
令和３年度　高知県公共工事発注見通し
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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

令和3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

学校安全対策課 一般競争入札

高等学校振興課 一般競争入札

梼原高校体育館非構造部材
等耐震化主体工事 高岡郡檮原町 180日 建築一式工事 非構造部材等耐震化主体工事 第１四半期

須崎総合高校体育館非構造
部材等耐震化主体工事 須崎市多ノ郷 180日 建築一式工事 非構造部材等耐震化主体工事 第１四半期

安芸桜ヶ丘高校長寿命化改
修主体工事 安芸市桜ヶ丘町 390日 建築一式工事

既存校舎の長寿命化改修主体工
事

第１四半期

安芸桜ヶ丘高校長寿命化改
修機械設備工事 安芸市桜ヶ丘町 390日 管工事

既存校舎の長寿命化改修機械設
備工事

第１四半期

安芸桜ヶ丘高校長寿命化改
修電気設備工事 安芸市桜ヶ丘町 390日 電気工事

既存校舎の長寿命化改修電気設
備工事

第１四半期

若草特別支援学校トイレ改修
主体工事 高知市春野町 180日 建築一式工事 トイレ改修主体工事 第１四半期

若草特別支援学校トイレ改修
機械設備工事 高知市春野町 180日 管工事 トイレ改修機械設備工事 第１四半期

若草特別支援学校子鹿園分
校トイレ改修主体工事 高知市若草町 180日 建築一式工事 トイレ改修主体工事 第１四半期

若草特別支援学校子鹿園分
校トイレ改修機械設備工事 高知市若草町 180日 管工事 トイレ改修機械設備工事 第１四半期

高知ろう学校トイレ改修主体
工事 高知市中万々 180日 建築一式工事 トイレ改修主体工事 第１四半期

山田特別支援学校トイレ改修
主体工事 香美市土佐山田町 120日 建築一式工事 トイレ改修主体工事 第１四半期

山田特別支援学校トイレ改修
機械設備工事 香美市土佐山田町 120日 管工事 トイレ改修機械設備工事 第１四半期

日高特別支援学校トイレ改修
主体工事 日高村下分 210日 建築一式工事 トイレ改修主体工事 第１四半期

日高特別支援学校トイレ改修
機械設備工事 日高村下分 210日 管工事 トイレ改修機械設備工事 第１四半期

高知小津高校空調設備更新
電気設備工事 高知市城北 285日 電気工事 空調設備更新電気設備工事 第１四半期

高知小津高校空調設備更新
機械設備工事 高知市城北 285日 管工事 空調設備更新機械設備工事 第１四半期

高知東工業高校空調設備更
新機械設備工事 南国市篠原 180日 管工事 空調設備更新機械設備工事 第１四半期

高知東高校部室改築及び防
球ネット設置主体工事 高知市一宮徳谷 180日 建築一式工事

部室改築及び防球ネット設置主体
工事

第１四半期

幡多農業高校園芸用ハウス
新築工事 四万十市小津賀 150日 建築一式工事 園芸用ハウス新築工事 第１四半期

須崎総合高等学校構内舗装等工
事 須崎市多ノ郷 180日 建築一式工事 構内舗装等工事 第２四半期

須崎総合高等学校本館及び南舎
改修主体工事に伴う道路舗装工
事

須崎市多ノ郷 150日 建築一式工事
須崎総合高等学校本館及び南舎
改修主体工事に伴う道路舗装工事

第３四半期

（新）安芸中学校・高等学校先行工
事他改修主体工事 安芸市桜ケ丘 300日 建築一式工事 既存校舎の改修に係る主体工事 第１四半期

（新）安芸中学校・高等学校先行工
事他改修機械設備工事 安芸市桜ケ丘 300日 管工事

既存校舎の改修に係る機械設備工
事

第１四半期

（新）安芸中学校・高等学校先行工
事他改修電気設備工事 安芸市桜ケ丘 300日 電気工事

既存校舎の改修に係る電気設備工
事

第１四半期

（新）安芸中学校・高等学校校舎棟
新築主体工事 安芸市桜ケ丘 750日 建築一式工事

既存校舎等解体及び改築に係る主
体工事

第２四半期

（新）安芸中学校・高等学校校舎棟
新築機械設備工事 安芸市桜ケ丘 750日 管工事

既存校舎等解体及び改築に係る機
械設備工事

第２四半期

（新）安芸中学校・高等学校校舎棟
新築電気設備工事 安芸市桜ケ丘 750日 電気工事

既存校舎等解体及び改築に係る電
気設備工事

第２四半期

（新）安芸中学校・高等学校体育館
新築主体工事 安芸市桜ケ丘 600日 建築一式工事

既存体育館等解体及び改築に係る
主体工事

第２四半期

（新）安芸中学校・高等学校体育館
新築機械設備工事 安芸市桜ケ丘 600日 管工事

既存体育館等解体及び改築に係る
機械設備工事

第２四半期

（新）安芸中学校・高等学校体育館
新築電気設備工事 安芸市桜ケ丘 600日 電気工事

既存体育館等解体及び改築に係る
電気設備工事

第２四半期

清水高等学校付帯（清水中学校駐
輪場改修等）工事

土佐清水都市計画事業清水第
三土地区画整理事業施行区域 120日 建築一式工事 駐輪場改修等工事 第２四半期
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文化財課 一般競争入札

高知城天守西面外壁漆喰補
修工事 高知市丸ノ内 120 建築一式 外壁補修工事 第2四半期

高知公園西ノ丸西側石垣改
修工事 高知市丸ノ内 150 石工事 高知公園西ノ丸西側石垣改修工事 第2四半期

高知城防災設備工事（梅ノ段
ポンプ室建築主体工事） 高知市丸ノ内 270 建築一式 ポンプ室新築主体工事 第１四半期

高知城防災設備工事（機械
設備工事） 高知市丸ノ内 750 管工事 高知城防災機械設備工事 第１四半期

高知城防災設備工事（電気
設備工事） 高知市丸ノ内 750 電気工事 高知城防災電気設備工事 第１四半期

高知城詰門及び廊下門外壁
漆喰補修工事 高知市丸ノ内 240 建築一式 外壁補修工事 第１四半期


