
※ 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】

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 取止め 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 １２月 変更 環境対策課

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 取止め 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 取止め 土木課

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=74m Ｗ＝4ｍ　路盤工　１式
土留式自由勾配側溝３00×５00　L=74
ｍ

指名競争入札 １０月 変更 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 取止め 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 取止め 土木課

18
田園町地区排水路整備
工事

大字石岡地内 約4ヶ月 土木一式
排水工　一式
L=75m 土留式自由勾配側溝500×700

指名競争入札 １０月 変更 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 取止め 土木課

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 取止め 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 取止め 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 取止め 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 取止め 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 取止め 農林水産課

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 取止め 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 取止め 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 取止め 建築住宅課

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 取止め 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 取止め 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 取止め 建築住宅課

58 防災行政無線整備工事
市浦全域、金木
全域

約16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 １１月 変更 総務課

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 取止め 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 取止め 水道課

【追加】

72
太田長根沢線(第2太田
橋)橋梁補修工事

太田地内 約3ヵ月 土木一式
橋梁補修工(主桁塗替工他)一式
L=20.5ｍ

指名競争入札 １１月 追加 土木課

73
金山地区配水管布設工
事

大字金山地内 約4ヶ月 水道施設
配水管布設替工DIPφ100
L=200m

指名競争入札 １１月 追加 水道課

平成３１年（令和元年）度工事発注見通し変更一覧表


