
令和２年度発注見通し（4月公表） この見通しは予定であり、発注の際は変更する場合があります。

主管課名称 業種 件名 場所 契約方法 日数 発注時期 工事概要

建設課 土木一式 市道槇能生線道路改良工事 糸魚川市大字中野口地内 制限付き一般競争入札 300 第１四半期 道路改良　L=60m　W=9.5m

建設課 土木一式 市道堀割線道路改良工事 糸魚川市大字大野地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 道路改良　L=40m  W=7.0m

建設課 土木一式 市道蓮華線ほか道路改良工事 糸魚川市大字大谷内・大所地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 法面改良　N=３か所

建設課 土木一式 市道万代屋裏小路線ほか電線共同溝整備工事 糸魚川市大町２丁目地内 制限付き一般競争入札 300 第１四半期 電線共同溝整備　L=210m

建設課 土木一式 市道横町大町線電線共同溝整備工事 糸魚川市大町２丁目・本町地内 制限付き一般競争入札 300 第１四半期 電線共同溝整備　L=340m

建設課 土木一式 市道東海線早川大橋修繕工事　 糸魚川市大字東川原地内 制限付き一般競争入札 300 第１四半期 橋梁修繕　一式

農林水産課 土木一式 林道入山線改良工事 糸魚川市大字小滝地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 落石防護柵　L=16m

農林水産課 土木一式 林道入山線その２改良工事 糸魚川市大字小滝地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 安全施設設置　L=100m

農林水産課 土木一式 林道入山線改良工事 糸魚川市大字小滝地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 護岸補修工　一式

農林水産課 土木一式 林道大久保線改良工事 糸魚川市大字百川地内 制限付き一般競争入札 210 第１四半期 道路拡幅工　一式

農林水産課 土木一式 林道須沢池ノ内線改良工事 糸魚川市大字須沢地内 制限付き一般競争入札 210 第１四半期 側溝設置工　一式

農林水産課 土木一式 琴沢橋修繕工事 糸魚川市大字大谷内地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 琴沢橋（林道大谷内線）　橋長L=14.6m

農林水産課 土木一式 大和川漁港海岸保全工事 糸魚川市大字大和川地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 潜堤工

農林水産課 土木一式 大和川漁港海岸保全施設長寿命化対策工事 糸魚川市大字大和川地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 波返し補修工　一式

農林水産課 土木一式 外之江頭首工災害復旧工事 糸魚川市大字堀切地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 頭首工復旧工　一式

農林水産課 土木一式 藤後頭首工災害復旧工事 糸魚川市大字槇地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 頭首工復旧工　一式

農林水産課 土木一式 釜沢用水災害復旧工事 糸魚川市大字粟倉地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 用水管設置　L=50m　法面復旧工

文化振興課 土木一式 名勝親しらず（大懐）　法面整備工事 糸魚川市大字市振地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 大懐上部の法面の伐木及び整地作業、伐採木の回収・処分

商工観光課 土木一式 月不見の池注水路整備工事 糸魚川市大字上出地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 月不見の池へ用水注入するための用水路整備

生涯学習課 土木一式 美山テニスコート人工芝張替工事 糸魚川市大字大野地内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 人工芝張替工事（陥没修繕含む）

ガス水道局 土木一式 柱道地区接合井補修工事 糸魚川市大字柱道地内 制限付き一般競争入札 60 第１四半期 W：柱道接合井外構補修　一式

ガス水道局 土木一式 小見地区汚水幹線築造工事 糸魚川市大字小見地内 制限付き一般競争入札 210 第１四半期 汚水管渠築造

農林水産課 建築一式 釜沢生活改善センター屋根・外壁修繕工事 糸魚川市大字釜沢地内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 釜沢生活改善センターの屋根と外壁の修繕

こども課 建築一式 青海中学校屋体大規模改修工事（Ⅰ期） 糸魚川市大字寺地地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 屋体屋根改修

