
令和２年度　発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。 課名

№ 工事名 場所 期間 種別 工事の概要 入札及び契約方法 入札予定時期

1 寺社沢田線側溝工事 寺社 地内 85日間 土木一式 側溝工L=77m 指名競争入札 R2.6.4済

2 門前団地線側溝工事 保田 地内 60日間 土木一式 側溝工L=40m 指名競争入札 R2.5.21済

3 発久山倉線舗装修繕工事 塚田ほか 地内 95日間 ほ装 舗装工L=396.5m 指名競争入札 R2.10.15済

4 笹岡村岡線舗装修繕工事 笹岡ほか 地内 90日間 ほ装 舗装工L=1,030m 一般競争入札 R2.5.15済

5
嶋瀬稗河原場線舗装修繕工
事

嶋瀬 地内 85日間 ほ装 舗装工L=450m 一般競争入札 R2.6.4済

6
山崎バイパス線舗装修繕工
事

山崎 地内 90日間 ほ装 舗装工L=400m 一般競争入札 R2.5.15済

7
金渕五郎巻駒林線舗装修繕
工事

金渕ほか 地内 75日間 ほ装 舗装工L=590m 一般競争入札 R2.5.15済

8 中島町12号線拡幅改良工事 中島町 地内 60日間 土木一式 改良工L=27.5m 指名競争入札 R2.12.17済

9
諏訪町大通川線拡幅改良工
事

安野町 地内 令和3年3月31日まで 土木一式 改良工L=20m 指名競争入札 第４四半期

10 堀越山本新線舗装工事 堀越 地内 令和3年3月31日まで ほ装 舗装工L=360m 指名競争入札 第４四半期

11
上黒瀬窪川原線拡幅改良工
事

窪川原 地内 令和3年3月31日まで 土木一式 改良工L=60m 指名競争入札 第４四半期

12 小松前通線交差点改良工事 小松 地内 令和3年3月31日まで 土木一式 改良工L=50m 指名競争入札 第４四半期

13
野地城中潟線道路改良工事
その７

福田 地内 令和3年3月25日まで 土木一式 函渠工L=18m 一般競争入札 R2.7.22済

14
弥生町上中野目線道路拡幅
改良工事

金田町 地内 令和3年3月25日まで 土木一式 改良工L=156.35m 一般競争入札 R2.9.17済

15 上福岡中央線拡幅改良工事 上福岡ほか 地内 令和3年3月26日で 土木一式 改良工L=920m 総合評価 R2.11.9済

16
旭町外城線測量設計業務委
託

中央町一丁目 地内 120日間
コンサルタン

ト
測量設計L=30m 指名競争入札 R2.7.9済

17
旭町外城線用地測量業務委
託

中央町一丁目 地内 90日間
コンサルタン

ト
用地測量A=366㎡
建物調査N=1棟

指名競争入札 R2.12.10済

18
上黒瀬小河原線ほか（稲荷
町工区）消雪パイプ工事

稲荷町 地内 210日間 土木一式
送散水工
L=1,094.6m

一般競争入札 R2.7.9済

19
上黒瀬小河原線ほか（新市
野山工区）消雪削井工事

市野山 地内 120日間 さく井 削井工N=1基 一般競争入札 R2.5.15済

20
上黒瀬小河原線ほか（新市
野山工区）消雪パイプ工事

市野山 地内 100日間 土木一式
送散水工
L=222.5m

指名競争入札 R2.9.17済

21
上黒瀬小河原線ほか（分田
６工区）消雪パイプ工事

分田 地内 155日間 土木一式
送散水工
L=460.8m

一般競争入札 R2.6.10済

22
上黒瀬小河原線ほか（緑町
工区）消雪パイプ工事

緑町ほか 地内 145日間 土木一式
送散水工
L=361.7m

一般競争入札 R2.8.20済

23
上黒瀬小河原線ほか（日の
出町工区）消雪削井工事

外城町 地内 120日間 さく井 削井工N=1基 一般競争入札 R2.5.15済

24
上黒瀬小河原線ほか（日の
出町工区）消雪パイプ工事

外城町ほか 地内 120日間 土木一式
送散水工
L=291.3m

一般競争入札 R2.7.16済

25
上黒瀬小河原線ほか（学校
町工区）消雪パイプ工事

百津町 地内 155日間 土木一式
送散水工
L=540.1m

一般競争入札 R2.7.16済

26
上黒瀬小河原線ほか（新保
工区）消雪削井工事

新保 地内 120日間 さく井 削井工N=1基 一般競争入札 R2.5.15済

27
上黒瀬小河原線ほか（新保
工区）消雪パイプ工事

新保ほか 地内 130日間 土木一式
送散水工
L=274.6m

指名競争入札 R2.9.24済

28
上黒瀬小河原線ほか（緑岡
工区）消雪削井工事

姥ヶ橋ほか 地内 145日間 さく井 削井工N=1基 一般競争入札 R2.5.15済

29
上黒瀬小河原線ほか（緑岡
工区）消雪パイプその４工
事

姥ヶ橋ほか 地内 130日間 土木一式
送散水工
L=619.6m

一般競争入札 R2.9.11済

30
上黒瀬小河原線ほか（深堀
工区）消雪削井工事

深堀 地内 120日間 さく井 削井工N=1基 一般競争入札 R2.5.22済

31
上黒瀬小河原線ほか（深堀
工区）消雪パイプ工事

深堀 地内 155日間 土木一式
送散水工
L=938.8m

一般競争入札 R2.9.17済

32
上黒瀬小河原線ほか（下里
工区）消雪パイプ工事

下里 地内 145日間 土木一式
送散水工
L=358.9m

一般競争入札 R2.6.25済

33
上黒瀬小河原線ほか（上小
中山工区）消雪削井工事

上小中山 地内 90日間 さく井 削井工N=1基 指名競争入札 R2.9.14済

34
庚町停三線ほか（中島６工
区）消雪井戸掘替工事

学校町 地内 120日間 さく井 削井工N=1基 一般競争入札 R2.5.15済

35
庚町停三線消雪井戸掘替工
事

下条町 地内 令和3年3月25日まで さく井 削井工N=1基 一般競争入札 R2.11.5済
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36
庚町停三線ほか（原町工
区）消雪井戸掘替工事

