
　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

第3四半期

中間管理住宅（第8号）耐震改修等
建築工事

いの町 4ヶ月 建築一式工事
耐震補強工事・リフォーム
工事

第4四半期

工   　事   　名 工　事　概　要

中間管理住宅（第7号）耐震改修等
建築工事

いの町 4ヶ月 建築一式工事
耐震補強工事・リフォーム
工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 総合政策課 入札区分 指名競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

第2四半期 中止

工   　事   　名 工　事　概　要

伊野南墓地公園防草シート設置工
事

伊野南墓地公園 1ヶ月 土木一式工事 防草シート設置

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 環境課 入札区分 指名競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

屋根葺き替え
第2四半期

工事名変更
発注済

伊野地区公共施設等トイレ環境整備
工事

伊野地区公衆トイレ 5ヶ月 管工事
公衆トイレ洋式化改修工事

第2四半期 発注済

工   　事   　名 工　事　概　要

枝川北地区高齢者生きがいセンター
屋根葺替工事

いの町枝川2895-6 6ヶ月 建築一式工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 管財契約課 入札区分 指名競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

第3四半期

工   　事   　名 工　事　概　要

土佐和紙工芸村滞在型観光促進整
備事業

いの町鹿敷 4ヶ月 建築一式工事 宿泊棟改修事業

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 産業経済課 入札区分 一般競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

舗装補修 A=600m2

舗装補修 A=600m2

舗装補修 A=200m2

舗装補修 A=1,200m2

浚渫 V=90m3

浚渫 V=100m3

排水路整備 L=30m

用水施設整備 N=2箇所

道路改良 L=100m

道路改良 L=40m
町道小野成山線道路改良工事 いの町小野 4ヶ月 土木一式工事 第1四半期 発注済

町道西山線道路改良工事 いの町波川 5ヶ月 土木一式工事 第2四半期 発注済

北浦地区灌漑対策事業用水施設整
備工事

いの町枝川 6ヶ月
機械器具設置

工事
第3四半期

枝川（西部農道）排水路整備工事 いの町枝川 5ヶ月 土木一式工事 第3四半期

普通河川池ノ谷川河川浚渫工事 いの町枝川 3ヶ月
とび・土工・コン

クリート工事
第3四半期

いの町内浚渫工事 いの町内 5ヶ月
しゅんせつ工

事
第1四半期 発注済

町道小野中追線舗装工事 いの町小野 4ヶ月 ほ装工事 第3四半期

伊野地区舗装工事 いの町一円 5ヶ月 ほ装工事 第3四半期

第1四半期 発注済

伊野・枝川・池ノ内地区舗装工事
いの町伊野・枝川・神
谷

8ヶ月 ほ装工事 第1四半期 発注済

工   　事   　名 工　事　概　要

波川・神谷・中追地区舗装工事
いの町波川・神谷・中
追

8ヶ月 ほ装工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 土木課 入札区分 指名競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

道路改良 L=30m

道路改良 L=30m

道路改良 L=30m

道路改良 L=50m

道路改良 L=20m

道路改良 L=25m

道路改良 L=20m

送水管設置 L=424m

L=4.5m

L=4m

追加

「がけくずれ」住家防災対策工事 いの町毛田 4ヶ月
とび・土工・コン
クリート工事

コンクリート擁壁
第3四半期 追加

「がけくずれ」住家防災対策工事 いの町北山 4ヶ月
とび・土工・コン
クリート工事

コンクリート擁壁
第3四半期

北浦地区灌漑対策事業送水管設置
工事

いの町枝川 5ヶ月 土木一式工事 第3四半期

町道小野成山線道路改良工事 いの町成山 3ヶ月 土木一式工事 第2四半期 発注済

町道惣谷線道路改良工事 いの町槇 3ヶ月 土木一式工事 第3四半期

町道区画街路4号線道路改良工事 いの町新町 3ヶ月 土木一式工事 第3四半期

町道小野中追線道路改良工事 いの町小野 3ヶ月
とび・土工・コン

クリート工事
第2四半期 発注済

町道橋床中屋線道路改良工事 いの町中追 5ヶ月 土木一式工事 第3四半期

第3四半期

町道八田池ノ内線道路改良工事 いの町八田 3ヶ月 土木一式工事 第2四半期 発注済

工   　事   　名 工　事　概　要

町道中野線道路改良工事 いの町音竹 2ヶ月 土木一式工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 土木課 入札区分 指名競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