こども課 建築一式 大和川保育園外壁改修工事 糸魚川市大字大和川地内 制限付き一般競争入札 78 第１四半期 外壁改修、屋上・外壁・外部階段防水改修、パラペット改修

生涯学習課 建築一式 市振支館改修（建築）工事 糸魚川市大字市振地内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 市振支館改修建築工事　一式

生涯学習課 建築一式 市民総合体育館改修（建築）工事 糸魚川市上刈４丁目地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 建築工事　一式

生涯学習課 建築一式 高畑支館外壁補修工事 糸魚川市大字田海地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 外壁工事  一式

生涯学習課 建築一式 東町支館外壁補修工事 糸魚川市大字青海地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 外壁工事  一式

能生事務所 建築一式 マリンミュージアム海洋大扉修繕工事 糸魚川市大字小泊地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 修繕工事一式

青海事務所 建築一式 青海事務所庁舎修繕工事 糸魚川市大字青海地内 制限付き一般競争入札 30 第１四半期 外壁等クラック、外部鉄骨、軒樋改修

消防本部 建築一式 上早川分団拠点化格納庫新築工事 糸魚川市土塩地内 制限付き一般競争入札 140 第１四半期 消防団格納庫新築工事　一式　木造２階建て　新築１棟

総務課 電気 受信点パラボラアンテナ修繕工事 糸魚川市一の宮１丁目地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 ＢＳ・ＣＳ放送受信用パラボラアンテナの更新

生涯学習課 電気 市振支館改修（電気設備）工事 糸魚川市大字市振地内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 電気設備工事　一式

生涯学習課 電気 市民総合体育館改修（電気設備）工事 糸魚川市上刈４丁目地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 電気設備工事　一式

ガス水道局 電気 姫川簡易水道電気・計装・滅菌設備工事 糸魚川市大字山口地内 制限付き一般競争入札 210 第１四半期 電気計装設備　一式　滅菌設備　一式

ガス水道局 電気 能生浄化センター電気設備修繕工事 糸魚川市大字能生地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 給水ユニット制御盤修繕

ガス水道局 電気 糸魚川浄化センター水処理施設更新（その３）工事 糸魚川市大字竹ケ花地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 エアタン散気装置更新ＤＯ計更新

ガス水道局 電気 青海浄化センター汚泥処理施設更新工事 糸魚川市大字須沢地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 余剰汚泥濃度計更新

ガス水道局 電気 能生浄化センター水処理施設更新工事 糸魚川市大字能生地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 投げ込み式水位計更新

能生事務所 管 柵口温泉権現荘送湯管洗浄工事 糸魚川市大字柵口地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 源泉送湯管洗浄工事（未洗浄区間）　L=260m
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主管課名称 業種 件名 場所 契約方法 日数 発注時期 工事概要

総務課 管 市庁舎中水用給水ポンプユニット更新工事 糸魚川市一の宮1丁目地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 中水用給水ポンプユニットの更新

生涯学習課 管 市振支館改修（機械設備）工事 糸魚川市大字市振地内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 機械設備工事  一式

生涯学習課 管 市民総合体育館改修（機械設備）工事 糸魚川市上刈４丁目地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 機械設備工事  一式

こども課 管 糸魚川中学校ガスヒートポンプエアコン更新工事 糸魚川市上刈４丁目地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 校内GHPエアコン更新

こども課 管 能生児童館空調設備改修工事 糸魚川市大字能生地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 冷温水発生機撤去、ＧＨＰエアコン取付け

ガス水道局 管 大町地区ガス水道管布設替工事 糸魚川市大町２丁目地内 制限付き一般競争入札 210 第１四半期 G：φ100以下.PE　L=130.0m　供8本　W：φ100以下.PE-W　L=130.0m　給8本

ガス水道局 管 竹ケ花地区水道管布設替工事 糸魚川市大字竹ケ花地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 W：φ150以下.PE-W　L=210.0m　消1基

ガス水道局 管 南押上地区消火栓設置工事 糸魚川市南押上１丁目地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 W：地上式単口消火栓　1基

