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都市整備課 網 走 市 建 設 事 業 発 注 予 定 調 書 №１

番号 工事（委託）名称 工事場所 期間 種別 概要 入札・契約の方法 入札時期 課名
5,000千円
未満

5,000〜
30,000千
円

30,000千
円以上

1 潮⾒市営住宅造成工事 潮⾒6丁目 6ヶ月 土木 宅地造成⼀式 入札 4月 都市整備課   ○
2 浦⼠別実豊線道路改良工事 字栄 3ヶ月 土木 道路改良　L=50m 入札 4月 都市整備課   ○

3 台町地区落⽯防⽌対策工事 台町2丁目 3ヶ月 土木 落⽯防⽌⾦網設置
面積A=864㎡ 入札 4月 都市整備課  ○  

4 鱒浦丸善団地5号線道路改良工事 鱒浦5丁目 3ヶ月 土木 道路整備　L=70m 入札 4月 都市整備課  ○  
5 台町⼤通線転落防⽌柵設置工事 台町3丁目 1ヶ月 土木 転落防⽌柵設置 入札 4月 都市整備課 ○   
6 鉄南本通線落⽯防⽌対策工事（繰越） 錦町 7ヶ月 土木 法面落⽯対策　L=200m 入札 5月 都市整備課   ○
7 眺海橋補修工事（繰越） 向陽ヶ丘2丁目 4ヶ月 土木 橋梁補修 入札 5月 都市整備課   ○
8 潮⾒市営住宅上⽔道新設工事 潮⾒6丁目 4ヶ月 土木 上⽔道新設⼀式 入札 5月 都市整備課   ○
9 潮⾒市営住宅下⽔道新設工事 潮⾒6丁目 4ヶ月 土木 下⽔道新設⼀式 入札 5月 都市整備課   ○
10 漕艇場桟橋更新工事 網走湖ボート場 5ヶ月 土木 桟橋の更新 入札 5月 都市整備課  ○  
11 東6丁目中通線道路改修工事 南8条東6丁目 2ヶ月 土木 排⽔整備　L=60m 入札 5月 都市整備課  ○  
12 潮⾒7丁目⻄中通線道路改修工事 潮⾒7丁目 2ヶ月 土木 排⽔整備　L=30m 入札 5月 都市整備課  ○  
13 天都⼭南線道路改良工事 字潮⾒ 2ヶ月 土木 道路改良　L=50m 入札 5月 都市整備課  ○  
14 東3丁目中通線道路改修工事 南6条東3丁目 2ヶ月 土木 排⽔整備　L=30m 入札 5月 都市整備課 ○   
15 駒場南2丁目1号線道路改修工事 駒場南2丁目 2ヶ月 土木 排⽔整備　L=30m 入札 5月 都市整備課 ○   