道路改良 L=130m
第2四半期 発注済

工   　事   　名 工　事　概　要

町道小鎌田幹線道路改良工事 いの町大内 8ヶ月
とび・土工・コン

クリート工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 土木課 入札区分 指名競争入札（総合評価）



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

用水管設置 L=3700m

　

第2四半期 発注済

工   　事   　名 工　事　概　要

北浦地区灌漑対策事業用水管設置
工事

いの町枝川 9ヶ月 土木一式工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 土木課 入札区分 一般競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

水道

藤町地区配水管布設替工事 いの町藤町 3ヶ月 水道施設工事 HPPEφ100　L=57m 第1四半期
発注済
水道

伊野南水源地進入路整備工事 いの町八田 4ヶ月 土木一式工事
側溝工L=51m

舗装工A=214㎡
第3四半期

発注済
水道

伊野南減圧弁更新工事 いの町天王 4ヶ月 水道施設工事 φ200　減圧弁1基 第3四半期 水道

是友基幹管路更新工事その2 いの町是友 4ヶ月 水道施設工事 DCIPφ200　L=273m 第1四半期

工事名変更
発注済
下水道

八代・加田地区農業集落排水施設
機能強化対策工事

いの町八代・加田 6ヶ月
機械器具設置
工事

水処理設備　一式 第3四半期
工事名変更

下水道

天王地区汚水管渠更生工事（その
１）

いの町天王 6ヶ月 土木一式工事 管渠改築　L=182m 第2四半期

発注済
下水道

伊野分区汚水管渠更生工事（その
１）

いの町内 6ヶ月 土木一式工事
管渠改築　L=210m

マンホール改築　N=3基
第2四半期

工事名変更
発注済
下水道

天王地区汚水処理管渠改築工事
（その１）

いの町天王 5ヶ月 土木一式工事 管渠改築　L=72m 第1四半期

第1四半期
発注済
下水道

天王分区圧送管布設工事（その3） いの町天王・八田 6ヶ月 土木一式工事 PEφ200　L=502m 第3四半期 下水道

工   　事   　名 工　事　概　要

天王分区圧送管布設工事（その2） いの町八田 7ヶ月 土木一式工事 PEφ200　L=531m

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 上下水道課 入札区分 指名競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

　

第1四半期
発注済
下水道

工   　事   　名 工　事　概　要

天王分区圧送管布設工事（その１） いの町音竹 8ヶ月 土木一式工事 PEφ200　L=1.05㎞

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 上下水道課 入札区分 一般競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

　

第1四半期
発注済
水道

工   　事   　名 工　事　概　要

中央監視装置更新工事 いの町 10ヶ月 電気工事 中央監視装置　1式

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 上下水道課 入札区分 随意契約



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

シート防水 421㎡

外壁塗装 一式

FRP防水 795㎡

外壁改修 一式

建築改修工事 一式

トイレ改修 N＝6基

シート防水 570㎡認定こども園えだがわ西園舎屋上防
水工事

認定こども園えだが
わ

2ヶ月 防水工事 第1四半期 発注済

吾北中学校トイレ洋式化改修工事 吾北中学校 2ヶ月 建築一式工事 第2四半期 発注済

第1四半期 発注済

川内小学校屋上防水工事、体育館
棟爆裂改修工事

川内小学校 2ヶ月 建築一式工事 第1四半期 発注済

工   　事   　名 工　事　概　要

枝川小学校北東校舎棟屋上防水工事、北
東校舎棟及び職員室棟外壁塗装工事 枝川小学校 2ヶ月 建築一式工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 教育委員会事務局 入札区分 指名競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

エアコン更新工事 一式

　

第2四半期 発注済

工   　事   　名 工　事　概　要

いの町立図書館空調設備更新工事 いの町立図書館 5ヶ月 管工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 図書館 入札区分 指名競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

設備更新 一式

照明取替 一式

発注済
すこやかセンター伊野非常階段塗装
工事

いの町1400番地 1ヶ月 塗装工事
防錆処理、塗装　　一式

第1四半期

第3四半期

すこやかセンター伊野非常用照明取
替工事

いの町1400番地 4ヶ月 電気工事 第2四半期 発注済

工   　事   　名 工　事　概　要

すこやかセンター伊野中央監視設備
更新工事

いの町1400番地 6ヶ月 電気通信工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 ほけん福祉課 入札区分 指名競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

