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号
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入札・契約
の方法※

発注時期 担当課

1
（仮称）五所川原市一般
廃棄物最終処分場建設
工事

金木町喜良市小
田川山地内

２４ヶ月 土木一式
○処分場建設工事（オープン型）
埋立面積14,900㎡、埋立容量82,000㎥
○浸出水処理施設建設工事

一般競争入札 第１四半期 環境対策課

2
野里一般廃棄物最終処
分場土堰堤築造三段目
工事

大字野里字山ノ
越地内

６ヶ月 土木一式
施工延長Ｌ＝230ｍ
土工　盛土工　18,000㎥
遮水工　保護マット・遮水シート　3,200

一般競争入札 第２四半期 環境対策課

3
鶴ヶ岡１号線道路整備工
事

大字高瀬地内 ３ヶ月 土木一式
土工一式、排水工一式、舗装工一式
L=35m

指名競争入札 第１四半期 土木課

4 若葉4号線道路整備工事 若葉１丁目地内 ３ヶ月 土木一式
土工一式、舗装工一式
L=55m

指名競争入札 第１四半期 土木課

5
田川地区排水路整備工
事

大字田川地内 ３ヶ月 土木一式
排水工　一式
L=70m VS500×1,000

指名競争入札 第１四半期 土木課

6
小曲地区排水路整備工
事

大字小曲地内 ５ヶ月 土木一式
排水工　一式
L=110m VS500×800

指名競争入札 第２四半期 土木課

7
末広町地区排水路整備
工事

字末広町地内 ３ヶ月 土木一式
排水工　一式  揚水ポンプ１台
L=50m VS400×700

指名競争入札 第２四半期 土木課

8
漆川地区排水路整備工
事

大字漆川地内 ５ヶ月 土木一式
排水工　一式  舗装工　一式
L=120m VS500×700

指名競争入札 第２四半期 土木課

9
石岡藤巻地区外排水路
整備工事

大字石岡地内 ５ヶ月 土木一式
排水工　一式
L=90m 大型水路1,500×1,500

指名競争入札 第２四半期 土木課

10
長富1号線（長富橋）迂回
路設置工事

大字長富地内 ７ヶ月 土木一式
迂回路設置工（土工、舗装工、仮橋架
設工、旧橋撤去工）一式　L=123m

一般競争入札 第２四半期 土木課

11 唐笠柳線道路整備工事 大字唐笠柳地内 ３ヶ月 土木一式
排水工一式
L=50ｍ　VS300×400

指名競争入札 第２四半期 土木課

12
前田野目川橋梁架替工
事

大字前田野目地
内

４ヶ月 土木一式 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄH1,500×B2,500　L=10m 指名競争入札 第３四半期 土木課

