
令和４年度

新　庄　市

建設工事等発注見通し



令和４年度

件　　　名 工事場所 工事種別
入札及び
契約の方法

工　事　の　概　要 期間
入札／契約
予定時期

担　　当

指名競争入札 解体工事　一式 3ヶ月 ４月 都市整備課

指名競争入札 B300*H300 L=140ｍ 2ヶ月 ４月 都市整備課

一般競争入札 配水管布設工　　HPPEφ100㎜ L=440m 7ヶ月 ４月 上下水道課
配水管布設替工　HPPEφ150㎜ L=160.8m　
　　　　　　　　HPPEφ100㎜ L=56.4m　
 　　　　　　　 HPPEφ 75㎜ L=89.8m

一般競争入札 配水管布設工　HPPEφ100㎜ L=369.0m 7ヶ月 ４月 上下水道課
　　　　　　　2重管 SUS304 100A / STK400 200A L=76.4m

一般競争入札 配水管布設工　HPPE（保温被覆）φ100㎜ L=397.9m 7ヶ月 ４月 上下水道課
　　　　　　　2重管 SUS304 100A / STK400 250A L=20.6m

一般競争入札 グランド整備工事の内　解体工事 3ヶ月 ４月 教育総務課

一般競争入札 排水路移設工事 6ヶ月 ５月 商工観光課

指名競争入札 道路改良工事　L=71ｍ 6ヶ月 ５月 都市整備課

一般競争入札 道路改良工事　L=300ｍ 6ヶ月 ５月 都市整備課

一般競争入札 開削工事　φ200　L＝160.0m 5ヶ月 ５月 上下水道課

新庄市十日町地内

市道一本柳檜葉沢線道路改良工事 新庄市五日町地内 土木一式

トウメキ地区汚水管渠布設工事 新庄市五日町地内 土木一式

土木一式

発 注 見 通 し

横根山緑地排水路移設工事 新庄市大字泉田地内 土木一式

（繰越明許）市道一本柳檜葉沢線
道路改良工事

新庄市五日町地内 土木一式

本合海地区配水管橋梁添架工事 新庄市大字本合海地内 管

明倫学園グランド整備工事の内
解体工事

新庄市十日町地内 解体

金沢地区配水管布設工事 新庄市金沢字中関屋地
内

管

本合海地区配水管布設工事 新庄市大字本合海地内 管

最上公園屋外ステージ解体工事 新庄市堀端町地内 土木一式

市道大道西１号線側溝整備工事
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令和４年度

件　　　名 工事場所 工事種別
入札及び
契約の方法

工　事　の　概　要 期間
入札／契約
予定時期

担　　当

発 注 見 通 し

一般競争入札 B800-H1000～1200 L=180ｍ　 5ヶ月 ５月 都市整備課
B650-H415 L=100ｍ

指名競争入札 床面積　19.2㎡ 3ヶ月 ５月 財政課

一般競争入札 トイレ改修等 3ヶ月 ５月 社会教育課

一般競争入札 配水管布設替工　DCIPφ250㎜ L=180.0m　 5ヶ月 ５月 上下水道課

一般競争入札 配水管布設替工　HPPEφ100㎜ L=200m 6ヶ月 ５月 上下水道課
仮設管布設工　　一式
　　　　　　　　給水管　N=7箇所

指名競争入札 施行延長37.0ｍ 4ヶ月 ６月 農林課
　１工区　11.0ｍ
　２工区　10.0ｍ
　３工区　16.0ｍ

一般競争入札 吹留柵（固定式）　L=84m 5ヶ月 ６月 都市整備課

一般競争入札 送水管DIP-GXφ200～350㎜　L=100m 5ヶ月 ６月 都市整備課

一般競争入札 自由勾配側溝B500  L=117m 5ヶ月 ６月 都市整備課

一般競争入札 排水フリュームB1000～1400-H700～900  L=209m 5ヶ月 ６月 都市整備課