遊具設置 一式

花壇整備 一式

ろ過砂入替え 一式グリーン・パークほどのろ過池改修工
事

いの町清水上分程野 2ヶ月 水道施設工事 第3四半期

第3四半期

グリーン・パークほどのお祭り広場花
壇整備工事

いの町清水上分程野 3ヶ月 造園工事 第3四半期

工   　事   　名 工　事　概　要

グリーン・パークほどの遊具整備工事 いの町清水上分程野 4ヶ月 造園工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 吾北産業課 入札区分 指名競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

ブロック積擁壁 A＝12.0㎡

ブロック積擁壁 A＝8.0㎡

側溝整備 1式

側溝整備 1式

舗装改修 1式

法面保護工 1式

擁壁工 1式

道路改良 1式

土工 V=145m3

As舗装工　 A=3635.6㎡

発注済
φ75　Ｌ＝30.4ｍ

林道土居柳野線(3工区)舗装工事 いの町小川新別 4ヶ月 土木一式工事 第3四半期

小川橋橋梁補修に伴う配水管移設
工事

いの町小川新別 4ヶ月 水道施設工事
配水管移設　φ100　Ｌ＝31.7ｍ

第1四半期

町道西川線道路改良工事 いの町清水下分 4ヶ月 土木一式工事 第3四半期

町道新別下線道路改良工事 いの町小川新別 4ヶ月 土木一式工事 第3四半期

町道十田線法面保護工事 いの町下八川 4ヶ月 土木一式工事 第3四半期

町道樅ノ木山吉ヶ成線道路改良工
事

いの町小川樅ノ木山 3ヶ月 土木一式工事 第2四半期 発注済

町道西川線道路改良工事 いの町清水下分 3ヶ月 土木一式工事 第2四半期 発注済

町道柳野大峠線道路改良工事 いの町小川柳野 3ヶ月 土木一式工事 第2四半期 発注済

第1四半期 発注済

「がけくずれ」住家防災対策工事 いの町小川新別 2ヶ月
とび・土工・コン

クリート工事
第1四半期 発注済

工   　事   　名 工　事　概　要

「がけくずれ」住家防災対策工事 いの町清水下分 2ヶ月
とび・土工・コン

クリート工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 吾北建設課 入札区分 指名競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

土工 V=199㎥
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 A=1327.6㎡

橋梁補修 1式

ブロック積擁壁工 A=18.0m2

照明器具取替 1式

解体撤去 1式

山腹工 V=15.5m3

土工 V=49m3
特殊ﾓﾙﾀﾙ吹付工 A=91㎡

土工 V=34m3

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 A=78.5㎡

土工 V=269m3
植生基材吹付工　 A=480.2㎡

林道土居柳野線(2工区)1号箇所災
害復旧工事

いの町小川柳野 4ヶ月 土木一式工事 第3四半期 追加

林道土居柳野線(2工区)2号箇所災
害復旧工事

いの町小川柳野 4ヶ月 土木一式工事 第3四半期 追加

林道土居柳野線(3工区)1号箇所災
害復旧工事

いの町小川新別 4ヶ月 土木一式工事 第3四半期 追加

枝川地区山地災害防止工事 いの町上八川下分 5ヶ月 土木一式工事 第2四半期 発注済

瀬越橋解体撤去工事 いの町小川新別 4ヶ月 鋼構造物工事 第3四半期

大峠トンネル照明器具取替工事 いの町小川柳野 3ヶ月 電気工事 第3四半期

「がけくずれ」住家防災対策工事 いの町小川樅ノ木山 3ヶ月
とび・土工・コン

クリート工事
第3四半期 追加

第2四半期 発注済

ごみ谷橋橋梁補修工事 いの町清水下分 4ヶ月
とび・土工・コン

クリート工事
第2四半期 中止

工   　事   　名 工　事　概　要

林業専用道程野敷槙線道路改良工
事

いの町清水上分 4ヶ月 土木一式工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 吾北建設課 入札区分 指名競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

浄水場整備 1式

土工 V=4,511m3

現場吹付枠工 A=1,299.7㎡

土工 V=213m3

アンカー工 N=24本

　

林道土居柳野線地すべり災害復旧
工事

いの町下八川 5ヶ月 土木一式工事 第3四半期 追加

第2四半期 発注済

林道約束田線地すべり災害復旧工
事

いの町下八川下分 5ヶ月 土木一式工事 第3四半期 追加

工   　事   　名 工　事　概　要

土居日比原地区浄水場整備工事 いの町清水下分 7ヶ月 水道施設工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 吾北建設課 入札区分 一般競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

