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1 上下水道課 中阿久津浄水場№１送水ポンプ整備工事 水道施設工事 中阿久津地内 随意契約 約6か月 送水ポンプ整備 第１四半期

2 上下水道課 宝石台第２・第３水源取水ポンプ盤整備工事 水道施設工事 宝石台地内 随意契約 約8か月 取水ポンプ盤整備 第１四半期

3 上下水道課 仁井田水処理センター汚泥掻寄機整備工事 機械器具設置工事 平田地内 随意契約 約8か月 汚泥掻寄機整備工事 一式 第１四半期

4 上下水道課 東部地区水処理センター醗酵槽造粒機整備工事 機械器具設置工事 桑窪地内 随意契約 約6か月 醗酵槽造粒機整備工事 一式 第１四半期

5 学校教育課 北高根沢中学校屋内運動場 屋根・外壁等改修工事 建築一式工事 太田地内 一般競争入札 約8か月 屋根・外壁等改修工事　一式 第１四半期

6 上下水道課 中阿久津浄水場浄水池屋上防水シート修繕工事 水道施設工事 中阿久津地内 随意契約 約4か月 屋上防水シート修繕工 第１四半期

7 上下水道課 中阿久津配水池屋上防水シート修繕工事 水道施設工事 中阿久津地内 随意契約 約4か月 屋上防水シート修繕工 第１四半期

8 上下水道課 配水管布設替工事第１工区 土木一式工事 光陽台地内 一般競争入札 約5か月 配水管布設替工事 L＝410ｍ 第１四半期

9 上下水道課 配水管布設替工事第２工区 土木一式工事 光陽台地内 一般競争入札 約5か月 配水管布設替工事 L＝550ｍ 第１四半期

10 上下水道課 配水管布設替工事第３工区 土木一式工事 光陽台地内 一般競争入札 約5か月 配水管布設替工事 L＝150ｍ 第１四半期

11 上下水道課 国道408号道路改良工事に伴う配水管布設替工事 土木一式工事 宝積寺地内 随意契約 約3か月 配水管布設替工事 L＝60ｍ 第１四半期

12 上下水道課 宝積寺アクアセンター水中プロペラ№1-2B整備工事 機械器具設置工事 宝積寺地内 随意契約 約6か月 水中プロペラ整備工事 一式 第１四半期

13 上下水道課 宝積寺アクアセンター煙感知器交換工事 機械器具設置工事 宝積寺地内 随意契約 約6か月 煙感知器交換工事 一式 第１四半期

14 上下水道課
仁井田水処理センター汚泥脱水機インバータ及びCPU
交換工事

機械器具設置工事 平田地内 随意契約 約8か月 汚泥脱水機インバータ及びCPU交換工事 一式 第１四半期

15 上下水道課 マンホールポンプ場汚水ポンプ交換工事 機械器具設置工事 飯室地内外 随意契約 約5か月 汚水ポンプ交換工事 一式 第１四半期
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16 上下水道課 宝積寺アクアセンター№２主ポンプ更新工事 機械器具設置工事 宝積寺地内 随意契約 約5か月 ポンプ更新工事 一式 第１四半期

