
大槻沈砂池屋根等改修工事 屋根 大槻 大槻沈砂池の屋根改修 第2四半期 7 12

江口浄水場他ネットワークカメラ更新工事 電気 江口他 ネットワークカメラの更新 第2四半期 7 11

【総合評価】
内竹配水場第２ポンプ室配管改修工事

管 下内竹 第２ポンプ室配管の改修 第１四半期 6 2

内竹配水場計装設備更新工事 電気 下内竹 高感度濁度計、差圧レベル計の更新 第１四半期 6 11

荒川増圧ポンプ場構内配管等更新工事 管 荒川 場内配管の更新 第１四半期 6 1

【総合評価】
荒川増圧ポンプ場電気設備等更新工事

電気 荒川 電気設備の更新 第１四半期 6 1

県営ほ場整備事業に伴う配水管入替（開削）工
事

土木 北中江 配水管入替工事φ 150　　L=60ｍ 第2四半期 9 11

県営ほ場整備事業に伴う配水管入替（開削）工
事

土木 北中江 配水管入替工事φ 75　　L=20ｍ 第2四半期 9 11

県営ほ場整備事業に伴う配水管入替（開削）工
事

土木 北中江 配水管入替工事φ 75　　L=20ｍ 第2四半期 9 11

県営ほ場整備事業に伴う配水管入替（開削）工
事

土木 虎丸 配水管入替工事φ 30～φ 200　L=40ｍ 第１四半期 6 7

下水道工事（438他）に伴う配水管入替（開削）
工事

土木 城北町1丁目 配水管入替工事φ 50　　L=75ｍ 第1四半期 5 8

下水道工事（590-4他）に伴う配水管入替（開
削）工事

土木 城北町1丁目 配水管入替工事φ 150　　L=130ｍ 第1四半期 5 9

下水道工事（h437-3他）に伴う配水管入替（開
削）工事

土木 緑町1丁目 配水管入替工事φ 100　　L=40ｍ 第2四半期 7 9

下水道工事（498-1他）に伴う配水管入替（開
削）工事

土木 城北町2丁目 配水管入替工事φ 75　　L=20ｍ 第1四半期 5 7

下水道工事（854他）に伴う配水管入替（開削）
工事

土木 藤塚浜 配水管入替工事φ 150　　L=10ｍ 第1四半期 5 7

下水道工事（771他）に伴う配水管入替（開削）
工事

土木 藤塚浜 配水管入替工事φ 50　　L=15ｍ 第1四半期 6 8

下水道工事（117他）に伴う配水管入替（開削）
工事

土木 乙次 配水管入替工事φ 50～φ 75　L=150ｍ 第2四半期 7 9

【総合評価】
配水管入替31-1工区（開削）工事

土木 山崎 配水管入替工事φ 400　　L=250ｍ 第2四半期 7 12

【総合評価】
配水管入替31-2工区（開削）工事

土木 五十公野 配水管入替工事φ 400　　L=250ｍ 第2四半期 7 12

配水管入替31-3工区（開削）工事 土木 豊町3丁目他 配水管入替工事φ 150  L=450ｍ 第1四半期 5 12

配水管入替31-4工区（開削）工事 土木 大手町4丁目他 配水管入替工事φ 100～φ 150　L=270ｍ 第1四半期 6 12

【総合評価】
配水管入替31-5工区（開削）工事

土木 大手町3丁目 配水管入替工事φ 100　  L=240ｍ 第1四半期 6 12

【総合評価】
配水管入替31-6工区（開削）工事

土木 大手町3丁目 配水管入替工事φ 150　L=300ｍ 第2四半期 7 1

配水管入替31-7工区（開削）工事 土木 大手町1丁目他 配水管入替工事φ 100　L=225ｍ 第2四半期 7 11
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配水管入替31-8工区（開削）工事 土木 大手町1丁目 配水管入替工事φ 75～φ 100　L=140ｍ 第2四半期 7 11

