
新発田市都市計画道路見直し業務委託
建設コン
サルタント

五十公野
都市計画道路見直し業務
路線名：西新発田五十公野線

第1四半期 5 12

新発田市都市計画マスタープラン見直し業
務委託

建設コン
サルタント

市一円 都市計画マスタープラン見直し業務 第1四半期 5 12

大規模盛土造成地変動予測調査業務委託
建設コン
サルタント

藤塚浜 地盤調査、解析業務 第1四半期 6 2

旧陣場線測量設計業務委託 測量 田貝 路線測量・簡易設計業務　Ｎ＝１式 第1四半期 5 11

富塚町線測量業務委託 測量 富塚町2丁目 現地測量業務　Ｎ＝１式 第1四半期 5 9

富塚町線地質調査業務委託 地質調査 富塚町2丁目 地質調査　Ｎ＝１式 第1四半期 6 10

陣場線物件調査等積算業務委託
補償コン
サルタント

下羽津 物件調査等積算業務　Ｎ＝１式 第2四半期 7 1

新発田駅下荒町線測量業務委託 測量
大栄町
御幸町

現況測量 第2四半期 7 9

大島分館解体工事実施設計業務委託 建築設計 大中島 大島分館解体工事の実施設計を行うもの 第1四半期 5 9

仮称こども運動広場改修工事実施設計業務
委託

建築設計 住吉町１丁目
旧西園幼稚園遊戯室棟からこども運動広場に
改修する実施設計

第1四半期 4 9

豊浦中学校給食搬入口設置工事実施設計
業務委託

建築設計 乙次
豊浦中学校給食搬入口設置工事に伴う実施設
計

第1四半期 4 9

豊浦中学校給食棟解体工事実施設計業務
委託

建築設計 乙次 豊浦中学校給食棟解体工事の実施設計 第1四半期 5 9

地籍調査事業（法第10条第2項）
FⅡ-2・G・H・H(複図作成)工程　業務委託

測量 上中山

原図作成（FⅡ-2工程）
地積測定（G工程）
地籍図及び地籍簿の作成（H工程）
複図作成（H工程）

第1四半期 6 1

地籍調査事業（法第10条第2項）
C工程 業務委託

測量
八幡新田・小
友

地籍図根三角測量（C工程） 第1四半期 5 12

北共同調理場廃水処理施設改修工事実施
設計業務委託

建築設計 中田町３丁目

新発田市北共同調理場の廃水処理施設の改修
工事に係る実施設計業務一式。
排水処理槽①鉄筋コンクリート造2階建　37㎡、
②鉄筋コンクリート造1階建　31㎡

第1四半期 4 6

川東中学校大規模改修（長寿命化改良）事
業実施設計業務委託

建築設計 下羽津

新発田市学校施設等長寿命化計画に基づく川
東中学校長寿命化改良事業に係る実施設計
（耐力度調査含む）業務一式。
普通教室棟及び特別教室管理棟　鉄筋コンク
リート造3階建　1,038㎡、普通教室及び特別教
室棟　鉄筋コンクリート造3階建　1,531㎡

第1四半期 6 10

豊浦小学校グラウンド整備実施設計委託
建設コン
サルタント

大伝 豊浦小学校グラウンド改修工事の実施設計 第1四半期 5 10

新発田市流域関連公共下水道
事業計画変更等業務委託

建設コン
サルタント

新発田
豊浦
紫雲寺
地区

事業計画変更(下水道法)
都市計画事業認可申請図書作成
水準測量

第1四半期 5 3

加治川特定環境保全公共下水道
全体計画見直し等業務委託

建設コン
サルタント

加治川
地区

全体計画見直し
事業認可変更(下水道法)

第1四半期 5 3

新発田北部処理分区(島潟工区)地質調査業
務委託

地質調査 島潟

機械ボーリング 本孔φ66㎜ N=2本
機械ボーリング 別孔φ86㎜ N=2本
標準貫入試験　N=60回
現場透水試験　N=2回
孔内水平載荷試験　N=2回
室内土質試験　N=1式
解析等調査　N=1式

第1四半期 5 8
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令和3年度　発注見通し一覧表（建設コンサルタント等）
               ※種別・発注時期及び履行期限等は予定であり予告なく変更する場合があります。
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月岡処理区マンホール改築実施設計業務委
託

建設コン
サルタント

月岡 マンホール改築実施設計 第2四半期 7 3

新発田市下水道施設耐水化計画策定業務
委託

建設コン
サルタント

新発田 耐水化全体計画策定 第1四半期 6 3

菅谷地区機能強化実施設計業務委託
建設コン
サルタント

菅谷 機能強化実施設計業務　　１式 第1四半期 6 2

加治川用水農業水利事業に伴う配水管入替
工事実施設計業務委託

建設コン
サルタント

小戸 水管橋　　N＝2橋 第3四半期 10 3

県道改良事業に伴う配水管入替工事実施設
計業務委託

建設コン
サルタント

岡田 φ100　　L＝150ｍ 第2四半期 8 3

下水道工事に伴う配水管入替工事実施設計
業務委託

建設コン
サルタント

緑町1丁目 φ100　　L＝250ｍ 第3四半期 10 3

下水道工事に伴う配水管入替工事実施設計
業務委託

建設コン
サルタント

市内一円 L＝1,000ｍ 第2四半期 9 3

配水管整備事業に伴う配水管入替工事実施
設計業務委託

建設コン
サルタント

市内一円 L＝7,000ｍ 第2四半期 7 3

配水管整備事業に伴う地質調査業務委託 地質調査 豊町ほか 地質調査　2か所 第2四半期 7 12

配水管整備事業に伴う配水管入替工事実施
設計業務委託

建設コン
サルタント

稲荷岡 φ300　　L＝500ｍ 第2四半期 7 12

真野原配水場管理棟耐震診断業務委託
建設コン
サルタント

真野原 管理棟の耐震診断 第2四半期 7 12

江口浄水場更新基本設計業務委託
建設コン
サルタント

江口 江口浄水場の基本設計 第1四半期 6
R5

3

江口浄水場ボーリング調査業務委託 地質調査 江口 江口浄水場のボーリング調査 第1四半期 6 10


