
上越市ガス水道局

　（平成28年4月1日 現在）

平成28年度 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 ガス水道管布設 工事 東本町4丁目 平成28年7月31日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ75 L=125.3m　PEφ50 L=68.2m
PEφ30 閉塞1件
【水道】HPPEφ50 L=180.8m
PE（A）φ30　L=13.5ｍ　PE（A）φ20閉塞1件

第1四半期 競争入札

2 ガス水道局 建設課 ガス水道管布設 工事 大和2丁目 平成28年7月29日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ100 L=89m　PEφ75 L=112ｍ
【水道】HPPEφ50 L=201m

第1四半期 競争入札

3 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 中通町～南高田町 平成28年10月28日まで
土木一式

管

【ガス】PLPφ150 L=116.3m　PEφ200 L=5.1m
【水道】DCIPφ500 L=120m　HPPEφ50
L=10.9m

第1四半期 競争入札

4 ガス水道局 建設課 ガス水道管布設 工事 南高田町 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】PLPφ150 L=100m　PEφ200 L=100m
【水道】DCIPφ500 L=100m

第1四半期 競争入札

5 ガス水道局 建設課 ガス管入替水道管布設 工事 東稲塚新田 平成28年7月29日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ50 L=5.9m
【水道】DCIPφ250 L=94.1m　HPPEφ150
L=6.7ｍHPPEφ50　L=8.5ｍ

第1四半期 競争入札

6 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 中田原 平成28年8月19日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ50 L=63.9m　供給管2件
【水道】HPPEφ50 L=63.3m　給水管3件

第1四半期 競争入札

7 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 向橋、中田原 平成28年9月30日まで
土木一式

管
【水道】DCIPφ500 L=138.1m　HPPEφ50
L=41.2m　給水管3件

第1四半期 競争入札

8 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 向橋、中田原 平成28年9月30日まで
土木一式

管
【水道】DCIPφ500 L=154.9m 第1四半期 競争入札

9 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 下馬場 平成28年10月28日まで
土木一式

管
【水道】DCIPφ500 L=64.1m 第1四半期 競争入札

名　称
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10 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 昭和町2丁目 平成28年9月30日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ100 L=29.7m　PEφ75　L=102.8m
PEφ75　L=102.8m　供給管6件
【水道】HPPEφ50 L=157.2m　給水管17件

第1四半期 競争入札

11 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 妙油 平成28年7月29日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ50 L=69.8m　PE（A）φ30
L=53.6ｍ　給水管9件

第1四半期 競争入札

12 ガス水道局 建設課 水道管布設 工事 寺町1丁目 平成28年8月31日まで
土木一式

管
【水道】DCIPφ200 L=3m　HPPEφ100　L=90ｍ 第1四半期 競争入札

13 ガス水道局 建設課 ガス水道管布設 工事 大貫4丁目 平成28年9月30日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ150 L=350m
【水道】HPPEφ150 L=350m

第1四半期 競争入札

14 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 南高田町 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】PLPφ150 L=150ｍ
【水道】DCIPφ500 L=150m

第1四半期 競争入札

15 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 稲田1丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ150 L=25m
【水道】HPPEφ150 L=25m

第1四半期 競争入札

16 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 稲田1丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ150 L=25m
【水道】HPPEφ150 L=25m

第1四半期 競争入札

17 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 稲田3丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ150 L=20m　PEφ30 L=25m
【水道】HPPEφ150 L=10m PE(A)φ25 L=25m

第1四半期 競争入札

18 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 稲田4丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ200 L=55m　PEφ100 L=30m
【水道】HPPEφ150 L=30m　HPPEφ100 L=30ｍ

第1四半期 競争入札
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19 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 南高田町 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】PLPφ150 L=150ｍ
【水道】DCIPφ500 L=150m

第1四半期 競争入札

20 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 大貫4丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ150 L=20m　PEφ50 L=20m
【水道】HPPEφ50 L=40m

第1四半期 競争入札

21 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 大貫3丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ50 L=20m
【水道】HPPEφ50 L=30m

第1四半期 競争入札

22 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 寺町2丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】DCIPφ250 L=85m 第1四半期 競争入札

23 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 南高田町 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ100　L=70m
【水道】HPPEφ150 L=70m

第1四半期 競争入札

24 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 大和2丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ50　L=68m 　　供給管3件
【水道】HPPEφ50 L=1m 　PE（A）φ30　L=64ｍ
給水管3件

第1四半期 競争入札

25 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 大和2丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ75　L=108m 　　供給管11件
【水道】HPPEφ50 L=109m  給水管12件

第1四半期 競争入札

26 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 大貫2丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ50　L=170m 　　供給管11件
【水道】HPPEφ50 L=170m　給水管10件