保田 地内 150日間 さく井 削井工N=1基 一般競争入札 R2.9.17済

37
庚町停三線ほか（京ヶ島工
区）消雪井戸掘替工事

京ヶ島 地内 145日間 さく井 削井工N=1基 一般競争入札 R2.5.18済

38
庚町停三線ほか（笹岡工
区）消雪井戸掘替工事

笹岡 地内 120日間 さく井 削井工N=1基 一般競争入札 取りやめ

39
庚町停三線ほか（山崎工
区）消雪井戸掘替工事

笹岡 地内 120日間 さく井 削井工N=1基 一般競争入札 R2.8.6済

40
庚町停三線ほか（草水工
区）消雪井戸掘替工事

草水 地内 155日間 さく井 削井工N=1基 一般競争入札 R2.9.3済

41
袖ノ葉線ほか（堰場工区）
消雪パイプ更新工事

下条町 地内 180日間 土木一式
更新延長
L=791.8m

一般競争入札 R2.9.3済

42
袖ノ葉線ほか（中島２工
区）消雪パイプ更新工事

中島町 地内 155日間 土木一式
更新延長
L=569.3m

一般競争入札 R2.6.25済

43
袖ノ葉線ほか（北本町工
区）消雪パイプ更新工事

北本町 地内 165日間 土木一式
更新延長
L=549.0m

一般競争入札 R2.6.4済

44
袖ノ葉線ほか（保田工区）
消雪パイプ更新その２工事

保田 地内 155日間 土木一式
更新延長
L=410.0m

一般競争入札 R2.6.5済

45
袖ノ葉線ほか（下学校町工
区）消雪パイプ更新工事

保田 地内 155日間 土木一式
更新延長
L=460.3m

一般競争入札 R2.6.5済

46
袖ノ葉線ほか（本町工区）
消雪パイプ更新工事

保田 地内 180日間 土木一式
更新延長
L=637.4m

一般競争入札 R2.5.21済

47
袖ノ葉線ほか（京ヶ島工
区）消雪パイプ更新工事

京ヶ島 地内 155日間 土木一式
更新延長
L=426.2m
新設延長L=64.1m

一般競争入札 R2.7.30済

48
袖ノ葉線ほか（榎船渡工
区）消雪パイプ更新工事

榎船渡 地内 155日間 土木一式
更新延長
L=561.5m

一般競争入札 R2.7.9済

49
袖ノ葉線ほか（長起工区）
消雪パイプ更新工事

長起 地内 165日間 土木一式
更新延長
L=518.5m

一般競争入札 R2.6.4済

50
袖ノ葉線ほか（藤屋工区）
消雪パイプ更新工事

藤屋 地内 155日間 土木一式
更新延長
L=360.5m

一般競争入札 R2.6.4済

51
袖ノ葉線ほか（山崎工区）
消雪パイプ更新工事

山崎 地内 155日間 土木一式
更新延長
L=495.1m

一般競争入札 R2.6.10済

52
袖ノ葉線ほか（赤水工区）
消雪パイプ更新工事

赤水 地内 145日間 土木一式
更新延長
L=367.6m

一般競争入札 R2.6.25済

53
袖ノ葉線ほか（上高田工
区）消雪パイプ更新工事

上高田 地内 155日間 土木一式
更新延長
L=373.8m

一般競争入札 R2.6.4済

54
袖ノ葉線ほか（中島６工
区）消雪パイプ更新工事

学校町 地内 190日間 土木一式
消雪更新
L=453.2m
舗装工L=305m

一般競争入札 R2.7.30済

55 上一分地内排水路改修工事 上一分 地内 60日間 土木一式 水路工L=10m 随意契約 第４四半期

56
飯山中ノ通線かだん橋修繕
工事

中ノ通 地内 令和3年3月31日まで 土木一式 橋梁修繕L=5.6m 一般競争入札 R2.9.3済

57 橋梁定期点検業務委託 一円 地内 令和3年3月26日まで
コンサルタン

ト
橋梁点検N=119橋 随意契約 R2.5.1済

58
水ヶ曽根１号線ほか道路照
明修繕工事

水ヶ曽根ほか 地内 令和3年3月31日まで 電気 照明修繕N=14基 一般競争入札 第４四半期

59 交通安全施設設置工事 一円 地内 令和3年3月31日まで その他 区画線ほか 指名競争入札 第４四半期

60 道路反射鏡設置工事 一円 地内 令和3年3月31日まで その他 道路反射鏡 指名競争入札 第４四半期

61 交通安全施設設置工事 保田ほか 地内 令和3年3月25日まで その他 区画線ほか 指名競争入札 R2.10.29済

62 防犯灯新設工事その１ 一円 地内 令和3年3月31日まで 電気 防犯灯新設 指名競争入札 第４四半期

63 防犯灯新設工事その２ 一円 地内 令和3年3月31日まで 電気 防犯灯新設 指名競争入札 第４四半期

64
道の駅「（仮称）あがの」
盛土造成工事

下黒瀬 地内 令和3年3月26日まで
とび・土工・
コンクリート
（解体含む）

盛土造成 N=1式 一般競争入札 R2.9.10済

65
上黒瀬小河原線ほか（緑岡
工区）消雪パイプその５工
事

姥ヶ橋ほか 地内 130日間 土木一式
送散水工
L=414.2m

一般競争入札 R2.9.11済

66
山倉村中1号線下小路橋修繕
工事

山倉 地内 令和3年3月25日まで 土木一式 橋梁修繕L=3.55m 指名競争入札 R2.10.29済

67
野地城中潟線改良工事その
８

福田 地内 令和3年3月25日まで 土木一式 改良工L=21m 一般競争入札 R2.11.5済

68
道の駅「（仮称）あがの」
農業用給水管移設工事

下黒瀬 地内 令和3年3月26日まで 土木一式
管据付工
L=444.8m

一般競争入札 R2.11.27済
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1 渡場水管橋架替工事 渡場 令和3年2月7日まで 土木一式
SUS300A・L=15m
DIPφ300・L=30m

