２四半期 建設課
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85 市道陣ケ丘下線維持工事(局部改良） 川辺町田部田地内 ５ヵ月 1001 土木一式 改良舗装工L=50m 指名競争入札 第２四半期 建設課

86 市道永田高田線道路交通安全施設整備工事(舗装） 川辺町高田地内 ５ヵ月 1013 舗装 舗装工L=130ｍ　W≒6.0m 指名競争入札 第２四半期 建設課

87 準用河川大久保川維持工事（寄洲除去） 川辺町本別府地内 ６ヵ月 1001 土木一式 寄洲除去L=400m　V≒400m3 指名競争入札 第２四半期 建設課

88 緊急自然災害防止対策事業　樋門更新工事 南九州市川辺町下山田地内 ７ヵ月 1011 鋼構造物 1樋門開閉器更新 指名競争入札 第２四半期 建設課

89 市道永田高田線舗装工事 南九州市川辺町永田地内 ６ヵ月 1013 舗装 L=105ｍ　W=6.5m 条件付一般競争入札 第３四半期 建設課

90 地方創生道整備推進交付金事業　市道瀬世松崎線（松崎工区） 南九州市川辺町宮地内 ６ヵ月 1001 土木一式 L=40ｍ　W=5.0ｍ 条件付一般競争入札 第３四半期 建設課

91 地方創生道整備推進交付金事業　市道後岳線2工区（舗装） 南九州市知覧町郡地内 ６ヵ月 1001 土木一式 L=223.5ｍ　W=7.5ｍ 条件付一般競争入札 第３四半期 建設課

92 地方創生道整備推進交付金事業　市道後岳線用地測量業務委託 南九州市知覧町郡地内 ３ヵ月 2001 測量 用地測量　一式 指名競争入札 第３四半期 建設課

93 地方創生道整備推進交付金事業　市道高田大久保線測量設計業務委託 南九州市川辺町高田地内 ５ヵ月 2003 土木関係建設コンサルタント 測量設計　一式 指名競争入札 第３四半期 建設課

94 地方創生道整備推進交付金事業　市道永田原田線測量設計業務委託 南九州市川辺町下山田地内 ５ヵ月 2003 土木関係建設コンサルタント 測量設計一式 指名競争入札 第３四半期 建設課

95 地方創生道整備推進交付金事業　瀬世松崎線（西元工区）測量設計業務委託 南九州市知覧町西元地内 ５ヵ月 2003 土木関係建設コンサルタント 測量設計　一式 指名競争入札 第３四半期 建設課

96 市道松永加冶佐線維持工事(舗装） 頴娃町上別府地内 ５ヵ月 1013 舗装 舗装工　L=150m　W≒4.8m 指名競争入札 第３四半期 建設課

97 市道加治佐高吉線維持工事(舗装） 頴娃町上別府地内 ４ヵ月 1013 舗装 舗装工　L=100m　W≒5.2m 指名競争入札 第３四半期 建設課

98 南九州市道路反射鏡設置工事（交通安全） 南九州市内一円 ４ヵ月 1005 とび・土工・コンクリート 道路反射鏡設置1式 指名競争入札 第３四半期 建設課
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99 市道青戸雪丸線道路交通安全施設整備工事(舗装） 頴娃町上別府地内 ４ヵ月 1013 舗装 舗装工L=100m　W≒6.0m 指名競争入札 第３四半期 建設課

100 市道三反割枦場線維持工事(舗装） 知覧町東別府地内 ４ヵ月 1013 舗装 舗装工L=100m　W≒5.6m 指名競争入札 第３四半期 建設課

101 県単交通安全施設整備事業 知覧町一円 ４ヵ月 1005 とび・土工・コンクリート 交通安全施設　1式 指名競争入札 第３四半期 建設課

102 市道西塩屋松山線外道路交通安全施設整備工事（交通安全） 知覧町塩屋地内外 ４ヵ月 1005 とび・土工・コンクリート 区画線設置工1式 指名競争入札 第３四半期 建設課