【総合評価】
配水管入替31-9工区（開削）工事

土木 御幸町3丁目他 配水管入替工事φ 100　L=150ｍ 第1四半期 6 10

配水管入替31-10工区（開削）工事 土木 中央町2丁目 配水管入替工事φ 75　L=200ｍ 第2四半期 7 12

配水管入替31-11工区（開削）工事 土木 中央町2丁目 配水管入替工事φ 50～φ 100　L=530ｍ 第2四半期 7 1

配水管入替31-12工区（開削）工事 土木 大栄町7丁目 配水管入替工事φ 50　　L=60ｍ 第2四半期 8 12

配水管入替31-13工区（開削）工事 土木 中央町2丁目 配水管入替工事φ 50　　L=70ｍ 第2四半期 8 12

配水管入替31-14工区（開削）工事 土木 大栄町2丁目 配水管入替工事φ 100～φ 150　L=140ｍ 第2四半期 9 1

【総合評価】
緊急時用連絡管布設（開削）工事

土木 下飯塚他 緊急時用連絡管布設φ 100  L=290ｍ 第2四半期 7 11

【総合評価】
浦地区上水道整備事業に伴う配水管布設（開
削）工事

土木 浦 配水管布設工事φ 75～φ 100　L=750ｍ 第2四半期 7 12

浦地区上水道整備事業に伴う配水管布設（開
削）工事

土木 浦 配水管布設工事φ 75～φ 100　L=770ｍ 第2四半期 7 12

【総合評価】
浦地区上水道整備事業に伴う配水管布設（開
削）工事

土木 浦 配水管布設工事φ 75～φ 150　L=410ｍ 第2四半期 7 12

滝谷地区配水管及び導水管入替（開削）工事 土木 滝谷
配水管及び導水管入替工事
φ 30～φ 100　L=1,580ｍ

第2四半期 7 1

【総合評価】
滝谷地区配水管入替（開削）工事

土木 滝谷 配水管入替　φ 30～φ 75　L=900ｍ 第2四半期 7 1

舗装復旧工事　概算設計(全体） 舗装 市内一円 舗装復旧工事 A=300㎡ 第1四半期 6 8

舗装復旧工事　概算設計(全体） 舗装 市内一円 舗装復旧工事　A=300㎡ 第3四半期 10 12

【総合評価】
新発田北部処理分区(586-5他)管渠工事

土木 城北町1丁目
施工延長　L=367m　           推進工 Ф 200 L=247m
開削工Ф 150 L=93m            開削工　Ф 75 L=27m

第1四半期 5 2

【総合評価】
新発田北部処理分区(438他)管渠工事

土木 城北町1丁目
施工延長　L=217m　           推進工 Ф 200 L=45m
開削工Ф 200 L=130m          開削工Ф 150 L=25m

第2四半期 7 1

新発田北部処理分区(H30-2他)管渠工事 土木 富塚町3丁目 施工延長　L=131m　           推進工 Ф 200 L=124m 第2四半期 7 1

新発田北部処理分区(H30-3他)管渠工事 土木 富塚町3丁目
施工延長　L=132m　           推進工 Ф 200 L=93m
推進工 Ф 150 L=29m

第2四半期 7 1

新発田中央処理分区(3060-1他)舗装工事 舗装 住吉町4丁目 As舗装工　A=1,000㎡ 第1四半期 5 8

【総合評価】
新発田北部処理分区(h365-5)管渠工事

土木 緑町2丁目 施工延長　L=38m　        　   推進工 Ф 200 L=38m 第2四半期 7 11

【総合評価】
新発田北部処理分区(590-4他)管渠工事

土木 城北町１丁目 施工延長　L=67m　            開削工 Ф 200 L= 65m 第2四半期 8 1

【総合評価】
新発田北部処理分区(590-１他)管渠工事

土木 城北町１丁目 施工延長　L=117m　           開削工 Ф 150 L=115m 第2四半期 8 1

新発田北部処理分区舗装復旧（517-3他）工事 舗装 城北町
舗装本復旧
アスファルト舗装工　　A=2,800㎡

第1四半期 4 7
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豊浦北部第4処理分区(72他)管渠工事 土木 下飯塚
施工延長　L=288m
推進工φ 200　L=288m

第1四半期 5 1

【総合評価】
豊浦北部第4処理分区(62他)管渠工事

土木 下飯塚
施工延長　L=122m
開削工φ 200　L=122m

第1四半期 5 10

【総合評価】
豊浦北部第4処理分区(123-3-1)ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設
置工事