LED更新 N=30球
第3四半期

吾北中学校管理棟2階空調機改修
工事

吾北中学校 2ヶ月 管工事
3室のエアコン取り換え工
事 第1四半期 発注済

工   　事   　名 工　事　概　要

吾北小学校体育館照明LED改修工
事

吾北小学校 3ヶ月 電気工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 吾北教育事務所 入札区分 指名競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

屋根葺替 217㎡
第3四半期 追加

工   　事   　名 工　事　概　要

令和4年度　町営住宅脇ノ山荘屋根
葺替工事

町営住宅脇ノ山荘 3ヶ月 建築一式工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 本川総合支所　住民福祉課 入札区分 指名競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

開設工事 L=200m

開設工事 L=100m

取水口設置 N=1.0基

配水管新設 L=560m

建屋新設 N=1.0基

電気設備 N=1.0式

舗装修繕 L=500m

舗装新設 L=1000m

法面改良 L=180m

橋梁補修 L=35m

舗装改修 L=35m
町道高薮線舗装改修工事 いの町高薮 2ヶ月 ほ装工事 第2四半期 発注済

町道長沢中央線長沢橋補修工事 いの町長沢 7ヶ月 鋼構造物工事 第3四半期

林道寒風大座礼西線法面改良工事 いの町桑瀬 5ヶ月
とび・土工・コン

クリート工事
第3四半期

林道寒風大座礼西線舗装工事 いの町桑瀬 6ヶ月 ほ装工事 第3四半期

林道長沢川口線舗装工事 いの町戸中・脇ノ山 4ヶ月 ほ装工事 第2四半期 発注済

足谷川小水力発電事業整備工事
（電気設備）

いの町足谷 10ヶ月 電気工事 第3四半期 中止

足谷川小水力発電事業整備工事
（建築工事）

いの町足谷 10ヶ月 建築一式工事 第3四半期 中止

大森上水道施設更新工事 いの町大森 7ヶ月 水道施設工事 第3四半期

第2四半期 発注済

林業専用道葛原山線開設工事 いの町葛原 5ヶ月 土木一式工事 第4四半期

工   　事   　名 工　事　概　要

林業専用道葛原山線開設工事（R3
補正）

いの町葛原 6ヶ月 土木一式工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 本川総合支所　産業建設課 入札区分 指名競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

舗装改修 L=25m

舗装改修 L=28m

舗装改修 L=20m

側溝改修 L=50m

法面改良 L=20m

舗装工事 A=180ｍ2

水路改修 L=330m
東谷川改修工事 いの町脇ノ山 5ヶ月

とび・土工・コン
クリート工事

第3四半期

本川地区町道一般舗装工事 いの町本川一円 10ヶ月 ほ装工事 第1四半期 発注済

町道瓶ヶ森西線法面改良工事 西条市西之川 6ヶ月 ほ装工事 第2四半期 中止

町道瓶ヶ森西線側溝改修工事 西条市西之川 3ヶ月 ほ装工事 第1四半期 発注済

町道瓶ヶ森線落石対策工事 いの町寺川 4ヶ月 ほ装工事 第2四半期 発注済

第2四半期 発注済

町道瓶ヶ森線舗装改修工事 いの町桑瀬 4ヶ月 ほ装工事 第3四半期

工   　事   　名 工　事　概　要

町道一の谷寒風線舗装改修工事 いの町桑瀬 2ヶ月 ほ装工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 本川総合支所　産業建設課 入札区分 指名競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

橋梁補修 L=37m
町道登川線登川橋補修工事 いの町足谷 9ヶ月 鋼構造物工事 第1四半期 発注済

第3四半期 中止

足谷川小水力発電事業整備工事
（機械設備）

いの町足谷 9ヶ月
機械器具設置

工事
発電用水車　N=1.0基

第3四半期 中止

工   　事   　名 工　事　概　要

足谷川小水力発電事業整備工事
（土木一式）

いの町足谷 9ヶ月 土木一式工事
水圧管路　L=2,120ｍ

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 本川総合支所　産業建設課 入札区分 一般競争入札



　

工 事 場 所 工事期間 工 事 種 別 発注時期 備　考

防水工事 S=252m2

天井等張替 S=128m2
第3四半期

工   　事   　名 工　事　概　要

本川プラチナ交流センター屋上防水
及び天井等張替事業

本川プラチナ交流セ
ンター

4ヶ月 防水工事

令和４年度　いの町公共工事発注見通し

令和4年10月1日

公表区分 第3四半期 所属 本川教育事務所 入札区分 指名競争入札


