
※ 番号欄の番号は、変更区分が「変更」及び「取止め」の場合は４月に公表した際の番号を、「追加」の場合は新たな番号を付しています。
変更区分が「変更」の場合、「下線」のある箇所が変更した事項です。
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【変更、取止め】

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

一般競争入札 平成30年10月 変更 土木課

9
石岡地区排水路整備工
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

一般競争入札 平成30年10月 変更 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 一般競争入札 平成30年10月 変更 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 取止め 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

一般競争入札 第３四半期 取止め 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

一般競争入札 第３四半期 取止め 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

一般競争入札 平成30年10月 変更 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

一般競争入札 第３四半期 取止め 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 取止め 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 取止め 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 取止め 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=20m 大型水路
1,500×1,500、L=5.6ｍ ﾎﾞｯｸｽ1,500
×1,500

一般競争入札 平成30年11月 変更 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

一般競争入札 平成30年11月 変更 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

一般競争入札 平成30年11月 変更 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

一般競争入札 平成30年11月 変更 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

一般競争入札 平成30年11月 変更 土木課

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

一般競争入札 第３四半期 取止め 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 一般競争入札 平成30年11月 変更 建築住宅課

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 平成31年1月 変更
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 取止め 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 取止め 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 取止め 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 取止め 建築住宅課

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

一般競争入札 第２四半期 取止め
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 取止め 農林水産課

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 平成31年1月 変更
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 平成30年１０月 変更 健康推進課

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 取止め 建築住宅課

平成３０年度工事発注見通し変更一覧表
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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 取止め 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 取止め 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 取止め 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 取止め 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 取止め 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 取止め 下水道課

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 平成30年10月 変更 中央公民館

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 平成31年1月 変更
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 取止め 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 取止め 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 取止め 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 取止め 建築住宅課

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 取止め 土木課

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 取止め 土木課

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 取止め 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 取止め 下水道課

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 一般競争入札 平成30年10月 変更 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 取止め 水道課

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

一般競争入札 平成30年１２月 変更 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

一般競争入札 平成30年１０月 変更 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

一般競争入札 平成30年１２月 変更 建築住宅課

【追加】

102
コミュニティセンター長橋
駐車場整備工事

大字神山字鶉野
地内

５ヶ月 土木一式
駐車場整備面積３，８００㎡の舗装・
外構・照明施設工事１式

一般競争入札 平成30年11月 追加 管財課

103
旧漆川市営住宅跡地排
水路整備工事

大字漆川字鍋懸
地内

３ヶ月 土木一式
Ｕ型側溝新設撤去　Ｌ＝４４．０ｍ
Ｌ型擁壁工　Ｌ＝２２．０ｍ

指名競争入札 平成30年10月 追加 管財課

104
一ツ谷地区管渠築造工
事

字一ツ谷地内 ３ヶ月 土木一式
管路　延長L=156.2ｍ　開削工法
管きょ工　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
200mm

一般競争入札 平成30年10月 追加 下水道課

105
漆川浅井地区排水路整
備工事

大字漆川地内 ３ヶ月 土木一式
排水工　一式
L=40m VS400×700

指名競争入札 平成30年10月 追加 土木課

106
石田坂線道路災害復旧
工事

大字戸沢　地内 ４ヶ月 土木一式
施工延長Ｌ=20m
ﾌﾞﾛｯｸ積工　A=70.0㎡

一般競争入札 平成30年11月 追加 土木課

107
前田野目３号線側溝整備
工事

大字前田野目
地内

４ヶ月 土木一式
排水工　一式
L=32ｍ U型側溝600

指名競争入札 平成30年10月 追加 土木課


