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令和２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

種別 工期 工事概要
発注予定

時期

都市整備課 吉袋清水川線側溝工事 五日町 一般 土木 ２ヶ月 道路側溝300*300　L=75ｍ 第１四半期

都市整備課 北町上西山線側溝工事 十日町 一般 土木 ２ヶ月 水路400*400　L=140ｍ 第１四半期

都市整備課 仲町線舗装工事 小田島町 一般 土木 ２ヶ月 オーバーレイ　L=160ｍ　A=960㎡ 第１四半期

都市整備課 二ツ屋大平線舗装工事 鳥越 一般 土木 ３ヶ月 オーバーレイ　L=700ｍ　A=4500㎡ 第１四半期

都市整備課 下田7号線舗装工事 下田町 一般 土木 ２ヶ月 オーバーレイ　L=130ｍ　A=700㎡ 第１四半期

都市整備課 金沢二ツ屋線舗装工事 鳥越 一般 土木 ４ヶ月 オーバーレイ　L=1860ｍ　A=12000㎡ 第１四半期

都市整備課 畑幸地線道路改良工事 本合海 一般 土木 ５ヶ月 道路改良　L=370ｍ 第１四半期

都市整備課 鳥越南沢線舗装工事 鳥越 一般 土木 ３ヶ月 オーバーレイ　L=1000ｍ　A=7000㎡ 第１四半期

都市整備課 福田工業団地1号線舗装工事 福田 一般 土木 ２ヶ月 オーバーレイ　L=300ｍ　A=2400㎡ 第１四半期

都市整備課 9号線舗装工事 若葉町 一般 土木 ２ヶ月 オーバーレイ　L=500ｍ　A=3000㎡ 第１四半期

都市整備課
玉の木団地１～４号棟給水設備改
修工事

鳥越 一般 設備 ４ヶ月 高置水槽方式を増圧直結高置水槽方式へ変更 第１四半期

都市整備課 定住促進住宅４号棟手摺設置工事 金沢 随契 建築 ２ヶ月 共用階段手摺設置 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（第1工区）

万場町 一般 土木 ４ヶ月 自由勾配側溝延長　L=１７０ｍ 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（第2工区）

常葉町 一般 土木 ４ヶ月 自由勾配側溝延長　L=２５６ｍ 第１四半期

都市整備課
上金沢町地区流雪溝送水管整備
工事

上金沢町 一般 土木 ４ヶ月 送水管延長　L=１０７ｍ 第１四半期

都市整備課 上金沢町地区流雪溝整備工事 上金沢町 一般 土木 ４ヶ月 自由勾配側溝延長　L=２１５ｍ 第１四半期

都市整備課 福田山線舗装補修工事 福田 一般 土木 ３ヶ月 路上再生　L=170m 第２四半期
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都市整備課 小桧室団地屋根改修工事 桧町 一般 建築 ５ヶ月 A=3100㎡ 第２四半期

都市整備課 定住促進住宅３号棟外壁改修工事 金沢 一般 建築 ４ヶ月 現場発泡ウレタン吹付断熱改修 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 土木 ４ヶ月
施工延長　Ｌ＝１６４ｍ
吹止柵（固定式）　Ｌ＝１６４ｍ

第２四半期

都市整備課
北本町南本町線消雪施設整備工
事

本町 一般 土木 ３ヶ月 歩道無散水消雪整備延長　L=１３８ｍ 第２四半期

都市整備課 萩野橋橋梁補修工事 萩野 一般 土木 ４ヶ月 橋梁補修　1橋 第３四半期

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

上下水道課 十日町地区配水管布設替工事 十日町 指名 水道 ３ヶ月 配水管布設替工　DIP(GX)φ150㎜ L=180m 第１四半期

上下水道課 昭和地区配水管布設替工事 昭和 指名 水道 ２ヶ月 配水管布設替工　HPPEφ150㎜ L=60m 第１四半期

上下水道課 本合海地区配水支管布設工事 本合海 指名 水道 ４ヶ月
配水支管布設工　PPφ50㎜ L= 345m
配水管布設工　HPPEφ100㎜ L=20m

第１四半期

上下水道課 金沢地区配水管布設替工事 金沢 指名 水道 ３ヶ月 配水管布設替工　HPPEφ150㎜ L=110m 第１四半期

上下水道課
指野浄水場無停電電源装置更新
工事

泉田 随契 水道 ６ヶ月 直流電源盤・UPS3KVA・分電盤一式 第１四半期

上下水道課 五日町地区配水管布設替工事 五日町 指名 水道 ３ヶ月 配水管布設替工　DIP(GX)φ100㎜ L=35m 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 水道 ３ヶ月 配水支管布設替工　PPφ50　L＝130m 第２四半期

上下水道課 上金沢地区配水管布設替工事 上金沢町 指名 水道 ３ヶ月
配水管布設替工　DIP(GX)φ150㎜ L=15m
配水支管布設工　PPφ50㎜ L=15m

第２四半期

上下水道課 日の出町地区側溝整備工事 金沢 指名 土木 ４ヶ月 RC側溝（落蓋式）500*500 L=57m 第１四半期

上下水道課
公共下水道荒小屋地区汚水管渠
布設工事

十日町 一般 土木 ６ヶ月 下水道管渠VUφ200　L=110m（開削工事） 第１四半期

上下水道課
公共下水道太田地区汚水管渠布
設工事

十日町 一般 土木 ６ヶ月 下水道管渠VUφ200　L=251m（開削工事） 第１四半期
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上下水道課
公共下水道中関屋地区汚水管渠
布設工事