103 市道片平塘之池線維持工事（舗装） 川辺町下山田地内 ４ヵ月 1013 舗装 舗装工L=100ｍ　W≒4.1m 指名競争入札 第３四半期 建設課

104 市道宮高田下線維持工事（側溝） 川辺町高田地内 ５ヵ月 1001 土木一式 排水工L=31m 指名競争入札 第３四半期 建設課

105 準用河川中福良川維持工事（寄洲除去） 川辺町神殿地内 ５ヵ月 1001 土木一式 寄洲除去L=170m　V≒350m3 指名競争入札 第３四半期 建設課

106 普通河川八瀬尾川維持工事（寄洲除去） 川辺町野崎地内 ６ヵ月 1001 土木一式 寄洲除去L=450m　V≒450m3 指名競争入札 第３四半期 建設課

107 頴娃地域西部地区遠方監視装置設置工事 南九州市頴娃町別府地内 ９ヵ月 1022 電気通信 遠方監視装置整備１式 指名競争入札 第１四半期 水道課

108 知覧中央浄化センター植栽管理業務委託 南九州市知覧町郡地内 １０ヵ月 1022 電気通信 中央浄化センター植栽管理１式 指名競争入札 第１四半期 水道課

109 川辺地域瀬戸山水系警報設備整備工事 南九州市j川辺町神殿地内 ５ヵ月 1022 電気通信 警報設備１式 指名競争入札 第２四半期 水道課

110 頴娃地域市道中村下門線配水管拡張工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ４ヵ月 1026 水道施設 配水管φ75L=157m 指名競争入札 第２四半期 水道課

111 頴娃地域矢越配水管布設替工事 南九州市頴娃町御領地内 ４ヵ月 1026 水道施設 配水管φ75L=172m 指名競争入札 第２四半期 水道課

112 川辺地域両添配水管布設替工事5-1工区 南九州市川辺町両添地内 ９ヵ月 1026 水道施設 配水管φ200L=46m 指名競争入札 第２四半期 水道課
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113 知覧地域平久保配水管布設替工事 南九州市知覧町郡地内 ５ヵ月 1026 水道施設 配水管φ75L=309m 指名競争入札 第２四半期 水道課

114 知覧地域共親送水管布設替工事 南九州市知覧町西元地内 ５ヵ月 1026 水道施設 送水管φ150L=500m 指名競争入札 第２四半期 水道課

115 川辺地域木場田水系電気通信改修工事 南九州市川辺町清水地内 ６ヵ月 1022 電気通信 電気通信改修１式 指名競争入札 第２四半期 水道課

116 川辺地域西木場第1水源地取水ポンプ取替工事 南九州市川辺町上山田地内 ６ヵ月 1026 水道施設
取水ポンプ1.5kw×φ40　１台 
井戸洗浄１式

指名競争入札 第２四半期 水道課

117 知覧地域共親第2水源地取水ポンプ取替工事 南九州市知覧町西元地内 ６ヵ月 1026 水道施設 取水ポンプ26kw×φ100　１台 指名競争入札 第２四半期 水道課

118 知覧地域中渡瀬第1水源地取水ポンプ取替工事 南九州市知覧町南別府地内 ６ヵ月 1026 水道施設 取水ポンプ11kw×80 指名競争入札 第２四半期 水道課

119 頴娃地域青戸第2水源地取水ポンプ取替工事 南九州市頴娃町上別府地内 ５ヵ月 1026 水道施設 取水ポンプ7.5kw×φ80　1台 指名競争入札 第２四半期 水道課

120 頴娃地域谷場水源地取水ポンプ取替工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ５ヵ月 1026 水道施設 取水ポンプ7.5kw×φ50　１台 指名競争入札 第２四半期 水道課