16 網走湖ボートコース設置工事 網走湖ボート場 5ヶ月 土木 コース、桟橋、陸上仮設物等の
設置及び撤去 入札 5月 都市整備課 ○   

17 潮⾒市営住宅道路新設工事 潮⾒6丁目 4ヶ月 土木 道路新設⼀式 入札 6月 都市整備課   ○
18 潮⾒鱒浦線歩道新設工事 字鱒浦 3ヶ月 土木 歩道設置　L=160m 入札 6月 都市整備課   ○
19 ⼀中グランド線歩道新設工事 台町1丁目 3ヶ月 土木 歩道設置　L=210m 入札 6月 都市整備課  ○  
20 台町⼤通線排⽔整備工事 台町3丁目 3ヶ月 土木 排⽔整備 入札 6月 都市整備課  ○  
21 桂ヶ岡線舗装改修工事 桂町5丁目 2ヶ月 土木 道路改修 入札 6月 都市整備課  ○  
22 旭ヶ丘団地2号線道路改修工事 潮⾒5丁目 3ヶ月 土木 排⽔整備　L=100m 入札 6月 都市整備課  ○  
23 北⻄3丁目斜線歩道新設工事 北⻄3丁目 3ヶ月 土木 歩道設置　L=35m 入札 6月 都市整備課  ○  
24 ⼆⾒ケ岡卯原内線道路改良工事 字嘉多⼭ 4ヶ月 土木 道路改良　L=50m 入札 7月 都市整備課   ○
25 ⻄2丁目通線道路改修工事 南6条⻄2丁目 3ヶ月 土木 排⽔整備　L=100m 入札 7月 都市整備課  ○  
26 駒場南8丁目2号線道路改修工事 駒場南8丁目 3ヶ月 土木 排⽔整備　L=80m 入札 7月 都市整備課  ○  
27 駒場南1丁目1号線道路改修工事 駒場南1丁目 2ヶ月 土木 排⽔整備　L=30m 入札 8月 都市整備課  ○  
28 北⻄8丁目通線道路改修工事 北5条⻄8丁目 2ヶ月 土木 道路改修　L=50m 入札 8月 都市整備課  ○  
29 天空の⾥エリア歩⾏者案内看板設置工事 字呼人 2ヶ月 土木 案内看板設置 入札 8月 都市整備課 ○   
30 網走小学校丙線歩道整備工事 桂町 2ヶ月 土木 階段整備　L=30m 入札 9月 都市整備課  ○  

⾦額区分



都市整備課 網 走 市 建 設 事 業 発 注 予 定 調 書 №2

番号 工事（委託）名称 工事場所 期間 種別 概要 入札・契約の方法 入札時期 課名
5,000千円
未満

5,000〜
30,000千
円

30,000千
円以上

31 卯原内ダム越流部コンクリート修繕工事 字卯原内 6ヶ月 土木 洪⽔吐修繕工事 入札 ９月 都市整備課 〇   
32 南公園公園施設改修工事 字天都⼭ 4ヶ月 土木 遊具更新N=1基 入札 10月 都市整備課   ○
33 丸美中央橋補修工事 字丸万 3ヶ月 土木 橋梁補修 入札 10月 都市整備課  ○  
34 丸万川浚渫工事 字実豊 4ヶ月 土木 河川浚渫⼀式 入札 11月 都市整備課   ○
35 ソーラルオツナイ川河川整備工事 字平和 4ヶ月 土木 河川護岸整備⼀式 入札 11月 都市整備課  ○  
36 ⼭⾥川浚渫工事 字中園 4ヶ月 土木 河川浚渫⼀式 入札 11月 都市整備課  ○  