金沢 一般 土木 ７ヶ月 下水道管渠VUφ200　L=69m（開削工事） 第１四半期

上下水道課
公共下水道本宮地区汚水管渠布
設工事

松本 一般 土木 ６ヶ月 下水道管渠VUφ200　L=204m（開削工事） 第１四半期

上下水道課
公共下水道トウメキ地区汚水管渠
布設工事

五日町 一般 土木 ４ヶ月 下水道管渠VUφ200　L=39m（開削工事） 第２四半期

教育総務課
明倫学園体育館棟建設工事の内
建築工事

十日町 一般 建築 １５ヶ月
明倫学園体育館棟　建築工事一式
ＲＣ造　３階建て　Ａ＝3,414㎡

第２四半期

教育総務課
明倫学園体育館棟建設工事の内
機械設備工事

十日町 一般 機械設備 １５ヶ月
明倫学園体育館棟　機械設備工事一式
ＲＣ造　３階建て　Ａ＝3,414㎡

第２四半期

教育総務課
明倫学園体育館棟建設工事の内
電気設備工事

十日町 一般 電気設備 １５ヶ月
明倫学園体育館棟　電気設備工事一式
ＲＣ造　３階建て　Ａ＝3,414㎡

第２四半期

教育総務課
明倫学園校舎棟カーテン等設置工
事

十日町 一般 建築 ３ヶ月 明倫学園校舎棟　カーテン等の設置 第３四半期

子育て推進課
（仮称）新庄小学校併設放課後児
童クラブ設置工事

城西町 一般 建築 ４ヶ月

２階放課後児童クラブ363㎡
壁・床内張断熱
内窓断熱サッシ設置、事務スペース、手洗い水飲み場
設置
ランドセル棚等設置
１階トイレ改修

第２四半期

社会教育課 戸沢家墓所５号棟保存修理工事 十日町 指名 建築 ５ヶ月
仮設工事一式
茅葺き屋根の全面葺き替え26.2㎡
犬走り舗装24.5㎡

第１四半期

商工観光課
旧蚕糸試験場新庄支場第１蚕室耐
震補強改修工事

十日町 一般 建築 ６ヶ月
第1蚕室　木造2階建て　A＝698.90㎡
使用用途　１階：集会所他　２階：ギャラリー
既存建物の耐震補強工事

第２四半期

財政課 新庄市役所西庁舎解体工事 沖の町 指名 解体 ３ヶ月 鉄骨造一部木造　２階建　Ａ=246.23㎡ 第１四半期

財政課 新庄市役所庁舎前整備工事 沖の町 一般 土木 ３ヶ月
駐車場舗装　Ａ＝2800㎡
外構工事　一式

第２四半期



令和２年度　建設工事等発注見通し（業務委託）

担当課 業務委託名称
委託場所
(新庄市)

発注
方式
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都市整備課
金沢地区流雪溝施設修正設計業
務委託

金沢 指名
測量
設計

４ヶ月 修正設計　一式 第１四半期

都市整備課
金沢二ツ屋ほか浸水対策実施設計
業務委託

鳥越 指名 測量 設計 ４ヶ月 設計業務　一式 第２四半期

上下水道課
公共下水道事業（雨水）計画変更
業務委託

- 指名 計画設計 １０ヶ月 雨水排水計画変更一式 第１四半期

上下水道課
農業集落排水処理施設機能診断
及び最適化構想業務委託

- 指名 計画設計 １０ヶ月
農業集落排水処理施設（５施設）機能診断一式
最適化構想業務一式

第１四半期

教育総務課
沼田小学校解体工事　実施設計業
務委託

十日町 指名 設計 ４ヶ月
沼田小学校解体工事の実施設計及び積算業務
ＲＣ造　３階建て　Ａ＝5,461㎡

第１四半期

教育総務課
明倫中学校解体工事　実施設計業
務委託

十日町 指名 設計 ４ヶ月
明倫中学校解体工事の実施設計及び積算業務
ＲＣ造　３階建て　Ａ＝4,944㎡

第１四半期

社会教育
旧矢作家住宅現地調査・地盤調査
業務委託

泉田 指名 測量 設計 ６ヶ月 構造図作成、ボーリング調査等 第１四半期

教育総務課
明倫学園体育館棟建設工事　工事
監理業務委託

十日町 指名 工事監理 １５ヶ月
明倫学園体育館棟の工事監理業務
ＲＣ造　３階建て　Ａ＝3,414㎡

第２四半期

子育て推進課
（仮称）新庄小学校併設放課後児
童クラブ実施設計業務委託

新庄市 指名 設計 ４ヶ月
新庄小学校小ホール改修の実施設計
S造一部ＲＣ造２階建　対象面積363㎡

第１四半期

社会教育
戸沢家墓所５号棟保存修理工事監
理業務委託

十日町 随契 監理 ６ヶ月 戸沢家墓所５号棟保存修理工事の監理業務 第１四半期

商工観光課
旧蚕糸試験場新庄支場第１蚕室耐
震補強改修工事監理業務委託

十日町 随契 工事監理 ６ヶ月 旧第１蚕室耐震補強改修工事監理 第２四半期


