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令和元年度　建設工事等発注見通し 第２四半期以降

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 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=８０ｍ
送水管整備工　Ｌ=７５ｍ

第２四半期

都市整備課 市道吉袋清水川線側溝整備工事 五日町 指名 ３ヶ月 土木 側溝工　300*300　L=70m 第２四半期

都市整備課 泉田橋橋梁撤去工事 泉田 一般 ７ヶ月 土木 橋梁撤去　N=１橋 第２四半期

都市整備課 市道沖の町中山町線舗装工事 常葉町 一般 ３ヶ月 土木 切削オーバーレイ　L=700ｍ 第２四半期

都市整備課 市道大谷地１号線舗装工事 角沢 指名 ３ヶ月 土木 オーバーレイ　L=500m 第２四半期

都市整備課 市道仲町線舗装工事 小田島町 指名 ３ヶ月 土木 オーバーレイ　L=500m 第２四半期

都市整備課 市道足達前１号線舗装工事 栄町 指名 ３ヶ月 土木 オーバーレイ　L=180m 第２四半期

都市整備課 市道沖・鉄砲町線舗装工事 沖の町 指名 ３ヶ月 土木 オーバーレイ　L=400ｍ 第２四半期

都市整備課 市道畑幸地線道路改良工事 本合海 一般 ８ヶ月 土木 道路改良工事　L=370ｍ 第２四半期

都市整備課 市道上山屋亀割線道路災害復旧工事 金沢 一般 ６ヶ月 土木 災害復旧工事　L=33ｍ 第２四半期

都市整備課 市道上山屋萩野線道路災害復旧工事 萩野 一般 ６ヶ月 土木 災害復旧工事　L=79ｍ 第２四半期
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都市整備課 市道西の山石塚線道路災害復旧工事 金沢 一般 ６ヶ月 土木 災害復旧工事　L=89ｍ 第２四半期

都市整備課 東山団地２号棟断熱サッシ設置工事 金沢 指名 ３ヶ月 建築

W=1700,H=1800 40箇所
W=1300,H=1800 40箇所
W=1500,H=1800 40箇所
W=1700,H=1300 40箇所

第２四半期

都市整備課 定住促進住宅断熱サッシ設置等工事 金沢 一般 ３ヶ月 建築
W=1700,H=1800 40箇所
W=1300,H=1800 40箇所
W=1500,H=1800 40箇所

第２四半期

都市整備課 市道北町上西山線側溝整備工事 十日町 指名 ３ヶ月 土木 側溝工　400*400　L=100m 第３四半期

都市整備課 市道角沢松本線道路改良工事 松本 一般 ６ヶ月 土木 道路改良工事　L=50ｍ 第３四半期

上下水道課
昭和地区送水管布設替工事
【泉田道路築造関連】

昭和 一般 ７ヶ月 水道 送水管布設替工　DIP(NS)φ500㎜ L=120m 第２四半期

上下水道課
本合海（畑）地区配水支管
布設工事【畑地区市道整備関連】

本合海 一般 ３ヶ月 水道 配水支管布設工　PPφ50㎜ L=350m 第２四半期

上下水道課
新庄市公共下水道
太田地区汚水管渠布設工事

十日町 一般 ４ヶ月 土木 汚水管渠φ200　L=170ⅿ　開削工事 第２四半期

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

五日町 一般 ３ヶ月 土木 汚水管渠φ200　L=70ⅿ　開削工事 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 ５ヶ月 土木 汚水管渠φ200　L=193ⅿ　開削工事 第２四半期

上下水道課
十日町地区配水管布設替工事
【泉田道路築造関連】

十日町 指名 ３ヶ月 水道 配水管布設替工　DIP(GX)φ150㎜ L=100m 第３四半期
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上下水道課
昭和地区配水管布設替工事
【泉田道路築造関連】