機械器具 乙次 マンホールポンプ設置　　N=1箇所 第2四半期 7 1

豊浦北部第4処理分区(122他)管渠工事 土木 乙次
施工延長　L=303m
推進工φ 200　L=93m
開削工φ 200　L=210m

第1四半期 5 1

【総合評価】
豊浦北部第4処理分区(117他)管渠工事

土木 乙次
施工延長　L=270m
開削工φ 200　L=160m
開削工φ 150　L=110m

第1四半期 6 1

【総合評価】
豊浦北部第4処理分区(108-2他)管渠工事

土木 乙次
施工延長　L=167m
開削工φ 200　L=139m
開削工φ 200　L=28m

第1四半期 6 12

【総合評価】
豊浦南部第2処理分区(87他)管渠工事

土木 本田
施工延長　L=221m
推進工φ 200　L=21m
開削工φ 200　L=200m

第1四半期 5 12

豊浦南部第2処理分区(85他)管渠工事 土木 本田
施工延長　L=295m
推進工φ 200　L=295m

第1四半期 5 1

豊浦南部第2処理分区(77他)管渠工事 土木 本田
施工延長　L=285m
推進工φ 200　L=285m

第1四半期 5 1

【総合評価】
新発田北部処理分区（498-1他）管渠工事

土木 城北町

施工延長　L=225m
推進工φ 200　L=84m
開削工φ 150　L=36m
開削工φ 200　L=104m

第1四半期 6 1

新発田北部処理分区（565他）管渠工事 土木 城北町
施工延長　L=376m
開削工φ 150　L=370m

第1四半期 5 11

【総合評価】
新発田北部処理分区（448-2他）管渠工事

土木 城北町
施工延長　L=233m
開削工φ 150　L=173m
開削工φ 200　L=53m

第1四半期 5 10

【総合評価】
新発田北部処理分区（459他）管渠工事

土木 城北町
施工延長　L=224m
開削工φ 150　L=222m

第1四半期 5 10

【総合評価】
新発田北部処理分区（546-2他）管渠工事

土木 城北町
施工延長　L=178m
開削工φ 150　L=74m
開削工φ 200　L=98m

第1四半期 5 10

【総合評価】
新発田北部処理分区（528-2他）管渠工事

土木 城北町
施工延長　L=168m
開削工φ 150　L=166m

第1四半期 5 10

新発田北部処理分区(h453他)管渠工事 土木 中田町他
施工延長　L=199m
開削工φ 150　L=159m
開削工φ 200　L=35m

第1四半期 5 9

新発田北部処理分区(464-2他)管渠工事 土木 小舟町
施工延長　L=309m
開削工φ 150　L=141m
開削工φ 200　L=161m

第1四半期 5 11

新発田北部処理分区(479他)管渠工事 土木 小舟町他
施工延長　L=335m
開削工φ 150　L=323m

第1四半期 5 11

新発田北部処理分区(H450他)管渠工事 土木 緑町
施工延長　L=278m
推進工φ 400　L=247m
推進工φ 200　L= 31m

第1四半期 6 2

新発田北部処理分区(h370他)管渠工事 土木 緑町
施工延長　L=277m
推進工φ 400　L=233m
推進工φ 350　L= 44m

第1四半期 6 2

新発田北部処理分区(470-2)管渠工事 土木 城北町
施工延長　L=72m
開削工φ 150　L=71m

第2四半期 7 10

新発田北部処理分区舗装復旧(3143-6)工事 舗装 富塚町
AS舗装
車道部　A=360㎡

第1四半期 4 6

新発田北部処理分区舗装復旧(541他)工事 舗装 城北町
AS舗装
車道部　A=1,490㎡
歩道部　A= 387㎡

第1四半期 5 7

新発田北部処理分区舗装復旧(1044-5他)工事 舗装 舟入町
AS舗装
車道部　A=222㎡

第1四半期 4 6
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新発田北部処理分区舗装復旧(471他)工事 舗装 城北町
AS舗装
車道部　A=2,590㎡