13
北部１７号線道路整備工
事

字雛田地内 ３ヶ月 土木一式
排水工一式
L=90m VS600×800

指名競争入札 第３四半期 土木課

14
西部７０号線道路整備工
事

字大町地内 ３ヶ月 土木一式
排水工一式
L=55m VS300×400

指名競争入札 第３四半期 土木課

15
北部２２号線道路整備工
事

字雛田地内 ５ヶ月 土木一式
土工一式、排水工一式、舗装工一式
L=80m

指名競争入札 第３四半期 土木課

16
漆川清水流地区排水路
整備工事

大字漆川地内 ３ヶ月 土木一式
排水工　一式
L=80m VS600×600

指名競争入札 第３四半期 土木課

17
稲実地区外水路整備(そ
の１)工事

大字稲実地内 ３ヶ月 土木一式
排水工　一式
L=50m 大型水路1,200×1,200

指名競争入札 第３四半期 土木課

18
稲実地区外水路整備（そ
の２）工事

大字唐笠柳地内 ３ヶ月 土木一式
排水工　一式
L=40m VS800×1,000

指名競争入札 第３四半期 土木課

19
栄町地区排水路整備工
事

字栄町地内 ３ヶ月 土木一式
排水工　一式
L=70m VS300×800

指名競争入札 第３四半期 土木課

20
雛田地区排水路整備工
事

字雛田地内 ３ヶ月 土木一式
排水工　一式
L=70m VS300×800

指名競争入札 第３四半期 土木課

21
太刀打地区排水路整備
工事

大字太刀打地内 ３ヶ月 土木一式
排水工　一式
L=25m 大型水路1,500×1,500

指名競争入札 第３四半期 土木課

22
七ツ館地区水路整備工
事

大字七ツ館地内 ５ヶ月 土木一式
排水工　一式
L=140m ベンチﾌﾘｭｰﾑ600

指名競争入札 第３四半期 土木課

23
小田川山線（小田川８号
橋）橋梁補修工事

金木町喜良市地
内

５ヶ月 土木一式
橋梁補修工（主桁塗替工他）一式
L=18.5m

指名競争入札 第３四半期 土木課

24
飯詰小学校線（石田橋）
橋梁補修工事

大字飯詰地内 ５ヶ月 土木一式
橋梁補修工（主桁塗替工他）一式
L=28.5m

指名競争入札 第３四半期 土木課

25
坂本１１線（相之股橋）橋
梁補修工事

金木町喜良市地
内

５ヶ月 土木一式
橋梁補修工（主桁塗替工他）一式
L=16.4m

指名競争入札 第３四半期 土木課

26
第二太田開拓道線（兵部
沢橋）橋梁補修工事

太田地内 ５ヶ月 土木一式
橋梁補修工（主桁塗替工他）一式
L=16.4m

指名競争入札 第３四半期 土木課

27
新宮団地市営住宅児童
遊園整備工事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 土木一式 新宮団地の児童遊園整備工事一式 指名競争入札 第２四半期 建築住宅課

平成３０年度工事発注見通し一覧表
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28
新宮団地市営住宅（１工
区）屋外付帯（通路・駐車
場・緑地）工事

若葉三丁目地内 ４ヶ月 土木一式
新宮団地の通路・駐車場・側溝及び緑
地整備工事一式

指名競争入札 第３四半期 建築住宅課

29
新宮団地市営住宅（２工
区）屋外付帯（通路・駐車
場・緑地）工事

若葉三丁目地内 ４ヶ月 土木一式
新宮団地の通路・駐車場・側溝及び緑
地整備工事一式

指名競争入札 第３四半期 建築住宅課

30
新宮団地集会所外構整
備工事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 土木一式 新宮団地集会所の外構工事一式 指名競争入札 第３四半期 建築住宅課

31
五所川原第一中学校第２
テニスコート整備工事

松島町三丁目地
内

５ヶ月 土木一式
ソフトテニスコート２面、駐車場As舗装・
区画線一式

一般競争入札 第１四半期 教育総務課

32
コミュニティセンター松島
新築（建築）工事

大字金山字竹崎
地内

６ヶ月 建築一式
木造平家建　延床面積４００㎡
上記建築物の建築工事１式

一般競争入札 第２四半期 管財課

33
金木庁舎建設（建築）工
事

金木町朝日山
地内

１２ヶ月 建築一式
延床面積：1,530㎡　階数：地上２階　構
造：鉄骨造
上記建築物の建築工事一式

一般競争入札 第２四半期
新庁舎建設
準備室

34
新宮団地市営住宅（№３
号棟）建替建設（建築）工
事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 建築一式
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積195.83㎡1棟の建築工事一式

一般競争入札 第１四半期 建築住宅課

35
新宮団地市営住宅（№４
号棟）建替建設（建築）工
事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 建築一式
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 4戸建）延床面
積261.11㎡1棟の建築工事一式

一般競争入札 第１四半期 建築住宅課

36
新宮団地市営住宅（№７
号棟）建替建設（建築）工
事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 建築一式
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積195.83㎡1棟の建築工事一式