第1四半期 競争入札

27 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 大貫2丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ150 L=80m 第1四半期 競争入札
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28 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 大和4丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ50　L=32m　供給管4件
【水道】HPPEφ50 L=30m　PE（A）φ20 L=26m
　　　　給水管6件

第1四半期 競争入札

29 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 大和1丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ50　L=50m 　供給管3件
【水道】HPPEφ50 L=50m　給水管4件

第1四半期 競争入札

30 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 元屋敷・高津 平成28年9月30日まで
土木一式

管
【水道】PE（A）φ30 L=70m　給水管1件 第1四半期 競争入札

31 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 飯田 平成28年9月30日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ50 L=85m　給水管2件 第1四半期 競争入札

32 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 大和2丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ200　L=40m　PEφ100　L=181m
PEφ75　L=200m
【水道】HPPEφ150 L=40m　HPPEφ100
L=290m　　　　HPPEφ50 L=90m

第1四半期 競争入札

33 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 上中田 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ100 L=30m　HPPEφ75 L=35m 第1四半期 競争入札

34 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 三和区法花寺 平成28年9月30日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ50 L=65m 第1四半期 競争入札

35 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 東稲塚新田 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】DCIPφ250 L=210m 第1四半期 競争入札

36 ガス水道局 建設課 ガス水道管撤去 工事 南本町1丁目 平成28年9月30日まで
土木一式

管
【ガス】PLPφ100 L=55m　充填
【水道】DCIPφ150 L=55m　撤去

第1四半期 競争入札
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37 ガス水道局 建設課 水道管入替工事 工事 寺町2丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ150 L=70m　HPPEφ100 L=7m
HPPEφ50 L=77m　給水管5件

第1四半期 競争入札

38 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 鴨島3丁目 平成28年9月30日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ50　L=10m　供給管21件
【水道】HPPEφ50 L=10m　給水管22件

第1四半期 競争入札

39 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 本新保 平成28年9月30日まで
土木一式

管
【水道】PE（A）φ20 L=65m 第1四半期 競争入札

40 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 大和2丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管

【ガス】PLPφ200　L=100ｍ　PEφ200　L=90m
PEφ100　L=40m　 PEφ50　L=20m
【水道】DCIPφ200 L=40m　HPPEφ100 L=40m
HPPEφ50 L=20m

第2四半期 競争入札

41 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 大和1丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管

【ガス】PLPφ200　L=60m　PLPφ80　L=60m  PE
φ200　L=90m　PEφ150　L=80m    PEφ75
L=180m   供給管7件
【水道】DCIPφ200 L=80m　SUSφ150 L=60m
SUSφ80 L=60m　HPPEφ150 L=90m
HPPEφ100 L=180m　給水管10件

第2四半期 競争入札

42 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 島田上新田 平成28年10月31日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ150 L=20m 第2四半期 競争入札

43 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 稲 平成28年10月31日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ150 L=70m 第2四半期 競争入札

44 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 稲 平成28年10月31日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ50 L=40m　給水管3件 第2四半期 競争入札

45 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 大和4丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ150　L=115m　PEφ100　L=120m
【水道】HPPEφ100 L=115m　HPPEφ100
L=120m

第2四半期 競争入札
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46 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 戸野目 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】DCIPφ250 L=130m　HPPEφ150 L=16m
HPPEφ100 L=15m　給水管1件

第2四半期 競争入札

47 ガス水道局 建設課 ガス管入替 工事 西城町4丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】PLPφ150　L=80ｍ 第2四半期 競争入札

48 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 東稲塚新田 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】DCIPφ250 L=166m 第2四半期 競争入札

49 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 四辻町 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ50 L=55m　給水管2件 第2四半期 競争入札

50 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 灰塚 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ75 L=220m 第2四半期 競争入札

51 ガス水道局 建設課 舗装本復旧 工事
寺町3丁目

北本町1丁目
平成28年11月30日まで 舗装 【ガス・水道】舗装打替工　A=810.4㎡ 第2四半期 競争入札

52 ガス水道局 建設課 ガス管入替水道管布設 工事 上源入 平成28年10月31日まで
土木一式

管
【ガス】PLPφ100 L=240m PEφ200 L=200m
【水道】HPPEφ150 L=200m  消火栓1基

第1四半期 競争入札

53 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 横曽根 平成28年12月31日まで
土木一式

管
【水道】DC(NS)φ500 L=60m DC(K)φ300
L=20m

第2四半期 競争入札

54 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 西本町４丁目 平成28年10月31日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ200 L=190m
【水道】DC(GX)φ250 L=170m　HPPEφ50 L=5m
　　　　 消火栓3基　給水管1件

