
平成３１年度 弘前市工事発注見通し  

 

 

 これは、平成３１年度に弘前市が発注する建設工事の発注見通しです。 

 この見通しの公表は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、１件の金額が２５０万円

を超えると見込まれる工事について行っています。 

 なお、記載している各工事の内容や数量、発注時期等は平成３１年３月時点において把握しているおおよそのもので

す。その後の状況変化や現場精査等により、ここに記載されている内容と異なる発注が行われたり、記載していない工

事が発注されたり、又は記載している工事が発注されない場合がありますので、その旨ご了承ください。 

 

 

 記載している各工事についての問い合わせは 直接、各担当課 にお願いいたします。 

 お問い合わせいただいた方の住所、氏名、連絡先等の電話番号をお伺いすることがあります。これは、場所の確認  

や、こちらからの連絡のためのものですので必ずお答えいただきますようお願いします。 

 

 建設業関係者が営業活動として行う問い合わせは、市の業務の妨げとなる場合がありますのでご遠慮ください。 

 

 

（平成３１年４月１日 契約課契約係  作成）  

 



防災課 平成３１年度　消火栓設置工事 取上二丁目外地内 競争入札 管 平成31年7月 約3ヶ月 新設１箇所、取替２箇所

防災課 平成３１年度　ホース乾燥塔新設工事 土堂外地内 競争入札 建築一式 平成31年7月 約4ヶ月 ホース乾燥塔新設（既設警鐘台解体含む）５箇所

建築住宅課 平成３１年度　中野Bアパート屋根・外壁改修工事 中野2丁目７番地３ 競争入札 塗装 平成31年7月 約6ヶ月 屋根・外壁改修工事

建築住宅課 平成３１年度　茂森Aアパート外壁改修工事
茂森新町１丁目
８番地２４ 競争入札 塗装 平成31年8月 約4ヶ月 外壁改修工事

建築住宅課 平成３１年度　山王団地市営住宅水道メーター取替工事 山王町８番地１ 競争入札 管 平成31年9月 45日 電子式水道メーターの取替工事

建築住宅課 平成３１年度　城南団地市営住宅水道メーター取替工事
城南1丁目１２
番地３ 競争入札 管 平成31年9月 45日 電子式水道メーターの取替工事

建築住宅課 平成３１年度　桔梗野団地市営住宅水道メーター取替工事
桔梗野３丁目１
０番地１ 競争入札 管 平成31年9月 約2ヶ月 電子式水道メーターの取替工事

市民協働課 平成３１年度　サンライフ弘前非常用照明設備改修工事 豊田一丁目８番地１ 競争入札 電気 平成31年5月 75日 非常用照明取替

市民協働課 平成３１年度　交流センター非常用照明設備改修工事 大開二丁目1番地２外 競争入札 電気 平成31年5月 90日 ３施設の非常用照明取替

文化スポーツ課 平成３１年度　弘前文化センター外壁改修工事 下白銀町19-4 競争入札 建築一式 平成31年4月 約8ヶ月 外壁タイルへの塗膜による改修

文化スポーツ課 平成３１年度　弘前市運動公園陸上競技場改修工事 豊田２丁目地内 随意契約 ほ装 平成31年5月 約９ヶ月 走路トラックの全面改修等

文化スポーツ課 平成３１年度　岩木山百沢スキー場スキーハウス屋根改修工事 百沢字東岩木山地内 競争入札 屋根 平成31年6月 90日 屋根改修

文化スポーツ課 平成３１年度　千年庭球場コート改修工事 小栗山地内 競争入札 土木一式 平成31年6月 90日 人工芝コート全面改修

文化スポーツ課 平成３１年度　河西体育センターアリーナカーテン改修工事 石渡１丁目地内 競争入札 内装仕上 平成31年6月 30日 遮光カーテン設置

文化スポーツ課 平成３１年度　岩木山百沢スキー場ペアリフト整備工事 百沢字東岩木山地内 随意契約 機械器具設置 平成31年7月 90日 主要機器の整備

文化スポーツ課 平成３１年度　そうまロマントピアスキー場ペアリフト整備工事 水木在家字桜井地内 競争入札 機械器具設置 平成31年7月 90日 主要機器の整備

文化スポーツ課 平成３０年度　弘前市民会館給水管交換工事 弘前市民会館 競争入札 管 平成31年5月 30日 給水管布設替工事

障がい福祉課 平成３１年度　弘前市弥生学園高圧気中開閉器等改修工事
中別所字平山
140番地1 競争入札 電気 平成31年6月 90日 高圧気中開閉器等の撤去及び更新工事

