
平成３０年度　建設工事等発注見通し（工事）

担当課 工事名称
施工場所
(新庄市)

発注
方式

工期 種別 工事概要
発注予定

時期

都市整備課
最上公園あじさい広場便所新築工
事

堀端町 指名 ４ヶ月 建築 ＲＣ造平屋（建築面積：約26㎡、延床面積：約26㎡） 第１四半期

都市整備課 市道月岡線舗装工事 五日町 指名 ２ヶ月 土木 舗装工　L=２１０ｍ　W=４ｍ 第１四半期

都市整備課 市道柳町線側溝整備工事 大手町 指名 ３ヶ月 土木 側溝工　300*300　L=60ｍ 第１四半期

都市整備課
平成２９年度繰越明許
沖の町・中山町地区流雪溝取水施
設整備工事

五日町 一般 ６ヶ月 土木
建屋　１棟
機械・電気設備　一式

第１四半期

都市整備課
平成２９年度繰越明許
市道泉田二枚橋線防雪柵設置工
事

萩野 一般 ４ヶ月 土木 防雪柵設置工　Ｌ＝１８０ｍ 第１四半期

都市整備課
沖の町・中山町地区流雪溝整備工
事

常葉町 一般 ３ヶ月 土木
流雪溝整備工　Ｌ＝４０ｍ
送水管整備工　Ｌ＝６７ｍ
制御盤設置工　Ｎ＝１基

第１四半期

都市整備課 東山団地２号棟外壁改修等工事 金沢 一般 ４ヶ月 建築
・断熱材　現場発泡ウレタン　    　　1,030㎡
・外装材　金属サイディング　　　　　1,040㎡
・樹脂内窓設置　4箇所×40室　　　　　 160箇所

第１四半期

上下水道課
泉田地区配水本管布設替工事
関連舗装復旧工事

泉田 一般 ２ヶ月 土木
施工延長　Ｌ＝８５０ｍ
・片側全面本復旧 Ａ＝３，０００㎡

第１四半期

上下水道課
新庄市公共下水道
荒小屋地区汚水管渠布設工事

十日町 一般 ６ヶ月
土木

（下水道）
汚水管渠（県道）φ350～200　L=256m　開削工事 第１四半期

上下水道課
新庄市公共下水道
トウメキ地区汚水管渠布設工事
（第1工区）

五日町 一般 ６ヶ月
土木

（下水道）
汚水管渠（市道、JR）φ500/100　L=32m　推進工事 第１四半期

上下水道課
新庄市公共下水道
トウメキ地区汚水管渠布設工事
（第２工区）

五日町 一般 ４ヶ月
土木

（下水道）
汚水管渠（市道）φ200　L=48m　開削工事、
ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　1式

第１四半期

上下水道課
新庄市公共下水道
金沢新町地区汚水管渠布設工事

金沢外１ 一般 ３ヶ月
土木

（下水道）
汚水管渠（市道）φ350　L=167m　開削工事 第１四半期

上下水道課
新庄市公共下水道
西町地区汚水管渠布設工事

十日町 一般 ３ヶ月
土木

（下水道）
汚水管渠（私道）φ200　L=253m　開削工事 第１四半期

教育総務課
八向中学校体育館等屋根塗装工
事

升形 指名 ３ヶ月 塗装 屋根塗装　Ａ＝1,096㎡ 第１四半期
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教育総務課
日新中学校大規模改修工事の内
　体育館改修工事

