
上越市ガス水道局

　（平成26年10月1日 現在）

平成26年度下期公共工事発注見通し

※予定価格が250万円を超える案件です。

№ 発注所属名　 場　所 期　間 種　別 概　要 発注時期 契約の方法

1 ガス水道局 建設課 土橋整圧器室建設 工事 大字土橋
平成27年2月27日

まで
建築一式 【ガス】老朽化施設の更新（新整圧器室の建設） 第3四半期 競争入札

2 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 大字寺町
平成27年2月27日

まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ150 L=135m
　　　　 HPPEφ50 L=10m　引抜4件

第3四半期 競争入札

【ガス】本復旧　75㎡

【水道】本復旧　515㎡

4 ガス水道局 建設課 ガス管更生 工事
五智1丁目～
西本町2丁目

平成27年3月15日
まで

土木一式
管

【ガス】PEφ200　L=60m 第3四半期 競争入札

5 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 大字丹原
平成26年12月15日

まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ75 L=225m　給水管4件
　　　　 排泥弁設置1件

第3四半期 競争入札

6 ガス水道局 建設課 水道管改良 工事 三和区島倉
平成27年3月15日

まで
土木一式

管
【水道】単独橋老朽部配管入替工事 L=20m 第3四半期 競争入札

【ガス】中圧PLP200 L=70m PEφ200 L=70m
         PEφ100 L=95m

【水道】DCGXφ200 L=70m  HPPEφ100 L=95m

【ガス】PEφ200 L=205m

【水道】DCGXφ200 L=205m

【ガス】PEφ150 L=321m  PEφ50 L=75m 供給管8件

【水道】HPPEφ150  L=122m  HPPEφ100  L=16m
          HPPEφ50  L=69m  給水管8件  消火栓1基

10 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事
新光町1丁目

～春日野1丁目
平成27年3月15日

まで
土木一式

管
【水道】給水管取出1件、既設水道管閉塞工2箇所 第3四半期 競争入札

3

7

8

9

ガス水道局 建設課 ガス水道管布設（第2工区）

ガス水道局 建設課 ガス水道管入替（第2工区）

ガス水道局 建設課 ガス水道管入替

土木一式
管

第3四半期 競争入札

工事 大和5丁目
平成27年3月15日

まで
土木一式

管
第3四半期 競争入札

ガス水道局 建設課 市道復旧 工事
寺町1丁目～
寺町2丁目

平成26年12月15日
まで

工事 東城町2丁目
平成27年1月30日

まで

工事 大和1丁目

舗装 第3四半期 競争入札

名　称

土木一式
管

第3四半期 競争入札

平成27年3月15日
まで
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上越市ガス水道局

　（平成26年10月1日 現在）

平成26年度下期公共工事発注見通し

※予定価格が250万円を超える案件です。

№ 発注所属名　 場　所 期　間 種　別 概　要 発注時期 契約の方法名　称

【ガス】SGP50　L=60m撤去

【水道】廃止SGP500A　L=120ｍ撤去

【ガス】PEφ100　L=65ｍ

【水道】HPPEφ100　L=120ｍ

【水道】HPPEφ75　L=65ｍ　給水管1件

　　　　廃止管撤去φ50～100 L=190ｍ

【ガス】PEφ75 L=220m 供給管9件 既設ガス管閉塞2箇所

【水道】HPPEφ50　L=220ｍ　給水管13件

【ガス】PEφ100L=200m PEφ50L=170m　供給管21件

【水道】HPPEφ100L=80ｍ HPPEφ50L=170m 給水管19件

【ガス】PEφ100L=70m PEφ50L=320m　供給管34件

【水道】HPPEφ100L=70ｍ HPPEφ50L=320m 給水管37件

【ガス】PEφ50　L=45m　供給管4件

【水道】WPEφ40　L=320m　 給水管4件

17 ガス水道局 建設課 水道管改良 工事 大字藤新田
平成27年3月15日

まで
土木一式

管
【水道】不断水分岐工　1箇所　DCGXφ300L=15ｍ 第3四半期 競争入札

18 ガス水道局 浄水課 城山浄水場　場内配管修繕 工事 大字灰塚
平成27年3月15日

まで
管

【水道】NCP250A入替工事一式
　　　　　NCP100A入替工事一式

第3四半期 競争入札