こども家庭課 平成３１年度　弘前市新寺町児童館解体工事 新寺町４２番地 競争入札 解体 平成31年6月 90日 解体及び撤去工事

こども家庭課 平成３１年度　弘前市豊田児童センター外壁等改修工事 豊田一丁目４番地６８ 競争入札 建築一式 平成31年6月 90日 外壁等改修工事

農村整備課 平成３１年度　林道沢田線改良工事 小栗山字鷲ノ巣地内 競争入札 ほ装 平成31年7月 約4ヶ月 法面保護工１式、アスファルト舗装A＝900㎡　外

農村整備課 平成３１年度　林業専用道藤倉線開設工事 相馬字萱萢地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 約4ヶ月 林業専用道開設Ｌ＝500ｍ
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農村整備課 平成３１年度　山元地区小規模治山工事 坂元字山元地内 競争入札 土木一式 平成31年8月 約4ヶ月 擁壁工　Ｌ＝１４ｍ

観光課 平成３１年度　弘前市立観光館キャノピー立体トラス等撤去工事 下白銀町地内 競争入札 解体 平成31年7月 120日
キャノピー立体トラス・石綿含有コンクリート
支柱解体工等

観光課 平成３１年度　旧第五十九銀行本店本館ライトアップ工事 元長町地内 競争入札 電気 平成31年7月 30日
ＨＩＤ小型投光器（狭角配光）Ｎ＝4基、ＬＥＤ小型
投光器（中角配光）Ｎ＝4基、電源配線配管等

観光課 平成３１年度　ロマントピア白鳥座非常用照明改修工事 水木在家地内 競争入札 電気 平成31年4月 ６０日 非常用照明、階段非常用照明予備電源改修

観光課 平成３１年度　ロマントピア熱交換器入替工事 水木在家地内 競争入札 管 平成31年4月 ６０日 温泉熱交換器入替

土木課 平成３０年度　弘前駅地下道線電気設備改修工事 表町、城東一丁目 地内 競争入札 電気 平成31年4月 100日
高圧受変電設備撤去、非常用発電設備更新、空
調設備改修、付属施設改修ほか

土木課 平成３０年度　清野袋岩賀線交通安全施設整備工事 清野袋二丁目 地内 競争入札 土木一式 平成31年5月 100日 側溝整備 L=120m

土木課 平成３１年度　鬼沢菖蒲沢６号線道路改良工事 鬼沢地内 競争入札 土木一式 平成31年6月 約5ヶ月 道路改良工事　L=80ｍ

土木課 平成３１年度　小沢広野５号線道路改良工事 小沢地内 競争入札 土木一式 平成31年6月 約3ヶ月 道路改良工事　L=30ｍ

土木課 平成３１年度　小栗山鷲ノ巣２号線道路改良工事 小栗山地内 競争入札 土木一式 平成31年6月 約3ヶ月 道路改良工事　L=60ｍ

土木課 平成３１年度　前坂船山１号線側溝整備工事 前坂地内 競争入札 土木一式 平成31年6月 約3ヶ月 側溝整備工事　L=50ｍ

土木課 平成３１年度　外崎２号線側溝整備工事 外崎四丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年6月 約3ヶ月 側溝整備工事　L=50ｍ