第1四半期 競争入札
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55 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 西本町４丁目 平成28年10月31日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ200 L=90m PEφ100 L=20m
　　　　供給管1件
【水道】DC(GX)φ250 L=290m
　        HPPEφ150 L=20m  HPPEφ100 L=60m
　　　　 消火栓4基　給水管3件

第1四半期 競争入札

56 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 上名柄 平成28年12月31日まで
土木一式

管
【水道】DC(NS)φ500 L=50m 第2四半期 競争入札

57 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 石橋２丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ100 L=160m　PEφ75 L=15m
　　　　供給管3件
【水道】DC(GX)φ250 L=220m
           HPPEφ100 L=20m　HPPEφ50 L=50m
　　　　 給水管8件

第1四半期 競争入札

58 ガス水道局 建設課 ガス管入替 工事 木田１丁目 平成28年10月31日まで
土木一式

管
【ガス】PLPφ100 L=270m 第1四半期 競争入札

59 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 国府１丁目 平成28年10月31日まで
土木一式

管

【ガス】PLPφ100 L=50m PEφ200 L=75m
　　　　　供給管2件
【水道】DC(GX)φ200 L=20m  給水管2件

第1四半期 競争入札

60 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 栄町 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ200 L=80m 供給管4件
【水道】DC(GX)φ200 L=80m  給水管4件

第1四半期 競争入札

61 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 港町１丁目 平成29年1月31日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ200 L=65m
【水道】DC(GX)φ200 L=115m
           HPPEφ150 L=95m

第2四半期 競争入札

62 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事
土橋、高土町１丁
目

平成28年10月31日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ200 L=280m 供給管5件
【水道】DC(GX)φ250 L=190m HPPEφ50
L=90m
　　　　　給水管10件

第1四半期 競争入札

63 ガス水道局 建設課 ガス管入替水道管撤去 工事
大豆１丁目・大豆
２丁目

平成28年9月30日まで
土木一式

管

【ガス】ＰＬＰφ200 L=10m PLPφ150 L=10m
           PEφ200 L=30m PEφ150 L=90m
　　　　供給管2件
【水道】撤去DC(A)φ150 L=80m

第1四半期 競争入札
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上越市ガス水道局

　（平成28年4月1日 現在）

平成28年度 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

64 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事
新光町１丁目、新
光町２丁目

平成28年11月30日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ200 L=60m PEφ150 L=205m
          PEφ100 L=170m 供給管13件
【水道】DC(GX)φ200 L=60m HPPEφ150
L=170m
            HPPEφ100 L=205m　給水管16件

第1四半期 競争入札

65 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 中央４丁目 平成28年10月31日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ100 L=185m 供給管26件
【水道】HPPEφ150 L=195m 給水管37件

第1四半期 競争入札

66 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事
木田３丁目・藤
巻・木田新田１丁
目

平成28年8月31日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ50 L=105m  給水管3件 第1四半期 競争入札

67 ガス水道局 建設課 舗装本復旧 工事
石橋１丁目・栄町
２丁目

平成28年7月31日まで 土木一式
【ガス】舗装工 A=926㎡
【水道】舗装工 A=784㎡

第1四半期 競争入札

68 ガス水道局 建設課 舗装本復旧 工事
石橋１丁目・栄町
２丁目

平成28年6月30日まで 土木一式
【ガス】舗装工 A=267㎡
【水道】舗装工 A=335㎡

第1四半期 競争入札

69 ガス水道局 建設課 舗装本復旧 工事
栄町１丁目・栄町
２丁目

平成28年7月31日まで 土木一式
【ガス】舗装工 A=936㎡
【水道】舗装工 A=935㎡

第1四半期 競争入札

70 ガス水道局 建設課 舗装本復旧 工事 新町 平成28年7月31日まで 土木一式
【ガス】舗装工 A=526㎡
【水道】舗装工 A=525㎡

第1四半期 競争入札

71 ガス水道局 建設課 舗装本復旧 工事 新町 平成28年6月30日まで 土木一式
【ガス】舗装工 A=794㎡
【水道】舗装工 A=793㎡

第1四半期 競争入札

72 ガス水道局 建設課 舗装本復旧 工事 新町 平成28年7月31日まで 土木一式
【ガス】舗装工 A=599㎡
【水道】舗装工 A=598㎡

第1四半期 競争入札
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上越市ガス水道局

　（平成28年4月1日 現在）

平成28年度 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

73 ガス水道局 建設課 ガス管改良水道管入替 工事 藤新田１丁目 平成28年10月31日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ200 L=200m 供給管4件
【水道】HPPEφ150 L=10m

第2四半期 競争入札

74 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 西戸野花立 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ150 L=95m 第2四半期 競争入札

75 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 有間川 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ150 L=20m HPPEφ100 L=20m 第2四半期 競争入札

76 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 安江２丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ75 L=170m 第2四半期 競争入札