ガス水道局 管 鬼伏地区ガス水道管布設替工事 糸魚川市大字鬼伏地内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 G：φ75以下.PE　L=190.0m　供11本　W：φ100以下.PE-W　L=280.0m　給9本

ガス水道局 管 能生地区消火栓移設工事 糸魚川市大字能生地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 W：地上式単口消火栓　1基

ガス水道局 管 青海地区ガス水道管布設替（その１）工事 糸魚川市大字青海地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 G：φ100以下.PE　L=300.0m　供2本　W：φ100以下.PE-W　L=300.0m　給2本

ガス水道局 管 青海地区ガス水道管布設替（その２）工事 糸魚川市大字青海地内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 G：φ100以下.PE　L=180.0m　W：φ100以下.PE-W　L=180.0m　給2本

ガス水道局 管 姫川簡易水道水道管布設（その１）工事 糸魚川市大字上野地内 制限付き一般競争入札 210 第１四半期 φ150.PE-W　L=220.0m　給9本　消1基　給水管接続26か所　消火栓接続3箇所　消火栓撤去5箇所

ガス水道局 管 姫川簡易水道水道管布設（その２）工事 糸魚川市大字東中・根小屋地内 制限付き一般競争入札 210 第１四半期 φ150以下.PE-W　L=500.0m　給1本　給水管接続19か所　消火栓接続2箇所　消火栓撤去2箇所

ガス水道局 管 姫川簡易水道水道管布設（その３）工事 糸魚川市大字栗山地内 制限付き一般競争入札 210 第１四半期 φ150以下.PE-W　L=310.0m　給1本　給水管接続34か所

ガス水道局 管 早川簡易水道水道管布設替（その１）工事 糸魚川市大字大平地内 制限付き一般競争入札 210 第１四半期 φ150以下.PE-W　L=200.0m　給1本

ガス水道局 管 小滝簡易水道水道管布設替工事 糸魚川市大字小滝地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 φ75.PE-W　L=90.0m　給2本

ガス水道局 管 徳合仙納簡易水道水道管布設替工事 糸魚川市大字徳合地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 φ50.PE-W　L=30.0m

ガス水道局 鋼構造物 中央供給所２号球形ガスホルダー開放検査工事 糸魚川市大字平牛地内 制限付き一般競争入札 210 第１四半期 G：２号球形ガスホルダー開放検査　3,000㎥　一式

建設課 ほ装 市道大野西中線道路修繕工事 糸魚川市大字大野地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 舗装修繕　L=80m　W=7.0m

文化振興課 機械器具設置 青海総合文化会館音響設備改修工事 糸魚川市大字青海地内 随意契約 120 第１四半期 音響調整卓、出力制御架、パワーアンプ架更新

環境生活課 機械器具設置 糸魚川市斎場火葬炉補修工事 糸魚川市大字一ノ宮地内 随意契約 160 第１四半期 火葬炉内台車入替工事、残灰集塵機オーバーホール工事、主燃炉側壁部補修工事等　一式

ガス水道局 機械器具設置 姫川簡易水道機械設備工事 糸魚川市大字山口・大神堂・東中地内 制限付き一般競争入札 210 第１四半期 配水池場内配管　一式　上町屋水源地設備　一式　東中水源地設備　一式

ガス水道局 機械器具設置 糸魚川浄化センター汚泥処理施設修繕工事 糸魚川市大字竹ケ花地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 ケーキホッパー、し渣搬出ホッパー重量計修繕

ガス水道局 機械器具設置 中宿汚水中継ポンプ場ポンプ修繕工事 糸魚川市大字間脇(中宿)地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 №1、２圧送ポンプ修繕

ガス水道局 機械器具設置 青海浄化センター水処理施設修繕工事 糸魚川市大字須沢地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 №1汚水ポンプ修繕

ガス水道局 機械器具設置 青海浄化センター汚泥処理施設修繕工事 糸魚川市大字須沢地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 №1、２汚泥脱水機修繕