19 ガス水道局 浄水課
城山浄水場
汚泥池機械設備点検整備

工事 大字灰塚
平成27年3月15日

まで
水道施設

【水道】排水設備設置・撤去一式
　　　　　濃縮槽ﾊﾞｲﾊﾟｽ配管設置一式
　　　　　汚泥池機械設備点検･測定･作図一式

第3四半期 競争入札

20 ガス水道局 浄水課 城山浄水場 監視制御装置更新 工事 大字灰塚
平成27年3月15日

まで
電気通信

【水道】LCD監視制御装置 2台（Win7仕様）
          監視ソフト変更一式
          現地搬入、据付、配線工事一式

第3四半期 競争入札

第3四半期 競争入札ガス水道局 建設課 ガス水道管撤去 工事
国府1丁目

～五智5丁目
平成27年3月15日

まで
土木一式

管

ガス水道局 建設課 ガス管入替水道管改良 工事 大字大豆
平成27年3月15日

まで
土木一式

管
第3四半期 競争入札

ガス水道局 建設課 水道管布設 工事 大字上名柄
平成27年3月15日

まで
土木一式

管
第3四半期 競争入札

ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 新町
平成27年3月15日

まで
土木一式

管
第3四半期 競争入札

ガス水道局 建設課 ガス水道管入替（第1工区） 工事 昭和町2丁目
平成27年3月15日

まで
土木一式

管
第3四半期 競争入札

第3四半期 競争入札ガス水道局 建設課 ガス水道管入替（第2工区） 工事 昭和町2丁目
平成27年3月15日

まで
土木一式

管

11

12

13

14

15

16

土木一式
管

第3四半期 競争入札17 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 御殿山町
平成27年3月15日

まで
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上越市ガス水道局

　（平成26年10月1日 現在）

平成26年度下期公共工事発注見通し

※予定価格が250万円を超える案件です。

№ 発注所属名　 場　所 期　間 種　別 概　要 発注時期 契約の方法名　称

21 ガス水道局 浄水課
深谷浄水場
深井戸6号井制御盤更新

工事 大字三ツ橋
平成27年3月15日

まで
電気通信 【水道】6号取水井ﾎﾟﾝﾌﾟ起動盤取替一式 第3四半期 競争入札

22 ガス水道局 浄水課
正善寺浄水場
No.5･8ろ過池表洗電動弁取替

工事 大字岩木
平成27年3月10日

まで
機械器具設置

【水道】ろ過池表洗電動弁取替
　　　　　電動ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　φ250×2台
　　　　　ﾌﾗﾝｼﾞｽﾍﾟｰｻｰ　φ250×2枚
　　　　　ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ、ﾊﾟｯｷﾝ　2式
　　　　　撤去・設置、試運転調整一式

第3四半期 競争入札

23 ガス水道局 浄水課
和田浄水場
No.3,No.4配水ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾊﾞｰﾀ更新

工事 大字寺町
平成27年3月15日

まで
電気 【水道】ｲﾝﾊﾞｰﾀ、ｲﾝﾊﾞｰﾀ用直流ﾘｱｸﾄﾙ更新一式 第3四半期 競争入札

24 ガス水道局 浄水課
藤新田配水場
木田系配水調節計更新

工事 大字藤新田
平成27年3月15日

まで
機械器具設置

【水道】ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ指示調節計更新一式
　　　　　試運転調整一式

第3四半期 競争入札

25 ガス水道局 北部営業所 北部営業所　車庫修繕 工事 柿崎区直海浜
平成27年1月30日

まで
建築一式 【ガス水道】屋根及び外壁改修工事一式 第3四半期 競争入札

26 ガス水道局 北部営業所
ガス水道管入替
（ガス経年管更新5・水道改良3）

工事 柿崎区三ッ屋浜
平成27年1月30日

まで
土木一式

管
【ガス】PEφ50 L=80m　　供給管2件
【水道】HPPEφ50 L=185m　給水管3件

第3四半期 競争入札

27 ガス水道局 北部営業所 水道管市道橋添架 工事 吉川区赤沢
平成27年2月27日

まで
土木一式

管
【水道】SUSφ100　L=17ｍ　HPPEφ100 L=15m 第3四半期 競争入札

28 ガス水道局 北部営業所 水道管入替（第10工区） 工事 吉川区代石
平成27年3月10日

まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ75 L=50m　HPPEφ50　L=40ｍ
         　給水管5件　消火栓1基