121 川辺地域大倉野配水管布設替工事 南九州市川辺町下山田地内 ４ヵ月 1026 水道施設 配水管φ100L=210m 指名競争入札 第３四半期 水道課

122 川辺地域平山配水管布設替工事 南九州市川辺町平山地内 ５ヵ月 1026 水道施設 配水管φ50L=220m 指名競争入札 第３四半期 水道課

123 川辺地域二反田橋配水管布設替工事 南九州市川辺町田部田地内 ６ヵ月 1026 水道施設 配水管φ80L=20m 指名競争入札 第３四半期 水道課

124 頴娃地域御領配水管布設替工事 南九州市頴娃町御領地内 ４ヵ月 1026 水道施設 配水管φ75L=160m 指名競争入札 第３四半期 水道課

125 川辺地域柳水源地取水ポンプ取替工事 南九州市川辺町本別府地内 ４ヵ月 1026 水道施設 取水ポンプ11kw×φ65　１台 指名競争入札 第３四半期 水道課

126 川辺地域西木場第2水源地取水ポンプ取替工事 南九州市川辺町山田地内 ４ヵ月 1026 水道施設 取水ポンプ0.4kw×φ32　１台 指名競争入札 第３四半期 水道課
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127 知覧地域中渡瀬配水池逆洗ポンプ取替工事 南九州市知覧町南別府地内 ６ヵ月 1026 水道施設 逆洗ポンプ3.7kw×φ80　1台 指名競争入札 第３四半期 水道課

128 頴娃地域石垣第1水源地２号取水ポンプ取替工事 南九州市頴娃町別府地内 ６ヵ月 1026 水道施設 取水ポンプ15kw×φ80　1台 指名競争入札 第３四半期 水道課

129 頴娃地域新牧加圧ポンプ取替工事 南九州市頴娃町上別府地内 ４ヵ月 1026 水道施設 加圧ポンプ3.7kw×φ40　1台 指名競争入札 第３四半期 水道課

130 宮脇小学校既存施設バリアフリー化工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ６ヵ月 1002 建築一式 多目的トイレ増築等バリアフリー化工事一式 条件付一般競争入札 第１四半期 教育総務課

131 知覧小学校既存施設バリアフリー化工事 南九州市知覧町郡地内 ６ヵ月 1002 建築一式 多目的トイレ増築等バリアフリー化工事一式 条件付一般競争入札 第１四半期 教育総務課

132 霜出小学校既存施設バリアフリー化工事 南九州市知覧町西元地内 ６ヵ月 1002 建築一式 多目的トイレ増築等バリアフリー化工事一式 条件付一般競争入札 第１四半期 教育総務課

133 松山小学校既存施設バリアフリー化工事 南九州市知覧町塩屋地内 ６ヵ月 1002 建築一式 多目的トイレ増築等バリアフリー化工事一式 条件付一般競争入札 第１四半期 教育総務課

134 勝目小学校既存施設バリアフリー化工事 南九州市川辺町上山田地内 ４ヵ月 1002 建築一式 既存室内多目的トイレ設置等バリアフリー化工事一式 条件付一般競争入札 第１四半期 教育総務課

135 九玉小学校トイレ改修工事 南九州市頴娃町御領地内 ４ヵ月 1002 建築一式 トイレ改修工事一式 条件付一般競争入札 第１四半期 教育総務課

136 頴娃小学校トイレ改修工事 南九州市頴娃町郡地内 ４ヵ月 1002 建築一式 トイレ改修工事一式 条件付一般競争入札 第１四半期 教育総務課

137 川辺中学校特別教室棟外壁改修その他工事 南九州市川辺町田部田地内 ６ヵ月 1002 建築一式
外壁改修工事一式 
トイレ改修工事一式

条件付一般競争入札 第１四半期 教育総務課

138 頴娃小学校屋内運動場照明設備改修工事 南九州市頴娃町郡地内 ３ヵ月 1008 電気 既存照明器具改修工事一式 指名競争入札 第１四半期 教育総務課

139 別府小学校屋内運動場照明設備改修工事 南九州市頴娃町別府地内 ３ヵ月 1008 電気 既存照明器具改修工事一式 指名競争入札 第１四半期 教育総務課

140 松山小学校屋内運動場照明設備改修工事 南九州市知覧町塩屋地内 ３ヵ月 1008 電気 既存照明器具改修工事一式 指名競争入札 第１四半期 教育総務課
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141 高田小学校屋内運動場照明設備改修工事 南九州市川辺町高田地内 ３ヵ月 1008 電気 既存照明器具改修工事一式 指名競争入札 第１四半期 教育総務課

