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平成３１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
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=１８５ｍ
送水管整備工　Ｌ＝７５ｍ

第１四半期

都市整備課 市道畑・幸地線道路改良工事 本合海 一般 ９ヶ月 土木 道路改良工事　L=370ｍ 第１四半期

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１四半期

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１四半期

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１四半期

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=48ｍ 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 ４ヶ月 土木 歩道無散水消雪施設工　L=200ｍ 第２四半期

都市整備課 金沢地区流雪溝整備工事 下金沢町 一般 ３ヶ月 土木 流雪溝整備工　L＝120ｍ 第２四半期

都市整備課 東山団地２号棟内窓設置工事 金沢 指名 ２ヶ月 建築 樹脂内窓設置　40戸 第２四半期

都市整備課
定住促進住宅３号棟外壁等改修工
事

金沢 一般 ５ヶ月 建築
外壁改修、断熱サッシ改修、排水管耐久性向上、
風呂釜交換

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=100m 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 市道福田山線舗装補修工事 福田 一般 ３ヶ月 土木 路上路盤再生工　L=200ｍ 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 一般 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 一般 ３ヶ月 土木 オーバーレイ　L=500ｍ 第２四半期
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都市整備課 市道足達前１号線舗装工事 栄町 一般 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 一般 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 萩野橋橋梁補修工事 萩野 一般 ６ヶ月 土木 橋梁補修　N=１橋 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=150ｍ 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１四半期

上下水道課
本宮地区配水管布設替工事
【下水道工事関連】

松本 指名 ３ヶ月 水道 配水管布設替工　HPPEφ75　L＝80m 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 汚水管渠φ200～350　L=172ⅿ　開削工事 第１四半期

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 ３ヶ月 土木 汚水管渠φ200　L=170ⅿ　開削工事 第１四半期

上下水道課
新庄市公共下水道
東山・三吉町地区汚水管渠布設工

金沢 一般 ３ヶ月 土木 汚水管渠φ200　L=32ⅿ　開削工事 第１四半期

上下水道課 北沢地区排水路整備工事 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、
浚渫V=594㎡

第１四半期

上下水道課
本合海（畑）地区配水支管布設工
事

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
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２四半期

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 ４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
泉田地区配水本管既設管充填工
事

泉田 一般 ５ヶ月 土木 既設管充填工　ﾓﾙﾀﾙ充填DIPφ450㎜ L=1,740m 第２四半期
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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

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

教育総務課
明倫学園建設工事に伴う
先行既存解体工事

十日町 指名 ２ヶ月 解体
明倫中学校技術室の解体　木造　平屋　Ａ=165㎡
明倫中学校柔道場の解体　木造　平屋　A=99㎡

第１四半期

教育総務課 旧萩野小学校建物解体工事 萩野 一般 ４ヶ月 解体
校舎棟　RC造　２階建　Ａ=1,535㎡
屋内運動場　S造＋RC造　１階建　Ａ＝715㎡

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
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

社会教育課 戸沢家墓所５号棟保存修理工事 十日町 指名 ７ヶ月 建築
屋根工事　茅葺屋根葺替　　　78.3㎡
　　　　　　　山茅（良品質）　　　431束

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

十日町 指名 ８ヶ月 建築 旧第４蚕室の耐震補強と公開活用のための改修工事 第２四半期

財政課 新庄市役所東庁舎解体工事 沖の町 指名 ３ヶ月 解体 ＲＣ造＋Ｓ造２階建及びＲＣ造望楼４層　Ａ=980.86㎡ 第１四半期

財政課 （仮称）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

環境課
デジタル災行政無線(同報系)整備
工事

市内一円 一般 ９ヶ月 電気通信 拡声子局47基増設、ホース吊下げ柱16基の設置 第１四半期
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都市整備課
西町・川西町地区流雪溝整備事業
基礎調査業務委託

十日町他 随契 ８ヶ月 基礎調査 基本設計　L=5.0ｋｍ 第１四半期

上下水道課
高水圧対策水道管網計算業務委
託

市内一円 指名 ８ヶ月 調査設計 将来計画管網計算 第１四半期

上下水道課
鳥越地区（山堰）流域調査検討業
務委託

鳥越 指名 ８ヶ月 調査設計 A=60ha（流域調査および排水断面・ルート検討） 第１四半期

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

社会教育課
史跡新庄藩主戸沢家墓所１号棟実
施設計業務委託

十日町 随契 ３ヶ月 設計 １号棟保存修理工事実施設計業務委託 第１四半期

商工観光課
旧蚕糸試験場新庄支場第４蚕室
耐震補強改修工事設計監理業務

十日町 随契 ８ヶ月 設計監理
旧第４蚕室の耐震補強と公開活用のための設備工
事の設計監理

第２四半期

商工観光課
旧蚕糸試験場新庄支場第１蚕室
耐震補強改修工事設計業務

十日町 随契 ８ヶ月 設計業務
旧第１蚕室の耐震補強と公開活用のための設備工
事の設計

第２四半期

環境課
新庄市デジタル災行政無線(同報
系)整備工事監理業務委託

市内一円 随契 ９ヶ月 電気通信
拡声子局47基増設、ホース吊下げ柱16基の設置に
係る工事監理業務

第１四半期


