
1 農林整備課 整備係 西殿堰改修工事 南相馬市原町区錦町三丁目地内 37 機械設備工事 ゲート改修　４門 ⑥ 制限付一般競争 令和3年1月

2 農林整備課 農地復旧係 農用地等災害復旧（大田和１号地区外）工事 南相馬市小高区大田和地内外 9 土木工事
農地農業用施設災害復旧
N＝14地区

④ 制限付一般競争 令和3年1月

3 農林整備課 農地復旧係 農用地等災害復旧（西台１号地区外）工事 南相馬市小高区小谷字西台地内外 6 土木工事
農地農業用施設災害復旧
N＝5地区

② 指名競争入札 令和3年3月

4 農林整備課 農地復旧係 農用地等災害復旧（柳迫１号地区外）工事 南相馬市小高区金谷字柳迫地内外 6 土木工事
農地農業用施設災害復旧
N＝6地区

③ 指名競争入札 令和3年3月

5 農林整備課 農地復旧係 農用地等災害復旧（ヤボケ地区外）工事
南相馬市原町区馬場字ヤボケ地内
外

9 土木工事
農地農業用施設災害復旧
N＝4地区

③ 指名競争入札 令和3年3月

6 農林整備課 農地復旧係 農用地等災害復旧（南迫地区外）工事 南相馬市原町区鶴谷字南迫地内 6 土木工事
農地農業用施設災害復旧
N＝2地区

② 指名競争入札 令和3年3月

7 農林整備課 農地復旧係
農用地等災害復旧（横川（南幹線１０工区）地区外）工
事

南相馬市原町区片倉字八重米坂地
内外

6 土木工事
農地農業用施設災害復旧
N＝3地区

① 指名競争入札 令和3年3月

8 農林整備課 農地復旧係 農用地等災害復旧（砂利１号地区外）工事 南相馬市原町区大谷字砂利地内 9 土木工事
農地農業用施設災害復旧
N＝10地区

④ 制限付一般競争 令和3年3月

9 農林整備課 農地復旧係 農用地等災害復旧（神前１号地区外）工事 南相馬市原町区高倉字神前地内外 6 土木工事
農地農業用施設災害復旧
N＝5地区

② 指名競争入札 令和3年3月

10 農林整備課 農地復旧係 農用地等災害復旧（内堀子１号地区外）工事
南相馬市原町区上太田字内堀子地
内外

6 土木工事
農地農業用施設災害復旧
N＝2地区

① 指名競争入札 令和3年3月

11 農林整備課 農地復旧係 農用地等災害復旧（鴨左衛門堰地区外）工事 南相馬市原町区馬場字石住地内外 9 土木工事
農地農業用施設災害復旧
N＝3地区

③ 指名競争入札 令和3年3月

12 農林整備課 農地復旧係 農用地等災害復旧（八重米坂第１地区）工事
南相馬市原町区片倉字八重米坂地
内

8 土木工事
農地農業用施設災害復旧
N＝1地区

③ 指名競争入札 令和3年2月

13 農林整備課 農地復旧係 農用地等災害復旧（榎平１号地区外）工事
南相馬市鹿島区牛河内字榎平地内
外

6 土木工事
農地農業用施設災害復旧
N＝6地区

② 指名競争入札 令和3年3月

14 農林整備課 農地復旧係 農用地等災害復旧（下平１号地区外）工事 南相馬市鹿島区橲原字下平地内外 6 土木工事
農地農業用施設災害復旧
N＝3地区

② 指名競争入札 令和3年3月

15 農林整備課 農地復旧係 農用地等災害復旧（宮前下１号地区外）工事
南相馬市鹿島区小池字宮前下地内
外

6 土木工事
農地農業用施設災害復旧
N＝7地区

② 指名競争入札 令和3年3月

16 農林整備課 農地復旧係 農用地等災害復旧（一の堰（真野川）地区外）工事 南相馬市鹿島区上栃窪字石渕地内 9 土木工事
農地農業用施設災害復旧
N＝5地区

② 指名競争入札 令和3年3月

17 農林整備課 林業係 路面修繕（栃窪大倉線）工事 南相馬市鹿島区上栃窪地内 2 土木工事 路面修繕　A=3,000㎡ ① 指名競争入札 令和3年1月

18 農林整備課 林業係 林道小山田線災害復旧工事
南相馬市鹿島区小山田字柿ノ内地
内

7 土木工事
林道施設災害復旧
N=1箇所

② 指名競争入札 令和3年1月

19 農林整備課 林業係 林道落葉松線災害復旧工事
南相馬市鹿島区上栃窪字瀬ノ沢地
内

6 土木工事
林道施設災害復旧
N=2箇所

② 指名競争入札 令和3年1月

20 農林整備課 林業係 林道橲原小山田線災害復旧工事 南相馬市鹿島区橲原字竹花地内 5 土木工事
林道施設災害復旧
N=2箇所

② 指名競争入札 令和3年1月

21 農林整備課 林業係 林道植ノ畑支線災害復旧工事 南相馬市鹿島区上栃窪字萩平地内 5 土木工事
林道施設災害復旧
N=1箇所

② 指名競争入札 令和3年2月

22 農林整備課 林業係 林道立石線災害復旧工事 南相馬市鹿島区上栃窪字上野地内 8 土木工事
林道施設災害復旧
N=4箇所

② 指名競争入札 令和3年2月

23 農林整備課 林業係 林道中丸線災害復旧工事
南相馬市鹿島区小山田字柿ノ内地
内

8 土木工事
林道施設災害復旧
N=2箇所