松本 一般 ４ケ月 建築 改修工事　Ａ＝1,200㎡ 第１四半期

社会教育課 戸沢家墓所２号棟保存修理工事 十日町 指名 ５ヶ月 建築 文化財（史跡）建造物の茅葺き屋根の葺き替え 第１四半期

社会教育課 ふるさと歴史センター屋根塗装工事 堀端町 指名 ３ヶ月 塗装 横長尺カラー鉄板屋根等の塗り替え 第１四半期

社会教育課 市民球場ラバーフェンス改修工事 金沢 指名 ４ヶ月 建築 野球場フェンスのクッションラバーの全面改修 第１四半期

社会教育課
山屋セミナーハウスバリアフリー化
工事

金沢 指名 ４ヶ月 建築 玄関スロープ及び多目的トイレの設置改修 第１四半期

商工観光課
旧蚕糸試験場新庄支場第５蚕室耐
震補強改修工事

十日町 一般 ８ヶ月 建築
旧第５蚕室（産直施設）の耐震補強と公開活用のため
の設備工事

第１四半期

財政課 新庄市役所建設庁舎改修工事 沖の町 指名 ５ヶ月 建築
市役所建設庁舎２階間仕切変更
エアコン設置、電気設備工事

第１四半期

財政課
新庄市役所本庁舎ネットワーク改
修工事

沖の町 随契 １０ヶ月 通信
市役所本庁舎ネットワーク再構築、ケーブル敷設替え
電話交換機移設

第１四半期

財政課 新庄市役所受変電設備更新工事 沖の町 指名 ６ヶ月 電気 市役所受変電設備の設置、撤去等 第１四半期

都市整備課 栄橋橋梁補修工事 栄町 一般 ６ヶ月 土木 橋梁補修　１橋 第２四半期

都市整備課 市道福田山線舗装補修工事 福田 一般 ６ヶ月 土木 路盤改良舗装工事　L=200ｍ 第２四半期

都市整備課 市道朴沢線舗装工事 萩野 一般 ４ヶ月 土木 オーバーレイ　L=400ｍ 第２四半期

都市整備課 市道金沢鉄砲町線舗装工事 下田町 一般 ４ヶ月 土木 オーバーレイ　L=350ｍ 第２四半期

都市整備課
市道北本町南本町線消雪施設整
備工事

本町 一般 ５ヶ月 土木
歩道無散水消雪施設工　Ｌ＝１２０ｍ
深井戸機械・電気設備工　一式

第２四半期

都市整備課
市道泉田二枚橋線防雪柵設置工
事

萩野 一般 ３ヶ月 土木 防雪柵設置工　Ｌ＝５５ｍ 第２四半期

上下水道課 指野浄水場場内整備工事 泉田 一般 ４ヶ月 土木
舗装工　Ａ=１，０１５㎡
U型側溝３００　Ｌ＝１２０m
管渠φ２００　Ｌ＝７０ｍ

第２四半期
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上下水道課 泉田地区配水本管布設替工事 泉田 一般 ４ヶ月 水道
施工延長　Ｌ＝２９３ｍ
・DIP(GX)φ４００㎜ Ｌ＝２９３ｍ

第２四半期

上下水道課 トウメキ地区配水管布設替工事 五日町 指名 ４ヶ月 水道
施工延長　Ｌ＝７７ｍ
・HPPEφ１００㎜ Ｌ＝７７ｍ

第２四半期

上下水道課 十日町地区配水管布設替工事 十日町 指名 ２ヶ月 水道
施工延長　Ｌ＝１００ｍ
・DIP(GX)φ２００㎜ Ｌ＝１００ｍ

第２四半期

上下水道課 十日町地区配水支管布設替工事 十日町 指名 ４ヶ月 水道
施工延長　Ｌ＝２５０ｍ
・PPφ３０～５０㎜ Ｌ＝２５０ｍ
・PPφ２０㎜ ２１件

第２四半期

上下水道課 東谷地田町地区高水圧対策工事 東谷地田町 指名 ４ヶ月 水道

DIPφ500＊DIPφ100割T、DIPφ100＊DIPφ100割T
DIPφ100　L=5.0ｍ
DIPφ150　インサートバルブ設置
DIPφ150*DIPφ75割T　DIPφ75　L=4.0ｍ
DIPφ500＊DIPφ100割T、DIPφ100＊DIPφ100割T
DIPφ100　L=6.0ｍ

