
№ 担当課 工事の名称 場所 工期 種別 概要 入札方法 入札予定時期

1 土木課 令和2年度　市道23号線舗装修繕工事 塩河 約2カ月 舗装 L＝260ｍ、A=1,500㎡ 一般競争入札 第１四半期

2 土木課 助太郎横断歩道橋撤去工事 下恵土 約3カ月 土木一式 歩道橋撤去一式 指名競争入札 第１四半期

3 土木課 令和2年度　二野中橋補修工事 二野 約6カ月 土木一式
橋長：L=16.8ｍ、幅員：W=5.9ｍ、
塗替塗装工、伸縮装置補修工　他

一般競争入札 第２四半期

4 土木課 令和2年度　第一八幡前橋補修工事 羽崎 約6カ月 土木一式
橋長：L=15.7ｍ、幅員：W=4.8ｍ、
塗替塗装工、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ吹付工　他

一般競争入札 第２四半期

5 土木課 令和2年度　今川改修工事 今 約6カ月 土木一式 護岸工一式、護床工一式 一般競争入札 第２四半期

6 土木課
令和2年度　県単急傾斜地崩壊対策事業（前
田南地区）工事

東帷子 約6カ月 土木一式 土工一式、水路工一式 一般競争入札 第２四半期

7 土木課
令和2年度　下恵土宮瀬地区雨水支線整備工
事

下恵土 約6カ月 土木一式
ボックスカルバート　1500*1000　L=40m、
800*700　L=40ｍ

一般競争入札 第２四半期

8 土木課 土田渡雨水管モルタル充填工事 土田 約4カ月 土木一式
エアーモルタル充填工一式
（既設ヒューム管φ800、L=190ｍ）

一般競争入札 第１四半期

9 土木課 薬師洞頭首工整備補修工事 大森 約5カ月 鋼構造物 シリンダーオーバーホール 指名競争入札 第３四半期

10 土木課 古市頭首工整備補修工事 大森 約5カ月 鋼構造物 シリンダーオーバーホール 指名競争入札 第３四半期

11 土木課 八反田頭首工整備補修工事 塩 約5カ月 鋼構造物 シリンダーオーバーホール 指名競争入札 第３四半期

12 土木課 令和2年度　市道14号線舗装修繕工事 下恵土 約2カ月 舗装 L＝350ｍ、A=3,800㎡ 一般競争入札 第３四半期

13 土木課 令和2年度　市道28号線舗装修繕工事 緑ケ丘 約2カ月 舗装 L＝400ｍ、A=2,400㎡ 一般競争入札 第３四半期

14 土木課 令和2年度　市内区画線設置工事 市内 約2カ月 塗装工事 L≒1,000ｍ 指名競争入札 第３四半期

15 都市整備課 可児やすらぎの森手すり改修工事 東帷子 約３ケ月 土木一式
手すり改修　L=96ｍ
法面吹付工　A=130㎡

指名競争入札 第２四半期

16 都市整備課 可児駅前線交差点改良工事 広見 約６ケ月 土木一式
排水、舗装等の改良　L=160m
道路付属施設工（道路照明灯等）　一式

一般競争入札 第２四半期

17 都市整備課 土田渡多目的広場整備（園路広場）工事 土田 約６ケ月 土木一式
園路舗装　A=4,300㎡、駐車場舗装
A=3,700㎡、サービス施設設置工　一式

一般競争入札 第２四半期

19 都市整備課 土田渡多目的広場整備（植栽）工事 土田 約６ケ月 造園
張芝工　A=14,700㎡、
公園植栽工　一式

一般競争入札 第２四半期

令和2年度に発注することが見込まれる可児市工事一覧表
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21 都市整備課 市道117号線道路改良工事 下恵土 約５ケ月 土木一式
道路改良工事（幅員W=11.0m）L=174m
土工、排水工、舗装工、路側工　一式