一般競争入札 R2.8.12 済

2 配水管布設替工事　　大室線 大室 令和3年2月2日まで 土木一式
HPPEφ75・L=34.6m
SGP65A・L=4m

指名競争入札 R2.10.26 済

3 配水管布設替工事　　岡山町線 岡山町 令和3年2月22日まで 土木一式 HPPEφ75・L=100m 指名競争入札 R2.10.26 済

4
配水管布設替工事　　保田（庵地）
線

保田 令和2年10月27日まで 土木一式
HPPEφ100・L=150m
φ75・L=70m

指名競争入札 R2.7.20 済

5 配水管布設替工事　　東柳町線 北本町 令和2年9月5日まで 土木一式 HPPEφ50・L=240m 指名競争入札 R2.5.29 済

6 配水管布設替工事　　緑岡線 緑岡 令和2年9月27日まで 土木一式 HPPEφ75・L=300m 指名競争入札 R2.6.1 済

7 配水管布設替工事　　沖通り線 沖通り 令和2年9月17日まで 土木一式 HPPEφ75・L=160m 指名競争入札 R2.6.10 済

8
配水管布設替工事　　保田（門前）
線

保田 令和2年12月9日まで 土木一式 HPPEφ75・L=160m 指名競争入札 R2.9.1 済

9 配水管布設替工事　　上江端線 上江端 令和2年10月27日まで 土木一式
HPPEφ75・L=130m
φ50・L=105m

指名競争入札 R2.7.20 済

10 配水管布設替工事　　下黒瀬線その1 下黒瀬 令和3年3月20日まで 土木一式 HPPEφ100・L=240m 指名競争入札 R2.10.12 済

11 配水管布設替工事　　下黒瀬線その2 下黒瀬 令和3年3月20日まで 土木一式 HPPEφ100・L=240m 指名競争入札 R2.10.12 済

12 配水管布設替工事　　山倉線 山倉 令和3年3月20日まで 土木一式 HPPEφ75・L=160m 指名競争入札 R2.10.26 済

13 配水管布設替工事　　千原線 千原 令和2年10月15日まで 土木一式 HPPEφ50・L=300m 指名競争入札 R2.5.29 済

14 配水管布設替工事　　城線 城 令和3年2月8日まで 土木一式 HPPEφ75・L=90m 指名競争入札 R2.10.12 済

15 配水管布設替工事　　外城町線 外城町 令和2年12月9日まで 土木一式 HPPEφ50・L=200m 指名競争入札 R2.9.1 済

16
連絡管布設工事
月岡温泉・荒川線

月岡温泉 令和3年3月20日まで 土木一式
DIPφ150・L=600m

指名競争入札 R2.10.12 済

17
湛水防除事業関連（安野川）水管橋
添架工事

百津 令和3年3月31日まで 土木一式
SUS300A・L=53m
DIPφ300・L=30m

一般競争入札 R2.11.30 済

18
県道改良工事に伴う
配水管移設工事

畑江 令和2年11月13日まで 土木一式 HPPEφ75・L=180m 指名競争入札 R2.5.18 済

19
阿賀野BP道の駅関連　配水管移設工
事

窪川原 180日間 土木一式 HPPEφ75・L=400m 指名競争入札 取りやめ

20 管路漏水調査業務委託 安田 令和3年2月26日まで その他
漏水調査
85.2km

指名競争入札 R2.10.12 済

21 令和2年度　舗装復旧工事 給水区域内 令和3年1月31日まで ほ装 舗装工(表層) 指名競争入札 R2.10.20 済

22 令和2年度　舗装復旧工事（第二期） 給水区域内 90日間 ほ装 舗装工(表層) 指名競争入札 取りやめ