37 ルートモトイエナイ川浚渫工事 字能取 4ヶ月 土木 河川浚渫⼀式 入札 11月 都市整備課  ○  
38 第⼆呼人川浚渫工事 字呼人 4ヶ月 土木 河川浚渫⼀式 入札 11月 都市整備課  ○  
39 オショップ川河川整備工事 字鱒浦 4ヶ月 土木 河川護岸整備⼀式 入札 11月 都市整備課  ○  
40 ⼤沢川河川整備工事 字越歳 4ヶ月 土木 河川護岸整備⼀式 入札 11月 都市整備課  ○  
41 ⼤沢川浚渫工事 字越歳 3ヶ月 土木 河川浚渫⼀式 入札 11月 都市整備課  ○  
42 第⼆千草川河川整備工事 字稲富 3ヶ月 土木 河川護岸整備⼀式 入札 12月 都市整備課  ○  
43 勇仁川河川整備工事 字鱒浦 4ヶ月 土木 河川護岸整備⼀式 入札 12月 都市整備課  ○  
44 マストリ川浚渫工事 字中園 3ヶ月 土木 河川浚渫⼀式 入札 12月 都市整備課  ○  
45 稲富川河川整備工事 字稲富 3ヶ月 土木 河川護岸整備⼀式 入札 12月 都市整備課  ○  
46 バイラギ川浚渫工事 字美岬 3ヶ月 土木 河川浚渫⼀式 入札 12月 都市整備課 ○   
47 トモルベシュベ川浚渫工事 字⼆⾒ケ岡 3ヶ月 土木 河川浚渫⼀式 入札 12月 都市整備課 ○   
48 第⼆鱒取川浚渫工事 字東網走 3ヶ月 土木 河川浚渫⼀式 入札 12月 都市整備課 ○   
49 向陽ヶ丘学校線歩道橋補修工事 向陽ヶ丘2丁目 4ヶ月 土木・電気 橋梁補修 入札 6月 都市整備課  ○  
50 中央公園照明灯補修工事 南3条⻄4丁目 3ヶ月 電気 照明灯補修　1灯 入札 4月 都市整備課 ○   
51 網走川右岸線外道路照明灯改修工事(繰越) 市内全域 5ヶ月 電気 道路照明灯具交換 入札 5月 都市整備課   ○
52 駒場公園通線外道路照明灯改修工事(繰越) 市内全域 5ヶ月 電気 道路照明灯具交換 入札 5月 都市整備課   ○
53 中⼤通線外道路照明灯改修工事(繰越) 市内全域 5ヶ月 電気 道路照明灯具交換 入札 5月 都市整備課   ○
54 桂ヶ岡線ロードヒーティング改修工事 桂町1丁目 3ヶ月 電気 分電盤更新 入札 6月 都市整備課   ○
55 北⻄3丁目斜線歩道新設工事の内電気設備工事 北⻄3丁目 3ヶ月 電気 ロードヒーティング設置 入札 6月 都市整備課 ○   
56 網走レークビュースキー場リフト電動機外整備工事 網走レークビュースキー場 4ヶ月 機械 第2リフト整備 入札 5月 都市整備課  ○  
57 能取加圧ポンプ場加圧タンク交換工事 字能取 6ヶ月 機械 加圧タンク交換 入札 7月 都市整備課 ○  
58 向陽ヶ丘中央線外道路整備工事 市内全域（市街地） 3ヶ月 舗装 道路整備 入札 4月 都市整備課  ○  
59 ⼭⾥浜小清⽔線外道路整備工事 市内全域（郊外） 3ヶ月 舗装 道路整備 入札 4月 都市整備課  ○  
60 桂ヶ岡線舗装補修工事 市内全域 5ヶ月 舗装 パッチ補修等 入札 4月 都市整備課  ○  

