
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 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 300 第１四半期 道路改良　L=60m

建設課 土木一式 市道中川原平岩線大所川橋修繕工事 糸魚川市大字大所地内 制限付き一般競争入札 270 第１四半期 上部工補修　一式

建設課 土木一式 市道桜ケ丘中央線ほか道路修繕工事 糸魚川市大字大和川地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 側溝修繕　L=20m

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 180 第１四半期 側溝修繕　L=90m

建設課 土木一式 市道南大林線道路修繕工事 糸魚川市清崎地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 側溝修繕　L=50m

建設課 土木一式 市道寺町児童遊園南線道路修繕工事 糸魚川市東寺町1丁目地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 側溝修繕　L=140m

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 240 第１四半期 道路改良　L=170m

建設課 土木一式 市道押上越前線道路改良工事 糸魚川市南押上1丁目地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 道路改良　L=120m

建設課 土木一式 市道須川線豆田橋修繕工事 糸魚川市大字須川地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 上部工補修　一式

建設課 土木一式 普通河川西谷川浚渫工事 糸魚川市大字大和川地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 浚渫　L=350m

農林水産課 土木一式 大野新舟ほ場区画整備工事 糸魚川市大字大野地内 制限付き一般競争入札 300 第１四半期 ほ場整備　A=2ha

農林水産課 土木一式 市野々ため池改修工事 糸魚川市大字市野々地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 遮水シート改修　A=3,120㎡

農林水産課 土木一式 東側用水改修工事 糸魚川市大字土倉地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 用水路改修　L=230m

農林水産課 土木一式 林道橋立線改修工事 糸魚川市大字橋立地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 大型ブロック積工　L=31m

農林水産課 土木一式 林道駒ケ岳線改良工事 糸魚川市大字山寺地内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 側溝工　L=31m

農林水産課 土木一式 林道寺山平線改良工事 糸魚川市大字小見地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 舗装工　L=60m

農林水産課 土木一式 林道入山吹原線改良工事 糸魚川市大字島道地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 省力化大型籠工　L=28m

農林水産課 土木一式 林道花立線改良工事 糸魚川市大字釜沢地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 フトン籠工　L=5m

農林水産課 土木一式 林道須沢池ノ内線改良工事 糸魚川市大字田海地内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 舗装工　L=40m

農林水産課 土木一式 林道東中線改良工事 糸魚川市大字東中地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 コンクリート舗装工　L=42m

農林水産課 土木一式 林道橋立上路線改良工事 糸魚川市大字橋立地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 フトン籠工　L=8m

農林水産課 土木一式 林道入山吹原線改良（その2）工事 糸魚川市大字島道地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 ブロック積工　L=11m

農林水産課 土木一式 林道入山吹原線改良（その3）工事 糸魚川市大字猿倉地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 フロック積工　L=8m

農林水産課 土木一式 林道花立線（その2）改良工事 糸魚川市大字釜沢地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 舗装工　L=35m

農林水産課 土木一式 林道高浪線改良工事 糸魚川市大字小滝地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 舗装工　L=45m

農林水産課 土木一式 林道山之坊線改良工事 糸魚川市大字小滝地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 ブロック積工　L=7m

農林水産課 土木一式 林道山姥線冬道橋補修工事 糸魚川市大字上路地内 制限付き一般競争入札 250 第１四半期 橋梁補修　N=1橋

農林水産課 土木一式 東中地区山腹復旧工事 糸魚川市大字東中地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 法面工　A=131㎡

農林水産課 土木一式 大和川漁港海岸護岸補修工事 糸魚川市大字大和川地内 制限付き一般競争入札 200 第１四半期 護岸ひび割れ補修　L=201ｍ

農林水産課 土木一式 鬼舞漁港海岸護岸補修工事 糸魚川市大字鬼舞地内 制限付き一般競争入札 200 第１四半期 護岸ひび割れ補修　L=619ｍ

農林水産課 土木一式 農免農道須川下倉線落石対策工事 糸魚川市大字川詰・大字溝尾地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 落石対策工　L=100m