土木課 平成３１年度　高田苗生松線側溝整備工事 新里地内 競争入札 土木一式 平成31年6月 約3ヶ月 側溝整備工事　L=50ｍ

土木課 平成３１年度　馬屋町地区道路整備工事 馬屋地内 競争入札 ほ装 平成31年6月 約3ヶ月 道路整備工事　L=60ｍ

土木課 平成３１年度　松原東五丁目地区私道道路整備工事 松原東五丁目地内 競争入札 ほ装 平成31年6月 約4ヶ月 道路整備工事　L=150ｍ

土木課 平成３１年度　一級河川腰巻川河川維持工事 高田一丁目外地内 競争入札 電気 平成31年6月 180日 外灯更新N=５箇所

土木課 平成３１年度　市道弘前駅中央口広場地下道線屋根改修工事 駅前町地内 競争入札 防水 平成31年6月 60日
目地シーリング撤去、ガラス廻りシーリング、
部材間目地シーリング

土木課 平成３０年度　国吉館後線道路改築工事（その２） 館後 地内 競争入札 土木一式 平成31年5月 100日 道路改築・路床置換 L=230m

土木課 平成３０年度　上白銀新寺町線歩道改修工事 上白銀町外 地内 競争入札 土木一式 平成31年5月 100日 自然石舗装 L=53m A=110㎡

土木課 平成３１年度　門外二丁目３号線道路保全工事 門外地内 競争入札 ほ装 平成31年7月 約3ヶ月 道路整備工事　L=260ｍ

土木課 平成３１年度　城南地区道路保全工事 館野地内 競争入札 ほ装 平成31年7月 約3ヶ月 道路整備工事　L=210ｍ

土木課 平成３１年度　大沢下村元５号線道路保全工事 大沢地内 競争入札 ほ装 平成31年7月 約3ヶ月 道路整備工事　L=180ｍ
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土木課 平成３１年度　取上三丁目１号線道路保全工事 取上三丁目地内 競争入札 ほ装 平成31年7月 約3ヶ月 道路整備工事　L=150ｍ

土木課 平成３１年度　富田町安原３号線道路保全工事 南富田町地内 競争入札 ほ装 平成31年7月 約3ヶ月 道路整備工事　L=120ｍ

土木課 平成３０年度　浜の町藤代線歩道新設工事 浜の町西三丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年7月 約5ヶ月 歩道新設工事　N=1式

土木課 平成３１年度　岩木小５号線歩道新設工事 五代地内 競争入札 土木一式 平成31年7月 約5ヶ月 歩道新設工事　N=1式

土木課 平成３１年度　吉野町地区排水路改良工事 吉野町地内 競争入札 土木一式 平成31年7月 150日 排水路整備L=70m

土木課 平成３０年度　仲町伝統的建造物群保存地区側溝塗装工事 若党町外 地内 競争入札 塗装 平成31年7月 90日 コンクリート構造物塗装 A=100㎡

土木課 平成３０年度　清野袋岩賀線交通安全施設整備工事（その2） 清野袋一丁目外 地内 競争入札
とび・土工・コ

ンクリート 平成31年6月 90日 防護柵設置 L=196m

土木課 平成３１年度　道路附属物補修工事 市内 競争入札
とび・土工・コ

ンクリート 平成31年8月 約5ヶ月 道路附属物補修工事　N=1式

土木課 平成３１年度　門外原ケ平線歩道改修工事 広野地内 競争入札 土木一式 平成31年8月 約3ヶ月 歩道改修工事　N=1式

土木課 平成３１年度　仲町伝統的建造物群保存地区舗装工事 若党町外 地内 競争入札 ほ装 平成31年8月 120日 石畳風舗装 L=200m A=800㎡

土木課 平成３１年度　清野袋岩賀線交通安全施設整備工事 清野袋一丁目外 地内 競争入札 土木一式 平成31年8月 100日 道路改良・路床置換 L=300m

土木課 平成３１年度　堰根下線道路改築工事 紙漉沢 地内 競争入札 土木一式 平成31年8月 100日 道路改築 L=110m

土木課 平成３１年度　大森三和線道路改良工事 大森地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 約4ヶ月 道路改良工事　L=105ｍ

土木課 平成３１年度　薬師堂沢田１号線道路改良工事 薬師堂地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 約3ヶ月 道路改良工事　L=50ｍ

土木課 平成３１年度　昴地区照明施設整備工事 昴地内 競争入札 電気 平成31年9月 約5ヶ月 照明施設整備工事　N=30基

土木課 平成３１年度　国吉館後線舗装工事 館後 地内 競争入札 ほ装 平成31年8月 90日 上層路盤・舗装 L=230m A=1,880㎡

土木課 平成３１年度　一町田近名線道路改良工事 駒越地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 約3ヶ月 道路改良工事　L=40ｍ

