
No 公表種別 旧No 所属課 工事等の名称 工事場所 工事期間 種別 概　　要 入札及び契約の方法 入札時期

(第1四半期)

1 変更 7・8 教育総務課 堅下南小・中学校学校放送設備更新工事 安堂町710他1箇所 90日 電気 堅下南小学校及び堅下南中学校の放送設備の更新工事 指名又は希望型指名 第1四半期

2 11 教育総務課 玉手小学校道路補修工事 円明町地内 120日 土木 道路補修工　一式 指名又は希望型指名 第1四半期

3 15 障害福祉課
柏原市立自立支援センター空調設備更新工
事

本郷3丁目9番62号 180日 管（空） 空調設備（1Ｆ・2Ｆ）及び高圧受電設備に係る更新 指名又は希望型指名 第1四半期

4 16
水道工務課
経営総務課

水道管路等維持管理及び
メーター取替業務（単価契約）

柏原市水道事業給水区域 1825日 水道管 水道管路の修繕及び維持管理及びメーター取替 指名又は希望型指名 第1四半期

5 20 水道工務課
(R4-3)法善寺4丁目・山ノ井町配水管布設替
工事

法善寺4丁目・山ノ井町地内 270日 水道管
GXφ200：L=455m、PEφ150・100：L=155ｍ、舗装本復旧：
A=1,400㎡

指名又は希望型指名 第1四半期

6 21 水道工務課
(R4-4)法善寺4丁目・平野1丁目配水管布設
替工事

法善寺4丁目・平野１丁目地内 270日 水道管
PEφ150・100・75・50：L=645ｍ、SUSφ150：L=15m、舗装本復旧：
A=3,600㎡

指名又は希望型指名 第1四半期

7 22 水道工務課 鉄工団地ポンプ場計装制御盤更新工事 国分東条町4327－5地内 270日 電気 計装制御盤更新　1面　付帯工事　1式 指名又は希望型指名 第1四半期

8 変更 39 下水工務課 公共下水道工事(東)R4-2工区 大字高井田地内 250日 土木
推進φ250　L＝221ｍ　開削φ200　Ｌ＝108ｍ　舗装本復旧工
Ａ＝1,210㎡

制限付一般 第1四半期

9 変更 40 下水工務課 公共下水道工事(国)R4-1工区 旭ヶ丘３丁目地内 210日 土木 開削φ200　Ｌ＝367ｍ　舗装本復旧工　Ａ＝1,552㎡ 指名又は希望型指名 第1四半期

10 変更 43 にぎわい観光課 サンヒル柏原給湯器更新工事 サンヒル柏原（安堂町115-1） 270日 管 サンヒル柏原厨房の給湯器更新工事 指名又は希望型指名 第1四半期

11 変更 44 水道工務課 円明受水場自己水流入電動弁更新工事 柏原市円明町555-1地内 240日 機械器具設置 流入電動弁更新　1台　配管補修　1式 指名又は希望型指名 第1四半期

12 変更 49 都市政策課 上市法善寺線道路整備工事
柏原市大県１丁目、清州２丁目地
内

80日 土木 道路整備　L=25m 指名又は希望型指名 第1四半期

13 追加 社会教育課 文化会館地下階汚水ポンプ設備整備工事 柏原市安堂町１－６０ 180日 機械器具設置 地下階汚水槽ポンプの整備を行う。 指名又は希望型指名 第1四半期

(第2四半期)

14 再入札 23 水道工務課 玉手浄水場無停電電源装置用蓄電池取替工事（その2） 玉手町17－1地内 240日 電気 蓄電池取替　250セル 指名又は希望型指名 第2四半期

15 変更 33 都市管理課 葡萄ロード補修工事 柏原市雁多尾畑地内 120日 土木 路面補修工 一式 指名又は希望型指名 第2四半期

16 変更 34 都市管理課 アンダーパスポンプ更新工事 柏原市旭ヶ丘3丁目地内 180日 機械器具設置 ポンプ更新工事　一式 随意契約 第2四半期

17 変更 38 下水工務課 公共下水道工事(東)R4-1工区 安堂町地内 130日 土木 開削φ200　Ｌ＝159ｍ　舗装本復旧工　Ａ＝740㎡ 指名又は希望型指名 第2四半期

18 変更 41 下水工務課 公共下水道工事(国)R4-2工区 国分市場１丁目地内 210日 土木 開削φ200　Ｌ＝295ｍ　舗装本復旧工　Ａ＝1,150㎡ 指名又は希望型指名 第2四半期