能生事務所 土木一式 市道大洞線側溝修繕工事 糸魚川市大字大洞地内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 U字側溝　L＝90ｍ

能生事務所 土木一式 市道七ツ山線側溝修繕工事 糸魚川市大字大平寺地内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 横断自由勾配側溝　L＝8.2ｍ

青海事務所 土木一式 市道福来口線防護柵設置工事 糸魚川市大字田海地内 制限付き一般競争入札 75 第１四半期 転落防止柵設置（H1100）L=50m

青海事務所 土木一式 市道南寺町１号線側溝改良工事 糸魚川市大字青海地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 側溝改良L=35m

青海事務所 土木一式 市道天険親不知線防護柵修繕工事 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 防護柵修繕L=50m

環境生活課 土木一式 一般廃棄物最終処分場周辺環境整備工事 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 生物観察池周辺改修、看板設置

生涯学習課 土木一式 美山球場改修工事 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 外周緩衝材、ファールポール更新

生涯学習課 土木一式 地熱発電装置撤去工事（下早川地区公民館） 糸魚川市大字上覚地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 下早川地区公民館の地熱発電装置撤去工事

ガス水道局 土木一式 徳合仙納簡易水道取水施設改修工事 糸魚川市大字徳合地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 W:徳合水源地取水施設改修　一式

ガス水道局 土木一式 マンホールトイレ設置工事 糸魚川市大字田海地内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 マンホールトイレ　5基

ガス水道局 土木一式 東寺町地区汚水枝線築造工事 糸魚川市東寺町地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 汚水管渠築造　L=30ｍ

ガス水道局 土木一式 南押上地区汚水幹線築造工事 糸魚川市南押上地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 汚水管渠築造　L=65ｍ
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ガス水道局 土木一式 下水道管路耐震化(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 マンホール耐震化　2箇所

ガス水道局 土木一式 能生浄化センター水処理改築(土木)工事 糸魚川市大字能生地内 制限付き一般競争入札 330 第１四半期 水処理施設土木躯体改築　一式

ガス水道局 土木一式 能生地区公共桝移設工事 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 公共桝移設　3箇所

建設課 建築一式 市営須沢公園住宅トップライト改修工事 糸魚川市大字須沢地内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 共用部分トップライト改修工事（4～6号棟　４箇所）

商工観光課 建築一式 高浪の池高原交流センターテラス造成工事 糸魚川市小滝地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 ウッドデッキ整備　一式

商工観光課 建築一式 地下タンクライニング工事 糸魚川市大字山口地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 地下灯油タンクライニング工事

能生事務所 建築一式 長者温泉ゆとり館茅葺屋根修繕工事 糸魚川市大字木浦地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 茅葺屋根修繕

青海事務所 建築一式 白鳥山頂避難小屋改修工事 糸魚川市大字橋立地内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 携帯用トイレ使用施設の設置、基礎の改修、法面部の補強

健康増進課 建築一式 健康づくりセンター炭酸泉浴槽改修工事 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 男性側炭酸泉浴槽石タイル交換、目地補修

健康増進課 建築一式 健康づくりセンター自動ドア修繕工事 糸魚川市大字須沢地内 制限付き一般競争入札 60 第１四半期 自動ドアセンサー等交換（４か所）

こども課 建築一式 田沢小学校通級指導教室仕切り壁設置工事 糸魚川市大字田海地内 制限付き一般競争入札 45 第１四半期 仕切り壁設置工事

こども課 建築一式 糸魚川中学校トイレ改修（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 120 第１四半期 トイレの洋式化及び乾式化

こども課 建築一式 大和川保育園プール改修工事 糸魚川市大字大和川地内 制限付き一般競争入札 50 第１四半期 プール改修工事

生涯学習課 建築一式 名引支館和室床板張替工事 糸魚川市大字寺地地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 床板張替