77 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 下野田 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】DC(GX)φ200 L=70m 第2四半期 競争入札

78 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 大字黒井 平成28年11月30日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ150 L=120m
　　　　供給管10件
【水道】HPPEφ150 L=120m
　　　　  消火栓1基　給水管11件

第1四半期 競争入札

79 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 大字黒井 平成28年11月30日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ150 L=15m　PEφ75 L=85m
　　　　供給管5件
【水道】HPPEφ150 L=10m　HPPEφ75 L=80m
　　　　 給水管5件

第1四半期 競争入札

80 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 大字黒井 平成28年11月30日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ150 L=25m
　　　　供給管12件
【水道】HPPEφ150 L=25m
　　　　 給水管12件

第1四半期 競争入札

81 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 下荒浜 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ150 L=220m 供給管25件
【水道】HPPEφ150 L=220m給水管32件

第1四半期 競争入札
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上越市ガス水道局

　（平成28年4月1日 現在）

平成28年度 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

82 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 中門前２丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ100 L=70m HPPEφ50 L=80m
          給水管10件

第1四半期 競争入札

83 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 中門前２丁目 平成28年12月31日まで
土木一式

管

【水道】HPPEφ100 L=20m　ＨＰＰＥφ75 Ｌ＝
510m
　　　　 HPPEφ50 L=10m
　　　　 給水管46件

第1四半期 競争入札

84 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 岩木 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ150 L=115m　ＨＰＰＥφ50 Ｌ＝
20m

第1四半期 競争入札

85 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 岩木 平成28年11月30日まで
土木一式

管

【水道】】DC(GX)φ200 L=130
           HPPEφ150 L=110m  ＨＰＰＥφ50 Ｌ＝
95m
          給水管19件

第1四半期 競争入札

86 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 藤新田２丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ200 L=90m
【水道】HPPEφ100 L=190m 給水管7件

第1四半期 競争入札

87 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 藤新田２丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ200 L=50m PEφ50 L=50m
　　　　供給管2件
【水道】HPPEφ100 L=60m HPPEφ75 L=70m
　　　  HPPEφ50 L=40m 給水管12件

第1四半期 競争入札

88 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 安江 平成28年11月30日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ200 L=40m PEφ75 L=120m
　　　　PEφ50 L=160m 供給管13件
【水道】HPPEφ150 L=40m HPPEφ50 L=285m
　　　  給水管18件

第1四半期 競争入札

89 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 三ツ橋 平成28年12月31日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ100 L=10m　HPPEφ50 Ｌ＝10m
　　　　 給水管2件

第1四半期 競争入札

90 ガス水道局 建設課 ガス管布設水道管入替 工事 土橋 平成28年11月30日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ75 L=120m
【水道】HPPEφ100 L=110m HPPEφ50 L=120m
　　　  給水管12件

第1四半期 競争入札
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上越市ガス水道局

　（平成28年4月1日 現在）

平成28年度 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

91 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 岩木 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ150 L=150m  給水管1件 第1四半期 競争入札

92 ガス水道局 建設課 ガス水道管入替 工事 春日山町１丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ100 L=15m PEφ75 L=90m
　　　　供給管8件
【水道】HPPEφ150 L=15m HPPEφ100 L=90m
　　　  給水管8件

第1四半期 競争入札

93 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 中ノ俣 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ100 L=550m 第2四半期 競争入札

94 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 名立区森 平成28年10月31日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ100 L=160m 給水管3件 第1四半期 競争入札

95 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 名立区折居 平成28年10月31日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ100 L=190m HPPEφ75 L=80m 第1四半期 競争入札

96 ガス水道局 建設課 水道管布設 工事 頸城区石神 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】HPPEφ150 L=805m 第1四半期 競争入札

97 ガス水道局 建設課 水道管布設 工事
頸城区川袋・頸
城区鵜ノ木

平成28年11月30日まで
土木一式

管
【水道】流量計室　減圧弁 第1四半期 競争入札

98 ガス水道局 建設課 ガス施設撤去 工事 五智２丁目 平成28年10月31日まで 土木一式 【ガス】外部電源装置撤去 第2四半期 競争入札

99 ガス水道局 建設課 ガス水道管撤去 工事 港町１丁目 平成28年10月31日まで 土木一式
【ガス】GPLφ200 L=10m撤去
【水道】GJφ300 L=10m撤去