第1四半期 5 7

新発田北部処理分区舗装復旧(450-4他)工事 舗装 城北町
AS舗装
車道部　A=2,760㎡

第2四半期 7 9

新発田北部処理分区舗装復旧(482-1他)工事 舗装 城北町
AS舗装
車道部　A=3,160㎡

第2四半期 7 9

新発田北部処理分区舗装復旧(484他)工事 舗装 城北町
AS舗装
車道部　A=3,820㎡

第2四半期 7 9

新発田北部処理分区新栄町中継ポンプ場建設
（建築）工事

建築 新栄町2丁目

汚水中継ポンプ場
RC造　地上2階
建築面積：253.6㎡
延べ面積：410.6㎡(今回)

第1四半期 5
H32

８

新発田北部処理分区新栄町中継ポンプ場建設
（建築機械）工事

管 新栄町2丁目
換気設備：1式
衛生設備：1式
給排水設備：1式

第1四半期 5
H32

８

新発田北部処理分区新栄町中継ポンプ場建設
（建築電気）工事

電気 新栄町2丁目
電灯設備：1式
動力設備：1式
雷保護設備：1式

第1四半期 5
H32

８

新発田北部処理分区新栄町中継ポンプ場建設
（機械設備）工事

機械器具 新栄町2丁目 プラント機械設備：1式 第1四半期 5
H33

2

新発田北部処理分区新栄町中継ポンプ場建設
（電気設備）工事

電気 新栄町2丁目 プラント電気設備：1式 第1四半期 5
H33

2

紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧（739他）工事 舗装 藤塚浜 As舗装工　A=3,300㎡ 第1四半期 5 7

紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧（829他）工事 舗装 藤塚浜 As舗装工　A=2,900㎡ 第1四半期 5 7

紫雲寺藤塚浜処理分区（819他）管渠工事 土木 藤塚浜
簡易推進工φ 300-150　　L=18m
開削工φ 150　L=813m

第1四半期 5 1

【総合評価】
紫雲寺藤塚浜処理分区（771他）管渠工事

土木 藤塚浜 開削工φ 150　L=802m 第1四半期 6 1

紫雲寺藤塚浜処理分区（900他）管渠工事 土木 藤塚浜 開削工φ 150　L=498m 第1四半期 6 2

【総合評価】
紫雲寺藤塚浜処理分区（854他）管渠工事

土木 藤塚浜
簡易推進工φ 300-150
L=8m
開削工φ 150　L=204m

第2四半期 7 12

【総合評価】
紫雲寺藤塚浜処理分区（707-2他）管渠工事

土木 藤塚浜 開削工φ 150　L=311m 第2四半期 7 1

紫雲寺藤塚浜処理分区（841他）管渠工事 土木 藤塚浜
簡易推進工φ 300-150　　L=16m
開削工φ 150　L=237m

第2四半期 8 1

【総合評価】
紫雲寺藤塚浜処理分区（770-1）ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設
置工事

機械器具 藤塚浜 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設置工  N=1基 第2四半期 9 1

【総合評価】
紫雲寺藤塚浜処理分区（707-2-1）ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ
設置工事

機械器具 藤塚浜 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設置工　N=1基 第2四半期 9 2

大手町雨水枝線舗装復旧 舗装
大手町１丁目
他

As舗装工　A=644m2 第1四半期 5 7

加治川第２処理分区（531-1他）管渠工事 土木 下中 推進工　φ 250、φ 300　Ｌ＝245ｍ 第1四半期 5 1

加治川第２処理分区（525他）管渠工事 土木 下中 開削工　φ 150、φ 250　　Ｌ＝276ｍ 第1四半期 6 12

加治川第２処理分区（535）管渠工事 土木 下中
推進工　φ 250
開削工　φ 150　　Ｌ＝470ｍ

第2四半期 9 2

加治川第２処理分区（533他）管渠工事 土木 下中 推進工　φ 300　Ｌ＝240ｍ 第2四半期 7 2
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【総合評価】
加治川第２処理分区（526他）管渠工事