⾦額区分



都市整備課 網 走 市 建 設 事 業 発 注 予 定 調 書 №3

番号 工事（委託）名称 工事場所 期間 種別 概要 入札・契約の方法 入札時期 課名
5,000千円
未満

5,000〜
30,000千
円

30,000千
円以上

61 鉄南本通外線舗装整備工事 錦町 2ヶ月 舗装 舗装改良　L=100m 入札 6月 都市整備課  ○  
62 ⼤曲湖畔線外舗装補修工事 字三眺 3ヶ月 舗装 舗装補修⼀式 入札 7月 都市整備課  ○  
63 天都⼭南線舗装工事 字潮⾒ 2ヶ月 舗装 舗装工事　L=50m 入札 7月 都市整備課 ○   
64 潮⾒鱒浦線歩道新設のうち舗装工事 字鱒浦 2ヶ月 舗装 歩道舗装　L=230m 入札 8月 都市整備課  ○  
65 潮⾒市営住宅道路舗装工事 潮⾒6丁目 2ヶ月 舗装 道路舗装⼀式 入札 8月 都市整備課  ○  
66 ⼀中グランド線歩道新設工事のうち舗装工事 台町1丁目 2ヶ月 舗装 歩道舗装　A=425㎡ 入札 8月 都市整備課  ○  
67 ⼭⾥浜小清⽔線舗装補修工事 字⼭⾥ 2ヶ月 舗装 舗装補修　L=200m 入札 9月 都市整備課  ○  
68 台町⼤通線ロードヒーティング改修工事（繰越） 台町2丁目 3ヶ月 舗装・電気 ロードヒーティング改修 入札 6月 都市整備課   ○
69 つくしヶ丘本通線ロードヒーティング改修工事（繰越） 駒場南1丁目 3ヶ月 舗装・電気 ロードヒーティング改修 入札 9月 都市整備課  ○  
70 台町中央線ロードヒーティング改修工事（繰越） 台町3丁目 3ヶ月 舗装・電気 ロードヒーティング改修 入札 9月 都市整備課  ○  
71 網走市管内橋梁点検委託（繰越） 市内全域 4ヶ月 委託 橋梁点検 入札 5月 都市整備課  ○  
72 網走市⽴地適正化計画策定委託 － 9ヶ月 委託 ⽴地適正化計画策定 入札 5月 都市整備課  ○  
73 網走市管内道路標識点検委託（繰越） 市内全域 4ヶ月 委託 道路案内標識点検 入札 5月 都市整備課  ○  
74 つくしヶ丘本通線外ロードヒーティング改修設計委託 駒場南1丁目 4ヶ月 委託 改修設計⼀式 入札 5月 都市整備課  ○  
75 第１号橋補修設計委託（繰越） 字昭和 4ヶ月 委託 橋梁補修設計 入札 5月 都市整備課 ○   
76 南公園公園施設改修設計委託 字天都⼭ 4ヶ月 委託 公園施設改修設計 入札 5月 都市整備課 ○   
77 ⼭下通線測量設計委託 新町3丁目 3ヶ月 委託 測量設計 入札 6月 都市整備課  ○  
78 網走小学校丙線測量設計委託 桂町 3ヶ月 委託 階段設計　L=200m 入札 6月 都市整備課  ○  
79 向陽明治線測量設計委託（繰越） 字明治 4ヶ月 委託 測量設計 入札 6月 都市整備課  ○  
80 網走市管内道路標識点検委託 市内全域 4ヶ月 委託 道路標識点検 入札 6月 都市整備課 ○   
81 網走市管内橋梁点検委託 市内全域 4ヶ月 委託 橋梁点検 入札 7月 都市整備課  ○  
82 第2号橋(稲富旭線)補修設計委託 字稲富 3ヶ月 委託 橋梁補修設計 入札 7月 都市整備課  ○  
83 第2号橋(卯原内第4甲線)補修設計委託 字鱒浦 3ヶ月 委託 橋梁補修設計 入札 7月 都市整備課 ○   
84 栄橋補修設計委託 字鱒浦 3ヶ月 委託 橋梁補修設計 入札 7月 都市整備課 ○   
85 ⾞⽌内川1号橋補修設計委託 錦町 3ヶ月 委託 橋梁補修設計 入札 7月 都市整備課 ○   
86 第1号橋補修設計委託 字鱒浦 3ヶ月 委託 橋梁補修設計 入札 7月 都市整備課 ○   
87 潮⾒住宅団地家屋調査委託 潮⾒9丁目 1ヶ月 委託 軟弱地盤に伴う傾き調査 随契 7月 都市整備課 ○   
88 北2号通線設計委託 北2条⻄1丁目 3ヶ月 委託 設計委託　L=170m 入札 8月 都市整備課 ○   
89 ⼤沢川測量設計委託 字越歳 4ヶ月 委託 測量設計⼀式 入札 11月 都市整備課  ○  
90 丸万川測量設計委託 字実豊 3ヶ月 委託 測量設計⼀式 入札 12月 都市整備課  ○  
91 第⼆鱒取川測量設計委託 字東網走 3ヶ月 委託 測量設計⼀式 入札 12月 都市整備課 ○   