第2四半期 競争入札
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上越市ガス水道局

　（平成28年4月1日 現在）

平成28年度 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

100 ガス水道局 建設課 水道管撤去 工事
石橋１丁目～東
雲町２丁目

平成28年10月31日まで 土木一式 【水道】Gφ400 L=30m撤去 第2四半期 競争入札

101 ガス水道局 建設課 水道管入替 工事 五智２丁目 平成28年11月30日まで
土木一式

管

【水道】DC(GX)φ250 L=265m　HPPEφ100
L=5m
　　　　 消火栓3基　給水管22件

第1四半期 競争入札

102 ガス水道局 建設課 ガス施設設置 工事 安江 平成28年11月30日まで
土木一式

管
【ガス】整圧器室設置 第2四半期 競争入札

103 ガス水道局　施設管理課
三の輪台ポンプ場配管及びポンプ
更新

工事 大字居多 平成28年11月30日まで
機械器具設置

管

【設置工事】
　ｽﾃﾝﾚｽ製多段ﾎﾟﾝﾌﾟ（80ℓ/min×83.4m）１台
　壁掛け式制御盤1台、圧力ﾀﾝｸ1台
　配管工事1式
【撤去工事】　既設ﾎﾟﾝﾌﾟ2台、FRP水槽1基

第2四半期 競争入札

104 ガス水道局　施設管理課 遠隔監視設備設置 工事
頸城、三和、名
立区内

平成29年1月31日まで 電気通信

Webデータロガー方式にてポンプ運転状況、水
位等を一般回線にて本局ＰＣで監視できる設備
の設置。
遠隔監視設備設置箇所：７施設

第2四半期 競争入札

105 ガス水道局　施設管理課 　　整圧器室圧力監視装置設置 工事 　　小猿屋他 平成28年11月30日まで 電気通信
【ガス】地区整圧器3か所に圧力監視装置を設置
　　　　 圧力警報装置（中圧・低圧）圧力伝送器
　　　　 及びガス漏れ検知器の設置

第2四半期 競争入札

106 ガス水道局　施設管理課 　　飯整圧器入替 工事 　　大字飯 平成28年10月31日まで
機械器具設置

管

【ガス】整圧器入替　N=1基
　　　　 中圧GP80A　 L=2.0m
　　　　 低圧GP200A　L=2.0m

第2四半期 競争入札

107 ガス水道局　施設管理課 　　専用整圧器改造 工事 　　新南町 平成28年9月30日まで
機械器具設置

管
【ガス】専用整圧器改造　N=1基
　　　　 配管工事　一式

第1四半期 競争入札

108 ガス水道局 浄水課 深谷浄水場便所改修 工事 三ツ橋 平成28年11月30日まで 建築一式
【水道】便所改修工事1式
  　　　　排水設備工事1式

第1四半期 競争入札
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上越市ガス水道局

　（平成28年4月1日 現在）

平成28年度 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

109 ガス水道局 浄水課
城山浄水場№2沈澱池コーナースク
レーパーメタル取替

工事 灰塚 平成29年2月28日まで
機械

器具設置
【水道】沈澱池コーナースクレーパーメタル取替1
式

第2四半期 競争入札

110 ガス水道局 浄水課
城山浄水場加圧脱水機ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ取
替修繕

工事 灰塚 平成29年2月28日まで
機械

器具設置
【水道】加圧脱水気ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ取替修繕1式 第2四半期 競争入札

111 ガス水道局 浄水課 深谷浄水場フェンス改修（２期） 工事 三ツ橋 平成28年11月30日まで 土木一式 【水道】深谷浄水場フェンス改修工事1式 第1四半期 競争入札

112 ガス水道局 浄水課
城山浄水場№２インペラウォーム減
速機更新

工事 灰塚 平成28年11月30日まで
機械

器具設置
【水道】インペラウォーム減速機更新1式 第1四半期 競争入札

113 ガス水道局 浄水課
城山浄水場排水処理棟高圧ケーブ
ル取替

工事 灰塚 平成28年12月31日まで 電気 【水道】高圧ケーブル取替1式 第2四半期 競争入札

114 ガス水道局 浄水課 深谷浄水場7号井計装盤更新 工事 三ツ橋 平成28年11月30日まで 電気通信 【水道】7号井計装盤更新1式 第1四半期 競争入札

115 ガス水道局 浄水課
データロガ装置監視モニタ端末増
設

工事 岩木 平成28年11月30日まで 電気通信 【水道】データロガ装置監視モニタ端末増設1式 第1四半期 競争入札

116 ガス水道局 浄水課
城山浄水場加圧脱水機ベルトコン
ベアロール更新

工事 灰塚 平成29年2月28日まで
機械

器具設置
【水道】加圧脱水機ベルトコンベアロール更新1
式

第2四半期 競争入札

117 ガス水道局 浄水課
藤新田配水場木田系・五智系配水
流量計更新

工事 藤新田 平成28年10月31日まで 電気通信 【水道】配水流量計更新1式 第1四半期 競争入札
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上越市ガス水道局