建設課 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ 市道今井旧松本線道路改良工事 糸魚川市大字大谷内地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 法面対策工　一式

建設課 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ 市道蓮華線道路改良工事 糸魚川市大字大所地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 法面対策工　一式

総務課 電気 市庁舎市民ホール照明更新工事 糸魚川市一の宮地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 市民ホール照明のＬＥＤ化

能生事務所 電気 シャルマン火打スキー場高圧気中開閉器更新工事 糸魚川市大字西飛山地内 制限付き一般競争入札 100 第１四半期 高圧気中開閉器及び高圧避雷器更新

青海事務所 電気 青海事務所受変電設備更新工事 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 キュービクル式高圧受変電設備１基

こども課 電気 糸魚川中学校トイレ改修（電気設備）工事 糸魚川市上刈5丁目地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 トイレの洋式化及び乾式化

消防防災課 電気 自家発電機バッテリー更新工事 糸魚川市寺島地内 制限付き一般競争入札 45 第１四半期 制御弁式据置鉛蓄電池交換

ガス水道局 電気 糸魚川浄化センター建築電気設備更新工事 糸魚川市大字竹ヶ花地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 汚泥棟動力設備他更新　一式

ガス水道局 電気 糸魚川浄化センター監視設備修繕工事 糸魚川市大字竹ヶ花地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 記録計取替　一式

ガス水道局 電気 青海浄化センター監視設備修繕工事 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 記録計取替　一式

建設課 管 県営寺地住宅給湯設備改修工事 糸魚川市大字寺地地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 給湯設備改修工事（C棟８台分）

建設課 管 雇用促進住宅給水ポンプ更新工事 糸魚川市大字大王地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 ステンレス製多段渦巻ポンプ更新

能生事務所 管 権現荘本館・西館系統　給水ポンプユニット取替工事糸魚川市大字田麦平地内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 給水ポンプユニット取替、配管・電気・保湿工事

能生事務所 管 権現荘大浴場（女湯）循環ろ過装置更新工事 糸魚川市大字田麦平地内 制限付き一般競争入札 210 第１四半期 手動ろ過装置搬入据付、配管工事

能生事務所 管 権現荘大浴場（男湯）循環ろ過装置更新工事 糸魚川市大字田麦平地内 制限付き一般競争入札 210 第１四半期 手動ろ過装置搬入据付、配管工事

こども課 管 糸魚川中学校トイレ改修（機械設備）工事 糸魚川市上刈6丁目地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 トイレの洋式化及び乾式化

こども課 管 大和川小学校空調設備整備工事 糸魚川市田伏地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 空調設備整備工事

こども課 管 糸魚川東小学校空調設備整備工事 糸魚川市東寺町2丁目地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 空調設備整備工事

こども課 管 糸魚川中学校空調設備整備工事 糸魚川市上刈4丁目地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 空調設備整備工事

こども課 管 青海中学校空調設備整備工事 糸魚川市大字寺地地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 空調設備整備工事

文化振興課 管 長者ケ原考古館トイレ洋式化工事 糸魚川市大字一ノ宮地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 トイレ洋式化

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2丁目地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 G:φ75.PE　L=245.0m　供給管22本　W:φ75.PE-W　L=230.0m　給水管22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1丁目･中央2丁目地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 G:φ75以下.PE　L=290.0m　供給管24本　W:φ50.PE-W　L=290.0m　給水管27本

ガス水道局 管 南押上地区ガス水道管布設工事 糸魚川市南押上1丁目地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 G:φ100.PE　L=91.0m　W:φ100以下.PE-W　L=91.0m

ガス水道局 管 東寺町地区ガス水道管布設（その１）工事 糸魚川市東寺町3丁目地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 G:φ50.PE　L=40.0m　供給管4本　W:φ50.PE-W　L=40.0m　給水管4本

