
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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