土木課 平成３１年度　中西田橋橋梁補修工事 撫牛子二丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 約6ヶ月 橋梁補修工事　N=1式

土木課 平成３１年度　米ケ袋橋橋梁補修工事 米ケ袋地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 約6ヶ月 橋梁補修工事　N=1式

土木課 平成３１年度　薬王院橋橋梁補修工事 和徳町地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 約6ヶ月 橋梁補修工事　N=1式

土木課 平成３１年度　後長根沢橋橋梁補修工事 高岡地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 約6ヶ月 橋梁補修工事　N=1式

土木課 平成３１年度　蔵助沢橋橋梁補修工事 百沢地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 約6ヶ月 橋梁補修工事　N=1式



工事場所課室かい名 工事名称 工事概要

≪平成31年度　工事発注見通し一覧表≫

入札契約 方式 工事種別 入札予定 時期 工期

土木課 平成３１年度　下派立橋橋梁補修工事 紙漉沢地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 約6ヶ月 橋梁補修工事　N=1式

土木課 平成３１年度　湯口地区排水路改良工事 湯口地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 150日 排水路整備L=70m

土木課 平成３１年度　千年・狼森地区排水路改良工事 千年二丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 150日 排水路整備L=70m

土木課 平成３１年度　中野四丁目地区排水路改良工事 中野四丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 100日 排水路整備L=２0m

土木課 平成３１年度　堅田三丁目地区排水路改良工事 堅田三丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 90日 排水路整備L=100m

土木課 平成３１年度　千年二丁目地区排水路改良工事 千年二丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 90日 排水路整備L=70m

土木課 平成３１年度　堰根下線道路改築工事（その２） 紙漉沢 地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 100日 道路改築 L=90m

土木課 平成３１年度　蒔苗鳥井野線道路改築工事 高屋 地内 競争入札
とび・土工・コ

ンクリート
平成31年10月 90日 路体盛土 L=200m

土木課 平成３１年度　三岳川雨水貯留池融雪施設整備工事 三岳町地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 150日 護岸整備L=65ｍ

土木課 平成３１年度　清野袋岩賀線交通安全施設整備工事（その２） 清野袋一丁目外 地内 競争入札 ほ装 平成31年10月 80日 上層路盤・舗装 L=300m A=2,870㎡

土木課 平成３０年度　上白銀新寺町線歩道改修工事（その２） 上白銀町外 地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 120日 自然石舗装 L=40m A=100㎡

道路維持課 平成３０年度　城東中央四丁目6号線側溝改修工事 城東中央四丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年5月 110日 自由勾配側溝（300×400）L=50ｍ

道路維持課 平成３０年度　城東中央二丁目3号線側溝改修工事 城東中央二丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年5月 135日 自由勾配側溝（300×300～400）L=１００ｍ

道路維持課 平成３０年度　西茂森町線歩道改修工事（その1） 西茂森町二丁目外地内 競争入札 土木一式 平成31年5月 150日 歩道改修　L=300ｍ

道路維持課 平成３０年度　西茂森町線歩道改修工事（その2） 西茂森町二丁目外地内 競争入札 土木一式 平成31年5月 150日 歩道改修　L=250ｍ

道路維持課 平成３１年度　西茂森町線歩道改修工事（その1） 西茂森町二丁目外地内 競争入札 土木一式 平成31年6月 150日 歩道改修　L=480ｍ

道路維持課 平成３１年度　西茂森町線歩道改修工事（その2） 西茂森町二丁目外地内 競争入札 土木一式 平成31年6月 150日 歩道改修　L=490ｍ

道路維持課 平成３１年度　湯口羽根山線舗装改修工事 黒滝地内 競争入札 ほ装 平成31年6月 140日 舗装改修　L=210ｍ

道路維持課 平成３１年度　大森三和線舗装改修工事 三和地内 競争入札 ほ装 平成31年7月 140日 舗装改修　L=440ｍ

道路維持課 平成３１年度　高杉尾上山3号舗装改修工事 高杉地内 競争入札 ほ装 平成31年8月 140日 舗装改修　L=350ｍ

道路維持課 平成３１年度　桔梗野童子森線側溝改修工事 桔梗野地内 競争入札 土木一式 平成31年7月 140日 自由勾配側溝（500×700～1000）L=40ｍ

