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令和３年度　建設工事等発注見通し 第２四半期以降
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施工場所
(新庄市)

発注
方式

工事
種別

入札予定 工期 工事概要

都市整備課
金沢二ツ屋線浸水対策側溝工事
(第１工区)

鳥越 一般 土木 2021年7月 6ヶ月 側溝工　L=140ｍ

都市整備課 横打１号線側溝工事 千門町 指名 土木 2021年7月 3ヶ月 側溝工　L=50ｍ

都市整備課
(繰越明許+R3現年）
泉田・泉田停車場線舗装工事

泉田 一般 舗装 2021年7月 3ヶ月 オーバーレイ　L=1,000ｍ　A=6,500㎡

都市整備課 福田工業団地線舗装工事 福田 一般 舗装 2021年7月 6ヶ月 切削オーバーレイ　L=2,200ｍ　A=22,000㎡

都市整備課 本合海上野線舗装工事 本合海 指名 舗装 2021年7月 3ヶ月 切削オーバーレイ　L=310ｍ　A=1,900㎡

都市整備課 泉田二枚橋線防雪柵設置工事 萩野 一般 土木 2021年7月 4ヶ月 吹留柵（固定式）　L=85m

都市整備課
上金沢地区流雪溝整備工事
（第２工区）

上金沢町 一般 土木 2021年7月 4ヶ月 自由勾配側溝　L=120m

都市整備課
上金沢地区流雪溝電気・機械設備整備
工事

上金沢町 一般 電気 2021年7月 4ヶ月 電気・機械設備　一式

都市整備課
（繰越明許・R3現年）
市道角沢松本線道路改良工事

鳥越 一般 土木 2021年8月 6ヶ月 道路改良工事　Ｌ＝503ｍ

都市整備課 小桧室団地屋根改修工事 桧町 一般 建築 2021年8月 5ヶ月 既存ステンレス防水屋根改修　A=2,800㎡

都市整備課 鍋倉橋橋梁補修工事 昭和 指名 土木 2021年9月 5ヶ月 橋梁補修工事　一式
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都市整備課 金沢二ツ屋線舗装工事 鳥越 指名 舗装 2021年10月 2ヶ月 オーバーレイ　L=150ｍ　A=900㎡

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 2021年7月 2ヶ月
配水管布設替工　DIP(GX)φ150㎜ L=15m
　　　　　　　　　 　　PPφ50㎜ L=15m

上下水道課 第二庁舎無停電電源装置更新工事 泉田 一般 電気 2021年7月 6ヶ月 直流電源盤・ＵＰＳ３KVA・分電盤一式

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 2021年9月 2ヶ月 配水管布設替工　HPPEφ150㎜ L=  60m

上下水道課
新庄市公共下水道中関屋地区汚水管渠
推進工事

金沢 一般 土木 2021年8月 4ヶ月 汚水管渠推進工　φ200　L=33.0ｍ

教育総務課 旧沼田小学校解体工事 十日町 一般 解体 2021年8月 8ヶ月

敷地内に存在する建物及び付帯設備と地上工作物建
物及び工作物の解体撤去
主な解体対象
・　管理教室棟　ＲＣ造　２階建　1,441㎡
・　教室棟　ＲＣ造　３階建　1,987㎡
・　体育館棟　Ｓ・ＲＣ造　２階建　1,802㎡
・　その他付帯建物等

教育総務課 旧明倫中学校解体工事 十日町 一般 解体 2022年2月 8ヶ月

敷地内に存在する建物及び付帯設備と地上工作物建
物及び工作物の解体撤去
主な解体対象
・　教室棟　ＲＣ造　３階建　2,239㎡
・　管理棟　ＲＣ造　３階建　1,400㎡
・　体育館棟　Ｓ造　１階建　1,005㎡
・　その他付帯建物等

社会教育課 陸上競技場公認更新修繕 金沢 一般 土木 2021年7月 4ヶ月
走路関係　一式
施設関係　一式
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社会教育課 市民プラザエレベーター改修工事 大手町 一般 建築 2021年8月 8ヶ月 エレベーターリニューアル工事

社会教育課 体育館進入路融雪システム更新工事 金沢 指名 土木 2021年9月 3ヶ月 融雪システム関係　一式

子育て推進課 日新放課後児童クラブ施設改修工事 松本 一般 建築 2021年8月 4ヶ月 屋根防水、内装改修工事一式

環境課 防災行政無線屋外拡声子局移設工事 本合海 随契 電気通信 2021年7月 5ヶ月 防災行政無線の移設

環境課 横町公衆トイレ改修工事 横町 指名 建築 2021年8月 3ヶ月

基本構造：バリアフリー構造
基本的機能：多目的トイレ＋男子小便器１基
多目的トイレ機能：おむつ交換台・フィッティングボー
ド・ベビーキープ・手摺り等

以下余白
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都市整備課 横打橋橋梁補修設計業務委託 飛田 指名 設計 第１四半期 5ヶ月 橋梁補修設計　1式

都市整備課
繰越明許市道一本柳檜葉沢線測量設計
業務委託

五日町 一般 土木 第２四半期 6ヶ月 測量設計業務　一式　Ｌ＝1,210ｍ

教育総務課
旧明倫中学校解体工事に伴う
地盤変動影響調査業務委託

十日町 指名 測量 第４四半期 2ヶ月

地盤測量、対象建築物及び工作物の調査
4級水準測量　1式
木造建物　3棟
非木造　1棟
工作物　1箇所

以下余白
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