桧町地区流雪溝整備工事 新庄市桧町地内 土木一式

桧町地区流雪溝流末整備工事 新庄市十日町地内 土木一式

市道泉田二枚橋線防雪柵設置工事 新庄市大字萩野地内 土木一式

上金沢町地区流雪溝送水管整備工
事

新庄市上金沢町地区 土木一式

五日町地区配水管布設替工事 新庄市五日町・新町・
千門町地内

管

林道山屋線道路整備工事 新庄市大字鳥越地内 土木一式

八向地区公民館改修工事 新庄市大字本合海地内 建築一式

昭和地区配水管布設替工事 新庄市大字昭和地内 管

鳥越地区浸水対策側溝工事 新庄市大字鳥越地内 土木一式

市役所駐輪場設置工事 新庄市沖の町地内 建築一式
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令和４年度

件　　　名 工事場所 工事種別
入札及び
契約の方法

工　事　の　概　要 期間
入札／契約
予定時期

担　　当

発 注 見 通 し

一般競争入札 吹留柵（固定式） L=104m 5ヶ月 ６月 都市整備課

一般競争入札 開削工事　φ200　L＝97.0m 5ヶ月 ６月 上下水道課

一般競争入札 雨水幹線雨水排水路整備工事　L＝102.0m 7ヶ月 ６月 上下水道課

一般競争入札 開削工事　φ200　L＝203.0m 6ヶ月 ６月 上下水道課

一般競争入札 開削工事　φ200　L＝204.0m 6ヶ月 ６月 上下水道課

一般競争入札 テニスコートを人工芝へ改修 6ヶ月 ６月 教育総務課

指名競争入札 萩野学園教科教室、特別教室へのエアコン設置工事 9ヶ月 ６月 教育総務課

一般競争入札 配水管布設替工　HPPEφ150㎜ L=337.3m　 5ヶ月 ６月 上下水道課
　　　　　　　　PPφ50㎜ L=47.1m
　　　　　　　　消火栓接続工　N=2箇所
　　　　　　　　給水管　N=10箇所

指名競争入札 配水支管布設替工　PPφ50㎜　L=65m 5ヶ月 ６月 上下水道課
配水管布設替工　HPPEφ75㎜　L=110m
配水支管布設工　PPφ50㎜　L=70m

一般競争入札 空調機改修 5ヶ月 ６月 社会教育課

北新町・荒小屋・千門町配水支管
布設替工事

新庄市北新町・荒小
屋・千門町地内

管

ふるさと歴史センター空調設備改
修工事

新庄市堀端町地内 管

萩野学園エアコン設置工事 萩野学園 電気

金沢地区配水管布設替工事 新庄市金沢字関屋地内 管

荒小屋地区汚水管渠布設工事 新庄市十日町地内 土木一式

日新中学校人工芝テニスコート改
修工事

日新中学校 土木一式

升形川２号雨水幹線雨水排水路整
備工事

新庄市金沢地内 土木一式

北新町地区汚水管渠布設工事 新庄市十日町地内 土木一式

（繰越明許）市道泉田二枚橋線防
雪柵設置工事

新庄市大字萩野地内 土木一式

東天町地区汚水管渠布設工事 新庄市金沢地内 土木一式
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令和４年度

件　　　名 工事場所 工事種別
入札及び
契約の方法

工　事　の　概　要 期間
入札／契約
予定時期

担　　当

発 注 見 通 し

一般競争入札 道路改良　L=503ｍ 6ヶ月 ７月 都市整備課

一般競争入札 道路改良工事　L=503ｍ 6ヶ月 ７月 都市整備課

一般競争入札 自由勾配側溝B500-H500～2000　　L=161m 8ヶ月 ７月 都市整備課
ボックスカルバートB1000-H1400　L=15m
箱型マンホール　N=2基

