
平成30年４月

工事の名称（仮称） 工事の場所 工事期間 工事種別 工事概要 入札時期
入札又は
契約の方法

担当課 備考

本庁舎等大規模改修工事(建築）
伯耆町役場・伯耆
町農村環境改善セ
ンター

約１年 改修工事
不具合箇所の修繕、長寿命化、省エネル
ギー、バリアフリー、防災・減災に配慮した
改修工事

第1四半期 指名競争 総務課

本庁舎等大規模改修工事(外構）
伯耆町役場・伯耆
町農村環境改善セ
ンター

約６か月 改修工事 駐車場の拡張工事、バリアフリー工事 第2四半期 指名競争 総務課

議会システム更新工事 伯耆町役場 約４か月 改修工事 議会システムの更新工事 第2四半期 指名競争 総務課

造作物等設置工事 伯耆町役場 約３か月 改修工事 役場のカウンター等の設置工事 第2四半期 指名競争 総務課

第２分団消防車車庫 二部 約５か月 新築工事 第２分団消防車車庫を改築移転する 第2四半期 指名競争 総務課

旧老人憩いの家解体工事 二部 約３か月 解体工事
第２分団消防車車庫を改築移転するため
旧老人憩いの家を解体する

第2四半期 指名競争 総務課

旧第２分団消防車車庫解体工事 二部 約１か月 解体工事 旧第２分団車庫を解体する 第3四半期 指名競争 総務課

耐震性貯水槽設置工事（遠藤工区） 遠藤 約３か月 設置工事 耐震性貯水槽（４０ｔ）の設置 第2四半期 指名競争 総務課

耐震性貯水槽設置工事（清山工区） 清山 約３か月 設置工事 耐震性貯水槽（４０ｔ）の設置 第2四半期 指名競争 総務課

旧庁舎跡地駐車場整備工事 吉長 約２か月 舗装工事 駐車場の舗装工事 第2四半期 指名競争 総務課

旧日光公民館等解体工事 大瀧 約２か月 舗装工事 旧日光公民館等を解体する 第2四半期 指名競争 総務課

平成３０年度伯耆町ケーブルテレビネット
ワーク光化促進事業整備工事（幹線）

岸本地域及び溝口
地域の一部

約１０か月電気通信工事
既存HFCのFTTH切換え及び撤去工事（幹
線・局舎）

第１四半期一般競争 企画課

伯耆町平成30年度年度公共工事の発注見通しの公表

注）１　ここに掲載する内容は平成30年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注
　　　される場合があります。

　　２　工事期間及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

　　３　入札時期欄に記載のある「第1四半期」とは「4月～6月」を、「第2四半期」とは「7月～9月」を、「第3四半期」とは「10月～12月」を、「第4四半期」
　　　とは「1月～3月」をそれぞれ指すものです。

　　４　予定価格が２５０万円以上と見込まれる工事



平成30年４月

工事の名称（仮称） 工事の場所 工事期間 工事種別 工事概要 入札時期
入札又は
契約の方法

担当課 備考

大山ガーデンプレイス土間改修及び
駐車場整備工事

大山ガーデンプレ
イス

約２か月 改修工事
クラブハウス裏の土間改修及び駐車場整
備

第2四半期 指名競争 商工観光課

平成３０年度伯耆町ケーブルテレビネット
ワーク光化促進事業整備工事（引込）

岸本地域及び溝口
地域の一部

約１０か月電気通信工事
既存HFCのFTTH切換え及び撤去工事（引
込み・宅内）

第１四半期一般競争 企画課

情報ハイウェイ冗長化及び機器移設
工事

伯耆町役場、放送セン
ター、鳥取県情報セン
ター

約１０か月電気通信工事
本庁舎、溝口分庁舎間情報ハイウエイの
冗長化工事とスイッチ機器類の移設工事

第１四半期随意契約 企画課

文字放送L-ALERT連携システム導
入工事

放送センター 約１０か月電気通信工事
Lアラート連携緊急文字放送システムの整
備

第１四半期随意契約 企画課

ワーキングコミュニティスペース施設
改修工事

伯耆町役場溝口分
庁舎

約４か月 改修工事
溝口分庁舎4階をワーキングコミュニティス
ペースとして改修。

第２四半期指名競争 企画課

第２スキーリフト索受整備工事 桝水高原 約３か月 改修工事 第２リフト索受装置の整備 第2四半期 指名競争 商工観光課

町道高丸線等照明灯設置工事 丸山 約２か月 設置工事 照明灯の設置 第1四半期 指名競争 商工観光課

溝口保育所長寿命化改修工事 溝口 約６か月 改修工事
厨房改修（オール電化）、屋根防水、断熱
改修、内装改修（クロス張替、床研磨）等

第1四半期 指名競争 福祉課

ふたば保育所増改築工事 吉長 約７か月 改修工事
増築（厨房、相談室等）、保育室増設（既設
厨房を改修）、LED照明、屋根防水等

第1四半期 指名競争 福祉課

こしき保育所園庭拡工事 大殿 約３か月 改良工事
アスファルト舗装撤去、フェンス新設、プー
ル移設、客土、植栽撤去等

第3四半期 指名競争 福祉課

こしき保育所園駐車場整備工事 大殿 約３か月 造成工事
敷地造成、アスファルト舗装、区画線設
置、フェンス設置等

第2四半期 指名競争 福祉課

ゆうあいパル機械設備等修繕 大殿 約３か月 機械設備工事 温水発生機・衛生設備修繕 第3四半期 指名競争 福祉課

伯耆町平成30年度年度公共工事の発注見通しの公表

注）１　ここに掲載する内容は平成30年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注
　　　される場合があります。