一般競争入札 第３四半期

22 施設住宅課
老人福祉センター可児川苑
自火報受信機及び中央監視装置改修工事

坂戸 約３ケ月 電気
中央監視装置消耗部品交換
自火報受信機更新

指名競争入札 第２四半期

23 施設住宅課
老人福祉センターやすらぎ館
防水改修工事

兼山 約２ケ月 建築一式
防水改修面積約60㎡、パネル塗装約70㎡
水切取合い改修

指名競争入札 第１四半期

24 施設住宅課
ふれあいの里可児
防水・空調改修工事

中恵土 約８ケ月 管
空調設備更新
屋上防水改修（改修面積210㎡程度）

一般競争入札 第１四半期

25 施設住宅課 土田小キッズクラブ新築工事 土田 約９ケ月 建築一式
S造平屋建て、延べ床面積150㎡程度
（建築・電気・機械）

一般競争入札 第１四半期

26 施設住宅課 土田地区センター外壁等改修工事 土田 約５ケ月 建築一式 外壁タイル補修、建具廻りシーリング等 一般競争入札 第１四半期

27 施設住宅課 下恵土地区センター外壁等改修工事 下恵土 約５ケ月 建築一式 外壁タイル補修、建具廻りシーリング等 一般競争入札 第１四半期

28 施設住宅課 土田地区センター受変電設備改修工事 土田 約３ケ月 電気 受変電設備改修 指名競争入札 第２四半期

29 施設住宅課 平牧地区センター受変電設備改修工事 二野 約３ケ月 電気 受変電設備改修 指名競争入札 第２四半期

30 施設住宅課 桜ケ丘地区センター受変電設備改修工事 桜ケ丘 約３ケ月 電気 受変電設備改修 指名競争入札 第２四半期

31 施設住宅課 姫治地区センター体育館床面改修工事 下切 約３ケ月 建築一式 床面積約500㎡（サンダー掛け、樹脂塗装等） 指名競争入札 第１四半期

32 施設住宅課 図書館本館トイレ改修工事 広見 約５ケ月 管
１～３階便器洋式化（２・３F床乾式化）
（洋風便器6基、小便器4基）

指名競争入札 第２四半期

33 施設住宅課 旧広見児童センター解体工事 広見 約５ケ月 建築一式
S造平屋建て、延べ床面積400㎡程度
(建築、電気、機械、解体後整地)

一般競争入札 第２四半期

34 施設住宅課 郷土歴史館防水改修工事 久々利 約４ケ月 建築一式 防水改修面積約500㎡ 一般競争入札 第１四半期

35 施設住宅課
児童センター(帷子・桜ケ丘・兼山)
防犯設備設置工事

帷子、桜ケ
丘、兼山

約３ケ月 電気 非常通報装置、防犯カメラ設置 指名競争入札 第１四半期

36 施設住宅課
こども発達支援センターくれよん
ホール床改修工事

中恵土 約４ケ月 建築一式 床面積約280㎡（フローリング張替） 指名競争入札 第１四半期

37 水道課
低区系基幹管路（低区配水場～虹ケ丘ポンプ
場）布設替その1工事

塩 　約５ケ月 水道施設 　GXφ200　L=310m 一般競争入札 第１四半期

38 水道課
低区系基幹管路（低区配水場～土田）布設替
その2工事

土田 　約５ケ月 水道施設 　GXφ300　L=220m 一般競争入札 第１四半期

39 水道課
中区系基幹管路（中区配水場～大森ポンプ
場）布設替その3工事

大森 　約５ケ月 水道施設 　GXφ250　L=300m 一般競争入札 第２四半期
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40 水道課
第2低区系基幹管路（第2低区配水場～工業
団地配水池）布設替その1工事