一般競争入札 開削工事　φ200　L＝108.0m 5ヶ月 ７月 上下水道課

一般競争入札 融雪路配管修繕 3ヶ月 ７月 社会教育課

一般競争入札 グランド整備工事 5ヶ月 ７月 教育総務課

一般競争入札 用具庫建設工事 5ヶ月 ７月 教育総務課

一般競争入札 グランド整備工事の内　電気設備工事 5ヶ月 ７月 教育総務課

指名競争入札 既存照明設備のＬＥＤへの交換 3ヶ月 ７月 社会教育課

指名競争入札 武道館照明器具のＬＥＤへの交換 3ヶ月 ７月 社会教育課武道館ＬＥＤ照明器具据付工事 新庄市金沢地内 電気

明倫学園グランド整備工事の内
電気設備工事

新庄市十日町地内 電気

山屋セミナーハウス照明ＬＥＤ化
工事

新庄市金沢地内 電気

明倫学園グランド整備工事 新庄市十日町地内 土木一式

明倫学園グランド整備工事の内
用具庫建設工事

新庄市十日町地内 建築一式

本宮地区汚水管渠布設工事 新庄市大字松本地内 土木一式

体育館進入路　融雪路漏水修繕工
事

新庄市金沢地内 土木一式

上金沢町地区流雪溝整備工事 新庄市下金沢町地内 土木一式

市道角沢松本線道路改良工事 新庄市大字松本地内 土木一式

（繰越明許）市道角沢松本線道路
改良工事

新庄市大字松本地内 土木一式
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令和４年度

件　　　名 工事場所 工事種別
入札及び
契約の方法

工　事　の　概　要 期間
入札／契約
予定時期

担　　当

発 注 見 通 し

一般競争入札 １号棟４階建　６系統　 4ヶ月 ７月 都市整備課
２号棟４階建　４系統

指名競争入札 １号棟下水道管布設　一式 4ヶ月 ７月 都市整備課
２号棟下水道管布設　一式
既存浄化槽解体撤去　一式

指名競争入札 配水管布設替工　HPPEφ75㎜ L=120.0m　 4ヶ月 ７月 上下水道課
仮設管布設工　　PPφ50㎜ L=60.0m

一般競争入札 グランド整備工事の内　機械設備工事 5ヶ月 ７月 教育総務課

一般競争入札 オーバーレイ　L=1100m 4ヶ月 ７月 都市整備課

一般競争入札 オーバーレイ　L=1100m 4ヶ月 ７月 都市整備課

一般競争入札 オーバーレイ　L=680m 3ヶ月 ７月 都市整備課

指名競争入札 舗装打ち替え　L=270ｍ 3ヶ月 ７月 都市整備課

指名競争入札 オーバーレイ　L=190ｍ 3ヶ月 ７月 都市整備課

一般競争入札 オーバーレイ　L=2500ｍ 6ヶ月 ７月 都市整備課柏木原仁田山線舗装工事 新庄市大字萩野地内 ほ装

若葉町東団地線舗装工事 新庄市金沢地内 ほ装

福田山線舗装工事 新庄市大字福田地内 ほ装

福田工業団地１号線舗装工事 新庄市大字福田地内 ほ装

小月野大福田線舗装工事 新庄市五日町地内 ほ装