ガス水道局 機械器具設置 青海浄化センター汚泥処理施設修繕（その２）工事 糸魚川市大字須沢地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 汚泥受桝、濃縮槽オバーフロー管修繕

ガス水道局 機械器具設置 青海浄化センター建築施設修繕工事 糸魚川市大字須沢地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 管理棟手摺、沈砂室覆蓋修繕

ガス水道局 機械器具設置 青海浄化センターほか機械設備修繕工事 糸魚川市大字須沢・八久保地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 脱臭ファン修繕

ガス水道局 機械器具設置 能生浄化センター汚泥処理施設修繕（その２）工事 糸魚川市大字能生地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 造粒濃縮槽撹拌機修繕

ガス水道局 機械器具設置 能生浄化センター汚泥処理施設修繕（その３）工事 糸魚川市大字能生地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 №１脱水機修繕

ガス水道局 機械器具設置 マンホールポンプ更新工事 青海処理区内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 汚水ポンプ更新

ガス水道局 機械器具設置 糸魚川浄化センター水処理施設更新工事 糸魚川市大字竹ケ花地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 エアタン散気装置更新

ガス水道局 機械器具設置 糸魚川浄化センター水処理施設更新（その２）工事 糸魚川市大字竹ケ花地内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 初沈流入ゲート更新

ガス水道局 機械器具設置 能生谷汚水中継ポンプ場改築工事 糸魚川市大字平地内 制限付き一般競争入札 300 第１四半期 機械、電気設備改築更新

消防本部 電気通信 防災行政無線整備工事 糸魚川市内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 防災行政無線屋外子局　更新33局

環境生活課 解体工事 特定空家等除却工事 糸魚川市大字百川地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 特定空家等除却工事　一式

文化振興課 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ 蒸気機関車移設工事 糸魚川市内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 蒸気機関車の運搬（フォッサマグナミュージアム～県外～糸魚川駅アルプス口）・設置工事

生涯学習課 屋根 多目的交流センター体育館屋根改修工事 糸魚川市大字竹ヶ花地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 体育室屋根防水工事

建設課 土木一式 市道下早川アワラ西側線道路改良工事 糸魚川市大字四ツ屋地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 道路改良　L=100m　W=5.0m
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建設課 土木一式 市道大和川海浜線道路改良工事 糸魚川市大字竹ケ花地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 道路改良　L=155m  W=4.0m

建設課 土木一式 市道大排水路線道路改良工事 糸魚川市南寺町３丁目地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 道路改良　L=60m　W=6.0m

建設課 土木一式 市道外波開拓地区外幹線道路改良工事 糸魚川市大字外波地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 側溝改良　L=50m

建設課 土木一式 電線共同溝整備関連本町通り雁木下石材撤去・復旧工事 糸魚川市大町２丁目・本町地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 電線共同溝整備に伴う本町通り雁木下石材撤去・復旧　一式

建設課 土木一式 市道北浜通線消雪パイプ更新工事 糸魚川市寺町１丁目 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 消雪パイプ更新　L=400m

建設課 土木一式 普通河川タンガイ川河川改修工事 糸魚川市大字東海地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 河川改修　□1600　L=15m

建設課 土木一式 大和川排水路改修工事 糸魚川市大字大和川地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 排水路改修　1800×1500　L=8m

建設課 土木一式 田屋橋災害復旧仮設ブロック返却工事 糸魚川市大字田屋地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 仮設ブロック返却　N=100個

農林水産課 土木一式 大洞地区山腹復旧工事 糸魚川市大字大洞地区 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 山腹水路改修　一式

農林水産課 土木一式 林道爼山線改良工事 糸魚川市大字真木地内 制限付き一般競争入札 210 第２四半期 側溝布設・砕石舗装工L=110m

農林水産課 土木一式 中川原用水路改修工事 糸魚川市大字大平地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 水路改修　L=500m