17 元気あっぷ創生課 元気あっぷむら中央監視装置更新工事 電気通信工事 上柏崎地内 一般競争入札 約5か月
事務室内中央監視装置（動力系統）の更新工
事

第１四半期

18 上下水道課 マンホールポンプ場監視装置更新工事 機械器具設置工事 飯室地内外 随意契約 約6か月 マンホールポンプ場監視装置更新工事 一式 第１四半期

19 上下水道課 高根沢町公共下水道管渠築造工事第１工区 土木一式工事 宝積寺地内 一般競争入札 約5か月 下水道管渠築造工事 L＝354ｍ 第１四半期

20 上下水道課 高根沢町公共下水道管渠築造工事第２工区 土木一式工事 宝積寺地内 一般競争入札 約5か月 下水道管渠築造工事 L＝222ｍ 第１四半期

21 上下水道課 高根沢町公共下水道管渠築造工事第３工区 土木一式工事 宝積寺地内 一般競争入札 約5か月 下水道管渠築造工事 L＝299ｍ 第１四半期

22 都市整備課 光陽台のびのび公園トイレ設置工事 建築一式工事 光陽台地内 指名競争入札 約4か月 トイレユニット　１基 第１四半期

23 上下水道課 配水管布設替工事（平田地内） 土木一式工事 平田地内 一般競争入札 約5か月 配水管布設替工事 L＝200ｍ 第２四半期

24 上下水道課 中阿久津浄水場浸水対策工事 水道施設工事 中阿久津地内 随意契約 約4か月 浸水対策工事 一式 第２四半期

25 上下水道課
県道花岡狭間田線（太田堀橋）架替に伴う水道橋布設
替工事

土木一式工事 花岡地内 随意契約 約5か月 配水管布設替工事 L＝35ｍ 第２四半期

26 上下水道課 高根沢町公共下水道管渠築造工事第４工区 土木一式工事 宝積寺地内 一般競争入札 約6か月 下水道管渠築造工事 L＝327ｍ 第２四半期

27 上下水道課 高根沢町公共下水道管渠築造工事第５工区 土木一式工事 宝積寺地内 一般競争入札 約6か月 下水道管渠築造工事 L＝329ｍ 第２四半期

28 上下水道課 高根沢町公共下水道管渠築造工事第６工区 土木一式工事 宝積寺地内 一般競争入札 約6か月 下水道管渠築造工事 L＝366ｍ 第２四半期

29 学校教育課 中央小学校トイレ改修工事 建築一式工事 石末地内 一般競争入札 約6か月 トイレ改修工事　一式 第２四半期

30 学校教育課 北小学校トイレ改修工事 建築一式工事 飯室地内 一般競争入札 約6か月 トイレ改修工事　一式 第２四半期
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31 学校教育課 阿久津中学校トイレ改修工事 建築一式工事 中阿久津地内 一般競争入札 約6か月 トイレ改修工事　一式 第２四半期

32 元気あっぷ創生課 元気あっぷむら温泉ポンプ入換等工事 機械器具設置工事 上柏崎地内 随意契約 約4か月
温泉水中ポンプの交換及び引き上げたポンプ
のオーバーホール

第２四半期

33 上下水道課 下水道事業舗装本復旧工事その１ 土木一式工事 宝積寺地内 一般競争入札 約5か月 舗装本復旧工事 A=2,260㎡ 第２四半期

34 上下水道課 下水道事業舗装本復旧工事その２ 土木一式工事 石末地内 一般競争入札 約5か月 舗装本復旧工事 A=2,380㎡ 第２四半期

35 上下水道課 下水道事業舗装本復旧工事その３ 土木一式工事 宝積寺・中阿久津地内 一般競争入札 約5か月 舗装本復旧工事 A=2,410㎡ 第２四半期

36 都市整備課 光陽台住宅A棟改修工事 塗装工事 光陽台地内 指名競争入札 約6か月 外壁塗装　1,241ｍ2 第２四半期

37 都市整備課 街区公園３号整備工事 土木一式工事 宝積寺地内 一般競争入札 約4か月 公園整備　A＝3,000㎡ 第２四半期

38 都市整備課 仁井田児童公園トイレ設置工事 建築一式工事 平田地内 指名競争入札 約4か月 トイレユニット　１基 第２四半期

39 都市整備課 ハイタッチパークトイレ設置工事 建築一式工事 宝積寺地内 指名競争入札 約4か月 トイレユニット　１基 第２四半期

40 都市整備課 町道108号線舗装補修工事 土木一式工事 桑窪地内 一般競争入札 約5か月 道路改良工事L＝80ｍ 第２四半期

41 都市整備課 町道375号線道路改良工事 土木一式工事 宝積寺地内 一般競争入札 約6か月 道路改良工　L＝593m 第３四半期