　（平成28年4月1日 現在）

平成28年度 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

118 ガス水道局 浄水課
城山浄水場薬品注入室ドア修繕工
事他

工事 灰塚 平成28年11月30日まで 建築一式 【水道】薬品注入室ドア修繕工事1式 第1四半期 競争入札

119 ガス水道局 浄水課
正善寺浄水場薬品注入ポンプ点検
整備

工事 岩木 平成28年12月31日まで 機械器具設置
【水道】薬品注入ポンプ点検整備1式
　　　　　縦型ｼｰﾙﾚｽﾎﾟﾝﾌﾟ4台　φ16×φ16
         　200V

第2四半期 競争入札

120 ガス水道局 浄水課
正善寺浄水場送水ポンプ電動弁修
繕

工事 岩木 平成28年12月31日まで 機械器具設置
【水道】送水ポンプ電動弁取替1式
　　　　　電動仕切弁竪形2台　φ250
         　400V　1.5kw

第1四半期 競争入札

121 ガス水道局 浄水課
正善寺浄水場コントローラメモリ保護
電池取替

工事 岩木 平成28年10月31日まで 電気通信
【水道】監視制御設備コントローラメモリ保護電池
　　　　　取替1式
　　　　　リチウム電池(10個)

第1四半期 競争入札

122 ガス水道局 浄水課
柿崎川浄水場No.1･2ろ過池表洗弁
電動操作機取替

工事 柿崎区上中山 平成28年12月31日まで 機械器具設置

【水道】ろ過池表洗弁電動操作機取替1式
　　　　　電動操作機2台取替
　　　　　電動式ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁点検整備
　　　　　　φ250　2基

第2四半期 競争入札

123 ガス水道局 浄水課
柿崎川浄水場原水流量調節弁点検
整備

工事 柿崎区上中山 平成28年11月30日まで 機械器具設置
【水道】原水流量調節弁点検整備1式
　　　　　電動LO-TMﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　φ300　1台
　　　　　電動操作機　400V　1台

第1四半期 競争入札

124 ガス水道局 浄水課
柿崎川浄水場コントローラメモリ保護
電池取替

工事 柿崎区上中山 平成28年10月31日まで 電気通信
【水道】監視制御設備コントローラメモリ保護電池
　　　　　取替1式
　　　　　リチウム電池(10個)

第1四半期 競争入札

125 ガス水道局 浄水課 柿崎川浄水場耐震補強 工事 柿崎区上中山 平成28年12月31日まで 土木一式 【水道】急速ろ過池・第2混和池耐震補強1式 第1四半期 競争入札

126 ガス水道局 浄水課 正善寺浄水場苛性貯蔵槽他更新 工事 岩木 平成29年1月31日まで 機械器具設置
【水道】苛性貯蔵槽更新3台撤去・2台新設
　　　　　電動弁・配管更新1式

第1四半期 競争入札
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上越市ガス水道局

　（平成28年4月1日 現在）

平成28年度 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

127 ガス水道局 浄水課 正善寺浄水場排液移送ポンプ更新 工事 岩木 平成28年12月31日まで 機械器具設置
【水道】酸系排液移送ポンプ1台更新
　　　　　アルカリ系排液移送ポンプ1台更新
　　　　　周辺配管更新1式

第2四半期 競争入札

128 ガス水道局 浄水課 新井配水流量計設置 工事 板倉区山部 平成28年12月31日まで 電気通信
【水道】配水流量計(検出器・変換器)1台　φ300
　　　　　既設制御盤機能増設1式
　　　　　配線・試験調整1式

第2四半期 競争入札

129 ガス水道局 浄水課 五智配水場場内水道管撤去 工事 五智6丁目 平成28年11月30日まで 土木一式

【水道】DC500　L=120.0m撤去
　　　　 GJ350L＝66.5ｍ撤去
          GJ250L＝25.0ｍ撤去
　　　　 HI50L＝38.0ｍ撤去

第1四半期 競争入札

130 ガス水道局 浄水課 城山浄水場1階・2階電灯盤更新 工事 灰塚 平成28年11月30日まで 電気 【水道】1階・2階電灯盤更新1式 第2四半期 競争入札

131
ガス水道局 建設課

北部営業所
2000m3球形ガスホルダー解体撤去 工事 柿崎区直海浜 平成28年10月31日まで とび土工

【ガス】ホルダー本体解体撤去　1式
　　　　 ホルダー基礎撤去埋め戻し　1式
　　　　 150A 出入配管撤去閉塞　1式
　　　　 計装用ケーブル切り回し　1式

第1四半期 競争入札

132
ガス水道局 建設課

北部営業所
ガス管改良 工事

柿崎区柿崎（6～
7区）

平成28年11月20日まで
土木一式

管
【ガス】PEφ200 L=294m　PEφ100 L=18m
　　　　供給管7件

第1四半期 競争入札

133
ガス水道局 建設課

北部営業所
ガス水道管入替（下水1工区） 工事

柿崎区三ツ屋浜
～上下浜

平成28年12月20日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ200 L=245m　PEφ100 L=10m
　　　　供給管19件
【水道】HPPEφ200 L=40m HPPEφ150 L=30m
　　　　 給水管2件
　　　　 廃止済石綿管撤去 φ200 L=270m