農林水産課 土木一式 徳合中村ため池改修工事 糸魚川市大字徳合地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 ため池改修　一式

農林水産課 土木一式 二俣ほ場改修工事 糸魚川市大字中野口地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 ポンプ　一式

農林水産課 土木一式 大江用水改修工事 糸魚川市大字来海沢地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 水路改修　L=200m

農林水産課 土木一式 上江用水改修工事 糸魚川市大字来海沢地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 水路改修　L=600m

農林水産課 土木一式 滝沢用水改修工事 糸魚川市大字下出地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 水路改修　L=250m

農林水産課 土木一式 西側用水改修工事 糸魚川市大字北山地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 水路改修　L=145m

農林水産課 土木一式 西側用水改修工事 糸魚川市大字北山地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 付帯施設一式

農林水産課 土木一式 能生北部地区畦畔補強工事 糸魚川市大字小見地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 畦畔補強　L=3,800m

農林水産課 土木一式 高谷根滑坂湧水処理工事 糸魚川市大字高谷根地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 湧水処理　L=1,300m

農林水産課 土木一式 真木ほ場暗渠排水工事 糸魚川市大字真木地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 暗渠工

農林水産課 土木一式 林道上覚線改良工事 糸魚川市大字川島地内 制限付き一般競争入札 210 第２四半期 路肩復旧工　一式

農林水産課 土木一式 中村頭首工災害復旧工事 糸魚川市大字溝尾地内 制限付き一般競争入札 210 第２四半期 頭首工復旧工　一式

農林水産課 土木一式 広域農道白山大橋保全対策工事 糸魚川市大字槇地内 制限付き一般競争入札 210 第２四半期 耐震工事

文化振興課 土木一式 名勝親しらず　転落防止柵整備工事 糸魚川市大字市振地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 転落防止柵の設置・撤去　L=81m

生涯学習課 土木一式 市振支館外構工事 糸魚川市大字市振地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 駐車場整備 A=207㎡、広場整備 A=311㎡、遊具整備 すべり台 N=1基 ブランコ N=1基

青海事務所 土木一式 市道福来口線道路修繕工事 糸魚川市大字田海地内 制限付き一般競争入札 50 第２四半期 防護柵設置　L=70m

青海事務所 土木一式 市道南寺町１号線道路修繕工事 糸魚川市大字青海地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 側溝修繕　L=20m

ガス水道局 土木一式 早川簡易水道水源施設改良工事 糸魚川市大字東海地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 東海水源地改良　一式

ガス水道局 土木一式 青海処理区マンホール蓋更新工事 青海処理区内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 マンホール蓋交換

ガス水道局 土木一式 能生処理区マンホール蓋更新工事 能生処理区内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 マンホール蓋交換

ガス水道局 土木一式 下水道管路耐震化工事 能生処理区内 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 マンホール耐震化

ガス水道局 土木一式 マンホールトイレ設置工事 糸魚川処理区内 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 マンホールトイレ設置

ガス水道局 土木一式 南寺町地区汚水幹線築造工事 糸魚川市南寺町地内 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 汚水管渠築造

商工観光課 建築一式 駅北地区案内看板整備工事 糸魚川市本町地内 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 駅北地区へのサイン整備

商工観光課 建築一式 ホワイトクリフ外壁改修工事 糸魚川市大字山口地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 ホワイトクリフの外壁改修

ガス水道局 建築一式 上刈地区整圧器室補修工事 糸魚川市上刈2丁目地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 G：上刈ガバナー室補修　一式

ガス水道局 建築一式 小見地区整圧器室補修工事 糸魚川市大字小見地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 G：小見ガバナー室補修　一式

こども課 電気 南能生小学校キュービクル更新工事 糸魚川市大字溝尾地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 高圧受電設備（キュービクル）更新

建設課 電気 市道道路照明施設修繕工事 糸魚川市全域 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 道路照明施設　N=8基

