
※入札・契約の方法は設計金額の変動により変更することがあります。

番
号

工事名 工事場所 工期
工事の種

類
概　　　　　要

入札・契約
の方法※

発注時期 担当課

1
前田野目線道路改良工
事

大字前田野目地
内

約4ヶ月 土木一式
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工 L=4.0m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用壁
工 L=13.0m

指名競争入札 ６月 土木課

2
五所川原工業団地道路
改良工事

大字金山地内 約5ヶ月 土木一式
舗装工一式､路盤工一式､側溝工一式
L=200m､W=9.0m

一般競争入札 ７月 土木課

3
坂本１１線（相野股橋）橋
梁補修工事

金木町喜良市地
内

約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 ７月 土木課

4
中崎幹線（中崎橋）迂回
路設置工事

大字毘沙門地内 約7ヶ月 土木一式
迂回路設置工(土工､舗装工､仮橋架設
工､)一式 L=115m

一般競争入札 ７月 土木課

5
長富１号線（長富橋）橋梁
架替工事

大字長富内 約7ヶ月 土木一式 旧橋撤去工、Ａ１橋台 １基 一般競争入札 ７月 土木課

6
五所川原市一般廃棄物
最終処分場侵入防止柵
設置工事

金木町喜良市小
田川山地内

約9ヶ月 土木一式 侵入防止柵L=700m 指名競争入札 ７月 環境対策課

7
コミュニティセンター松島
駐車場整備工事

大字金山字竹崎
地内

約4ヶ月 土木一式
路盤工･舗装工 A=2,600㎡ 側溝工 1式
防護柵工 L=200m 照明灯 1式

一般競争入札 ８月 管財課

8
漆川浅井地区排水路整
備工事

大字漆川地内 約3ヶ月 土木一式
排水工 一式
L=80m ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 600

指名競争入札 ８月 土木課

9
田川地区排水路整備工
事

大字田川地内 約3ヶ月 土木一式
排水工 一式
L=70m VS500×900~1,100

指名競争入札 ８月 土木課

10
北部１７号線道路整備工
事

字雛田地内 約4ヶ月 土木一式
排水工 一式
L=70m VS400×500

指名競争入札 ９月 土木課

11
石岡藤巻地区外排水路
整備工事

大字石岡外地内 約4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 ９月 土木課

12
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 約5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 １０月 建築住宅課

13
新宮団地市営住宅（２工
区）屋外付帯（通路・駐車
場・緑地）工事

若葉一丁目地内 約5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 １０月 建築住宅課

14
北部２２号線道路整備工
事

字雛田地内 約5ヶ月 土木一式
L=80m W=6m 路盤工 表層工 1式
VS300×500 L=160m

指名競争入札 １０月 土木課

15
一野坪幹線道路整備工
事

大字一野坪地内 約3ヶ月 土木一式
排水工 一式
L=50m VS300×400

指名競争入札 １０月 土木課

16 小曲地区道路整備工事 大字小曲地内 約3ヶ月 土木一式
排水工 一式
L=110m VS300×500~900

指名競争入札 １０月 土木課

17
七ツ館地区排水路整備
工事

大字七ツ館地内 約4ヶ月 土木一式
排水工 一式
L=140m 大型ﾌﾘｭｰﾑ 700×1,200

指名競争入札 １０月 土木課

18
石岡地区排水路整備(そ
の２工区)工事

大字石岡地内 約4ヶ月 土木一式
排水工 一式
L=100m 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝 400×500

指名競争入札 １０月 土木課

19
広田・尻無線（志ん橋）橋
梁補修工事

大字漆川地内 約3ヶ月 土木一式
橋梁補修工(主桁塗替工他)一式
L=37.0m

一般競争入札 １１月 土木課

20
富桝線（富桝橋）橋梁補
修工事

大字米田地内 約3ヶ月 土木一式
橋梁補修工(主桁塗替工他)一式
L=29.0m

一般競争入札 １１月 土木課

21
吉野実取線（実取大橋）
橋梁補修工事

相内地内 約3ヶ月 土木一式
橋梁補修工(主桁塗替工他)一式
L=69.0m

一般競争入札 １１月 土木課

22
太刀打地区排水路整備
工事

大字太刀打地内 約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 １２月 土木課

23
漆川体育館大規模改修
（建築）工事

漆川字鍋掛　地
内

約5ヶ月 建築一式
直接仮設工事､屋根改修工事､建具改
修工事､外壁改修工事､内装改修工事､
塗装改修工事

一般競争入札 ４月
スポーツ振
興課

24
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 約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 ５月 建築住宅課