ガス水道局 管 能生小泊地区ガス水道管布設替（その２）工事 糸魚川市大字能生小泊地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 G:φ75以下.PE　L=135.0m　供給管11本　W:φ100以下.PE-W　L=135.0m　給水管11本

ガス水道局 管 能生地区ガス水道管布設替（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 150 第１四半期 G:φ50.PE　L=80.0m　供給管3本　W:φ50.PE-W　L=80.0m　給水管3本

ガス水道局 管 今村新田地区ガス水道管布設替工事 糸魚川市大字今村新田地内 制限付き一般競争入札 210 第１四半期 G:φ200以下.PE　L=356.0m　供給管15本　W:φ100以下.PE-W　L=350.0m　給水管24本

ガス水道局 管 田海地区ガス水道管布設替（その２）工事 糸魚川市大字田海地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 G:φ100以下.PE　L=140.0m　供給管6本　W:φ100以下.PE-W　L=140.0m　給水管10本
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ガス水道局 管 寺地地区ガス水道管布設替工事 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 G:φ75.PE　L=210.0m　供給管10本　W:φ75以下.PE-W　L=170.0m　給水管12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１四半期 W:φ150.PE-W　L=310.0m

ガス水道局 管 早川簡易水道水道管布設替（その１）工事 糸魚川市大字新道・大字新町地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 W:φ150以下.PE-W　L=165.0m　給水管4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 180 第１四半期 W;φ75.PE-W　L=50.0m

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 180 第１四半期 W:φ100.PE-W　L=300.0m　制御ｹｰﾌﾞﾙ　L=300.0m　給水管10本

ガス水道局 管 歌外波簡易水道水道管布設替工事 糸魚川市大字外波地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 W:φ75以下.PE-W　L=130.0m　給水管2本

ガス水道局 管 能生谷簡易水道水道管布設替工事 糸魚川市大字小見地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 W:φ50.PE-W　L=100.0m　給水管4本

ガス水道局 管 西川原汚水処理施設移設工事 糸魚川市大字西川原地内 制限付き一般競争入札 270 第１四半期 合併浄化槽(85人槽)　　一式

ガス水道局 管 合併処理浄化槽設置工事 糸魚川市大字和泉地内 制限付き一般競争入札 60 第１四半期 合併浄化槽(7人槽)　　一式

建設課 ほ装 市道東仲通線道路修繕工事 糸魚川市寺町1丁目・大町2丁目地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 舗装修繕　L=105m

建設課 ほ装 市道上刈旧道線道路修繕工事 糸魚川市上刈4丁目地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 舗装修繕　L=160m

青海事務所 ほ装 市道八久保中脇線舗装修繕工事 糸魚川市大字須沢地内 制限付き一般競争入札 105 第１四半期 舗装修繕1,500㎡（W=6m×L=250m）

農林水産課 塗装 白池森林公園トイレ棟外壁修繕工事 糸魚川市大字大所地内 制限付き一般競争入札 60 第１四半期 塗装工事（外壁軒裏）　209.0㎡

環境生活課 機械器具設置 し尿処理施設圧力水ユニットポンプ更新工事 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 ユニットポンプ更新、電気設備接続

ガス水道局 機械器具設置 中央供給所流量調整弁更新工事 糸魚川市大字平牛地内 制限付き一般競争入札 90 第１四半期 G:φ100.流量調整弁更新　一式

ガス水道局 機械器具設置 梶屋敷水源地取水ポンプ更新工事 糸魚川市大字梶屋敷地内 制限付き一般競争入札 150 第１四半期 W:取水ポンプ更新　一式

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修繕工事 糸魚川市大字竹ヶ花地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 反応槽攪拌機修繕　一式

ガス水道局 機械器具設置 能生浄化センター回転円板装置修繕工事 糸魚川市大字能生地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 回転円板装置修繕　6基

ガス水道局 機械器具設置 片町マンホールポンプ修繕工事 糸魚川市一の宮地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 汚水ポンプ修繕　一式