明倫学園グランド整備工事の内
機械設備工事

新庄市十日町地内 管

飛田蛇塚線舗装工事 新庄市大字飛田地内 ほ装

北新町団地下水道切替工事 新庄市十日町地内 管

北町地区配水管及び中道橋仮設管
橋梁添架工事

新庄市北町地内 管

北新町団地台所系統排水管更生工
事

新庄市十日町地内 管
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令和４年度

件　　　名 工事場所 工事種別
入札及び
契約の方法

工　事　の　概　要 期間
入札／契約
予定時期

担　　当

発 注 見 通 し

一般競争入札 オーバーレイ　L=1280ｍ 5ヶ月 ７月 都市整備課

一般競争入札 オーバーレイ　L=900ｍ 4ヶ月 ７月 都市整備課

指名競争入札 オーバーレイ　L=440ｍ 3ヶ月 ７月 都市整備課

指名競争入札 オーバーレイ　L=400ｍ 3ヶ月 ７月 都市整備課

指名競争入札 オーバーレイ　L=600ｍ 3ヶ月 ７月 都市整備課

一般競争入札 日新小学校プール改修工事に伴う解体工事 5ヶ月 ７月 教育総務課

指名競争入札 トイレ新設及び洋式化 3ヶ月 ８月 社会教育課
間仕切り新設

一般競争入札 引込受電盤・主変圧器盤　一式 7ヶ月 ８月 上下水道課
切替動力主幹盤・照明変圧器盤　一式
監視制御盤機能増設　一式

一般競争入札 配水管布設替工　DIPφ250㎜ L=138ｍ 4ヶ月 ８月 上下水道課
仮設管布設工　　PPφ50㎜ Ｌ＝399ｍ
既設管撤去工　　一式

一般競争入札 茅屋根葺き替え 15ヶ月 ９月 社会教育課重要文化財旧矢作家住宅修理工事 新庄市大字泉田地内 建築一式

指野浄水場受変電設備改修工事 新庄市大字泉田地内 電気

鳥越地区配水管布設替工事 新庄市大字鳥越地内 管

日新小学校プール解体工事 日新小学校 解体

北辰屋内運動場　トイレ改修工事 新庄市十日町地内 建築一式

松本金沢裏線舗装工事 新庄市大字松本地内 ほ装

玉ノ木１号線舗装工事 新庄市大字升形地内 ほ装

二ツ屋柏木山線舗装工事 新庄市大字鳥越地内 ほ装

日新中学校前線舗装工事 新庄市下金沢町地内 ほ装

升形蛇塚線舗装工事 新庄市大字升形地内 ほ装
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令和４年度

件　　　名 工事場所 工事種別
入札及び
契約の方法

工　事　の　概　要 期間
入札／契約
予定時期

担　　当

発 注 見 通 し

一般競争入札 明倫学園建物周辺外構工事 10ヶ月 １０月 教育総務課

以下余白

明倫学園建物周辺外構工事 新庄市十日町地内 土木一式
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令和４年度