第1四半期 競争入札

134
ガス水道局 建設課

北部営業所
ガス水道管入替（下水2工区） 工事

柿崎区三ツ屋浜
～上下浜

平成29年2月28日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ100 L=40m
　　　　供給管3件
【水道】HPPEφ150 L=160m  HPPE φ50 L=10m
        消火栓接続 1か所
　　　　 給水管10件

第2四半期 競争入札

135
ガス水道局 建設課

北部営業所
ガス水道管入替（下水3工区） 工事

柿崎区三ツ屋浜
～上下浜

平成29年1月27日まで
土木一式

管

【ガス】PEφ100 L=30m
【水道】HPPEφ150 L=40m  HPPE φ75 L=60m
         HPPEφ50  L=40m
        消火栓接続 1か所
　　　　 給水管7件

第2四半期 競争入札
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上越市ガス水道局

　（平成28年4月1日 現在）

平成28年度 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

136
ガス水道局 建設課

北部営業所
坪野（中継）ポンプ場増圧ポンプ移
設

工事 吉川区坪野 平成28年12月16日まで 機械器具設置
【水道】15Kwラインポンプ移設　N=2台
         100A付属配管　1式
         電気工事　1式

第2四半期 競争入札

137
ガス水道局 建設課

北部営業所
水道管入替（1-1工区） 工事

吉川区原之町～
山方

平成28年12月20日まで
土木一式

管

【水道】HPPEφ150 L=340m  HPPE φ100
L=40m
         消火栓接続 1か所
　　　　 給水管8件

第1四半期 競争入札

138
ガス水道局 建設課

北部営業所
水道管入替（1-2工区） 工事

吉川区原之町～
山方

平成29年3月17日まで
土木一式

管

【水道】HPPEφ150 L=200m  HPPE φ75 L=10m
         消火栓接続 1か所
　　　　 給水管4件

第3四半期 競争入札

139
ガス水道局 建設課

北部営業所
水道管入替（2工区） 工事

吉川区代石～原
之町

平成29年3月17日まで
土木一式

管

【水道】DC(GX)φ200 L=258m  消火栓接続 1か
所
　　　　 給水管7件
         撤去 DC(A)φ200 L=238m
         廃止済石綿管撤去 φ150 L=238m

第1四半期 競争入札

140
ガス水道局 建設課

北部営業所
吉川橋水道管添架 工事

吉川区代石～原
之町

平成29年1月20日まで
土木一式

管
【水道】DC(GX)φ200 L=76.5m
          SUS 200A L=53.5m

第1四半期 競争入札

141
ガス水道局 建設課

北部営業所
水道管撤去 工事

吉川区代石～原
之町

平成29年3月17日まで
土木一式

管
【水道】撤去 DC(A)φ200 L=95m
            廃止済石綿管撤去 φ150 L=95m

第3四半期 競争入札

142
ガス水道局 建設課

大潟区営業所
ガス水道管入替 工事 大潟区九戸浜 平成28年11月30日まで

土木一式
管

【ガス】PEφ50 L=230m
　　　　供給管6件
【水道】HPPEφ50 L=230m
　　　　 給水管7件

第1四半期 競争入札

143
ガス水道局 建設課

大潟区営業所
ガス水道管入替 工事 大潟区潟町 平成28年11月30日まで

土木一式
管

【ガス】PEφ75 L=450m
　　　　供給管16件
【水道】HPPEφ75 L=450m
　　　　 給水管22件

第1四半期 競争入札

144
ガス水道局 建設課

大潟区営業所
ガス水道管改良入替 工事 大潟区潟町 平成28年11月30日まで

土木一式
管

【ガス】PEφ150 L=30m　PEφ75 L=220m
　　　　供給管4件
【水道】HPPEφ100 L=30m　HPPEφ75 L=220m
         HPPEφ50L=20m　給水管4件　消火栓1
基

第1四半期 競争入札
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　（平成28年4月1日 現在）

平成28年度 公共工事発注見通し
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145
ガス水道局 建設課