23 消火栓移設工事 六野瀬 令和2年10月31日まで 土木一式
消火栓移設
（地下式）

指名競争入札 R2.7.10 済

24 消火栓移設工事 大野地(原) 令和2年9月30日まで 土木一式
消火栓移設
（地下式）

指名競争入札 R2.6.24 済

25
県道改良工事に伴う配水管布設替工
事

土橋 90日間 土木一式
HPPEφ75・L=43m
DIPφ200 L=89ｍ

指名競争入札 第４四半期

26
県道改良工事に伴う
配水管移設工事

乗廻　地内 90日間 土木一式 SUS150A・L=10m 指名競争入札 第４四半期

27
浄水設備改良事業
苛性ソーダ注入設備設置工事

大室 令和3年3月15日まで 機械器具設置 苛性ソーダ注入設備の設置 一般競争入札 R2.9.17　済

28
浄水設備改良事業
ろ過池原水扉・洗排扉他更新工事

大室 令和3年3月1日まで 機械器具設置
ろ過池２池の原水扉・洗排
扉他更新

一般競争入札 R2.8.4　済

29
浄水設備改良事業
ろ過池差圧発信器更新工事

大室 令和3年1月22日まで 電気通信
ろ過池の損失用・流量用差
圧発信器更新

指名競争入札 R2.4.28　済

30
浄水設備改良事業
汚泥池水位計更新工事

大室 令和2年9月24日まで 機械器具設置 汚泥池水位計の更新 指名競争入札 R2.4.28　済

31
浄水設備改良事業
サンプリングポンプ更新工事

大室 令和2年10月14日まで 機械器具設置
サンプリングポンプ３基更
新

指名競争入札 R2.5.18　済

32
浄水設備改良事業
ろ過材更生工事

大室 令和3年3月15日まで 水道施設 ろ過池２池のろ過砂更新 一般競争入札 R2.9.17　済

33
浄水設備改良事業
監視カメラ更新・増設工事

大室 令和3年1月17日まで 電気通信
浄水場監視カメラの更新と
１基増設

随意契約 R2.4.23　済

34
浄水設備改良事業
汚泥池流入ゲート更新工事

大室 180日間 機械器具設置 汚泥池流入ゲートの更新 指名競争入札 取りやめ

35
浄水設備改良事業
送水ポンプ更新工事

渡場 令和3年1月30日まで 機械器具設置
水源地取水場送水ポンプの
更新

指名競争入札 R2.8.4　済

36
浄水設備改良事業
送水ポンプ改良工事

渡場 令和2年10月9日まで 機械器具設置
水源地取水場送水ポンプの
オーバーホール

随意契約 R2.6.12　済

37
浄水設備改良事業
取水ポンプ更新工事

渡場 令和2年10月4日まで 機械器具設置 水源地取水ポンプの更新 指名競争入札 R2.5.8　済

38
浄水設備改良事業
高台施設水位計更新工事

羽黒・畑江 令和2年10月24日まで 機械器具設置 水位計２基の更新 指名競争入札 R2.4.28　済

39
浄水設備改良事業
揚水ポンプ更新工事

畑江 令和2年12月8日まで 機械器具設置
畑江配水場揚水ポンプ１基
更新

指名競争入札 R2.6.12　済

40
浄水設備改良事業
災害用自家用発電装置設置工事

畑江 令和3年3月31日まで 電気
畑江配水場用自家発１基設
置

指名競争入札 第４四半期

41
中央監視設備更新事業
中央監視設備更新工事

大室・渡場 ４か年継続 電気
大室浄水場並びに水源地取
水場外監視装置機能更新

一般競争入札 第４四半期

上下水道局（上水道）
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42 浄水管等フランジ修理工事 大室 令和3年1月14日まで 管
フランジボルト等の取替工
事