一般競争入札 第１四半期 建築住宅課

37
新宮団地市営住宅（№８
号棟）建替建設（建築）工
事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 建築一式
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積195.83㎡1棟の建築工事一式

一般競争入札 第１四半期 建築住宅課

38
新宮団地市営住宅（№１１
号棟）建替建設（建築）工
事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 建築一式
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積195.83㎡1棟の建築工事一式

一般競争入札 第１四半期 建築住宅課

39
新宮団地市営住宅（№１２
号棟）建替建設（建築）工
事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 建築一式
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建）延床面
積130.55㎡1棟の建築工事一式

指名競争入札 第１四半期 建築住宅課

40
新宮団地市営住宅（№１５
号棟）建替建設（建築）工
事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 建築一式
木造平家建（2LDKﾀｲﾌﾟ 4戸建）延床面
積300.86㎡1棟の建築工事一式

一般競争入札 第１四半期 建築住宅課

41
新宮団地集会所新築（建
築）工事

若葉三丁目地内 ６ヶ月 建築一式
木造平家建　延床面積188.80㎡1棟の
建築工事一式

一般競争入札 第１四半期 建築住宅課

42
富士見団地市営住宅（№
６号棟）屋根外壁改修工
事

字蓮沼地内 ６ヶ月 建築一式
RC造4階建（32戸建）延床面積2781.53
㎡1棟の屋根外壁改修工事一式

一般競争入札 第２四半期 建築住宅課

43
富士見団地市営住宅（№
７号棟）屋根外壁改修工
事

字蓮沼地内 ６ヶ月 建築一式
RC造4階建（24戸建）延床面積2086.14
㎡1棟の屋根外壁改修工事一式

一般競争入札 第２四半期 建築住宅課

44
富士見団地市営住宅（№
８号棟）屋根外壁改修工
事

字蓮沼地内 ６ヶ月 建築一式
RC造4階建（16戸建）延床面積1390.75
㎡1棟の屋根外壁改修工事一式

一般競争入札 第２四半期 建築住宅課

45
五所川原市B&G海洋セン
ター市浦大規模改修（建
築外部）工事

相内岩井　地内 ５ヶ月 建築一式
直接仮設工事・屋根改修工事・外壁改
修工事・塗装改修工事

指名競争入札 第１四半期
スポーツ振
興課

46
五所川原市B&G海洋セン
ター市浦大規模改修（建
築内部）工事

相内岩井　地内 ５ヶ月 建築一式
直接仮設工事・建具改修工事・内装改
修工事・塗装改修工事

一般競争入札 第１四半期
スポーツ振
興課

47
金木庁舎建設（杭打）工
事

金木町朝日山
地内

３ヶ月
とび・土工・
コンクリート

延床面積：1,530㎡　階数：地上２階　構
造：鉄骨造
上記建築物の杭打工事一式

指名競争入札 第２四半期
新庁舎建設
準備室

48
補助林道改良（湯ノ沢線）
工事

金木町喜良市相
野山地内

３ヶ月
とび・土工・
コンクリート

法面整形工、簡易法枠工

L=100ｍ、A=250ｍ
２ 指名競争入札 第１四半期 農林水産課

49
浅井境山線防雪柵３工区
工事

大字野里地内 ５ヶ月
とび・土工・
コンクリート

防雪柵設置工一式
L=202m

指名競争入札 第２四半期 土木課

50
コミュニティセンター松島
新築（電気設備）工事

大字金山字竹崎
地内

６ヶ月 電気
木造平家建　延床面積４００㎡
上記建築物の電気設備工事１式

指名競争入札 第２四半期 管財課

51
金木庁舎建設（電気設
備）工事

金木町朝日山
地内

１２ヶ月 電気
延床面積：1,530㎡　階数：地上２階　構
造：鉄骨造
上記建築物の電気設備工事一式

一般競争入札 第２四半期
新庁舎建設
準備室

52 高圧機器更新工事 字新町３３番地１ ３ケ月 電気
高圧受電盤　キュービクル一式更新、
高圧コンデンサ撤去、PCB分析

指名競争入札 第１四半期 健康推進課

53 LED灯導入事業 市内全域 ７ヶ月 電気
街灯整備工