土木 下中 推進工　φ 200、φ 250　Ｌ＝140ｍ 第1四半期 6 1

【総合評価】
加治川第２処理分区（521他）管渠工事

土木 下中 推進工　φ 200、φ 150　Ｌ＝98ｍ 第2四半期 7 1

加治川第２処理分区（2697他）管渠工事 土木 下中 開削工　φ 150　　Ｌ＝192ｍ 第2四半期 7 1

【総合評価】
加治川第２処理分区（2702他）管渠工事

土木 下今泉 開削工　φ 150　　Ｌ＝280ｍ 第2四半期 9 2

【総合評価】
加治川第２処理分区（535他）ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設置
工事

機械器具 下今泉他 マンホールポンプ　　Ｎ＝1基 第3四半期 10 2

加治川第２処理分区（2695他）管渠工事 土木 下中 開削工　φ 150 　Ｌ＝247ｍ 第2四半期 8 1

加治川第２処理分区（525他）舗装復旧工事 舗装 下中 舗装復旧工 Ａ＝650㎡ 第3四半期 10 11

【総合評価】
城北１号雨水幹線整備その３工事

土木 小舟町 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工　　Ｌ＝40ｍ 第2四半期 7 1

加治川第3処理分区（3107他）管渠工事 土木 向中条 開削工　　 L＝359m
推進工　   L＝137m

第1四半期 6 2

【総合評価】
加治川第3処理分区舗装復旧（3110他）工事

舗装 向中条 As舗装工　A＝3,800㎡ 第2四半期 9 1

加治川第1処理分区（1305－1）管渠工事 土木 下小中山
開削工　　 L＝40m

第2四半期 7 10

【総合評価】
新発田東部処理分区舗装復旧（y１３１他）
工事

舗装 米倉 As舗装工　A＝2,200㎡ 第2四半期 9 12

新発田東部処理分区（米倉地区）管閉塞工事 土木 米倉 下水管閉塞工　L＝322m 第1四半期 5 8

【総合評価】
紫雲寺藤塚浜処理分区（796他）管渠工事

土木 藤塚浜 開削工φ 150　L=272m 第1四半期 6 1

紫雲寺藤塚浜処理分区（778-3他）管渠工事 土木 藤塚浜 開削工φ 150　L=286m 第1四半期 5 12

紫雲寺藤塚浜処理分区（795他）管渠工事 土木 藤塚浜 開削工φ 150　L=734m 第1四半期 6 1

紫雲寺藤塚浜処理分区（744）管渠工事 土木 藤塚浜 開削工φ 150　L=45m 第2四半期 8 11

【総合評価】
紫雲寺藤塚浜処理分区（787-1）ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設
置工事

機械器具 藤塚浜 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設置工　　N=1基 第2四半期 9 2

【総合評価】
紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧（778－3他）工
事

舗装 藤塚浜 As舗装工　A＝1,100㎡ 第3四半期 10 1

月岡処理区(a38他）管渠工事 土木 荒川 開削工　L＝694m　　推進工　L＝36m 第1四半期 6 1

月岡処理区舗装復旧(a38他）工事 舗装 荒川 AS舗装工　A＝2,450㎡ 第3四半期 10 1

【総合評価】
街なみ環境整備事業（寺町・清水谷地区）護岸
整備工事

土木 中央町2丁目 護岸整備工事L=37m 第2四半期 9 3

【総合評価】
葉塚山公園整備工事

造園 藤塚浜

掘削　V=1,600㎥
伐採工　N=1式
擁壁工　N=1式
施設整備　N=1式

第2四半期 7 12

葉塚山公園整備その2工事 造園 藤塚浜
植栽工　N=1式
施設整備　N=1式

第2四半期 8 1
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葉塚山公園整備その3工事 造園 藤塚浜