指名競争入札 R2.9.17　済

43 特定産業廃棄物保管庫解体工事 大室 令和3年1月17日まで
とび・土工・コン
クリート（解体含

む）
特定産業廃棄物保管庫解体 指名競争入札 R2.10.20　済

44
福永配水池ＵＰＳバッテリー取替工
事

福永 令和2年11月23日まで 電気 ＵＰＳバッテリーの取替 指名競争入札 R2.8.26　済

45
浄水設備改良事業 苛性ソーダ注入設
備設置工事監理委託業務

大室 180日間 コンサルタント 監理業務 随意契約 取りやめ

46
浄水設備改良事業 水源地取水場浄水
池耐震診断調査委託業務

渡場 令和2年12月20日まで コンサルタント 耐震診断業務 指名競争入札 R2.6.24　済

47
中央監視設備更新事業
中央監視設備更新工事監理委託業務

大室・渡場 令和3年3月31日まで コンサルタント 監理業務 指名競争入札 第４四半期

48 消火栓移設工事 宮下 令和2年10月31日まで 土木一式
消火栓移設
（地下式）

指名競争入札 R2.7.10 済

49
阿賀野ﾊﾞｲﾊﾟｽ関連
配水管布設替工事

小境 地内 90日間 土木一式 DIPφ75 L=51ｍ 指名競争入札 第４四半期

50
阿賀野ﾊﾞｲﾊﾟｽ関連
配水管布設替工事

堀越 地内 90日間 土木一式 DIPφ250 L=40ｍ 指名競争入札 第４四半期

51
阿賀野ﾊﾞｲﾊﾟｽ関連
配水管布設替工事その1

原中屋 地内 90日間 土木一式 DIPφ75 L=112ｍ 指名競争入札 第４四半期

52
阿賀野ﾊﾞｲﾊﾟｽ関連
配水管布設替工事その2

原中屋 地内 90日間 土木一式 DIPφ75 L=131ｍ 指名競争入札 第４四半期
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1 保田第1 635-3管渠工事 切梅新田 地内 180日間 土木一式 L=588ｍ 一般競争入札 R2.7.27　済

2 保田第1 637-3管渠工事 切梅新田 地内 160日間 土木一式 L=214ｍ 一般競争入札 R2.6.25　済

3 保田第1 633管渠工事 切梅新田 地内 150日間 土木一式 L=245ｍ 一般競争入札 R2.6.10　済

4 保田第1 630-1管渠工事 切梅新田 地内 150日間 土木一式 L=249ｍ 一般競争入札 R2.6.10　済

5 保田第No.1MP設置工事 切梅新田 地内 130日間 管 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 一般競争入札 R2.10.22　済

6 保田第No.2MP設置工事 切梅新田 地内 130日間 管 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 一般競争入札 R2.10.22　済

7 山口南560管渠工事 千原 地内 140日間 土木一式 L=186ｍ 一般競争入札 R2.6.10　済

8 山口南562管渠工事 千原 地内 140日間 土木一式 L=166ｍ 一般競争入札 R2.6.10　済

9 山口南576管渠工事 天神堂 地内 160日間 土木一式 L=279ｍ 一般競争入札 R2.7.13　済

10 山口南568管渠工事 泉 地内 140日間 土木一式 L=149ｍ 一般競争入札 R2.6.5　済

11 若葉町214-1号管渠工事 百津町 地内 90日間 土木一式 L=50ｍ 一般競争入札 取りやめ

12 市野山70号管渠工事 堀越 地内 140日間 土木一式 L=143ｍ 一般競争入札 R2.6.11　済

13 市野山63号管渠工事 寺社 地内 150日間 土木一式 L=277ｍ 総合評価 取りやめ

14 市野山61-1管渠工事 寺社 地内 130日間 土木一式 L=118ｍ 一般競争入札 取りやめ

15 市野山66管渠工事 堀越 地内 140日間 土木一式 L=37ｍ 一般競争入札 R2.7.16　済

16 市野山MP設置工事 堀越 地内 130日間 管 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 一般競争入札 取りやめ

17 島田本明88号管渠工事 千原 地内 160日間 土木一式 L=509ｍ 一般競争入札 R2.7.9　済

18 島田本明87-1号管渠工事 千原 地内 180日間 土木一式 L=193ｍ 総合評価 R2.7.29　済

19 島田本明61号管渠工事 須走 地内 110日間 土木一式 L=28ｍ 一般競争入札 R2.6.25　済

20 島田本明No.7MP設置工事 千原 地内 130日間 管 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 一般競争入札 R2.10.22　済

21 島田本明No.6MP設置工事 須走 地内 130日間 管 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 一般競争入札 R2.10.22　済