防犯灯 8,277灯

一般競争入札 第１四半期 土木課

54
新宮団地市営住宅（№３
号棟）建替建設（電気設
備）工事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 電気
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積195.83㎡1棟の電気設備工事一式

指名競争入札 第１四半期 建築住宅課
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55
新宮団地市営住宅（№４
号棟）建替建設（電気設
備）工事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 電気
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 4戸建）延床面
積261.11㎡1棟の電気設備工事一式

指名競争入札 第１四半期 建築住宅課

56
新宮団地市営住宅（№７
号棟）建替建設（電気設
備）工事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 電気
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積195.83㎡1棟の電気設備工事一式

指名競争入札 第１四半期 建築住宅課

57
新宮団地市営住宅（№８
号棟）建替建設（電気設
備）工事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 電気
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積195.83㎡1棟の電気設備工事一式

指名競争入札 第１四半期 建築住宅課

58
新宮団地市営住宅（№１１
号棟）建替建設（電気設
備）工事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 電気
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積195.83㎡1棟の電気設備工事一式

指名競争入札 第１四半期 建築住宅課

59
新宮団地市営住宅（№１２
号棟）建替建設（電気設
備）工事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 電気
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建）延床面
積130.55㎡1棟の電気設備工事一式

指名競争入札 第１四半期 建築住宅課

60
新宮団地市営住宅（№１５
号棟）建替建設（電気設
備）工事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 電気
木造平家建（2LDKﾀｲﾌﾟ 4戸建）延床面
積300.86㎡1棟の電気設備工事一式

指名競争入札 第１四半期 建築住宅課

61
新宮団地集会所新築（電
気設備）工事

若葉三丁目地内 ６ヶ月 電気
木造平家建　延床面積188.80㎡1棟の
電気設備工事一式

指名競争入札 第１四半期 建築住宅課

62
五所川原市浄化センター
汚水ポンプ設備（電気）更
新工事

字幾世森地内 １８ヶ月 電気
電気計装設備（負荷設備、計測設備、
監視制御設備等） １式、据付・配線・配
管工 １式

一般競争入札 第２四半期 下水道課

63
五所川原市浄化センター
水処理設備（電気）更新
工事

字幾世森地内 １８ヶ月 電気
電気計装設備（負荷設備、計測設備、
監視制御設備） １式、据付・配線・配管
工 １式

一般競争入札 第２四半期 下水道課

64
五所川原市浄化センター
電気計装設備更新工事

字幾世森地内 ８ヶ月 電気
電気計装設備（自家発電設備、制御電
源及び計装用電源設備） １式

一般競争入札 第２四半期 下水道課

65
五所川原市B&G海洋セン
ター市浦大規模改修（電
気設備）工事

相内岩井　地内 ５ヶ月 電気
照明器具・誘導灯LED・自動火災報知
設備改修工事

指名競争入札 第１四半期
スポーツ振
興課

66
中央公民館電気設備改
修工事

字一ツ谷504番
地1

２ヶ月 電気
変電設備工事一式（変圧器3基、進相コ
ンデンサー1基、高圧母線配線材（動
力）22ｍ、高圧母線配線材（電灯）22ｍ)