25
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 約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 ５月 建築住宅課

26
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 約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 ５月 建築住宅課

27
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 約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 ５月 建築住宅課

平成３１年度工事発注見通し一覧表（予定価格250万円以上）
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28
新宮団地市営住宅（№１９
号棟）建替建設（建築）工
事

若葉一丁目地内 約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 ５月 建築住宅課

29
新宮団地市営住宅（№２０
号棟）建替建設（建築）工
事

若葉一丁目地内 約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 ５月 建築住宅課

30
ふるさと交流圏民セン
ター外壁改修工事

字幾世森地内 約6ヶ月 建築一式 外壁ｸﾗｯｸ補修工､ﾀｲﾙ補修工､ 一般競争入札 ５月 社会教育課

31
ふるさと交流圏民セン
ター屋根防水シート改修
工事

字幾世森地内 約4ヶ月 建築一式 屋根防水ｼｰﾄ改修工一式 一般競争入札 ５月 社会教育課

32
富士見団地市営住宅（№
２号棟）屋根外壁改修工
事

蓮沼地内 約7ヶ月 建築一式
RC造3階建(18戸建)延床面積1587.13
㎡1棟の建築工事一式

一般競争入札 ６月 建築住宅課

33
富士見団地市営住宅（№
３号棟）屋根外壁改修工
事

蓮沼地内 約7ヶ月 建築一式
RC造3階建(18戸建)延床面積1587.13
㎡1棟の建築工事一式

一般競争入札 ６月 建築住宅課

34
富士見団地市営住宅（№
４号棟）屋根外壁改修工
事

蓮沼地内 約7ヶ月 建築一式
RC造3階建(24戸建)延床面積2116.18
㎡1棟の建築工事一式

一般競争入札 ６月 建築住宅課

35
補助林道改良（脇元割長
根）工事

磯松松曇谷地内 約3ヶ月

とび・土工･
コンクリート
工事

法面整形工､植生工
L=92m､A=370m2

指名競争入札 ６月 農林水産課

36
漆川体育館大規模改修
（電気設備）工事

漆川字鍋掛　地
内

約5ヶ月 電気 LED照明取替改修工事 指名競争入札 ４月
スポーツ振
興課

37
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 約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 ５月 建築住宅課

38
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 約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 ５月 建築住宅課

39
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 約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 ５月 建築住宅課

40
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 約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 ５月 建築住宅課

41
新宮団地市営住宅（№１９
号棟）建替建設（電気設
備）工事

若葉一丁目地内 約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 ５月 建築住宅課

42
新宮団地市営住宅（№２０
号棟）建替建設（電気設
備）工事

若葉一丁目地内 約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 ５月 建築住宅課

43
屋外キュービクル更新工
事

字栄町119番地 約3ヶ月 電気
重量物運搬作業一式､高圧受電盤交換
一式､産業廃棄物処理一式､竣工検査
一式

指名競争入札 ６月 図書館

44
ふるさと交流圏民セン
ター電気設備工事

字幾世森地内 約6ヶ月 電気 自動火災報知機更新､拡声設備更新 一般競争入札 ９月 社会教育課

45
漆川体育館大規模改修
（機械設備）工事

漆川字鍋掛　地
内

約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 ４月
スポーツ振
興課

46
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 約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 ５月 建築住宅課

47
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 約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 ５月 建築住宅課

48
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 約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 ５月 建築住宅課

49
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 約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 ５月 建築住宅課