⾦額区分



都市管理課 網 走 市 建 設 事 業 発 注 予 定 調 書 №１

番号 工事（委託）名称 工事場所 期間 種別 概要 入札・契約の方法 入札時期 課名

街路樹維持管理事業 5,000千
円未満

5,000〜
30,000千
円

30,000千
円以上

1 向陽ヶ丘方⾯街路樹帯等草刈業務 向陽ヶ丘方⾯ 4ヶ月 維持 街路樹帯等草刈 入札 5月下旬 都市管理課 ○   

2 潮⾒・駒場方⾯街路樹帯等草刈業務 潮⾒・駒場方⾯ 4ヶ月 維持 街路樹帯等草刈 入札 5月下旬 都市管理課 ○   

市道用地確定事業

3 用地測量業務委託 市内一円 4ヶ月 委託 用地確定測量等 入札 5〜7月 都市管理課  ○  

道路台帳管理事業

4 道路台帳経年変換業務委託 市内一円 1ヶ月 委託 道路河川システム情報更新 随契 6〜7月下旬 都市管理課 ○   

5 道路台帳補正業務委託 市内一円 3ヶ月 委託 道路台帳及び台帳図補正 入札 12月下旬 都市管理課 ○   

6 道路・河川管理システム保守業務委託 市内一円 12ヶ月 委託 道路河川管理システムデータ保守 随契 4月下旬 都市管理課 ○   

7 図⾯データ化処理・システム登録 市内一円 3ヶ月 委託 工事図⾯データ化及びシステム移⾏ 入札 12月下旬 都市管理課 ○   

地籍調査管理事業

8 地籍図成果整理業務委託 市内一円 3ヶ月 委託 地籍図成果整理 入札 1月下旬 都市管理課 ○   

公園緑地管理事業

9 公園維持管理業務委託 市内一円 12ヶ月 維持 公園維持管理 入札 3月下旬 都市管理課  ○  

⾦額区分



建築課 網 走 市 建 設 事 業 発 注 予 定 調 書 №１

番号 工事（委託）名称 工事場所 期間 種別 概要 入札・契約の方法 入札時期 課名
5,000千円
未満

5,000〜
30,000千
円

30,000千
円以上

1 東小学校プール水槽改修工事 字藻琴 3ヶ月 建築 プール水槽改修 入札 4月 建築課  ○  
2 中学校バリアフリースロープ設置他工事 市内一円 4ヶ月 建築 スロープ設置他 入札 4月 建築課  ○  
3 総合福祉センター改修工事 北１１条東１丁目 3ヶ月 建築 塔屋外壁改修他 入札 4月 建築課 ○   
4 ⻄コミュニティセンター改修工事 大曲２丁目 3ヶ月 建築 和室改修他 入札 4月 建築課 ○   
5 小学校バリアフリースロープ設置工事 市内一円 3ヶ月 建築 スロープ設置他 入札 4月 建築課 ○   
6 総合体育館⾼圧受電設備更新工事 駒場南１丁目 8ヶ月 建築 ⾼圧受電設備更新 入札 5月 建築課   ○
7 オホーツク・⽂化交流センター屋上防水改修工事（１工区） 北２条⻄３丁目 7ヶ月 建築 屋上防水改修 入札 5月 建築課   ○
8 オホーツク・⽂化交流センター屋上防水改修工事（２工区） 北２条⻄３丁目 7ヶ月 建築 屋上防水改修 入札 5月 建築課   ○
9 つくしヶ丘市営住宅（8-1号棟）エレベーター設置工事 つくしケ丘６丁目 8ヶ月 建築 エレベーター設置 入札 5月 建築課   ○
10 第一中学校受電設備改修工事 台町１丁目 8ヶ月 建築 受電設備一式更新 入札 5月 建築課  ○  
11 第二中学校受電設備改修工事 向陽ヶ丘６丁目 8ヶ月 建築 受電設備一式更新 入札 5月 建築課  ○  
12 卯原内教職員住宅改修工事 字卯原内 4ヶ月 建築 外壁及び屋根改修 入札 5月 建築課  ○  
13 潮⾒墓園合葬墓墓誌増設工事 字潮⾒ 6ヶ月 建築 墓誌増設他 入札 5月 建築課 ○   
14 網走小学校トイレ改修工事 桂町１丁目 7ヶ月 建築 児童生徒・職員トイレ改修 入札 6月 建築課   ○
15 潮⾒小学校トイレ改修工事 潮⾒４丁目 7ヶ月 建築 児童生徒・職員トイレ改修 入札 6月 建築課   ○
16 ⻄小学校トイレ改修工事 新町１丁目 7ヶ月 建築 児童生徒・職員トイレ改修 入札 6月 建築課   ○
17 第三中学校トイレ改修工事 字潮⾒１８８番地 7ヶ月 建築 児童生徒・職員トイレ改修 入札 6月 建築課   ○
18 市営住宅解体工事（１工区） 潮⾒６丁目 4ヶ月 建築 市営住宅解体 入札 6月 建築課  ○  
19 潮⾒６丁目職員住宅解体事業 潮⾒６丁目 3ヶ月 建築 職員住宅解体 入札 7月 建築課  ○  
20 東小学校教職員住宅外壁屋根塗装工事 字藻琴 4ヶ月 建築 外壁及び屋根改修 入札 7月 建築課 ○   
21 第四中学校教職員住宅外壁屋根塗装工事 字藻琴 4ヶ月 建築 外壁及び屋根改修 入札 7月 建築課 ○   
22 第五中学校教職員住宅外壁屋根塗装工事 字卯原内 4ヶ月 建築 外壁及び屋根改修 入札 7月 建築課 ○   
23 旧二⾒ケ岡教員住宅解体事業 字二⾒ケ岡 3ヶ月 建築 教員住宅解体 入札 7月 建築課 ○   
24 南コミュニティセンター改修工事 つくしケ丘４丁目 3ヶ月 建築 屋根改修 入札 8月 建築課  ○  
25 嘉多山地区総合研修センター改修工事 字嘉多山 3ヶ月 建築 外壁・窓改修 入札 8月 建築課  ○  