指名競争入札 第２四半期 中央公民館

67
コミュニティセンター松島
新築（機械設備）工事

大字金山字竹崎
地内

６ヶ月 管
木造平家建　延床面積４００㎡
上記建築物の機械設備工事１式

指名競争入札 第２四半期 管財課

68
金木庁舎建設（機械設
備）工事

金木町朝日山
地内

１２ヶ月 管
延床面積：1,530㎡　階数：地上２階　構
造：鉄骨造
上記建築物の機械設備工事一式

一般競争入札 第２四半期
新庁舎建設
準備室

69
新宮団地市営住宅（№３
号棟）建替建設（機械設
備）工事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 管
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積195.83㎡1棟の機械設備工事一式

指名競争入札 第１四半期 建築住宅課

70
新宮団地市営住宅（№４
号棟）建替建設（機械設
備）工事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 管
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 4戸建）延床面
積261.11㎡1棟の機械設備工事一式

指名競争入札 第１四半期 建築住宅課

71
新宮団地市営住宅（№７
号棟）建替建設（機械設
備）工事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 管
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積195.83㎡1棟の機械設備工事一式

指名競争入札 第１四半期 建築住宅課

72
新宮団地市営住宅（№８
号棟）建替建設（機械設
備）工事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 管
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積195.83㎡1棟の機械設備工事一式

指名競争入札 第１四半期 建築住宅課

73
新宮団地市営住宅（№１１
号棟）建替建設（機械設
備）工事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 管
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面
積195.83㎡1棟の機械設備工事一式

指名競争入札 第１四半期 建築住宅課

74
新宮団地市営住宅（№１２
号棟）建替建設（機械設
備）工事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 管
木造平家建（1LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建）延床面
積130.55㎡1棟の機械設備工事一式

指名競争入札 第１四半期 建築住宅課

75
新宮団地市営住宅（№１５
号棟）建替建設（機械設
備）工事

若葉三丁目地内 ５ヶ月 管
木造平家建（2LDKﾀｲﾌﾟ 4戸建）延床面
積300.86㎡1棟の機械設備工事一式

指名競争入札 第１四半期 建築住宅課

76
新宮団地集会所新築（機
械設備）工事

若葉三丁目地内 ６ヶ月 管
木造平家建　延床面積188.80㎡1棟の
機械設備工事一式

指名競争入札 第１四半期 建築住宅課

77
五所川原市B&G海洋セン
ター市浦大規模改修（機
械設備）工事

相内岩井　地内 ５ヶ月 管
衛生器具設備・給排水設備・換気設備
等改修工事・その他撤去工事

指名競争入札 第１四半期
スポーツ振
興課

78
交通安全施設区画線設
置工事

五所川原市内一
円

２ヶ月 塗装 区画線工一式　L=23,000ｍ 指名競争入札 第1四半期 土木課

79 前田野目線舗装工事
大字前田野目地
内

３ヶ月 舗装
施工延長　L=1,000m　W=3m
路盤工(RC-40)A=3,000㎡　表層工(⑤
再生密粒度(13F))A=2,800㎡

指名競争入札 第１四半期 土木課

80 雲雀野２線舗装工事 金木町嘉瀬地内 ３ヶ月 舗装 施工延長　L=100m　W=6m 指名競争入札 第１四半期 土木課

81 藤枝１線舗装工事 金木町藤枝地内 ３ヶ月 舗装
施工延長　L=400m　W=6m

指名競争入札 第１四半期 土木課
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82 田川・幾世森線舗装工事 大字新宮地内 ３ヶ月 舗装
施工延長　L=300m　車道W=8m　歩道
W=3m