22 上高関41-1号管渠工事 滝沢 地内 150日間 土木一式 L=159ｍ 一般競争入札 R2.6.25　済

23 押切845-3管渠工事 七浦 地内 140日間 土木一式 L=192ｍ 一般競争入札 取りやめ

24 押切899管渠工事 上小中山 地内 155日間 土木一式 L=175ｍ 一般競争入札 R2.5.21　済

25 押切896管渠工事 上小中山 地内 155日間 土木一式 L=111ｍ 一般競争入札 R2.5.21　済

26 下ノ橋462号管渠工事 下里 地内 150日間 土木一式 L=250ｍ 一般競争入札 R2.11.19　済

27 下ノ橋470号管渠工事 下里 地内 140日間 土木一式 L=180ｍ 一般競争入札 R2.11.19　済

28
安田浄化センター水処理施設
更新工事

保田 地内 200日間
機械器具

設置
水中撹拌機更新1.0
式

一般競争入札 R2.8.6　済

29 マンホール蓋改築工事 笹岡 地内 120日間 土木一式
マンホール蓋交換40
箇所

指名競争入札 R2.12.10　済

30
マンホールポンプ場無線監視
装置デジタル化工事

小河原ほか 地内 150日間 電気通信
無線監視装置交換22
基

一般競争入札 R2.9.3　済

31
下水道ストックマネジメント
計画改築更新計画策定業務委
託

全域 地内 240日間
コンサル
タント

計画策定１.0式 指名競争入札 R2.6.18　済

32
下水道管渠調査業務委託（カ
メラ調査）

保田 地内 150日間 その他 調査業務1.0式 一般競争入札 R2.9.24　済

33
下水道管渠調査業務委託（目
視調査）

全域 地内 150日間 その他 調査業務1.0式 指名競争入札 R2.7.30　済

34 管渠設計業務委託（公共） 全域 地内 295日間 その他 設計・施工管理 随意契約 R2.6.10　済

上下水道局（下水道）
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35 管渠設計業務委託（特環） 全域 地内 295日間 その他 設計・施工管理 随意契約 R2.6.10　済

36 全体計画見直業務委託 全域 地内 300日間
コンサル
タント

調査計画 指名競争入札 R2.7.9　済

37 下水道法事業認可業務委託 安田処理区 地内 300日間
コンサル
タント

調査計画 指名競争入札
「安田処理区」
事業変更認可業

務委託へ

38 都市計画法事業認可業務委託 安田処理区 地内 300日間
コンサル
タント

調査計画 指名競争入札
「安田処理区」
事業変更認可業

務委託へ

39 下水道台帳作成業務委託 全域 地内 300日間
コンサル
タント

調査修正 随意契約 R2.9.17　済

40
公共下水道管渠設計積算業務
委託

姥ケ橋 地内 60日間
コンサル
タント

調査・設計 指名競争入札 R2.7.16　済

41 公共下水道管渠更生工事 姥ケ橋 地内 120日間 土木一式 L=30m 一般競争入札 R2.12.10　済

42 里処理分区舗装本復旧工事 大野地 地内 80日間 土木一式 A=490㎡ 指名競争入札 R2.6.18　済

43 高田船居23号管渠工事 上高田 地内 95日間 土木一式 L=41m 指名競争入札 R2.6.18　済

44 押切894管渠工事 七浦 地内 190日間 土木一式 L=175m 一般競争入札 R2.7.30　済

45
猫山処理分区用地測量業務委
託

曽郷 地内 270日間
コンサル
タント

用地測量 指名競争入札 R2.7.9　済

46
「安田処理区」事業変更認可
業務委託

安田地区 地内 196日間
コンサル
タント

調査計画 指名競争入札 R2.9.3　済

47 真光寺出湯280-3号管渠工事 畑江 地内
20日間

（150日間）
土木一式 L-236m 一般競争入札 第４四半期

48 真光寺出湯280-5号管渠工事 出湯 地内
20日間

（180日間）
土木一式 L-284m 一般競争入札 第４四半期
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1 堀越小学校長寿命改良建築工事 野地城 地内 令和3年3月31日まで 建築一式 長寿命化 一般競争入札 R2.6.17 済