掘削　V=100㎥
伐採工　N=1式
擁壁工　N=1式
施設整備　N=1式

第2四半期 9 2

新富公園他1公園遊具更新工事 造園 新富町2丁目他 遊具設置　　N=5基 第3四半期 10 3

【総合評価】
月岡大橋修繕工事

塗装 月岡 現場塗装工　Ａ＝3,000㎡ 第1四半期 6 2

鍛冶橋修繕工事 土木
御幸町１丁目
他2

断面修復工　Ｎ＝１橋 第2四半期 7 12

住吉４号線さく井工事 さく井 住吉町3丁目
さく井工　N=1本
ポンプ室工　Ｎ＝１基
取水工　Ｎ＝１施設

第1四半期 6 10

西部工業団地１号線さく井工事 さく井 佐々木
さく井工　N=1本
ポンプ室工　Ｎ＝１基
取水工　Ｎ＝１施設

第1四半期 6 10

西部工業団地１号線さく井その2工事 さく井 佐々木
さく井工　N=1本
ポンプ室工　Ｎ＝１基
取水工　Ｎ＝１施設

第1四半期 6 10

小舟渡村中線さく井工事 さく井 小舟町3丁目
さく井工　N=1本
ポンプ室工　Ｎ＝１基
取水工　Ｎ＝１施設

第1四半期 6 10

西塚中町線消雪パイプ打換工事 土木
中央町3、4丁
目

既設消雪パイプ撤去
Ｌ＝510ｍ
散水管　Ｌ＝500ｍ
送水管　Ｌ＝10ｍ

第1四半期 6 11

五十公野豊町線改良工事 土木 豊町１丁目 歩道工　Ｌ＝110ｍ 第2四半期 7 12

赤谷裏線改良工事 土木 上赤谷 待避所改良　Ｌ＝30ｍ 第2四半期 7 12

板山線改良工事 土木 板山 道路改良　Ｌ＝180ｍ 第2四半期 8 1

板山線（第２工区）改良工事 土木 板山 道路改良　Ｌ＝15ｍ 第2四半期 8 11

旧熊出線改良工事 土木 熊出 側溝新設　Ｌ＝50ｍ 第1四半期 6 9

砂山外囲線改良工事 土木 砂山 側溝改築　Ｌ＝50ｍ 第1四半期 6 9

早道場〆切線改良工事 土木 早道場 水路工　Ｌ＝100ｍ 第2四半期 9 2

【総合評価】
曽根線改良工事

土木 曽根 側溝新設　Ｌ＝100ｍ 第2四半期 9 2

三日市団地道上３号線舗装工事 舗装 三日市 舗装工　Ａ＝750㎡ 第１四半期 5 8

東港臨海団地中央線舗装工事 舗装 佐々木 舗装工　Ａ＝700㎡ 第１四半期 5 8

飯島線舗装工事 舗装 飯島甲 舗装打換工　Ａ＝1,000㎡ 第１四半期 5 8

天王原線改良工事 土木 下内竹 側溝改良　L=60ｍ 第2四半期 7 9

松岡本線改良工事 土木 松岡 側溝改良　L=90ｍ 第2四半期 8 10

【総合評価】
米倉大崎線改良工事

土木 米倉 道路改良　L=80m 第2四半期 7 11
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姫田線改良工事 土木 西姫田 道路改良　L=80m 第2四半期 7 10

西用水道線改良工事 土木 関井 側溝新設　L=200ｍ 第2四半期 8 12

中田衛生センター線改良工事 土木 小舟町2丁目 道路改良　L=20ｍ 第１四半期 6 8

中田衛生センター線舗装工事 舗装 小舟町2丁目 舗装工　A=1,000㎡ 第2四半期 9 10

下石川小出線改良工事 土木 小出 道路改良　L=40ｍ 第2四半期 7 9

麓花立線改良工事 土木 下石川 道路改良　L=30ｍ 第2四半期 9 11

沢海線改良工事 土木 則清 側溝改良　L=40ｍ 第2四半期 8 11

蓑飯線改良工事 土木 飯島甲 側溝改良　L=40ｍ 第2四半期 9 11

川崎月岡温泉線改良工事 土木 月岡 側溝改良　L=160ｍ 第2四半期 9 11

川崎月岡温泉線舗装工事 舗装 月岡温泉 舗装工（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ）　A=600㎡ 第１四半期 5 6

