
平成26年度　高知県公共工事発注見通し
平成26年4月1日

公表
区分

■当初
□見直し

部局名 教育委員会事務局 機関名 入札区分

工　　　事　　　名 工　事　場　所 工事期間 工 事 種 別 工　　　事　　　概　　　要 発注時期 備　　　考

嶺北高校　プール改修工事

窪川高校　格技場　改築工事
高岡郡四万十町 １５０日 建築一式工事 格技場改築 ２四半期

安芸桜ヶ丘高校　グラウンド
整備工事 安芸市桜ヶ丘町 １５０日 建築一式工事 グラウンド整備 １四半期

１四半期

１２０日 建築一式工事 グラウンド整備 １四半期

岡豊高校　グラウンド整備事
業 南国市岡豊町 １８０日 建築一式工事 グラウンド整備

建築一式工事 耐震補強
高知工業高校　5号館　耐震
補強工事 高知市桟橋通 １５０日

高知工業高校　鋳造実習棟
改築工事

宿毛高校　図書館　耐震補強
工事 宿毛市与市明

プール改修 ２四半期

須崎工業高校　専門棟及び
機械棟　耐震補強工事 須崎市多ノ郷

２四半期

丸の内高校　グラウンド整備
工事 高知市丸ノ内

安芸桜ケ丘高校　化学実習
棟　耐震補強工事 安芸市桜ヶ丘町 １５０日 建築一式工事 耐震補強 ２四半期

２四半期

２四半期

高知市桟橋通 １５０日

１四半期２１０日

耐震補強 １四半期

１８０日 建築一式工事 耐震補強 １四半期

建築一式工事 耐震補強

山田高校　南校舎　耐震補強
工事 香美市土佐山田町 １５０日 建築一式工事 耐震補強 ２四半期

長岡郡本山町

嶺北高校　プール改修工事
長岡郡本山町 １５０日 電気工事 プール改修

１５０日 管工事

１５０日 管工事 耐震補強 ２四半期

建築一式工事 鋳造実習棟改築

学校安全対策課 一般競争入札

高知農業高校　２号館　耐震
補強工事 南国市東崎 ２４０日 建築一式工事

清水高校　特別教室棟及び
漁業・家庭科棟　耐震補強工
事

土佐清水市加久見
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９０日 土木一式工事 グラウンド整備

安芸高校　南校舎　改築工事
高知市桟橋通 ３００日 電気工事 南舎改築 ２四半期

安芸高校　南校舎　改築工事
高知市桟橋通 ３００日 管工事 南舎改築 ２四半期

南国市東崎 ２１０日 土木一式工事 グラウンド整備 ２四半期

安芸高校　南校舎　改築工事
高知市桟橋通 ３００日 建築一式工事 南舎改築 ２四半期

高知農業高校　第2グラウンド
整備工事

高知南高校　体育館屋根改
修工事 高知市桟橋通 ９０日 建築一式工事 体育館屋根改修

宿毛高校　本館　耐震補強工
事

３四半期

３四半期

四万十市古津賀 ９０日 ３四半期

３四半期耐震補強

３四半期

安芸桜ケ丘高校　体育館　耐
震補強工事 安芸市桜ヶ丘町 ２１０日 建築一式工事 耐震補強

幡多農業高校　プール改修
工事

２１０日 建築一式工事
城山高校　本館　耐震補強工
事 香南市赤岡町

宿毛工業高校　駐輪場改築
工事 宿毛市平田町 ９０日 建築一式工事 駐輪場改築

１５０日 建築一式工事

建築一式工事 プール改修

３四半期

２四半期

耐震補強

県立学校共同グラウンド整備
工事 高知市朝倉

安芸高校　中校舎　耐震補強
工事 安芸市清和町 耐震補強 ３四半期１８０日 建築一式工事

高知工業高校　格技場　耐震
補強工事 高知市桟橋通

清水高校　特別教室棟及び
漁業・家庭科棟　耐震補強工
事

土佐清水市加久見 １５０日 建築一式工事 耐震補強 ３四半期

宿毛市与市明 ２４０日 建築一式工事 耐震補強 ３四半期
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１２０日 建築一式工事 天井改修 ３四半期

９０日 建築一式工事 天井改修

幡多農業高校　専門第２棟窓
枠改修工事

四万十市古津賀 ９０日 建築一式工事 窓枠改修 ３四半期

２１０日

３四半期

梼原高校　中校舎　耐震補強
工事 高岡郡梼原町 ２１０日

城山高校　体育館　耐震補強
工事 香南市赤岡町

伊野商業高校　本館　耐震補
強工事

大方高校　本館　耐震補強工
事 幡多郡黒潮町

２１０日 建築一式工事 耐震補強 ３四半期

吾川郡いの町 ２１０日 建築一式工事 耐震補強

建築一式工事 耐震補強 ３四半期

３四半期建築一式工事 耐震補強

３四半期

高知東工業高校　専門棟　耐
震補強工事 南国市篠原 １８０日 建築一式工事 耐震補強 ３四半期

天井改修 ３四半期

室戸高校　多目的ホール・武
道場　天井改修工事 室戸市室津

高知追手前高校　芸術ホー
ル　天井改修その他工事

高知市追手筋 ９０日 建築一式工事

岡豊高校　多目的ホール　天
井改修工事 南国市岡豊町

須崎工業高校　南舎　耐震補
強工事

須崎市多ノ郷 ２４０日 建築一式工事 耐震補強 ４四半期

南国市東崎 ２４０日 建築一式工事 耐震補強 ４四半期

耐震補強 ４四半期室戸高校　南校舎　耐震補強
工事

室戸市室津 １８０日 建築一式工事

高知農業高校　３号館　耐震
補強工事
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240日 土木一式工事 電気設備工事 第2四半期
電線共同溝移設工事

高知市追手筋二丁目

第3四半期 債務負担行為

新図書館等複合施設空調設
備工事 高知市追手筋二丁目 660日 管工事 空調設備工事 第3四半期

660日 電気工事 電気設備工事 第3四半期

債務負担行為

新図書館等複合施設衛生設
備工事 高知市追手筋二丁目 660日 管工事 衛生設備工事

債務負担行為

新図書館等複合施設昇降機
設備工事 高知市追手筋二丁目 660日 電気工事 昇降機設備工事 第3四半期 債務負担行為

新図書館等複合施設電気設
備工事 高知市追手筋二丁目

新図書館整備課 一般競争入札

新図書館等複合施設建築主
体工事 高知市追手筋二丁目 750日 建築一式工事 建築主体工事 第2四半期 債務負担行為
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北曲輪史跡整備工事

高知市丸ノ内 ５カ月 土木工事一式 史跡公園整備 １１月

５カ月 土木工事一式 史跡公園整備 １１月

文化財課 一般競争入札

内堀跡西側地区史跡整備工
事 高知市丸ノ内