2 堀越小学校長寿命改良電気設備工事 野地城 地内 令和3年3月31日まで 電気 長寿命化 一般競争入札 R2.4.30 済

3 堀越小学校長寿命改良機械設備工事 野地城 地内 令和3年3月31日まで 管 長寿命化 一般競争入札 R2.4.30 済

4 市立学校情報設備改修（その1）工事 保田ほか 地内 令和2年12月31日まで 電気 情報設備改修 一般競争入札 R2.4.27 済

5 市立学校情報設備改修（その2）工事 姥ヶ橋ほか 地内 令和2年12月31日まで 電気 情報設備改修 一般競争入札 R2.4.27 済

6 市立学校情報設備改修（その3）工事 野地城ほか 地内 令和2年12月31日まで 電気 情報設備改修 一般競争入札 R2.4.27 済

7 市立学校情報設備改修（その4）工事 山崎ほか 地内 令和2年12月31日まで 電気 情報設備改修 一般競争入札 R2.4.27 済

8 京ヶ瀬小学校プール改修工事 姥ヶ橋 地内 60日間 建築一式 プール改修 指名競争入札 R2.4.16 済

9 笹岡小学校インターホン改修工事 山崎 地内 60日間 電気 情報設備改修 指名競争入札 R2.8.12 済

10 神山小学校トイレ改修工事 山倉 地内 令和3年3月31日まで 管 トイレ改修 一般競争入札 R2.12.11 済

11 水原小学校グラウンド照明設置工事 岡山町 地内 60日間 電気 照明器具設置 指名競争入札 R2.7.2 済

12 京ヶ瀬中学校柔道場天井改修工事 姥ヶ橋 地内 60日間 建築一式 天井改修 随意契約 R2.7.10 済

13 笹神中学校乗入通路新設工事 笹岡 地内 60日間 建築一式 乗入通路新設 随意契約 R2.4.17 済

14 市立学校大規模改造設計業務委託 岡山町 地内 令和3年3月31日まで
コンサル
タント

大規模改造設計 指名競争入札 R2.6.25 済

15 市立学校水栓改修工事 保田ほか 地内 令和3年3月31日まで 管 水栓の自動化 一般競争入札 R2.10.15 済

16 安田中学校倉庫改修工事 保田 地内 令和3年1月31日まで 建築一式 倉庫の老朽改修 指名競争入札 R2.11.5 済

17 水原小学校トイレ改修工事 岡山町 地内 令和3年3月31日まで 管 トイレ改修 一般競争入札 R2.12.3 済

18 安野小学校調理室建具枠修繕 南安野町 地内 令和2年12月31日まで 建築一式 建具修繕 指名競争入札 R2.11.5 済

19 京ヶ瀬幼稚園照明改修工事 緑岡 地内 令和3年3月31日まで 電気 LED改修工事 随意契約 第４四半期

学校教育課
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1 市工第1号環境センター長寿命化工事
阿賀野市環境
センター 地内

令和3年3月31日まで 清掃施設
機能改善、不燃物搬
送コンベア等の修繕

一般競争入札 R2.4.23 済

2 市工第2号環境センター機器修繕工事
阿賀野市環境
センター 地内

令和3年3月31日まで 清掃施設 各機器の修繕 指名競争入札 R2.4.23 済

3
市工第3号環境センターごみ供給ベルトコン
ベア更新工事

阿賀野市環境
センター 地内

令和2年12月31日まで
機械器具

設置
ベルトコンベアの更
新

指名競争入札 R2.4.23 済

4
市工第4号環境センター中央監視システム更
新工事

阿賀野市環境
センター 地内

令和2年8月31日まで 清掃施設 監視システムの更新 随意契約 R2.4.10 済

5 浸出水処理施設回転円板装置緊急修繕
阿賀野市環境
センター 地内

令和3年3月31日まで
機械器具

設置
回転円板装置の軸受
修繕

随意契約 R2.5.21 済

6 環境センターバグフィルタろ布更新等工事
阿賀野市環境
センター 地内

令和3年3月31日まで
機械器具

設置
バグフィルタのろ布
更新等

一般競争入札 R2.6.25 済

7 環境センター機器更新工事
阿賀野市環境
センター 地内

令和3年3月31日まで
機械器具

設置
ダストコンベア、シ
リンダーの更新

指名競争入札 R2.6.25 済

8
環境センターごみクレーン走行モーター等
更新工事

阿賀野市環境
センター 地内

令和3年3月31日まで
機械器具

設置
ごみクレーンの走行
モーター等更新

指名競争入札 R2.9.3 済

9 環境センター受電設備更新工事
阿賀野市環境
センター 地内

令和3年3月31日まで 電気
高圧ケーブル等の更
新

指名競争入札 R2.5.28 済

10
環境センター噴射水ろ過装置ろ過材更新工
事

阿賀野市環境
センター 地内

令和3年3月31日まで
機械器具

設置
ろ過材の更新 随意契約 R2.9.2 済

市民生活課
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令和２年度　発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。 課名

№ 工事名 場所 期間 種別 工事の概要 入札及び契約方法 入札予定時期

1
吉田東伍記念博物館
収蔵庫用空調機更新工事費

保田 地内 110日間 管 空調機更新一式 指名競争入札 R2.11.19　済

2
吉田東伍記念博物館
二酸化炭素消火設備機器更新工事費

保田 地内 150日間 消防施設 消火設備更新一式 指名競争入札 R2.7.16　済

3
市立図書館
融雪用ボイラー修繕

曽郷 地内 60日間 管 ボイラー修繕一式 指名競争入札 小規模へ移動

4
安田B&G海洋センター
プール内有圧扇取替修繕

寺社 地内 90日間 電気 有圧扇修繕一式 指名競争入札 H2.5.14　済

5
笹神体育館
空調機基盤等取替修繕

笹岡 地内 60日間 管 空調機基盤等修繕一式 指名競争入札 R2.8.20　済

6
五頭連峰少年自然の家
軒天修繕

畑江 地内 62日間
とび・土工・
コンクリート
（解体含む）

軒天修繕一式 指名競争入札 R2.10.15　済

7
市島春城生家離れ跡地
環境保全工事

中央町 地内 60日間 土木一式 土木工事一式 指名競争入札 小規模へ移動

8
笹神体育館・ふれあい会館トイレ改修工
事

笹岡・山崎
地内

令和3年3月31日 管 トイレ改修工事一式 指名競争入札 第４四半期

9
吉田東伍記念博物館
空調機器修繕

保田 地内 令和3年3月31日 管 空調機器修繕一式 指名競争入札 第４四半期

10 旧山手小学校館内設備工事 福永 地内 令和3年3月31日 管 館内設備工事一式 指名競争入札 第４四半期

生涯学習課
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令和２年度　発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。 課名