② 指名競争入札 令和3年2月

24 農林整備課 林業係 林道荒戸沢線災害復旧工事 南相馬市原町区深野字荒戸沢地内 7 土木工事
林道施設災害復旧
N=1箇所

② 指名競争入札 令和3年2月

25 農林整備課 林業係 林道昼曽根小畑線災害復旧工事 南相馬市小高区金谷字神田地内 11 土木工事
林道施設災害復旧
N=2箇所

④ 指名競争入札 令和3年2月

様式１

№ 発注課 担当係 工事名称 工事場所
工期

(月数)
工事種別 概要

概算工事
の規模

入札の方法 入札予定

令和3年1月1日現在

 ○ 工事(※概算工事の規模は①1,000万円未満、②1,000万円以上3,000万円未満、③3,000万円以上5,000万円未満、④5,000万円以上1億円未満、⑤1億円以上2億円未満、⑥2億円以上5億円未満、⑦5億円以上)



様式１

№ 発注課 担当係 工事名称 工事場所
工期

(月数)
工事種別 概要

概算工事
の規模

入札の方法 入札予定

令和3年1月1日現在

 ○ 工事(※概算工事の規模は①1,000万円未満、②1,000万円以上3,000万円未満、③3,000万円以上5,000万円未満、④5,000万円以上1億円未満、⑤1億円以上2億円未満、⑥2億円以上5億円未満、⑦5億円以上)

26 観光交流課 観光係 雲雀ヶ原祭場地特別観覧席修繕工事
南相馬市原町区橋本町地内（雲
雀ヶ原祭場地内）

4 建築工事 既存構造物解体及び建替え ② 指名競争入札 令和3年3月

27 土木課
土木企画係・維

持係
社会資本整備総合交付金事業(橋梁維持)橋梁撤去工事(大
井跨道橋)

南相馬市小高区大井地内 6 土木工事 1橋 ④ 制限付一般競争 令和3年2月

28 土木課 維持係 側溝新設事業　排水路整備工事（日の出町地区） 南相馬市原町区日の出町地内 6 土木工事 排水路整備L=100m ② 指名競争入札 令和3年1月

29 土木課 維持係 道路維持管理事業　舗装修繕工事（田町住宅線外） 南相馬市小高区田町二丁目地内 4 舗装工事 舗装修繕L=147m ① 指名競争入札 令和3年1月

30 土木課 事業係
市単独道路新設改良事業道路改良舗装工事（大木戸陣ヶ
崎3号線）

南相馬市原町区陣ヶ崎地内 2 土木工事 改良舗装L=100ｍ ① 指名競争入札 令和3年1月

31 土木課 事業係 社会資本整備総合交付金事業橋梁上部工事（北原川）
南相馬市原町区萱浜字南見谷地地
内

3 土木工事 上部工N=1橋 ④ 指名競争入札 令和3年2月

32 土木課 事業係
社会資本整備総合交付金事業河川築堤工事（北原川）そ
の2

南相馬市原町区萱浜字南見谷地地
内

3 土木工事 護岸工L=420ｍ ⑥ 制限付一般競争 令和3年2月

33 土木課 事業係
過年災害公共災害復旧事業道路復旧工事（西41号線1号
橋・西ノ沢川）

南相馬市鹿島区上栃窪字萩平地内 3 土木工事 橋梁上部下部工・護岸工 ② 指名競争入札 令和3年2月

34 土木課 事業係 過年災害公共災害復旧事業道路復旧工事（押釜馬場線） 南相馬市原町区押釜字越田地内 2 土木工事 改良L=15ｍ ② 指名競争入札 令和3年2月

35 土木課 事業係
過年災害公共災害復旧事業道路復旧工事（上太田矢川原
片倉線）

南相馬市原町区片倉字片倉地内 2 土木工事 L=9ｍ ② 指名競争入札 令和3年2月

36 土木課 事業係 過年災害公共災害復旧事業河川復旧工事（山崎川） 南相馬市鹿島区栃窪字山崎地内 2 土木工事 L=15ｍ ① 指名競争入札 令和3年2月

37 土木課 事業係 過年災害公共災害復旧事業河川復旧工事（川原田川） 南相馬市原町区馬場字下中内地内 2 土木工事 L=5ｍ ① 指名競争入札 令和3年2月

38 都市計画課 街路公園係 原ノ町駅前広場整備工事 南相馬市原町区旭町二丁目地内 6 土木工事 駅前広場整備　A=4000㎡ ⑤ 指名競争入札 令和3年2月

39 水道課 工務係
災害復旧事業
水管橋設置（萱浜字北才ノ上地区）工事

南相馬市原町区萱浜字北才ノ上地
内外

6 水道工事 HPPEφ150、L=35m ② 指名競争入札 令和3年1月

40
附属小高診療所事

務課
総務係 小高診療所建設建築主体工事 南相馬市小高区東町三丁目地内 10 建築工事 小高診療所建設建築主体 工事 ⑤ 制限付一般競争 令和3年1月

41
附属小高診療所事

務課
総務係 小高診療所建設電気設備工 南相馬市小高区東町三丁目地内 10 電気工事 小高診療所建設電気設備工事 ④ 制限付一般競争 令和3年1月

42
附属小高診療所事

務課
総務係 小高診療所建設機械設備工事 南相馬市小高区東町三丁目地内 10 暖冷房工事 小高診療所建設機械設備工事 ③ 指名競争入札 令和3年1月