建設課 電気 市道横町大町線ほか照明灯設置工事 糸魚川市大町２丁目・本町地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 照明灯設置　N=７基
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ガス水道局 電気 第６水源地計装設備改良工事 糸魚川市大字青海地内 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 W：計装設備改良、通報装置更新　一式

ガス水道局 電気 青海浄化センター建築施設修繕（その２）工事 糸魚川市大字須沢地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 自動火災報知設備受信機修繕

ガス水道局 電気 八久保汚水中継ポンプ場電気設備修繕工事 糸魚川市大字八久保地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 自家発電装置始動用バッテリー交換

ガス水道局 電気 糸魚川浄化センター汚泥処理施設更新工事 糸魚川市大字竹ケ花地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 返送汚泥濃度計更新

商工観光課 管 ホワイトクリフ温泉用温水ヒーター取替工事 糸魚川市大字山口地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 温泉用温水ヒーター取替

青海事務所 管 天険広場公衆便所用風波給水ポンプ更新工事 糸魚川市大字市振地内 制限付き一般競争入札 135 第２四半期 天険広場公衆便所用風波給水ポンプ更新工事

ガス水道局 管 中央地区ガス水道管布設替（その１）工事 糸魚川市中央１・２丁目地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 G：φ200以下.PE　L=360.0m　供18本　W：φ75以下.PE-W　L=350.0m　給25本

ガス水道局 管 中央地区ガス水道管布設替（その２）工事 糸魚川市中央２丁目地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 G：φ75以下.PE　L=260.0m　供23本　W：φ150以下.PE-W　L=260.0m　給27本

ガス水道局 管 竹ケ花地区ガス水道管布設替工事 糸魚川市大字竹ケ花地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 G：φ50.PE　L=160.0m　供15本　W：φ50.PE-W　L=160.0m　給20本

ガス水道局 管 南寺町地区ガス水道管布設工事 糸魚川市南寺町２丁目地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 G：φ100.PLP(中圧) L=100.0m　φ150以下.PE L=200.0m　W：φ100.PE-W L=200.0m

ガス水道局 管 田屋地区ガス管布設替工事 糸魚川市大字田屋地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 G：φ100.PLP(中圧)　L=270.0m

ガス水道局 管 日光寺地区ガス管布設替工事 糸魚川市大字日光寺地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 G：φ30.PE　L=90.0m　供1本

ガス水道局 管 能生小泊地区ガス水道管布設替工事 糸魚川市大字能生小泊地内 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 G：φ100以下.PE　L=200.0m　供21本　W：φ100以下.PE-W　L=140.0m　給18本

ガス水道局 管 能生地区水道管布設替工事 糸魚川市大字能生地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 W：φ250.DCIP(GX)　L=74.0m

ガス水道局 管 須沢地区ガス水道管布設替（その１）工事 糸魚川市大字須沢地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 G：φ50.PE　L=220.0m　供28本　W：φ50.PE-W　L=220.0m　給31本

ガス水道局 管 須沢地区ガス水道管布設替（その２）工事 糸魚川市大字須沢地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 G：φ150以下.PE　L=320.0m　供24本　W：φ150以下.PE-W　L=320.0m　給30本

ガス水道局 管 須沢地区ガス水道管布設替（その３）工事 糸魚川市大字須沢地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 G：φ50.PE　L=350.0m　供32本　W：φ50.PE-W　L=350.0m　給35本

ガス水道局 管 姫川簡易水道水道管布設（その４）工事 糸魚川市大字蒲池・和泉・大工屋敷地内 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 配水管接続8箇所　給水管接続105か所

ガス水道局 管 姫川簡易水道水道管布設（その５）工事 糸魚川市大字別所・山寺・大神堂・山口地内 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 給水管1本　配水管接続3箇所　給水管接続115か所　消火栓接続3箇所

ガス水道局 管 西海簡易水道水道管布設替工事 糸魚川市大字真光寺地内 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 φ75.PE-W　L=220.0m　制御ｹｰﾌﾞﾙ　220.0m×2本