142 霜出小学校空調設備移設工事 南九州市知覧町西元地内 ２ヵ月 1009 管 空調機器移設工事一式 指名競争入札 第１四半期 教育総務課

143 粟ケ窪小学校教室(複式化)改修工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ２ヵ月 1002 建築一式 既存教室改修工事一式 指名競争入札 第１四半期 教育総務課

144 松山小学校教室(複式化)改修工事 南九州市知覧町塩屋地内 ２ヵ月 1002 建築一式 既存教室改修工事一式 指名競争入札 第１四半期 教育総務課

145 大丸小学校屋内運動場屋根防水工事 南九州市川辺町上山田地内 ３ヵ月 1018 防水 屋根防水工事一式 指名競争入札 第１四半期 教育総務課

146 勝目小学校給水改修工事 南九州市川辺町上山田地内 ２ヵ月 1009 管 給水管等の改修工事一式 指名競争入札 第１四半期 教育総務課

147 川辺中学校特別教室棟トイレ改修工事（給排水衛生設備） 南九州市川辺町田部田地内 ６ヵ月 1009 管 特別教室棟トイレ給排水衛生設備工事一式 指名競争入札 第１四半期 教育総務課

148 川辺中学校武道場照明設備改修工事 南九州市川辺町田部田地内 ３ヵ月 1008 電気 既存照明器具改修工事一式 指名競争入札 第１四半期 教育総務課

149 知覧中学校弓道場シャッター取替工事 南九州市知覧町西元地内 ２ヵ月 1002 建築一式 シャッター取替工事一式 指名競争入札 第１四半期 教育総務課

150 頴娃中学校玄関スロープ床改修工事 南九州市頴娃町郡地内 ２ヵ月 1002 建築一式 スロープ床改修工事一式 指名競争入札 第１四半期 教育総務課

151 川辺中学校屋根防水改修工事 南九州市川辺町田部田地内 ２ヵ月 1018 防水 屋根防水改修工事一式 指名競争入札 第１四半期 教育総務課

152 知覧幼稚園環境整備工事 南九州市知覧町郡地内 ２ヵ月 1002 建築一式 施設撤去等工事一式 指名競争入札 第１四半期 教育総務課

153 別府小学校長寿命化改修工事実施設計業務委託 南九州市頴娃町別府地内 ６ヵ月 2002 建築関係建設コンサルタント

長寿命化改修工事実施設計
業務一式 
仮設校舎借上げ実施設計業

指名競争入札 第１四半期 教育総務課

154 川辺中学校揚水配管改修工事 南九州市川辺町田部田地内 ５ヵ月 1009 管 揚水配管改修工事一式 指名競争入札 第２四半期 教育総務課
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155 市立小学校バリアフリー化工事実施設計業務委託 南九州市内 ５ヵ月 2002 建築関係建設コンサルタント 市内５小学校バリアフリー化工事実施設計業務一式 指名競争入札 第２四半期 教育総務課

156 教職員住宅２号・３号（頴娃三俣）解体工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ２ヵ月 1029 解体 解体工事一式 指名競争入札 第３四半期 教育総務課

157 知覧文化会館客席排煙設備改修工事 南九州市知覧町郡地内 ２ヵ月 1008 電気 排煙設備改修工事　１式 指名競争入札 第２四半期 社会教育課

158 頴娃文化会館非常灯取替工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ２ヵ月 1008 電気 非常灯取替工事　１式 指名競争入札 第２四半期 社会教育課

159 諏訪運動公園体育館改修工事 南九州市川辺町平山地内 ３ヵ月 1002 建築一式 内外部改修工事　１式 条件付一般競争入札 第１四半期 保健体育課

160 ミュージアム知覧ハロゲン化物消火設備更新業務委託 南九州市知覧町郡地内 ６ヵ月 1027 消防施設 館内ハロゲン化物消火設備（ボンベ）更新　１式 指名競争入札 第１四半期 文化財課