第２四半期

上下水道課 円満寺・金沢地区高水圧対策工事
円満寺・

金沢
指名 ４ヶ月 水道

DIPφ500＊DIPφ150割T、VPφ150＊VPφ150割T
DIPφ150　L=9.0ｍ

第２四半期

上下水道課 金沢・鳥越地区高水圧対策工事
金沢・
鳥越

指名 ４ヶ月 水道
DIPφ100　インサートバルブ設置
DIPφ500*DIPφ100割T、DIPφ100*DIPφ100割T

第２四半期

上下水道課
新庄市公共下水道
本宮地区汚水管渠布設工事

松本 一般 ４ヶ月
土木

（下水道）
汚水管渠（市道）φ200　L=295m　開削工事 第２四半期

上下水道課 谷地田地区雨水排水路整備工事 金沢 指名 ２ヶ月 土木 RC水路1200×1000×2000　L=56m 第２四半期

都市整備課
市道角沢松本線道路改良（排水
路）工事

松本 一般 ６ヶ月 土木 排水路工　HF-1200*1200　L=127m 第３四半期
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上下水道課
新庄市上水道事業
耐震化計画策定業務委託

市内一円 指名 １０ヶ月 設計 耐震化計画策定業務　一式 第１四半期

上下水道課
新庄市浄化センター
再構築支援業務委託（H29-30）

升形 随契 ９ヶ月 工事管理
長寿命化計画による管理棟、水処理施設、汚泥棟改
築工事に関する技術支援

第１四半期

上下水道課
新庄市浄化センター
再構築支援業務委託（H30-31）

升形 随契 ９ヶ月 工事管理
長寿命化計画による水処理施設、汚泥棟改築工事
に関する技術支援

第１四半期

教育総務課
子育て推進課

明倫学区義務教育学校実施設計
業務委託

十日町 指名 １０ヶ月 設計

建築実施設計業務
校舎　　３階建　A= 8,800㎡程度
体育館　２階建　A= 3,100㎡程度
放課後児童ｸﾗﾌﾞ　A=   240㎡程度
その他外構等一式

第１四半期

教育総務課
明倫学区義務教育学校建設に伴う
現況測量業務委託

十日町 指名 ４ヶ月 調査 Ａ＝約51,000㎡ 第１四半期

社会教育課
八向地区公民館建替調査業務委
託

本合海 指名 ６ヶ月 調査･設計
地区公民館のコミュニティセンター化に向けた基礎
調査及び概算設計

第１四半期

社会教育課
戸沢家墓所２号棟工事監理業務委
託

十日町 随契 ６ヶ月 工事監理 文化財（史跡）の保存修理の工事監理業務 第１四半期

商工観光課
旧蚕糸試験場新庄支場第５蚕室耐
震補強改修工事監理業務

十日町 指名 ８ヶ月 工事監理
旧第５蚕室（産直施設）の耐震補強と公開活用のた
めの設備工事の監理

第１四半期

商工観光課
旧蚕糸試験場新庄支場第４蚕室耐
震補強改修工事基本設計業務

十日町 随契 ４ヶ月 設計
旧第４蚕室の耐震補強と公開活用のための設備工
事の基本設計

第１四半期

商工観光課
旧蚕糸試験場新庄支場第４蚕室耐
震補強改修工事実施設計業務

十日町 随契 ５ヶ月 設計
旧第４蚕室の耐震補強と公開活用のための設備工
事の実施設計

第１四半期

環境課
新庄市デジタル防災行政無線（同
報系）整備実施設計業務委託

市内一円 指名 １１ヶ月 設計

市内全域へ防災情報を迅速に伝達するため、既設
の防災行政無線設備を活用しながら、屋外拡声子局
増設の実施設計を行う。
増設予定子局数：５０基

第１四半期

財政課
新庄市役所本庁舎外構工事及び実
施設計業務委託

沖の町 指名 ６ヶ月 測量設計 市役所本庁舎駐車場及び側溝等の外構設計 第１四半期

都市整備課
橋梁長寿命化修繕計画策定業務
委託

市内一円 指名 ６ヶ月 計画策定 橋梁１２０橋 第２四半期

都市整備課
泉田橋橋梁撤去工測量設計業務
委託

泉田 指名 ８ヶ月 測量設計 橋梁撤去測量設計　１橋 第２四半期
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都市整備課
市道角沢松本線工損調査業務委
託

松本 指名 ６ヶ月 調査 工損調査　家屋５件 第２四半期
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