大潟区営業所
ガス水道管入替 工事 大潟区潟町 平成28年11月30日まで

土木一式
管

【ガス】PEφ100 L=30m　PEφ75 L=10m
　　　　供給管1件
【水道】HPPEφ150 L=45m　HPPEφ50 L=10m

第1四半期 競争入札

146
ガス水道局 建設課

大潟区営業所
ガス水道管入替 工事 大潟区渋柿浜 平成28年11月30日まで

土木一式
管

【ガス】PEφ50 L=130m　供給管9件
【水道】HPPEφ150 L=65m　HPPEφ50 L=120m
         PE（A）φ30L=60m　給水管22件

第1四半期 競争入札

147
ガス水道局 建設課

大潟区営業所
中圧ガス管布設 工事 大潟区雁子浜 平成28年11月30日まで

土木一式
管

【ガス】PLPφ100 L=330m 第1四半期 競争入札

148
ガス水道局 建設課

大潟区営業所
2000㎥球形ガスホルダー解体撤去 工事 大潟区下小船津浜 平成28年10月31日まで とび土工

【ガス】ホルダー本体解体撤去　1式
　　　　 ホルダー基礎撤去埋め戻し　1式
　　　　 150A 出入配管撤去閉塞　1式

第1四半期 競争入札

149
ガス水道局 建設課

南部営業所
減圧弁設置 工事 板倉区田屋 平成28年8月31日まで

土木一式
管

【水道】φ100減圧弁設置
  　　　　ＨＰＰＥφ100　Ｌ=20ｍ

第1四半期 競争入札

150
ガス水道局 建設課

南部営業所
筒方第1配水池修繕 工事 板倉区筒方 平成28年11月30日まで 水道施設 【水道】残留塩素測定機移設　１式 第2四半期 競争入札

151
ガス水道局 建設課

南部営業所
添架管更正 工事

板倉区不動新田
～釜塚

平成28年10月31日まで
土木一式

管
【水道】添架管更正
　　　　　SGP100A　L=15ｍ

第1四半期 競争入札

152
ガス水道局 建設課

南部営業所
水道管入替 工事 牧区東松ノ木 平成29年3月15日まで

土木一式
管

【水道】HPPEφ100　L=76ｍ
　　　　 HPPEφ75　L=100ｍ

第2四半期 競争入札

153
ガス水道局 建設課

東部営業所
切越浄水場計装設備整備等 工事 安塚区切越 平成28年12月31日まで 電気通信

【水道】計装設備整備１式,自動排泥弁設置１式、
配水池水位計更新１式

第１四半期 競争入札
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154
ガス水道局 建設課

東部営業所
ろ過池浄水管更新 工事 安塚区切越 平成28年11月30日まで 管 【水道】浄水管φ200 L=10ｍ 第１四半期 競争入札

155
ガス水道局 建設課

東部営業所
水道管入替 工事 安塚区下船倉 平成28年9月30日まで

土木一式
管

【水道】HPPEφ100 L=120ｍ　HPPEφ50 L= 10
ｍ
消火栓１基（移設）

第１四半期 競争入札

156
ガス水道局 建設課

東部営業所
赤倉浄水場薬注制御盤更新 工事 大島区大平 平成28年12月31日まで 電気通信 【水道】PAC、前次亜注入設備更新 第2四半期 競争入札

157
ガス水道局 建設課

東部営業所
水道管入替 工事 大島区下岡 平成28年11月30日まで

土木一式
管

【水道】HPPEφ75 L=50ｍ　消火栓１基 第2四半期 競争入札

158
ガス水道局 建設課

東部営業所
水道管入替 工事 大島区大島 平成28年10月31日まで

土木一式
管

【水道】HPPEφ75 L=90ｍ　HPPEφ50 L=130ｍ
PEφ30L=40ｍ　給水管13件

第1四半期 競争入札

159
ガス水道局 建設課

東部営業所
水道管入替 工事 浦川原区小谷島 平成28年12月31日まで

土木一式
管

【水道】HPPEφ100 L=200ｍ　給水管3件 第1四半期 競争入札

160
ガス水道局 建設課

東部営業所
減圧弁室築造 工事 浦川原区虫川 平成28年10月31日まで

建築一式
機械器具設置

【水道】減圧弁室築造及び減圧弁設置　１式 第1四半期 競争入札

161
ガス水道局 建設課

東部営業所
水道管入替 工事 浦川原区虫川 平成28年10月31日まで

土木一式
管

【水道】HPPEφ75 L=300ｍ　給水管20件 第1四半期 競争入札

162
ガス水道局 建設課

東部営業所
上柿野浄水場撤去 工事 浦川原区上柿野 平成28年12月31日まで 土木一式 【水道】旧浄水場及び電気室撤去 第2四半期 競争入札
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163
ガス水道局 建設課

東部営業所
水道管入替 工事 浦川原区顕聖寺 平成28年10月31日まで

土木一式
管

【水道】HPPEφ75 L=10ｍ　給水管5件 第1四半期 競争入札
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