⾦額区分



建築課 網 走 市 建 設 事 業 発 注 予 定 調 書 №２

番号 工事（委託）名称 工事場所 期間 種別 概要 入札・契約の方法 入札時期 課名
5,000千円
未満

5,000〜
30,000千
円

30,000千
円以上

26 市営住宅解体工事（２工区） 潮⾒６・７丁目 4ヶ月 建築 市営住宅解体 入札 11月 建築課  ○  
27 網走小学校トイレ設備改修工事 桂町１丁目 7ヶ月 設備 児童生徒・職員トイレ改修 入札 6月 建築課   ○
28 潮⾒小学校トイレ設備改修工事 潮⾒４丁目 7ヶ月 設備 児童生徒・職員トイレ改修 入札 6月 建築課   ○
29 ⻄小学校トイレ設備改修工事 新町１丁目 7ヶ月 設備 児童生徒・職員トイレ改修 入札 6月 建築課   ○
30 第三中学校トイレ設備改修工事 字潮⾒１８８番地 7ヶ月 設備 児童生徒・職員トイレ改修 入札 6月 建築課   ○
31 みなと観光交流センターエレベーター改修工事 南３条東４丁目 5ヶ月 専門 エレベーター安全装置改修 随契 8月 建築課  ○  
32 ⻄小学校灯油タンク改修工事 新町１丁目 4ヶ月 設備 灯油タンクFRPコーティング 入札 9月 建築課 ○   
33 公共施設⻑寿命化点検業務委託 市内一円 5ヶ月 委託 建物・設備の調査・点検 入札 4月 建築課  ○  
34 潮⾒団地A棟建築実施設計業務委託 潮⾒６丁目 5ヶ月 委託 ⽊造⼾建平屋１０⼾実施設計 入札 5月 建築課  ○  
35 衆議院議員総選挙ポスター掲示場設置業務委託 市内一円 3ヶ月 委託 選挙ポスター掲示場設置・撤去 入札 未定 建築課 ○   

