
令和４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 部門 件名 場所 契約方法 日数 発注時期 概要1

ガス水道局 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 上水道及び工業用水道 能生送水場発電機室築造工事監理業務委託 糸魚川市大字鬼伏地内 随意契約 240 第１四半期 能生送水場発電機室築造工事監理　一式

ガス水道局 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 下水道 公共下水道ストックマネジメント計画策定業務委託 公共下水道区域 制限付き一般競争入札 270 第１四半期 下水道ストックマネジメント策定　一式

ガス水道局 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 下水道 下水道施設耐震診断業務委託 公共下水道区域 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 管路施設等耐震診断　一式

ガス水道局 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 下水道 汚泥処理方針検討業務委託 公共下水道区域 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 汚泥処理方針検討　一式

ガス水道局 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 下水道 変更認可図書作成業務委託 能生処理区 制限付き一般競争入札 270 第１四半期 下水道法･都市計画法変更認可図書作成　一式

ガス水道局 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 下水道 管渠改築実施設計業務委託 糸魚川市大字須沢 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 管渠改築実施設計　一式

ガス水道局 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 下水道 能生浄化センター改築工事監理（その2）業務委託 糸魚川市大字能生 随意契約 350 第１四半期 水処理施設改築（土木）工事監理　一式

ガス水道局 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 下水道 糸魚川浄化センター設備更新工事施工監理業務委託 糸魚川市大字竹ヶ花 随意契約 530 第１四半期 主ポンプ設備改築(機械･電気)工事監理　一式

ガス水道局 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 下水道 糸魚川浄化センター建築付帯設備更新工事施工監理業務委託 糸魚川市大字竹ヶ花 随意契約 270 第１四半期 建築付帯設備改築(機械･電気)工事監理　一式

農林水産課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 農業土木 湯川内第２地区地形図作成業務委託 糸魚川市大字大平地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 湯川内ほ場整備関係地形図作成（ほ場整備図面）　一式

農林水産課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 農業土木 田中・中条地区地形図作成業務委託 糸魚川市大字田中・中条地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 田中・中条ほ場整備関係地形図作成（ほ場整備図面）　一式

農林水産課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 農業土木 ハザードマップ作成業務委託 糸魚川市能生地域内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 ため池ハザードマップ作成　N=2箇所

農林水産課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 農業土木 耐震豪雨対策農業水利施設調査計画業務委託 糸魚川市大字上出地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 西山ため池　調査設計業務　一式

農林水産課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 農業土木 耐震豪雨対策農業水利施設調査計画業務委託 糸魚川市大字上覚地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 上覚ため池　調査設計業務　一式

農林水産課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 農業土木 農道耐震化事業費用便益算定業務委託 糸魚川市大字大和川地内 制限付き一般競争入札 270 第１四半期 費用便益算定業務　一式

農林水産課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 農業土木 換地等調整業務委託 糸魚川市大字大平地内 随意契約 240 第１四半期 換地業務　一式（湯川内第２地区）

農林水産課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 農業土木 換地等調整業務委託 糸魚川市大字田中地内ほか 随意契約 240 第１四半期 換地業務　一式（田中・中条地区）

農林水産課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 森林土木 林道入山線改良実施設計業務委託 糸魚川市大字小滝地内 制限付き一般競争入札 200 第１四半期 落石対策工設計業務　一式

農林水産課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 森林土木 林道釜田内線釜田内1号橋・2号橋補修設計業務委託 糸魚川市大字西中地内 制限付き一般競争入札 210 第１四半期 橋梁補修設計業務　N=2橋

農林水産課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 森林土木 林道施設PCB調査業務委託 糸魚川市内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 PCB調査業務　一式

建設課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 都市計画及び地方計画 公園施設長寿命化計画策定業務委託 糸魚川市内 随意契約 300 第１四半期 健全度調査、計画策定

都市政策課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 都市計画及び地方計画 地区計画策定業務委託 糸魚川市南押上地内 制限付き一般競争入札 300 第１四半期 地区計画策定業務　一式

都市政策課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 都市計画及び地方計画 糸魚川市木造住宅密集地区防災事業支援業務委託 糸魚川市大町地内 随意契約 300 第１四半期 地区防災方針計画書作成支援業務　一式

建設課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 地質 消雪用井戸帯水層状況調査業務委託 糸魚川市一円 制限付き一般競争入札 300 第１四半期 消雪用井戸帯水層状況調査

建設課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 地質 京ケ峰地区急傾斜地現況調査業務委託 糸魚川市大字蓮台寺地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 急傾斜地現況調査

建設課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 鋼構造及びコンクリート 糸魚川市橋梁定期点検（その１）業務委託 糸魚川市青海地域 随意契約 300 第１四半期 橋梁定期点検　一式