道路維持課 平成３１年度　悪戸小沢線側溝改修工事 大開三丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年7月 140日 自由勾配側溝（400×600～800）L=100ｍ
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道路維持課 平成３１年度　小沢大開10号線舗装改修工事 金属町地内 競争入札 ほ装 平成31年7月 90日 舗装打替工 L=50ｍ

道路維持課 平成３１年度　番館黒土線舗装改修工事 番館地内 競争入札 ほ装 平成31年8月 90日 舗装打替工 L=60ｍ

道路維持課 平成３１年度　楢木住吉線舗装改修工事 楢木地内 競争入札 ほ装 平成31年8月 90日 舗装打替工 L=120ｍ　（片側）

道路維持課 平成３１年度　北新寺町線道路改修工事 新寺町地内 競争入札 ほ装 平成31年8月 90日 舗装打替工 L=30ｍ

道路維持課 平成３１年度　鳥井野兼平線道路改修工事 兼平地内 競争入札 ほ装 平成31年8月 90日 舗装打替工 L=30ｍ

道路維持課 平成３１年度　堅田3号線外道路改修工事 堅田四丁目地内 競争入札 ほ装 平成31年8月 90日 舗装打替工 L=50ｍ

道路維持課 平成３１年度　元長町線外道路改修工事 元長町ほか地内 競争入札 ほ装 平成31年8月 90日 舗装打替工 L=50ｍ

道路維持課 平成３１年度　神田一丁目」北新寺町線道路改修工事 神田一丁目地内 競争入札 ほ装 平成31年8月 90日 舗装打替工 L=30ｍ

道路維持課 平成３１年度　大町二丁目地区道路改修工事 大町二丁目地内 競争入札 ほ装 平成31年8月 90日 舗装打替工 L=130ｍ

道路維持課 平成３１年度　狼森西元2号線外道路改修工事 狼森地内 競争入札 ほ装 平成31年8月 90日 舗装打替工 L=50ｍ

道路維持課 平成３１年度　冨田町線防護柵設置工事 富田町地内 競争入札
とび・土工・コ

ンクリート 平成31年9月 90日 車止め（ポラード）　Ｌ＝480ｍ

道路維持課 平成３１年度　撫牛子和徳線舗装改修工事 広野一丁目 競争入札 ほ装 平成31年9月 90日 切削オーバーレイ　L=600ｍ

道路維持課 平成３１年度　清野袋岩賀線舗装改修工事 清野袋三丁目地内 競争入札 ほ装 平成31年9月 60日 舗装打替工　L=90ｍ

道路維持課 平成３１年度　折笠弥生線舗装改修工事 折笠地内 競争入札 ほ装 平成31年9月 60日 舗装打替工　L=220ｍ

道路維持課 平成３１年度　小比内松原線舗装改修工事 安原三丁目外地内 競争入札 ほ装 平成31年9月 60日 舗装打替工　L=150ｍ

道路維持課 平成３１年度　山越夏川線舗装改修工事 紙漉沢地内 競争入札 ほ装 平成31年9月 60日 舗装打替工　L=100ｍ

道路維持課 平成３１年度　四ツ谷葛原線舗装改修工事 葛原地内 競争入札 ほ装 平成31年9月 60日 舗装打替工　L=140ｍ

道路維持課 平成３１年度　独狐富栄線舗装改修工事 富栄地内 競争入札 ほ装 平成31年9月 60日 舗装打替工　L=150ｍ

道路維持課 平成３１年度　城東中央四丁目6号線側溝改修工事 城東中央四丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 90日 自由勾配側溝（300×400）L=50ｍ

道路維持課 平成３１年度　城東北二丁目3号線側溝改修工事 城東北二丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 90日 自由勾配側溝（300×300～400）L=90ｍ