件　　　名 履行場所 業　種
入札及び
契約の方法

業　務　の　概　要 期間
入札／契約
予定時期

担　　当

指名競争入札 測量業務　A=17,000㎡ 4ヶ月 ４月 都市整備課

指名競争入札 Ａ＝約8,000㎡ 3ヶ月 ４月 子育て推進課

指名競争入札 日新小学校プール解体工事に伴う地盤影響調査 3ヶ月 ４月 教育総務課

指名競争入札 解体工事に伴うアスベスト調査業務 2ヶ月 ４月 教育総務課

指名競争入札 日新小学校プール改修工事に伴う実施設計業務 2ヶ月 ４月 教育総務課

指名競争入札 新庄中学校体育館吊り天井部の改修に伴う実施設計 3ヶ月 ４月 教育総務課

随意契約 グランド整備工事再積算業務 2ヶ月 ４月 教育総務課

随意契約 重要文化財旧矢作家住宅修理工事実施設計 4ヶ月 ４月 社会教育課
　

指名競争入札 萩野学園教科教室、特別教室へのエアコン設置工事の実施 2ヶ月 ４月 教育総務課
設計業務

随意契約 外構工事再積算業務 4ヶ月 ４月 教育総務課

萩野学園エアコン設置工事実施設
計業務委託

萩野学園 電気積算

明倫学園外構工事再積算業務委託 新庄市十日町地内 土木関係
建設コン
サルタン
ト業務

明倫学園グランド整備工事再積算
業務委託

新庄市十日町地内 建築積算

重要文化財旧矢作家住宅修理工事
実施設計業務委託

新庄市大字泉田地内 建築積算

日新小学校プール改修工事実施設
計業務委託

日新小学校 建築積算

新庄中学校体育館吊り天井部改修
工事実施設計業務委託

新庄中学校 建築積算

発 注 見 通 し

日新小学校プール解体工事に伴う
地盤影響調査業務委託

新庄市下金沢町地内 建築関係
建設コン
サルタン
ト業務

日新小学校プール解体工事に伴う
アスベスト調査業務委託

新庄市下金沢町地内 建築関係
建設コン
サルタン
ト業務

道の駅測量業務 新庄市十日町地内 測量

新中部保育所（仮称）用地現況測
量業務委託

新庄市堀端町地内 測量
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令和４年度

件　　　名 履行場所 業　種
入札及び
契約の方法

業　務　の　概　要 期間
入札／契約
予定時期

担　　当

発 注 見 通 し

指名競争入札 φ75㎜　Ｌ=150m 3ヶ月 ４月 上下水道課
φ50㎜　Ｌ=50m
橋梁添架φ50　Ｌ=10m

指名競争入札 地下ピット式設計業務　一式 3ヶ月 ４月 上下水道課
測量業務　　　　　　　一式

指名競争入札 受変電設備改修設計業務　一式 3ヶ月 ４月 上下水道課

指名競争入札 地質調査　φ66mm　10m×5箇所 3ヶ月 ５月 子育て推進課
標準貫入試験　　　一式

随意契約 橋梁定期点検診断　５８橋 11ヶ月 ５月 都市整備課

随意契約 橋梁点検業務　２橋 11ヶ月 ５月 都市整備課

随意契約 橋梁撤去測量設計　１橋 11ヶ月 ５月 都市整備課

指名競争入札 推進設計　L=14m 6ヶ月 ６月 上下水道課
測量業務　一式
地質調査　一式

指名競争入札 汚水管渠布設工事実施設計業務　一式 7ヶ月 ６月 上下水道課

指名競争入札 大規模盛土造成地変動予測調査 5ヶ月 ６月 都市整備課
第二次スクリーニング計画策定業務
調査箇所　20箇所

大規模盛土造成地変動予測調査業
務委託

新庄市地内 地質調査
業務

金沢地区配水管推進工事設計業務
委託

新庄市金沢字関屋地内 上水道及
び工業用
水道

上トウメキ地区汚水管渠布設工事
実施設計業務委託

新庄市十日町地内 下水道

橋梁定期点検業務（ＪＲ関連) 新庄市大字鳥越他 鋼構造及
びコンク
リート

前波跨線橋撤去測量設計業務 新庄市大字升形地内 鋼構造及
びコンク
リート

新中部保育所（仮称）用地地質調
査業務委託

新庄市堀端町地内 測量

橋梁定期点検診断業務 新庄市内一円 鋼構造及
びコンク
リート

十日町地区ポンプ施設実施設計業
務委託

新庄市十日町地内 上水道及
び工業用
水道

指野浄水場受変電設備改修設計業
務委託

新庄市大字泉田地内 上水道及
び工業用
水道

北町地区配水管路布設替及び中道
橋仮設橋梁添架設計業務委託

新庄市北町地内 上水道及
び工業用
水道
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令和４年度

件　　　名 履行場所 業　種
入札及び
契約の方法

業　務　の　概　要 期間
入札／契約
予定時期

担　　当

発 注 見 通 し

随意契約 グランド整備工事工事監理業務 5ヶ月 ７月 教育総務課

指名競争入札 水道φ100㎜　L=240m 5ヶ月 ８月 上下水道課
ガスφ100㎜・150mm　L=480m

随意契約 工事監理 15ヶ月 ９月 社会教育課

以下余白

五日町地区配水管路布設替設計業
務委託

新庄市五日町及び新町
地内

上水道及
び工業用
水道

重要文化財旧矢作家住宅修理工事
監理業務委託

新庄市大字泉田地内 建築一般

明倫学園グランド整備工事工事監
理業務委託

新庄市十日町地内 建築関係
建設コン
サルタン
ト業務
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