50
新宮団地市営住宅（№１９
号棟）建替建設（機械設
備）工事

若葉一丁目地内 約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 ５月 建築住宅課

51
新宮団地市営住宅（№２０
号棟）建替建設（機械設
備）工事

若葉一丁目地内 約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 ５月 建築住宅課

52
金木中学校浄化槽機器
配管取替工事

金木町芦野地内 約3ヶ月 管
浄化槽工事一式｡ばっ気ﾌﾞﾛﾜ､調整槽ﾌﾞ
ﾛﾜ､流入ﾎﾟﾝﾌﾟ他及び配管取替工事

指名競争入札 ８月 教育総務課

53
ふるさと交流圏民セン
ター機械設備工事

字幾世森地内 約6ヶ月 管
空調設備配管改修工､空調自動制御設
備改修工

一般競争入札 ９月 社会教育課

54 田川・幾世森線舗装工事 字幾世森地内 約4ヶ月 舗装
舗装工一式､路盤工一式  L=720m､
W=7.0m

一般競争入札 ６月 土木課



※入札・契約の方法は設計金額の変動により変更することがあります。

番
号

工事名 工事場所 工期
工事の種

類
概　　　　　要

入札・契約
の方法※

発注時期 担当課

平成３１年度工事発注見通し一覧表（予定価格250万円以上）

55
交通安全施設区画線設
置工事

五所川原市内一
円

約2ヶ月 塗装 区画線工一式 L=23,000m 指名競争入札 ７月 土木課

56
梅田地区農業集落排水
処理施設機械設備更新
工事

大字梅田地内 約5ヶ月
機械器具
設置

機械設備更新工一式
ばっ気ﾌﾞﾛﾜ(2台)

指名競争入札 ６月 下水道課

57
十三地区漁業集落排水
処理施設機械設備更新
工事

十三地内 約5ヶ月
機械器具
設置

機械設備更新工一式
常用ﾌﾞﾛﾜ(2台)他

指名競争入札 ６月 下水道課

58 防災行政無線整備工事
市浦全域、金木
全域

約21ヶ月
電気通信
工事

MCAﾃﾞｼﾞﾀﾙ防災行政無線更新一式 一般競争入札 ４月 総務課

59
錦町地区配水管布設替1
工区工事

字錦町地内 約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ75~150 L=380m 一般競争入札 ６月 水道課

60
錦町地区配水管布設替2
工区工事

字錦町地内 約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ75~150 L=280m 一般競争入札 ６月 水道課

61
神山地区配水管布設替
工事

大字神山地内 約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ100 L=370m 指名競争入札 ６月 水道課

62
飯詰浄水場配水池築造
(杭打)工事

大字飯詰地内 約12ヶ月 水道施設
地下式PC配水池構造 2,530m3(既設撤
去及び杭打設)

一般競争入札 ６月 水道課

63
みどり町地区配水管布設
替工事

字みどり町地内 約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ150 L=340m 一般競争入札 ８月 水道課

64
旭町地区配水管布設替1
工区工事

字大町地内 約4ヶ月 水道施設
配水管布設替工DIPφ150 L=200m φ
75 L=210m

一般競争入札 ８月 水道課

65
旭町地区配水管布設替2
工区工事

字大町地内 約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ75 L=180m 指名競争入札 ８月 水道課

66
若葉地区配水管布設替
工事

若葉地内 約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工DIPφ75 L=510m 一般競争入札 ８月 水道課

67
志ん橋配水管布設替工
事

大字漆川地内 約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工 SUSφ100 L=38m 指名競争入札 １１月 水道課

68
五兵衛橋配水管布設替
工事

大字漆川地内 約4ヶ月 水道施設 配水管布設替工 SUSφ150 L=28m 指名競争入札 １１月 水道課

69 中崎橋仮設配管工事 大字中崎地内 約4ヶ月 水道施設 仮設配管SGP-VD鋼管100AL L=80m 指名競争入札 １１月 水道課

70
新宮団地市営住宅解体
（１工区）工事

若葉一丁目地内 約3ヶ月 解体
CB造2階建(4･6戸建)3棟､物置8棟及び
増築部分の解体工事一式

指名競争入札 １２月 建築住宅課

71
新宮団地市営住宅解体
（２工区）工事

若葉一丁目地内 約3ヶ月 解体
CB造2階建(4戸建)3棟､物置6棟及び増
築部分の解体工事一式

指名競争入札 １２月 建築住宅課

72
金木庁舎建設（建築）工
事

金木町朝日山
地内

約15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 ５月
新庁舎建設
準備室