ガス水道局 管 西海簡易水道水道管布設工事 糸魚川市大字真木地内 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 φ150.PE-W　L=300.0m

ガス水道局 管 早川簡易水道水道管布設替（その２）工事 糸魚川市大字四ツ屋地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 φ50.PE-W　L=105.0m　給2本

ガス水道局 管 早川簡易水道水道管布設替（その３）工事 糸魚川市大字四ツ屋地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 φ150.PE-W　L=30.0m

ガス水道局 管 早川簡易水道水道管布設替（その４）工事 糸魚川市大字上覚地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 φ150.PE-W　L=150.0m　給2本

ガス水道局 管 中尾新戸簡易水道水道管布設替工事 糸魚川市大字木浦地内 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 φ100.PE-W　L=200.0m

ガス水道局 管 能生谷簡易水道水道管布設替工事 糸魚川市大字中野口地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 φ100.DCIP(GX)　L=15.0m

建設課 鋼構造物 十二社跨線橋上部工製作・運搬工事　 糸魚川市大字中宿地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 階段部高欄製作・運搬　一式

ガス水道局 機械器具設置 能生ガス供給所付臭設備改良工事 糸魚川市大字能生地内 制限付き一般競争入札 210 第２四半期 G：付臭設備更新　一式

ガス水道局 機械器具設置 能生浄化センター水処理施設修繕工事 糸魚川市大字能生地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 回転円板装置減速機修繕

ガス水道局 機械器具設置 能生浄化センター水処理施設修繕（その２）工事 糸魚川市大字能生地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 スカムバルブ、掻寄機減速機ほか修繕

ガス水道局 機械器具設置 能生浄化センター汚泥処理施設修繕工事 糸魚川市大字能生地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 ケーキ搬出機修繕

ガス水道局 機械器具設置 能生浄化センター汚泥処理施設更新工事 糸魚川市大字能生地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 余剰汚泥引き抜き弁更新

ガス水道局 機械器具設置 上小見マンホールポンプ更新工事 糸魚川市大字小見地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 汚水ポンプ更新

こども課 消防施設 糸魚川中学校防災監視盤更新工事 糸魚川市上刈４丁目地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 消防防災監視盤設備更新

建設課 ほ装 市道前坂線舗装新設工事 糸魚川市大字大洞地内 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 舗装新設　L=260m　W=5.0m

建設課 土木一式 市道糸魚川押上線道路修繕工事 糸魚川市押上２丁目地内 制限付き一般競争入札 90 第３四半期 側溝修繕　L=20m

建設課 土木一式 十二社跨線橋架替ヤード撤去工事　 糸魚川市大字中宿地内 制限付き一般競争入札 120 第３四半期 ヤード撤去　一式

建設課 土木一式 南寺町排水路修繕工事 糸魚川市南寺町２丁目地内 制限付き一般競争入札 120 第３四半期 排水路修繕　一式

建設課 土木一式 新鉄排水路修繕工事 糸魚川市新鉄２丁目地内 制限付き一般競争入札 120 第３四半期 排水路修繕　一式

ガス水道局 土木一式 糸魚川処理区マンホール蓋更新工事 糸魚川処理区内 制限付き一般競争入札 120 第３四半期 マンホール蓋交換

ガス水道局 土木一式 磯部処理区マンホール蓋更新工事 磯部処理区内 制限付き一般競争入札 120 第３四半期 マンホール蓋交換
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建設課 ほ装 市道堀割線舗装新設工事 糸魚川市大字大野地内 制限付き一般競争入札 120 第３四半期 舗装新設　L=110m  W=7.0m

能生事務所 建築一式 長者温泉ゆとり館浴室他改修工事 糸魚川市大字木浦地内 制限付き一般競争入札 90 第３四半期 男女浴室湿気対策工事

文化振興課 機械器具設置 ビーチホールまがたま舞台機構改修工事 糸魚川市寺町４丁目地内 随意契約 120 第４四半期 舞台吊物機構リミットスイッチ更新
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