161 知覧城本丸跡災害復旧工事 南九州市知覧町永里地内 ６ヵ月 1001 土木一式 知覧城本丸跡災害斜面復旧工事 指名競争入札 第２四半期 文化財課

162 郡地区公民館改修工事 南九州市頴娃町郡地内 ４ヵ月 1002 建築一式 内外部改修工事　１式 条件付一般競争入札 第１四半期 まちづくり推進課

163 知覧農業振興センター敷地内施設解体工事 南九州市知覧町郡地内 ３ヵ月 1029 解体 解体工事　１式 指名競争入札 第１四半期 新庁舎建設推進課

164 新庁舎建設敷地造成工事1工区（盛土） 南九州市知覧町郡地内 ９ヵ月 1001 土木一式 盛土工V=15,000m3 条件付一般競争入札 第２四半期 新庁舎建設推進課

165 新庁舎建設敷地造成工事2工区（盛土） 南九州市知覧町郡地内 ９ヵ月 1001 土木一式 盛土工V=15,000m3 条件付一般競争入札 第２四半期 新庁舎建設推進課

166 新庁舎建設敷地造成工事3工区（擁壁） 南九州市知覧町郡地内 ７ヵ月 1001 土木一式 L型擁壁L=180ｍ 条件付一般競争入札 第２四半期 新庁舎建設推進課

167 新庁舎建設敷地造成工事4工区（擁壁） 南九州市知覧町郡地内 ７ヵ月 1001 土木一式 L型擁壁L=180ｍ 条件付一般競争入札 第２四半期 新庁舎建設推進課

168 新庁舎建設敷地造成工事5工区（排水） 南九州市知覧町郡地内 ７ヵ月 1001 土木一式 排水工L=270ｍ，路盤工A=11,000m2 条件付一般競争入札 第４四半期 新庁舎建設推進課
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169 牧之内団地公営住宅８号棟新築工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ６ヵ月 1002 建築一式 公営住宅新築工事　１式 条件付一般競争入札 第１四半期 都市政策課

170 牧之内団地公営住宅９号棟新築工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ６ヵ月 1002 建築一式 公営住宅新築工事　１式 条件付一般競争入札 第１四半期 都市政策課

171 牧之内団地公営住宅10号棟新築工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ６ヵ月 1002 建築一式 公営住宅新築工事　１式 条件付一般競争入札 第１四半期 都市政策課

172 頴娃運動公園中央トイレ・東屋新築工事実施設計業務委託 南九州市頴娃町牧之内地内 ３ヵ月 2002 建築関係建設コンサルタント 実施設計業務委託　１式 指名競争入札 第１四半期 都市政策課

173 手蓑マザーパークトイレ改修工事 南九州市知覧町郡地内 ３ヵ月 1002 建築一式 内外装改修工事　１式 指名競争入札 第１四半期 都市政策課

174 知覧平和公園スコアボード外部修繕 南九州市知覧町郡地内 ２ヵ月 1002 建築一式 外部塗装・防水改修工事　１式 指名競争入札 第１四半期 都市政策課

175 知覧平和公園ゲートボール場東屋改修工事 南九州市知覧町郡地内 ２ヵ月 1002 建築一式 内外部改修工事　１式 指名競争入札 第１四半期 都市政策課

176 牧之内団地公営住宅8・9・10号棟新築工事監理業務委託 南九州市頴娃町牧之内地内 ６ヵ月 2002 建築関係建設コンサルタント 監理業務委託　１式 指名競争入札 第１四半期 都市政策課

177 アグリランドえい　水源地送水ポンプ修繕 南九州市 頴娃町 牧之内 地内 ４ヵ月 1026 水道施設 送水ポンプ修繕　N=2基 指名競争入札 第１四半期 都市政策課

178 都市公園区画線設置工事 南九州市内 ３ヵ月 1005 とび・土工・コンクリート 区画線設置工　L=8,500m 指名競争入札 第１四半期 都市政策課

179 南九州市公園施設長寿命化計画策定業務委託 南九州市内 ９ヵ月 2003 土木関係建設コンサルタント 健全度調査・長寿命化計画策定　N=7公園 指名競争入札 第１四半期 都市政策課