⾦額区分



港湾課 網 走 市 建 設 事 業 発 注 予 定 調 書 №１

番号 工事（委託）名称 工事場所 期間 種別 概要 入札・契約の方法 入札時期 課名

港湾 5,000千円
未満

5,000〜
30,000千
円

30,000千
円以上

1 新港地区第4ふ頭岸壁外防舷材改修工事 新港・港町地区 3ヶ月 土木 防舷材の改修 入札 ５月 港湾課  ○  

2 モヨロ地区緑地階段設置工事 モヨロ地区 4ヶ月 土木 モヨロ地区緑地へ階段の設置 入札 ５月 港湾課  ○  

3 港内照明LED化事業 網走港内 7ヶ月 電気 港内照明のLED化（リース） 随契 ６月 港湾課   ○

4 上屋解体跡地舗装工事 港町地区 3ヶ月 舗装 上屋跡地への舗装 入札 ４月 港湾課  ○  

⾦額区分



上水道課 網 走 市 建 設 事 業 発 注 予 定 調 書 №１

番号 工事（委託）名称 工事場所 期間 種別 概要 入札・契約の方法 入札時期 課名

水道事業 5,000千
円未満

5,000〜
30,000千
円

30,000千
円以上

1 稲富地区導水管布設替工事 字稲富 8ヶ月 土木 PLPφ500　L=600ｍ
PLPφ400　L=600ｍ 入札 ５月 上水道課   ○

2 ⻄倉地区導水管布設替工事 東藻琴⻄倉 8ヶ月 土木 PLPφ500　L=600ｍ
PLPφ400　L=600ｍ 入札 ５月 上水道課   ○

3 水道メーター更新工事1工区 市内一円 4ヶ月 水道 270箇所 入札 ４月 上水道課  ○  
4 水道メーター更新工事2工区 市内一円 4ヶ月 水道 270箇所 入札 ４月 上水道課  ○  
5 水道メーター更新工事3工区 市内一円 4ヶ月 水道 270箇所 入札 ４月 上水道課  ○  
6 水道メーター更新工事4工区 市内一円 4ヶ月 水道 270箇所 入札 ４月 上水道課  ○  
7 水道メーター更新工事5工区 市内一円 4ヶ月 水道 270箇所 入札 ４月 上水道課  ○  
8 潮⾒３条通線配水管布設替工事 潮⾒８丁目 4ヶ月 水道 Peφ50　L⁼210m 入札 ４月 上水道課  ○  
9 駒場南８丁目２号線配水管布設替工事 駒場南８丁目 4ヶ月 水道 Peφ50　L⁼125m 入札 ４月 上水道課  ○  
10 駒場南３丁目２号線配水管布設工事 駒場南３丁目 4ヶ月 水道 Peφ50　L⁼110m 入札 ４月 上水道課  ○  
11 水道メーター更新工事6工区 市内一円 3ヶ月 水道 140箇所 入札 ４月 上水道課 ○   
12 水道メーター更新工事7工区 市内一円 3ヶ月 水道 140箇所 入札 ４月 上水道課 ○   
13 水道メーター設置工事 市内一円 3ヶ月 水道 150箇所 入札 ４月 上水道課 ○   
14 道道中園網⾛停⾞場線配水管布設替工事 南９条東４丁目 4ヶ月 水道 Peφ50　L⁼130m 入札 ５月 上水道課  ○  
15 天都山南線配水管布設替工事 字潮⾒ 4ヶ月 水道 Peφ100　L⁼220m 入札 ５月 上水道課  ○  
16 駒場南１丁目１号線（低区）配水管布設替工事 駒場南１丁目 4ヶ月 水道 Peφ300　L⁼80m 入札 ５月 上水道課  ○  
17 嘉多山卯原内線配水管布設替工事 字卯原内 4ヶ月 水道 Peφ50　L⁼300m 入札 ５月 上水道課  ○  
18 ⻄２丁目通線配水管布設替工事 南４〜６条⻄２丁目 4ヶ月 水道 Peφ75　L⁼130m 入札 ６月 上水道課  ○  
19 駒場北２丁目１号線配水管布設替工事 駒場北２丁目 4ヶ月 水道 Peφ75　L⁼100m 入札 ６月 上水道課  ○  
20 潮⾒７条通線配水管布設替工事 潮⾒７丁目 4ヶ月 水道 Peφ75　L⁼180m 入札 ７月 上水道課  ○  
21 潮⾒６丁目１号線配水管布設替工事 潮⾒６丁目 4ヶ月 水道 Peφ50　L⁼200m 入札 ８月 上水道課  ○  
22 旭ヶ丘団地２号線配水管布設替工事 潮⾒５丁目 4ヶ月 水道 Peφ75　L⁼150m 入札 ９月 上水道課  ○  
23 第２天都山線配水管布設工事 字大曲 6ヶ月 水道 Peφ100　L⁼30ｍ、減圧弁 入札 ９月 上水道課  ○  