昭和 指名 ３ヶ月 水道 配水管布設替工　RRVWφ150㎜ L=170m（仮設） 第３四半期

上下水道課
下金沢町地区配水管布設替工事
【流雪溝整備関連】

下金沢町 指名 ３ヶ月 水道 配水管布設替工　DIP(GX)φ150㎜ L=40m 第３四半期

上下水道課
松枝地区配水管布設替工事
【流雪溝整備関連】

松本 指名 ３ヶ月 水道
配水管布設替工　DIP(GX)φ75～150㎜ L=18m
　　　　　　　　　 　　DIP(GX)φ75㎜ L=12m

第３四半期

上下水道課
本合海地区送配水管布設替工事
【災害復旧】

本合海 指名 ３ヶ月 水道
配水管布設替工　DIP(GX)φ 75㎜ L=124.5m
　　　　　　　　　　　 DIP(GX)φ150㎜ L=124.5m

第３四半期

上下水道課 北沢地区排水路応急復旧工事 金沢 一般 ３ヶ月 土木 かご工(ふとんかご)43㎡、大型土のう設置76袋 第３四半期

農林課
平成３０年度繰越明許
平成３０年災(15-1、101)８月豪雨災害
新庄西(1・3)地区災害復旧工事

十日町
字下原

指名 ３ヶ月 土木
水路復旧延長　L=20.0ｍ（堆積土砂除去）
農地復旧工　 　A=0.30ha（堆積土砂除去）

第２四半期

農林課
平成３０年度繰越明許
平成３０年災(15-10、108)８月豪雨災害
宮野(7・8)地区災害復旧工事

大字本合海
字トコロ沢

指名 ３ヶ月 土木
水路復旧延長　L=24.0ｍ（ふとんかご工）
農地復旧工　 　A=0.13ha（畦畔復旧工）

第２四半期

農林課
平成３０年度繰越明許
平成３０年災(15-2)８月豪雨災害
宮野(13)地区災害復旧工事

大字本合海
字宮野

指名 ２ヶ月 土木 農地復旧工　 　L=13.0ｍ（ふとんかご工） 第２四半期

農林課
平成３０年度繰越明許
平成３０年災(15-115)８月豪雨災害
泉ヶ丘地区災害復旧工事

十日町
字冷水沢

指名 ３ヶ月 土木 道路復旧工　 　L=29.5ｍ（ふとんかご工）　 第２四半期

農林課
平成３０年度繰越明許
平成３０年災(15-4、103)８月豪雨災害
萩野(5・4)地区災害復旧工事

大字萩野
字水上

指名 ３ヶ月 土木
水路復旧延長　L=62.0ｍ（水路設置工、ふとんかご
工、法面復旧工）
農地復旧工　 　A=0.13ha（堆積土砂除去）

第２四半期

農林課
平成３０年度繰越明許
平成３０年災(15-102)８月豪雨災害
新庄西(2)地区災害復旧工事

十日町
字滝ノ倉

指名 ３ヶ月 土木 道路復旧工　 　L=11.0ｍ（コンクリートブロック積工）　 第２四半期
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教育総務課
子育て推進課

明倫学園校舎棟建設工事の内
建築工事

十日町 一般 １７ヶ月 建築
校舎棟（放課後児童クラブを含む）
ＲＣ造　３階建　Ａ=9,112.09㎡　建築工事一式

第２四半期

教育総務課
子育て推進課

明倫学園校舎棟建設工事の内
電気設備工事

十日町 一般 １７ヶ月 電気
校舎棟（放課後児童クラブを含む）
ＲＣ造　３階建　Ａ=9,112.09㎡　電気設備工事一式

第２四半期

教育総務課
子育て推進課

明倫学園校舎棟建設工事の内
機械設備工事

十日町 一般 １７ヶ月 管
校舎棟（放課後児童クラブを含む）
ＲＣ造　３階建　Ａ=9,112.09㎡　機械設備工事一式

第２四半期

財政課 新庄市役所会議室棟建設工事 沖の町 一般 ７ヶ月 建築 木造　２階建　Ａ=273.27㎡ 第２四半期
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上下水道課
本合海地区送配水管災害査定及び
設計業務委託

本合海 指名 ３ヶ月 設計
災害査定
送配水管詳細設計（布設替）　Ｌ＝２５０ｍ

第２四半期

教育総務課
子育て推進課

明倫学園校舎棟建設工事工事監理業務
委託

十日町 指名 １７ヶ月 工事監理
校舎棟（放課後児童クラブを含む）の工事監理業務
ＲＣ造　３階建　Ａ=9,112.09㎡

第２四半期
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