№ 工事名 場所 期間 種別 工事の概要 入札及び契約方法 入札予定時期

1
デイサービスセンターおおむろの丘給
湯設備入替工事

大室 地内 120日間 管 給湯設備の入替工事 指名競争入札 R2.4.30 済

2
デイサービスセンター第二わかばの里
厨房冷暖房設備取付工事

稲荷町 地内 60日間 管 冷暖房設備新規取付 指名競争入札 R2.4.30 済

3
デイサービスセンターむすびの里高圧期
中開閉器・高圧ケーブル交換修繕工事

寺社 地内 90日間 電気
高圧気中開閉器及び高圧ケーブルの
取替え

指名競争入札 R2.6.4 済

4 保健福祉センター京和荘変圧器・高圧コンデン
サーPCB分析調査及び変圧器取替え業務委託

曽郷 地内 90日間 電気
変圧器、高圧コンデンサー低濃度PCB分析調
査及び変圧器、高圧コンデンサーの取替え

指名競争入札 R2.6.4 済

5 保健福祉センター京和荘トイレ洋式化工事 曽郷 地内 60日間 管 和式トイレの洋式化工事 指名競争入札 第４四半期

高齢福祉課

1 ページ



令和２年度　発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。 課名

№ 工事名 場所 期間 種別 工事の概要 入札及び契約方法 入札予定時期

1 防犯カメラ設置工事 南安野町他 120日間 電気 器具取付、建柱配線 指名競争入札 R2.9.3　済

2 別館非常階段塗装工事 岡山町 地内 90日間 塗装 塗装 指名競争入札 R2.7.16　済

3 駐車場街路灯取替工事 山﨑 地内 60日間 電気
街路灯のポール及び
電球取替

指名競争入札 R2.8.26　済

4
笹神支所高圧気中開閉器及び高
圧ケーブル交換工事

山崎 地内 60日間 電気
機器の取替、ケーブ
ル交換

指名競争入札 R2.11.5　済

総務課

1 ページ



令和２年度　発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。 課名

№ 工事名 場所 期間 種別 工事の概要 入札及び契約方法 入札予定時期

1
グリーンアクアセンター
尿処理施設屋根改修工事

六野瀬 地内
7/31まで
（58日間）

建築一式
折板屋根の葺き替え　A
＝280㎡

指名競争入札 R2.6.4　済

2
林道五頭山麓線1号箇所
災害復旧工事

大室 地内 3/31まで 土木一式
擁壁工
A=19.2㎡

指名競争入札 第４四半期

3
林道五頭山麓南線1号箇所
災害復旧工事

保田 地内 3/31まで 土木一式
法面保護工
A=439.6㎡

指名競争入札 第４四半期

4 林道五頭山麓南線2号箇所 大室 地内 3/31まで 土木一式
施工延長　L=11ｍ
法面保護工　A=42.5㎡

指名競争入札 第４四半期

農林課
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令和２年度　発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。 課名

№ 工事名 場所 期間 種別 工事の概要 入札及び契約方法 入札予定時期

1
避難所施設非常用電源設
備等整備工事１

市内全域 地内 令和2年10月20日まで 電気 発電機切替盤設置工事 指名競争入札 R2.6.26 済

2
避難所施設非常用電源設
備等整備工事２

市内全域 地内 令和2年10月20日まで 電気 発電機切替盤設置工事 指名競争入札 R2.6.26 済

3
避難所施設非常用電源設
備等整備工事３

市内全域 地内 令和2年10月20日まで 電気 発電機切替盤設置工事 指名競争入札 R2.6.29 済

危機管理課
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令和２年度　発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。 課名

№ 工事名 場所 期間 種別 工事の概要 入札及び契約方法 入札予定時期

1 市内施設水栓改修工事 山崎ほか 地内 令和3年3月31日 管
市内施設水栓を自動
水栓に取替　76箇所

指名競争入札 第4四半期

管財課
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令和２年度　発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。 課名

№ 工事名 場所 期間 種別 工事の概要 入札及び契約方法 入札予定時期

1 受水槽設備修繕工事 安野町 地内
令和2年11
月28日まで

管
受水槽塗装、設置枠取
替、電気設備修繕

指名競争入札 R2.9.10済

2 本署車庫ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ取替 安野町 地内 60日間 建具
開閉不良のドア枠ごと取
替

指名競争入札 R2.11.19済

消防本部

1 ページ



令和２年度　発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。 課名

№ 工事名 場所 期間 種別 工事の概要 入札及び契約方法 入札予定時期

1 瓢湖くじゃく舎改修工事 水原 地内 50日間 建築一式
西側柱撤去交換一
式、既存ネット再利
用貼替52.8㎡

指名競争入札 R2.7.16　済

公園管理事務所

1 ページ
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