19 42 下水工務課 国分第2雨水ポンプ場沈砂掻揚機修繕 国分西1-4-12 150日 機械器具設置 沈砂掻揚機修繕 随意契約 第2四半期

20 変更 45 水道工務課 雁多尾畑会館横フェンス設置工事 雁多尾畑1426-1地内 150日 とび土工 フェンス設置　L＝10ｍ 随意契約 第2四半期

21 46 水道工務課 膜ろ過原水ポンプ点検整備工事 玉手町17－1地内 120日 機械器具設置 陸上ポンプ点検整備　8台 指名又は希望型指名 第2四半期

22 47 都市管理課 玉手１号公園遊具修繕工事 玉手町145-16 120 造園 玉手１号公園遊具修繕１式 随意契約 第2四半期

23 48 都市管理課 国分歩道橋補修工事 柏原市国分本町1丁目地内 180日 塗装 塗装工　一式　　補修工　一式 指名又は希望型指名 第2四半期

24 50 都市政策課 国分寺大橋修繕及び耐震補強工事（７工区） 柏原市大字青谷、国分東条町地内 410日 土木 橋脚補強補修　1脚 指名又は希望型指名 第2四半期

25 51 文化財課 府指定史跡清浄泉斜面保護対策工事 太平寺2丁目２３４－１ 365日 土木 吹付枠工法 指名又は希望型指名 第2四半期

26 追加 産業振興課 多目的ホール床改修工事 産業会館（大正2丁目10番1号） 90日 建築
産業会館１階多目的ホールの床材の撤去新設及び天井材の一
部撤去新設

指名又は希望型指名 第2四半期

27 追加 危機管理課
柏羽藤消防組合柏原分署及び国分出張所
感染症対策に係る衛生設備改修工事

河原町1番90号及び国分本町2丁
目5番5号

150日 建築 消防庁舎におけるトイレ等衛生設備の更新工事 指名又は希望型指名 第2四半期

28 追加 スポーツ推進課 体育館温水機更新工事 玉手町25番80号 120日 管（空） 体育館の温水機設備の更新をおこなう 指名又は希望型指名 第2四半期

(第3四半期)

29 52 下水工務課 通報装置修繕（その１） 市内 150日 機械器具設置 通報装置の修繕（３Gから４G対応） 随意契約 第3四半期

30 53 下水工務課 通報装置修繕（その２） 市内 150日 機械器具設置 通報装置の修繕（３Gから４G対応） 随意契約 第3四半期

31 54 公有財産マネジメント課 別館南側フェンス修繕工事 安堂町1番55号 120日 土木
既設フェンスの撤去・新設及びフェンス基礎部擁壁のクラック補
修

指名又は希望型指名 第3四半期

32 55 地域連携支援課 ＬＥＤ防犯灯設置工事（単価契約） 市内一円 90日 電気 LED防犯灯への取替え工事　【取付器具】LED防犯灯10VA 指名又は希望型指名 第3四半期

33 56 都市管理課 石川東線道路舗装工事 柏原市円明町地内 120日 舗装 舗装工　A=550㎡ 指名又は希望型指名 第3四半期

34 57 都市管理課 本郷平野線他1路線道路補修工事 柏原市本郷3丁目地内他 120日 舗装 舗装補修工　A=700㎡ 指名又は希望型指名 第3四半期

35 58 都市管理課
平野けやき公園他遊具修繕及びベンチ更新
工事

平野2丁目360-9他 120 造園 滑り台1台、鉄棒1ケ所、ベンチ3ケ所 指名又は希望型指名 第3四半期

36 59 都市管理課 玉手山公園園路舗装改修工事 玉手町7番1号 90日 舗装 舗装135㎡ 指名又は希望型指名 第3四半期

37 60 都市管理課 堅下北裏(茜坂)緑地樹木剪定業務 平野2丁目403番9 90日 造園 高木剪定20本 指名又は希望型指名 第3四半期

38 追加 都市政策課 上市法善寺線道路整備工事（その２）
柏原市大県1丁目、法善寺1丁目、
清州2丁目、河原町地内

180日 土木 道路整備　L=150m 指名又は希望型指名 第3四半期

（第4四半期)

39 61 水道工務課 (R4-5)国分本町3丁目配水管布設替工事 国分本町3丁目地内 120日 水道管 PEφ100・50：L=265ｍ、舗装本復旧：A=530㎡ 指名又は希望型指名 第4四半期

変更：名称変更、場所変更、工事変更、概要変更（種別、延長、面積及び施工数量の変更があったもの）、入札及び契約方法変更となった案件。

中止：入札を中止した案件。

追加：前回の公表時点では掲載されていなかった新規案件。

再入札：一度中止した案件を新たに再度入札する案件。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第５条に規定される地方公共団体による発注の見通しに関する事項の公表資料
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