第3四半期 競争入札

29 ガス水道局 北部営業所 水道管入替（第11工区） 工事 吉川区原之町
平成27年3月10日

まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ100 L=255m　HPPEφ50　L=50ｍ
         　給水管3件　消火栓1基

第3四半期 競争入札

30 ガス水道局 北部営業所 水道管入替（第12工区） 工事 吉川区片田
平成27年3月10日

まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ75 L=730m  HPPEφ50 L=45m
           PE(A)φ30 L=45m  給水管10件　消火栓3基

第3四半期 競争入札
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上越市ガス水道局

　（平成26年10月1日 現在）

平成26年度下期公共工事発注見通し

※予定価格が250万円を超える案件です。

№ 発注所属名　 場　所 期　間 種　別 概　要 発注時期 契約の方法名　称

31 ガス水道局 北部営業所 水道管入替（第13工区） 工事 吉川区天林寺
平成27年3月10日

まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ100 L=325m  HPPEφ75 L=115m
          給水管11件　消火栓1基

第3四半期 競争入札

32 ガス水道局 北部営業所 水道管入替（第14工区） 工事 吉川区天林寺
平成27年3月10日

まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ75 L=195m
         　給水管3件　消火栓1基

第3四半期 競争入札

33 ガス水道局 大潟区営業所 ガス水道管入替 工事 大潟区下小船津浜
平成27年2月27日

まで
土木一式

管
【ガス】PEφ50 L=80m　供給管8件
【水道】HPPEφ50 L=40m　 給水管8件

第3四半期 競争入札

34 ガス水道局 大潟区営業所 ガス水道管入替 工事 大潟区土底浜
平成27年2月27日

まで
土木一式

管
【ガス】PEφ150 L=40m
【水道】HPPEφ200 L=40m

第3四半期 競争入札

35 ガス水道局 大潟区営業所 ガス水道管入替 工事 大潟区雁子浜
平成27年2月27日

まで
土木一式

管
【ガス】PEφ50 L=70m　供給管3件
【水道】HPPEφ50 L=70m　給水管3件

第3四半期 競争入札

36 ガス水道局 大潟区営業所 ガス水道管入替 工事 大潟区雁子浜
平成27年2月27日

まで
土木一式

管
【ガス】PEφ50 L=70m　供給管2件
【水道】HPPEφ50 L=70m　給水管4件

第3四半期 競争入札

37 ガス水道局 大潟区営業所 ガス水道管入替 工事 大潟区潟町
平成27年2月27日

まで
土木一式

管
【ガス】PEφ50 L=40m　供給管2件
【水道】HPPEφ50 L=40m　 給水管2件

第3四半期 競争入札

38 ガス水道局 大潟区営業所 ガス水道管入替（第2工区） 工事 大潟区渋柿浜
平成27年2月27日

まで
土木一式

管

【ガス】PEφ100 L=173.8m　PEφ50　L=84.0m
         供給管15件
【水道】HPPEφ50 L=27.8m　PE（A）φ30　L=75.9m
         給水管7件

第3四半期 競争入札

39 ガス水道局 大潟区営業所 ガス水道管入替（第4工区） 工事 大潟区土底浜
平成27年2月27日

まで
土木一式

管
【ガス】PEφ50  L=16.4m　供給管1件
【水道】PE（A）φ50  L=16.1m　給水管1件

第3四半期 競争入札

40 ガス水道局 南部営業所 水道管入替 工事 清里区上中条～梨窪
平成27年3月31日

まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ150  L=177.6m
　　　　HPPEφ75  L=154.9m　φ125減圧弁設置1件

第3四半期 競争入札

41 ガス水道局 南部営業所 水道管布設 工事
清里区岡野町～

弥生、武士
平成27年3月13日

まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ150 L=270.6m　HPPEφ75 L=6.3m
　　　　DC(K)φ100L=2.0m　排泥管設置2箇所

第3四半期 競争入札
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