ガス水道局 機械器具設置 立壁マンホールポンプ修繕工事 糸魚川市大字梶屋敷地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 汚水ポンプ修繕　一式

ガス水道局 機械器具設置 藤崎マンホールポンプ修繕工事 糸魚川市大字藤崎地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 汚水ポンプ修繕　一式

ガス水道局 機械器具設置 徳仙処理場エンジンポンプ取替工事 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 非常用エンジンポンプ取替　1台

ガス水道局 機械器具設置 糸魚川浄化センター切替弁更新工事 糸魚川市大字竹ヶ花地内 制限付き一般競争入札 180 第１四半期 汚泥貯留槽投入切換弁更新　一式

ガス水道局 機械器具設置 青海浄化センター汚泥供給ポンプ更新工事 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 汚泥供給ポンプ更新　一式

ガス水道局 機械器具設置 糸魚川浄化センター建築機械設備更新工事 糸魚川市大字竹ヶ花地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 汚泥棟換気設備他更新　一式

生涯学習課 電気通信 糸魚川市民図書館電話交換システム更新工事 糸魚川市一の宮１丁目地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 電話設備更新

消防防災課 電気通信 防災行政無線操作卓更新工事 糸魚川市一の宮地内、寺島地内 制限付き一般競争入札 240 第１四半期 市役所、消防本部の防災行政無線操作卓を更新

消防防災課 電気通信 防災行政無線屋外子局外接箱交換 糸魚川市中央、田屋、須沢地内 制限付き一般競争入札 120 第１四半期 防災行政無線屋外子局の外接箱（基盤等）を交換

生涯学習課 解体 木浦地区公民館既存施設除却工事 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 木浦地区公民館取壊し

建設課 土木一式 桜ヶ丘公園複合遊具更新工事 糸魚川市大字大和川地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 複合遊具更新

建設課 土木一式 市道大神堂上沢線大神堂橋修繕工事 糸魚川市大字大神堂地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 上部工補修　一式

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 240 第２四半期 下部工補修　一式

建設課 土木一式 市道北平堂線融雪施設更新工事 糸魚川市蓮台寺2丁目・京ケ峰1丁目地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 散水管更新　L=700m

建設課 土木一式 市道平沢小坂線小坂隧道修繕工事 糸魚川市大字大野地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 トンネル補修　一式

建設課 土木一式 市道外波開拓地区幹線道路改良工事 糸魚川市大字外波地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 側溝改良　L=100m

建設課 土木一式 市道島道大沢線井の口橋修繕工事 糸魚川市大字平・島道地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 上部工補修　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 180 第２四半期 排水路修繕　L=30m

建設課 土木一式 京田排水路浚渫工事 糸魚川市蓮台寺2丁目地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 浚渫　L=180m

農林水産課 土木一式 雨飾山麓しろ池の森休憩施設改修工事 糸魚川市大字大久保地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 ウッドデッキ改修、看板設置・撤去

農林水産課 土木一式 雨飾山麓しろ池前ウッドデッキ・看板撤去・設置工事 糸魚川市大字大久保地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 ウッドデッキ・案内看板撤去・設置、敷地整備

農林水産課 土木一式 蓮台寺大橋耐震補強工事 糸魚川市大字蓮台寺地内 制限付き一般競争入札 250 第２四半期 橋梁耐震補強　N=1橋

農林水産課 土木一式 厚田橋保全対策工事 糸魚川市大字厚田地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 橋梁保全対策　N=1橋

農林水産課 土木一式 農免農道高倉線道路改修工事 糸魚川市大字高倉地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 横断溝改修　L=20m
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農林水産課 土木一式 小滝地区山腹復旧工事 糸魚川市大字小滝地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 大型フトン籠工　L=10m

農林水産課 土木一式 釜沢用水災害復旧工事 糸魚川市大字釜沢地内 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 用水路復旧　L=8m

商工観光課 土木一式 高浪の池サイクリングロード整備工事 糸魚川市小滝地内 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 サイクリングロード整備（舗装）　L=1,413