指名競争入札 第１四半期 土木課

83
飯詰浄水場ろ過砂改修
工事

大字飯詰地内 ３ヶ月
機械器具
設置

急速ろ過池8池のろ過砂交換 随意契約 第２四半期 水道課

84
五所川原市浄化センター
汚水ポンプ設備（機械）更
新工事

字幾世森地内 １８ヶ月
機械器具
設置

汚水ポンプ設置 2台、ポンプ設備 1式 一般競争入札 第２四半期 下水道課

85
五所川原市浄化センター
水処理設備（機械）更新
工事

字幾世森地内 １８ヶ月
機械器具
設置

初沈汚泥掻寄機設置 １基、水処理設
備・付帯設備 １式

一般競争入札 第２四半期 下水道課

86
新宮町地区配水管布設
替工事

字新宮町外地内 ４ヶ月 水道施設 配水管布設替工ＤＩＰφ150　Ｌ=110ｍ 指名競争入札 第１四半期 水道課

87
みどり町地区配水管布設
替工事

みどり町地内 ４ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ75　Ｌ＝450ｍ 指名競争入札 第１四半期 水道課

88
神山地区配水管布設替
工事

大字神山地内 ４ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ100　Ｌ＝350ｍ 指名競争入札 第１四半期 水道課

89
金木地区配水管布設替
工事

金木町朝日山地
内

４ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ１00　Ｌ＝300ｍ 指名競争入札 第１四半期 水道課

90
嘉瀬地区配水管布設工
事

金木町嘉瀬地内 ４ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ75　Ｌ＝400ｍ 指名競争入札 第１四半期 水道課

91
大町地区配水管布設替1
工区工事

字大町地内 ４ヶ月 水道施設 配水管布設替工ＤＩＰφ200　Ｌ＝130ｍ 指名競争入札 第２四半期 水道課

92
大町地区配水管布設替2
工区工事

字大町地内 ４ヶ月 水道施設 配水管布設替工ＤＩＰφ200　Ｌ＝130ｍ 指名競争入札 第２四半期 水道課

93 中崎橋仮設配管工事 大字中崎地内 ４ヶ月 水道施設 仮設配管SGP-VD鋼管100A L=80m 指名競争入札 第３四半期 水道課

94 長富橋仮設配管工事 大字長富地内 ４ヶ月 水道施設 仮設配管SGP-VD鋼管100A L=120m 指名競争入札 第３四半期 水道課

95
コミュニティセンター長橋
解体工事

大字神山字鶉野
地内

４ヶ月 解体
鉄骨造平家建　延床面積６２０．７７㎡
上記建築物の解体工事１式

指名競争入札 第１四半期 管財課

96
コミュニティセンター松島
解体工事

大字金山字竹崎
地内

４ヶ月 解体
鉄骨造平家建　延床面積５９７．５１㎡
上記建築物の解体工事１式

指名競争入札 第１四半期 管財課

97
旧杉の子児童館解体工
事

大字羽野木沢字
隅無　地内

３ヶ月 解体
木造平家建　延床面積２５３．６１㎡
上記建築物の解体工事１式

指名競争入札 第２四半期 管財課

98
（仮称）五所川原市一般
廃棄物最終処分場小屋
解体工事

金木町喜良市小
田川山地内

４ヶ月 解体 小屋3棟解体、運搬処分　一式 指名競争入札 第１四半期 環境対策課

99
旧新宮団地集会所（森の
家）解体工事

若葉一丁目地内 ５ヶ月 解体
木造平家建　延床面積259.84㎡1棟の
解体工事一式

指名競争入札 第３四半期 建築住宅課

100
新宮団地市営住宅解体
（１工区）工事

若葉三丁目地内 ４ヶ月 解体
CB造平家建（2・3戸建）6棟、物置8棟及
び増築部分の解体工事一式

指名競争入札 第３四半期 建築住宅課

101
新宮団地市営住宅解体
（２工区）工事

若葉三丁目地内 ４ヶ月 解体
CB造2階建（6戸建）3棟、物置9棟及び
増築部分の解体工事一式

指名競争入札 第３四半期 建築住宅課

102
芦野公園浮島擬岩撤去
工事

金木町芦野　地
内（芦野公園内）

１ヶ月 解体
解体・撤去工一式　（擬岩：FRP製、躯
体：SS400）　 Ｌ＝15ｍ、W=10ｍ、H＝3
ｍ

指名競争入札 第１四半期 公園管理課