建設課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 鋼構造及びコンクリート 糸魚川市橋梁定期点検（その２）業務委託 糸魚川市糸魚川地域 随意契約 300 第１四半期 橋梁定期点検　一式

建設課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 鋼構造及びコンクリート 糸魚川市橋梁定期点検（その３）業務委託 糸魚川市能生地域 随意契約 300 第１四半期 橋梁定期点検　一式

建設課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 鋼構造及びコンクリート 市道仙納筒石線橋梁詳細設計業務委託 糸魚川市大字仙納地内 制限付き一般競争入札 300 第１四半期 橋梁詳細設計　一式

建設課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 鋼構造及びコンクリート 丸山橋・第２歌川橋補修設計業務委託 糸魚川市大字田海・歌地内 制限付き一般競争入札 300 第１四半期 橋梁補修設計　一式

建設課 地質調査 地質調査 市道仙納筒石線地質調査業務委託 糸魚川市大字仙納地内 制限付き一般競争入札 300 第１四半期 ボーリング調査　一式

建設課 地質調査 地質調査 消雪パイプ井戸内点検業務委託 糸魚川市糸魚川地域 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 井戸内水中カメラ及び簡易揚水試験

生涯学習課 地質調査 地質調査 木浦地区公民館地質調査業務委託 糸魚川市大字木浦地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 地質調査　一式

建設課 測量 一般測量 市道火打山梨の木線用地測量（その２）業務委託 糸魚川市大字東中地内 制限付き一般競争入札 210 第１四半期 用地測量

建設課 測量 一般測量 市道成沢川島線路線測量業務委託 糸魚川市大字成沢地内 制限付き一般競争入札 300 第１四半期 路線測量　L=95m

農林水産課 測量 一般測量 梶山線(作業道）路線測量業務委託 糸魚川市大字梶山地内 制限付き一般競争入札 210 第１四半期 路線測量　一式

建設課 建築設計 一級建築設計 市道中ノ谷学校線建物除却実施設計業務委託 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 建物除却実施設計　一式

こども課 建築設計 一級建築設計 糸魚川東小学校職員玄関電子錠設置工事ほか設計業務委託 糸魚川市内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 設計業務　一式
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こども課 建築設計 一級建築設計 田沢小学校GHPエアコン更新工事実施設計業務委託 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 設計業務　一式

こども課 建築設計 一級建築設計 中央保育園外壁改修工事実施設計業務委託 糸魚川市横町地内 制限付き一般競争入札 40 第１四半期 設計業務　一式

生涯学習課 建築設計 一級建築設計 青海地域支館LED化設計業務委託 糸魚川市大字須沢、田海、寺地、青海、歌地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 設計業務　一式

生涯学習課 建築設計 一級建築設計 木浦地区公民館設計業務委託 糸魚川市大字木浦地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 新築設計業務　一式

消防防災課 建築設計 一級建築設計 消防団浦本分団拠点化格納庫設計業務委託 糸魚川市大字中浜地内 制限付き一般競争入札 125 第１四半期 設計業務　一式

ガス水道局 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 上水道及び工業用水道 西海簡易水道水管橋更新実施設計業務委託 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 水管橋更新実施設計　一式

ガス水道局 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 下水道 管路施設点検・調査業務委託 公共下水道区域 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 管口カメラ、テレビカメラ調査　一式

ガス水道局 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 下水道 青海浄化センター耐水化実施設計業務委託 糸魚川市大字須沢 制限付き一般競争入札 210 第２四半期 処理施設耐水化実施設計　一式

農林水産課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 森林土木 林道山之坊線2号沢橋補修・廃棄物処理設計業務委託 糸魚川市内 制限付き一般競争入札 210 第２四半期 廃棄物処理設計業務　一式

建設課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 鋼構造及びコンクリート 糸魚川市橋梁（跨線橋）定期点検業務委託 糸魚川市大字市振地内ほか3箇所 制限付き一般競争入札 210 第２四半期 橋梁（跨線橋）定期点検　N=4橋

農林水産課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 鋼構造及びコンクリート 農道橋定期点検業務委託 糸魚川市大字大王地内ほか 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 橋梁点検業務　N=2橋

農林水産課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 鋼構造及びコンクリート 林道橋梁点検業務委託 糸魚川市内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 橋梁点検業務　N=8橋

ガス水道局 測量 一般測量 下水道台帳作成業務委託 糸魚川市内 随意契約 270 第２四半期 下水道施設情報基図・台帳調書更新　一式

こども課 建築設計 一級建築設計 青海中学校校舎トイレ工事実施設計業務委託 糸魚川市大字寺地地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 設計業務　一式

建設課 測量 一般測量 道路台帳補正業務委託 糸魚川市内 制限付き一般競争入札 180 第３四半期 道路台帳補正

農林水産課 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 農業土木 来海沢地すべり農地災害換地業務委託 糸魚川市大字来海沢地内 随意契約 90 第４四半期 換地業務　一式