こども課 土木一式 寺地保育園駐車場整備工事 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 駐車場整備 アスファルト舗装

生涯学習課 土木一式 名引支館敷地整備工事 糸魚川市大字寺地地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 記念碑跡地撤去、敷地整備

生涯学習課 土木一式 美山多目的グラウンド防球フェンス設置工事 糸魚川市大字大野地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 防球フェンス設置工事

警防課 土木一式 寺島児童公園耐震性防火水槽設置工事 糸魚川市寺島地内 制限付き一般競争入札 250 第２四半期 60㎥耐震性防火水槽

警防課 土木一式 大和川海浜線前川右岸耐震性防火水槽設置工事 糸魚川市大字大和川地内 制限付き一般競争入札 250 第２四半期 60㎥耐震性防火水槽

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 マンホール蓋更新　5箇所

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 マンホール蓋更新　5箇所

ガス水道局 土木一式 南寺町地区汚水枝線築造工事 糸魚川市南寺町地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 汚水管渠築造　L=45ｍ

ガス水道局 土木一式 下水道管路耐震化工事 糸魚川市大字能生地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 マンホール耐震化　3箇所

商工観光課 建築一式 恋する灯台案内看板設置工事 糸魚川市能生地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 案内看板設置　４基

青海事務所 建築一式 親不知交流センターまるたん坊階段・テラス修繕工事 糸魚川市大字外波地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 ウッドデッキ張替え15.4㎡、手摺取替24.3ｍ、既存手摺改修12.0ｍ、既存階段等塗装155.0㎡

青海事務所 建築一式 青海総合福祉会館西側外壁補修工事 糸魚川市大字田海地内 制限付き一般競争入札 100 第２四半期 西側外壁補修

こども課 建築一式 中央保育園外壁改修工事 糸魚川市横町2丁目地内 制限付き一般競争入札 250 第２四半期 外壁改修工事

ガス水道局 建築一式 西谷内地区整圧器室補修工事 糸魚川市大字西谷内地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 G:早川整圧器室補修　一式

ガス水道局 建築一式 能生送水場発電機室築造工事 糸魚川市大字鬼伏地内 制限付き一般競争入札 210 第２四半期 W:発電機室築造（RC造）　一式

ガス水道局 建築一式 大洞簡易水道配水池改修工事 糸魚川市大字大洞地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 W:大洞配水池上屋改修　一式

建設課 電気 市道道路照明灯修繕工事 糸魚川市青海地域 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 道路照明灯取替　一式

総務課 電気 市庁舎直流電源装置蓄電池更新工事 糸魚川市一の宮地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 直流電源装置蓄電池の更新　54セル

こども課 電気 青海幼稚園遊戯室照明器具取替工事 糸魚川市大字青海地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 遊戯室照明器具取替　一式

生涯学習課 電気 青海地域支館LED化工事 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２四半期 支館LED化一式

ガス水道局 電気 糸魚川浄化センター電気設備更新工事 糸魚川市大字竹ヶ花地内 制限付き一般競争入札 500 第２四半期 主ポンプ制御設備更新　一式

ガス水道局 電気 糸魚川浄化センター自家発電設備修繕工事 糸魚川市大字竹ヶ花地内 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 自家発電機修繕　一式

ガス水道局 電気 糸魚川浄化センター濃度計更新工事 糸魚川市大字竹ヶ花地内 制限付き一般競争入札 210 第２四半期 汚泥貯留槽引抜濃度計更新　一式

商工観光課 管 歩荷茶屋暖房用温水ボイラ入替工事 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 暖房用ボイラ入替工事

健康増進課 管 こころの総合ケアセンター設備機器改修工事 糸魚川市南寺町１丁目地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 手洗い場自動水栓化

ガス水道局 管 本町地区ガス水道管布設替工事 糸魚川市本町地内 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 G:φ150以下.PE　L=100.0m　供給管5本　W:φ50.PE-W　L=100.0m　給水管10本