坂戸、谷迫
間

　約６ケ月 水道施設 　GXφ300　L=610m 一般競争入札 第１四半期

41 水道課 基幹管路舗装復旧工事 市内 　約４ケ月 ほ装 　舗装　L=1130m 一般競争入札 第１四半期

42 水道課 桜ケ丘地内配水管布設替工事 桜ケ丘 　約９ケ月 水道施設 　HPPEφ150～75　L=2180m 一般競争入札 第３四半期

43 水道課 石原地内配水管布設替工事 西帷子 　約５ケ月 水道施設 　HPPEφ100　L=250m 一般競争入札 第１四半期

44 水道課 桜ケ丘等舗装本復旧工事 桜ケ丘　他 　約９ケ月 ほ装 　舗装　L=4600m 一般競争入札 第３四半期

45 水道課 兼山配水場電動弁制御盤更新工事 兼山 　約６ケ月 電気 　電動弁制御盤　１面 一般競争入札 第２四半期

46 水道課 長山配水池計装機器更新工事 羽生ケ丘 　約６ケ月 電気
流量計１台、水位計１台、UPS１基、
排気ファン　1式

一般競争入札 第２四半期

47 下水道課 令和2年度虹ケ丘マンホール蓋取替工事 虹ケ丘 約５ケ月 土木一式  マンホール蓋の取替蓋替え149基 一般競争入札 第２四半期

48 下水道課 令和2年度皐ケ丘マンホール蓋取替工事 皐ケ丘 約３ケ月 土木一式  マンホール蓋の取替蓋替え35基 指名競争入札 第２四半期

49 下水道課
令和2年度今川河川改修事業に伴う下水道管
渠布設替工事

今 約５ケ月 土木一式
下水道本管・圧送管の布設替え
RPφ200 L=50m・圧送管SUSΦ60 L=13m

指名競争入札 第２四半期

50 下水道課 令和2年度下水道工事に伴う舗装復旧工事 市内 約３ケ月 舗装  舗装本復旧約A=1000㎡ 一般競争入札 第３四半期

51 下水道課
光陽台公共下水道接続に伴う処理場整備（そ
の3）工事

光陽台 約２ケ月 土木一式
コンクリート構造物撤去：１式
土工：１式

指名競争入札 第２四半期

52 教育総務課
（仮称）可児市立小学校教室空調設備設置工
事

帷子、今渡 約３ケ月 管工事 教室の空調設備新設工事 指名競争入札 第１四半期

53 教育総務課
可児市立東明小学校屋内運動場屋根等改修
工事

久々利 約３ケ月 建築一式 屋根塗装改修工事、東西側外壁改修工事 一般競争入札 第２四半期

54 教育総務課
可児市立今渡南小学校北校舎屋根防水改修
工事

今渡 約３ケ月 防水 屋根防水改修工事 一般競争入札 第２四半期

55 教育総務課 （仮称）可児市立小学校校内LAN整備工事 市内 約６ケ月 電気通信
LAN配線、アクセスポイント設置、タブレット保
管庫設置及び電源工事

一般競争入札 第１四半期

56 教育総務課
（仮称）可児市立中学校教室空調設備設置工
事

今渡、若葉
台

約３ケ月 管工事 教室の空調設備新設工事 指名競争入札 第１四半期

57 教育総務課
可児市立蘇南中学校校舎大規模改造工事
（建築工事）

今渡 約２１ケ月 建築一式
校舎大規模改修（屋根・外壁・内装・建具他）
工事

一般競争入札 第１四半期

58 教育総務課
可児市立蘇南中学校校舎大規模改造工事
（電気設備工事）

今渡 約２１ケ月 電気工事
校舎大規模改修（幹線・動力、電灯・コンセン
ト、弱電設備他）工事

一般競争入札 第１四半期
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59 教育総務課
可児市立蘇南中学校校舎大規模改造工事
（機械設備工事）

今渡 約２１ケ月 管工事
校舎大規模改修（給水・給湯、排水・衛生器
具設備他）工事

一般競争入札 第１四半期

60 教育総務課 可児市立西可児中学校給水設備改修工事 若葉台 約３ケ月 管工事
外構及び管理特別教室棟の給水設備更新工
事

一般競争入札 第１四半期

61 教育総務課 （仮称）可児市立中学校校内LAN整備工事 市内 約６ケ月 電気通信
LAN配線、アクセスポイント設置、タブレット保
管庫設置及び電源工事

一般競争入札 第１四半期

62 教育総務課 （仮称）第二ばら教室KANI空調設備設置工事 東帷子 約３ケ月 管工事 教室の空調設備新設工事 指名競争入札 第１四半期