180 交付金事業　頴娃運動公園　外灯更新等工事 南九州市 頴娃町 牧之内 地内 ５ヵ月 1008 電気 外灯設置工　N=6基 指名競争入札 第１四半期 都市政策課

181 知覧平和公園　多目的球場　グラウンド補修工事 南九州市 知覧町 郡 地内 ４ヵ月 1013 舗装 グラウンド補修工　A=5,790m2 指名競争入札 第１四半期 都市政策課

182 頴娃運動公園　多目的広場　造成工事 南九州市 頴娃町 牧之内 地内 ９ヵ月 1023 造園 多目的広場造成工　一式 指名競争入札 第１四半期 都市政策課
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183 公用車購入（軽バン） 南九州市知覧町郡地内 ６ヵ月 2006 その他 公用車購入 指名競争入札 第１四半期 都市政策課

184 知覧平和公園内木製橋修繕 南九州市知覧町郡地内 ２ヵ月 1002 建築一式 木製橋修繕 指名競争入札 第１四半期 都市政策課

185 頴娃運動公園中央トイレ新築工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ５ヵ月 1002 建築一式 トイレ新築工事　１式 条件付一般競争入札 第２四半期 都市政策課

186 ウッドタウン知覧一般住宅屋根及び外壁改修工事 南九州市知覧町郡地内 ３ヵ月 1002 建築一式 屋根・外壁改修工事　１式 条件付一般競争入札 第２四半期 都市政策課

187 頴娃運動公園東屋新築工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ３ヵ月 1002 建築一式 東屋新築工事　１式 指名競争入札 第２四半期 都市政策課

188 頴娃運動公園ゲートボール場トイレ改修工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ３ヵ月 1002 建築一式 内外部改修工事　１式 指名競争入札 第２四半期 都市政策課

189 交付金事業　頴娃運動公園　遊具更新工事 南九州市 頴娃町 牧之内 地内 ６ヵ月 1023 造園 遊具更新工　N=2基 指名競争入札 第２四半期 都市政策課

190 大野岳公園　竹伐採業務委託 南九州市 頴娃町 郡 地内 ３ヵ月 1023 造園 竹伐採工　一式 指名競争入札 第２四半期 都市政策課

191 大野岳公園　展望台改修工事 南九州市 頴娃町 郡 地内 ４ヵ月 1023 造園
土工　一式 
張コンクリート工　一式

指名競争入札 第２四半期 都市政策課

192 大野岳公園　駐車場整備工事 南九州市 頴娃町 郡 地内 ５ヵ月 1023 造園 駐車場整備工　A=350m2 指名競争入札 第２四半期 都市政策課

193 岩屋公園　送電線更新工事 南九州市 川辺町 清水 地内 ４ヵ月 1008 電気 送電線更新工　一式 指名競争入札 第２四半期 都市政策課

194 知覧平和公園　サッカー場ナイター整備工事 南九州市 知覧町 郡 地内 ６ヵ月 1008 電気 ナイター照明設置工　N=3基 指名競争入札 第２四半期 都市政策課

195 牧之内団地公営住宅（Ⅳ期）舗装等工事 南九州市頴娃町牧之内地内 ３ヵ月 1013 舗装 舗装その他工事　１式 条件付一般競争入札 第３四半期 都市政策課

196 岩屋公園キャンプ場ロッジ外壁等塗装改修工事 南九州市川辺町清水地内 ３ヵ月 1002 建築一式 塗装改修工事　１式 指名競争入札 第３四半期 都市政策課
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197 オートキャンプ森のかわなべ炊事棟トイレ改修工事 南九州市川辺町野崎地内 ３ヵ月 1002 建築一式 トイレブース改修工事　１式 指名競争入札 第３四半期 都市政策課

198 交付金事業　岩屋公園外　外灯更新工事 南九州市 川辺町 清水 地内外 ４ヵ月 1008 電気 外灯更新工　N=10基 指名競争入札 第３四半期 都市政策課

199 頴娃運動公園　多目的広場　舗装等工事 南九州市 頴娃町 牧之内 地内 ４ヵ月 1023 造園 多目的広場舗装工　一式 指名競争入札 第３四半期 都市政策課