ガス水道局 管 南寺町・蓮台寺地区ガス水道管布設替工事 糸魚川市南寺町3丁目・蓮台寺1丁目地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 G:φ100.PLP(中圧) L=80.0m φ100以下.PE L=170.0m 供給管3本　W:φ100以下.PE-W L=170.0m 給水管3本

ガス水道局 管 道明地区ガス管布設替工事 糸魚川市大字道明地内 制限付き一般競争入札 210 第２四半期 G:φ100.PLP(中圧)　L=220.0m

ガス水道局 管 上刈地区水道管布設工事 糸魚川市上刈5丁目地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 W:φ400.DCIP(GX)　L=130.0m

ガス水道局 管 能生小泊地区ガス水道管布設替（その１）工事 糸魚川市大字能生小泊地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 G:φ75以下.PE　L=200.0m　供給管20本　W:φ75以下.PE-W　L=200.0m　給水管20本

ガス水道局 管 大平寺地区ガス水道管布設替工事 糸魚川市大字大平寺地内 制限付き一般競争入札 210 第２四半期 G:φ75.PE　L=270.0m　供給管16本　W:φ100.PE-W　L=270.0m　給水管16本　消火栓3基

ガス水道局 管 能生地区ガス水道管布設替（その１）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 G:φ150.PE　L=100.0m　供給管11本　W:φ100.PE-W　L=100.0m　給水管22本

ガス水道局 管 田海地区ガス水道管布設替（その１）工事 糸魚川市大字田海地内 制限付き一般競争入札 210 第２四半期 G:φ200以下.PE　L=360.0m　供給管28本　W:φ50.PE-W　L=360.0m　給水管34本

ガス水道局 管 田海地区ガス水道管布設替（その３）工事 糸魚川市大字田海地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 G:供給管10本　W:φ50.PE-W　L=46.0m　給水管5本

ガス水道局 管 西海簡易水道水道管布設替工事 糸魚川市大字成沢地内 制限付き一般競争入札 150 第２四半期 W:φ75.DCIP(GX)　L=97.0m　制御ｹｰﾌﾞﾙ　L=97.0m×2本

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 120 第２四半期 W:φ150.PE-W　L=40.0m

建設課 ほ装 市道押上越前線舗装新設工事 糸魚川市南押上1丁目地内 制限付き一般競争入札 120 第２四半期 舗装新設　L=120m

能生事務所 ほ装 市道白山線舗装修繕工事 糸魚川市大字能生地内 制限付き一般競争入札 100 第２四半期 アスファルト舗装工事　L＝130ｍ　A＝351㎡

能生事務所 ほ装 市道下倉高倉線舗装修繕工事 糸魚川市大字高倉地内 制限付き一般競争入札 100 第２四半期 オーバーレイ　L＝150ｍ　A＝750㎡

青海事務所 防水 漁火防水修繕工事 糸魚川市大字外波地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 ３階風除室防水修繕、東側外壁修繕
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ガス水道局 機械器具設置 能生浄水場機械設備更新工事 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 W:流量計・ポンプ・滅菌設備更新　一式

ガス水道局 機械器具設置 早川簡易水道取水ポンプ更新工事 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 W:取水ポンプ更新　一式

ガス水道局 機械器具設置 糸魚川浄化センター生汚泥ポンプ他更新工事 糸魚川市大字竹ヶ花地内 制限付き一般競争入札 180 第２四半期 生汚泥ポンプ・返送汚泥ポンプ更新　一式

ガス水道局 機械器具設置 糸魚川浄化センター機械設備更新工事 糸魚川市大字竹ヶ花地内 制限付き一般競争入札 500 第２四半期 主ポンプ設備更新　一式

総務課 電気通信 難視聴施設機器収容局舎外装等修繕工事 糸魚川市 大字中川原新田、和泉、小滝、山之坊、市振　地内 制限付き一般競争入札 100 第２四半期 局舎本体の外装補修等　５カ所