24 中園地区導水管実施設計委託 字中園 9ヶ月 委託 PLPφ500　L=3,000ｍ
PLPφ400　L=3,000ｍ 入札 ７月 上水道課  ○  

26 水道メーター更新・設置⽤資材 11ヶ月 資材 更1,700個+設150個 入札 ４月 上水道課  ○  

25 導水管工事⽤資材 8ヶ月 資材 PLPφ500　L=1,200ｍ
PLPφ400　L=1,200ｍ 入札 ５月 上水道課   ○

⾦額区分



下水道課 網 走 市 建 設 事 業 発 注 予 定 調 書 №１

番号 工事（委託）名称 工事場所 期間 種別 概要 入札・契約の方法 入札時期 課名

下水道事業 5,000千
円未満

5,000〜
30,000千
円

30,000千
円以上

1 公共　枝線管渠布設工事　第1工区 市内一円 6ヶ月 土木 公共桝　10箇所 入札 ４月 下水道課  ○  

2 右岸幹線管渠布設工事 ⼤曲1〜新町2丁目 5ヶ月 土木 圧送管2条化　L=0.71km 入札 ５月 下水道課   ○

3 卯原内幹線管渠布設工事 字⼆⾒ヶ岡 5ヶ月 土木 圧送管2条化　L=0.51km 入札 ５月 下水道課   ○

4 特環　枝線管渠布設工事　第1工区 市内一円 6ヶ月 土木 郊外地区　公共桝 入札 ６月 下水道課 ○   

5 特環　枝線管渠布設工事　第2工区 字三眺 4ヶ月 土木 点検口設置 入札 ９月 下水道課  ○  

6 公共　枝線管渠布設工事　第2工区 市内一円 6ヶ月 土木 公共桝　10箇所 入札 １０月 下水道課  ○  

7 網⾛浄化センター建築設備更新工事 港町 4ヶ月 建築 初沈屋根防水 入札 ９月 下水道課  ○  

8 スラッジセンター消化ガス配管更新工事 台町2丁目 4ヶ月 機械 消化ガス配管更新 入札 ６月 下水道課   ○

9 卯原内幹線舗装工事 字⼆⾒ヶ岡 2ヶ月 舗装 管渠布設部舗装復旧 入札 R3.3月 下水道課 ○   

10 汚水管渠TVカメラ調査委託 市内全域 6ヶ月 下水道 TVカメラ調査　L=0.75km 入札 ５月 下水道課 ○   

11 網⾛浄化センター外建築設備実施設計業務委託 港町 6ヶ月 委託 換気設備、屋上防水等詳細設計 入札 ５月 下水道課  ○  

12 呼人幹線管渠実施設計業務委託 字呼人 6ヶ月 委託 圧送管2条化　L=1.56km 入札 ６月 下水道課  ○  

13 実勢価格調査業務委託 港町 3ヶ月 委託 資材価格調査 入札 １０月 下水道課 ○   

14 コンポストヤードトラクター更新 字稲富 10ヶ月 その他 トラクター更新 入札 ５月 下水道課  ○  

個別排水事業

15 個別排水処理施設整備事業　浄化槽設置工事　３工区 個排地区 2ヶ月 水道 3基 随契 随時 下水道課  ○  

16 個別排水処理施設整備事業　浄化槽設置工事　１工区 個排地区 2ヶ月 水道 3基 随契 随時 下水道課  ○  

17 個別排水処理施設整備事業　浄化槽設置工事　２工区 個排地区 2ヶ月 水道 2基 随契 随時 下水道課 ○   

18 個別排水処理施設整備事業　浄化槽設置工事　４工区 個排地区 2ヶ月 水道 2基 随契 随時 下水道課 ○   

19 個別排水処理施設整備事業　浄化槽調査設計委託 個排地区 6ヶ月 委託 10基 入札 ４月 下水道課 ○   

⾦額区分