香郷沢線改良工事 土木 真野原外 道路改良　L=100m 第2四半期 8 11

湖南下谷線改良工事 土木 横岡 道路改良　L=80m 第2四半期 8 11

月岡温泉景観整備工事 土木 月岡温泉 景観整備工　L=25m 第2四半期 7 11

大槻１号線改良工事 土木 大槻 側溝改良　Ｌ＝40ｍ 第１四半期 5 8

宮古木３号線改良工事 土木 宮古木 側溝改良　Ｌ＝50ｍ 第１四半期 5 8

関妻川口線改良工事 土木 関妻 側溝改良　Ｌ＝50ｍ 第１四半期 6 9

関妻東側線改良工事 土木 関妻 側溝改良　Ｌ＝50ｍ 第１四半期 6 9

御幸町９号線改良工事 土木 御幸町3丁目 側溝改良　Ｌ＝45ｍ 第2四半期 7 10

滝沢線改良工事 土木 滝沢 側溝改良　Ｌ＝50ｍ 第2四半期 7 10

浜坂道線改良工事 土木 藤塚浜 側溝改良　Ｌ＝50ｍ 第2四半期 7 10

七葉小館野小路線舗装工事 舗装 新保小路 舗装打換　Ａ＝350㎡ 第2四半期 8 11

【総合評価】
下坂町下小中山線改良工事

土木 下坂町 側溝改良　Ｌ＝40ｍ 第2四半期 8 12

上楠川線改良工事 土木 上楠川 側溝改良　Ｌ＝30ｍ 第2四半期 9 1

高岡線改良工事 土木 下高関・敦賀 拡幅改良　Ｌ＝70ｍ 第2四半期 9 1
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内竹板山線歩道設置工事 土木 板山 歩道設置　Ｌ＝50ｍ 第１四半期 5 8

板山放牧場看視舎等解体工事 解体 板山

板山放牧場の看視舎等を解体するもの
・看視舎（木造　50.59㎡）
・牛舎（木造　259.2㎡）
・機械格納庫（木造　32.3㎡）
・機械格納庫（木造　116.64㎡）

第2四半期 9 11

【総合評価】
紫雲の郷館空調設備（GHP6、7号機）改修工事

管 藤塚浜
紫雲の郷館の空調設備（GHP室外機）を更新するも
の（9月の休館日に取付希望）

第１四半期 6 9

市営住宅東新団地第3期内部改修（建築）工事 建築 東新町3丁目
市営住宅東新団地第3期内部改修に伴う建築工事
一式　改修戸数　8戸

第１四半期 6 9

市営住宅東新団地第3期内部改修（電気設備）
工事

電気 東新町3丁目
市営住宅東新団地第3期内部改修に伴う電気設備
工事一式　改修戸数　8戸

第１四半期 6 9

市営住宅東新団地第3期内部改修（機械設備）
工事

管 東新町3丁目
市営住宅東新団地第3期内部改修に伴う機械設備
工事一式　改修戸数　8戸

第１四半期 6 9

旧松浦小学校プール解体工事 解体 法正橋 プール及び付属屋の解体工事 第2四半期 7 9

旧米倉小学校プール解体工事 解体 米倉 プール及び付属屋の解体工事 第2四半期 7 9

旧車野小学校プール解体工事 解体 車野 プール及び付属屋の解体工事 第2四半期 7 9

東中学校下水道接続工事 管 五十公野 東中学校を公共下水道に接続するもの 第１四半期 6 9

佐々木中学校プール解体工事 解体 則清 プール及び付属屋の解体工事 第2四半期 7 9

豊浦中学校プール解体工事 解体 乙次 プール及び付属屋の解体工事 第2四半期 7 10

東豊小学校屋上防水改修工事 防水 東新町4丁目 管理棟屋上の防水を改修する 第１四半期 6 8

【総合評価】
市民文化会館空調設備中央監視装置改修工事

管 中央町4丁目

市民文化会館の空調設備中央監視装置を改修する
もの
空調設備中央監視装置改修　一式
2020年1月に大ホールの貸館を休止等し作業を行う

第3四半期 10 2

カルチャーセンター高圧受電設備改修工事 電気 本町4丁目 カルチャーセンターの高圧受電設備を改修するもの 第１四半期 6 12

五十公野保育園外部改修工事 建築 五十公野 五十公野保育園外部を改修するもの 第2四半期 8 10

佐々木コミュニティセンター外部改修工事 建築 乙次 佐々木コミュニティセンター外部を改修するもの 第2四半期 7 9

青少年宿泊施設あかたにの家接地改修工事 電気 上赤谷
青少年宿泊施設あかたにの家の電気設備管理者の
指摘に伴い接地工事を改修するもの

第１四半期 5 7

大島体育館外部改修工事 建築 大島 大島体育館の外部を改修するもの 第2四半期 8 10