能生事務所 電気通信 シャルマン火打スキー場Wi-Fi設備更新工事 糸魚川市大字西飛山地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 Wi-Fi設備更新　一式

建設課 さく井 新町西側線消雪パイプ井戸堀替工事 糸魚川市大字上覚地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 消井戸掘替　N=1箇所

建設課 さく井 押上糸魚川線消雪パイプ井戸掘替工事 糸魚川市押上2丁目地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 消井戸掘替　N=1箇所

建設課 解体 市営西浜住宅２・３号棟解体工事 糸魚川市横町１丁目地内 制限付き一般競争入札 90 第２四半期 住宅解体工事　一式

建設課 解体 市道中ノ谷学校線建物除却工事 糸魚川市大字能生地内 制限付き一般競争入札 240 第２四半期 建物除却　1棟

消防防災課 解体 上早川分団　土塩格納庫解体工事 糸魚川市大字土塩地内 制限付き一般競争入札 30 第２四半期 用途廃止格納庫の解体

建設課 土木一式 市道上ケロ線上ケロ橋災害復旧工事 糸魚川市大字来海沢地内 制限付き一般競争入札 180 第３四半期 橋梁災害復旧　一式

建設課 土木一式 普通河川西光沢ほか河川災害復旧工事 糸魚川市大字来海沢地内 制限付き一般競争入札 180 第３四半期 河川災害復旧　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 90 第３四半期 側溝工　L=150m

農林水産課 土木一式 来海沢地すべり農地災害復旧工事 糸魚川市大字来海沢地内 制限付き一般競争入札 180 第３四半期 ほ場復旧　A=1.06ha

農林水産課 土木一式 来海沢地すべり農道災害復旧工事 糸魚川市大字来海沢地内 制限付き一般競争入札 180 第３四半期 農道復旧　L=450m

農林水産課 土木一式 来海沢地すべりパイプライン災害復旧工事 糸魚川市大字来海沢地内 制限付き一般競争入札 180 第３四半期 パイプライン復旧　L=610m

農林水産課 土木一式 来海沢地すべり上江用水災害復旧工事 糸魚川市大字来海沢地内 制限付き一般競争入札 180 第３四半期 用水路復旧　L=140m

農林水産課 土木一式 来海沢地すべり排水路災害復旧工事 糸魚川市大字来海沢地内 制限付き一般競争入札 180 第３四半期 排水路復旧　L=133m

農林水産課 土木一式 来海沢地すべり橋梁災害復旧工事 糸魚川市大字来海沢地内 制限付き一般競争入札 180 第３四半期 橋梁復旧　N=2橋

ガス水道局 建築一式 筒石地区整圧器室補修工事 糸魚川市大字筒石地内 制限付き一般競争入札 90 第３四半期 G:筒石第2整圧器室補修　一式

こども課 管 田沢小学校GHPエアコン更新工事 糸魚川市大字田海地内 制限付き一般競争入札 120 第３四半期 GHPエアコン更新

生涯学習課 管 市民総合体育館屋内排水管改修工事 糸魚川市上刈4丁目地内 制限付き一般競争入札 120 第３四半期 メイン競技場屋内雨水排水管更新

文化振興課 機械器具設置 青海総合文化会館舞台機構改修工事 糸魚川市大字青海地内 随意契約 145 第３四半期 側面反射板電動昇降機装置更新

ガス水道局 機械器具設置 青海処理区マンホールポンプ施設更新工事 糸魚川市大字青海地内 制限付き一般競争入札 180 第３四半期 マンホールポンプ更新　一式

ガス水道局 機械器具設置 青海処理区マンホールポンプ施設更新(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 180 第３四半期 マンホールポンプ更新　一式

ガス水道局 機械器具設置 青海浄化センター建築機械設備更新工事 糸魚川市大字須沢地内 制限付き一般競争入札 180 第３四半期 換気衛生設備更新　一式
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