　　２　工事期間及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

　　３　入札時期欄に記載のある「第1四半期」とは「4月～6月」を、「第2四半期」とは「7月～9月」を、「第3四半期」とは「10月～12月」を、「第4四半期」
　　　とは「1月～3月」をそれぞれ指すものです。

　　４　予定価格が２５０万円以上と見込まれる工事



平成30年４月

工事の名称（仮称） 工事の場所 工事期間 工事種別 工事概要 入札時期
入札又は
契約の方法

担当課 備考

伯耆町水道老朽管更新工事
（１４工区）

口別所、吉定 約５か月 上水道 φ100～75配水管　Ｌ＝400ｍ 第1四半期 指名競争 地域整備課

伯耆町水道老朽管更新工事
（伯耆橋歩道橋）

大殿 約６か月 上水道 φ200配水管　Ｌ＝260ｍ 第1四半期 指名競争 地域整備課

伯耆町水道老朽管更新工事
（八郷１工区）

丸山 約５か月 上水道 φ150～75配水管　Ｌ＝460ｍ 第1四半期 指名競争 地域整備課

伯耆町水道（小野小町地区）送配
水施設整備工事（１工区）

宇代 約５か月 上水道 φ75送配水管　Ｌ＝1300ｍ 第1四半期 指名競争 地域整備課

伯耆町水道（小野小町地区）送配
水施設整備工事（２工区）

小野 約５か月 上水道 φ75送配水管　Ｌ＝1300ｍ 第1四半期 指名競争 地域整備課

町道真野藍野線改良工事 真野 約４か月 道路改良 道路改良　Ｌ＝１２０ｍ 第1四半期 指名競争 地域整備課

交通安全施設設置工事 町内 約５か月 道路改良 交通安全施設設置　１式 第1四半期 指名競争 地域整備課

町道曲り田線改良 大殿 約３か月 道路改良 道路改良　Ｌ＝３０ｍ 第2四半期 指名競争 地域整備課

町道溝口中央線改良工事 溝口 約４か月 道路改良 道路改良　Ｌ＝５０ｍ 第2四半期 指名競争 地域整備課

伯耆町水道老朽管更新工事
（大幡１工区）

上細見 約５か月 上水道 φ100配水管　Ｌ＝430ｍ 第3四半期 指名競争 地域整備課

伯耆町水道老朽管更新工事
（大幡２工区）

上細見 約５か月 上水道 φ150送水管　Ｌ＝770ｍ 第3四半期 指名競争 地域整備課

伯耆町水道老朽管更新工事
（八郷２工区）

須村 約４か月 上水道 φ150配水管　Ｌ＝320ｍ 第3四半期 指名競争 地域整備課
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注）１　ここに掲載する内容は平成30年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注
　　　される場合があります。
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　　３　入札時期欄に記載のある「第1四半期」とは「4月～6月」を、「第2四半期」とは「7月～9月」を、「第3四半期」とは「10月～12月」を、「第4四半期」
　　　とは「1月～3月」をそれぞれ指すものです。
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工事の名称（仮称） 工事の場所 工事期間 工事種別 工事概要 入札時期
入札又は
契約の方法

担当課 備考

伯耆町水道老朽管更新工事
（八郷３工区）

久古 約４か月 上水道 φ150配水管　Ｌ＝540ｍ 第3四半期 指名競争 地域整備課

伯耆町水道老朽管更新工事
（舗装工事）

口別所ほか 約４か月 舗装工事 舗装　Ａ＝2000㎡ 第3四半期 指名競争 地域整備課

伯耆町水道制御盤更新工事 吉定ほか 約４か月 上水道 制御盤更新　4基 第3四半期 指名競争 地域整備課

伯耆町水道遠方監視装置設置工事 岩立ほか 約４か月 上水道 遠方監視装置設置　4基 第3四半期 指名競争 地域整備課

伯耆町水道施設内舗装工事 吉定ほか 約４か月 舗装工事 舗装　Ａ＝580㎡ 第3四半期 指名競争 地域整備課

町道籠原栃原改良工事 栃原 約６か月 道路改良 道路改良　Ｌ＝５０ｍ 第3四半期 指名競争 地域整備課

町道岸本大原線改良工事 須村 約４か月 道路改良 路肩改良　Ｌ＝２００ｍ 第3四半期 指名競争 地域整備課

町道根雨原大坂線改良工事 根雨原 約４か月 道路改良 道路改良　Ｌ＝１００ｍ 第3四半期 指名競争 地域整備課

町道上細見１号線改良 上細見 約３か月 道路改良 道路改良　Ｌ＝１００ｍ 第3四半期 指名競争 地域整備課

添谷水路床版設置工事（しっかり
守る）

添谷 約３か月 水路工事 床版設置　Ｌ＝２００ｍ 第3四半期 指名競争 地域整備課

栃原水路改修工事（農地耕作条件
改善事業）

栃原 約３か月 水路工事 水路改修　Ｌ＝４００ｍ 第3四半期 指名競争 地域整備課

伯耆町立学校給食センター改修及び
増築工事

給食センター 約４か月 改修工事 屋根、外壁、内部改修等 第1四半期 指名競争
教育委員会事務
局
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注）１　ここに掲載する内容は平成30年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注
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入札又は
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担当課 備考

伯耆町文化財整理保存施設改修工
事

旧鬼ミュージアム 約２か月 改修工事 内装改修、空調設備改修 第1四半期 指名競争
教育委員会事務
局
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