道路維持課 平成３１年度　城東2号線側溝改修工事 稲田一丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 90日 自由勾配側溝（300×400）L=60ｍ

道路維持課 平成３１年度　城西一丁目1号線側溝改修工事 城西一丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 90日 自由勾配側溝（300×400）L=50ｍ
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道路維持課 平成３１年度　桜ヶ丘30号線側溝改修工事 桜ヶ丘三丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 90日 自由勾配側溝（300×400）L=50ｍ

道路維持課 平成３１年度　高杉1号線側溝改修工事 高杉地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 90日 自由勾配側溝（300×500）L=90ｍ

道路維持課 平成３１年度　城東高田線側溝改修工事 外崎四丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 90日 自由勾配側溝（300×400）L=170ｍ

道路維持課 平成３１年度　城東北三丁目6号線側溝改修工事 城東北三丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 90日 自由勾配側溝（300×400）L=50ｍ

道路維持課 平成３１年度　栄町11号線側溝改修工事 栄町三丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 90日 自由勾配側溝（300×400）L=80ｍ

道路維持課 平成３１年度　栄町9号線側溝改修工事 栄町四丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 90日 自由勾配側溝（300×400）L=70ｍ

道路維持課 平成３１年度　子どもの森コース自転車道線側防護柵改修工事（その1） 小沢地内 競争入札
とび・土工・コ

ンクリート
平成31年10月 110日

子どもの森コース自転車道線側防護柵改修工事
Ｌ＝141ｍ

道路維持課 平成３１年度　子どもの森コース自転車道線側防護柵改修工事（その2） 小沢地内 競争入札
とび・土工・コ

ンクリート
平成31年10月 110日

子どもの森コース自転車道線側防護柵改修工事
Ｌ＝141ｍ

道路維持課 平成３１年度　松原東二丁目7号線外散水融雪施設設置工事 松原東二丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年8月 約6ヶ月 散水融雪施設工　Ｌ＝299ｍ

道路維持課 平成３１年度　冨田樹木線無散水融雪施設（坂道）設置工事 桔梗野一丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 約6ヶ月 無散水融雪施設工　Ｌ＝60ｍ

道路維持課 平成３１年度　上白銀新寺町線融雪施設設置工事 上白銀町地内 競争入札 土木一式 平成31年8月 約6ヶ月 融雪施設工　Ｌ＝70ｍ

道路維持課 平成３１年度　青山二丁目9号線外凍雪害防止工事 青山三丁目地内 競争入札 土木一式 平成31年8月 約6ヶ月 消流雪溝　Ｌ＝261ｍ

道路維持課 平成３１年度　亀甲向外瀬線凍雪害防止工事 若党町外地内 競争入札 土木一式 平成31年8月 約3ヶ月 消流雪溝　Ｌ＝14ｍ

道路維持課 平成３１年度 小沢山崎3号線舗装改修工事 小沢地内 競争入札 ほ装 平成31年8月 90日間 舗装打替工 L=200m

都市計画課 平成３０年度　都市計画道路３・４・６号山道町樋の口町線街路整備工事 山道町地内 競争入札 土木一式 平成31年5月 約6ヶ月 擁壁工　H＝2.5～3.5ｍ、L＝40ｍほか

都市計画課 平成３０年度　都市計画道路３・４・６号山道町樋の口町線街路整備工事（その２） 北川端町地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 約6ヶ月 吐口工　N＝2基（φ600、BOX1000×1000）ほか

都市計画課 平成３１年度　都市計画道路３・４・６号山道町樋の口町線橋梁架替工事 山道町外地内 競争入札 土木一式 平成31年5月 約6ヶ月 橋梁桁製作工（H400、L＝20.8ｍ、N＝26本）

都市計画課 平成３１年度　都市計画道路３・４・６号山道町樋の口町線橋梁架替工事（その２） 山道町外地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 約6ヶ月 橋梁架替工　L＝21.1ｍ、W＝16ｍ

都市計画課 平成３１年度　都市計画道路３・４・６号山道町樋の口町線街路整備工事 北川端町地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 約6ヶ月 排水工　B＝500、L＝100ｍほか

都市計画課 平成３０年度　市民中央広場拡張整備（第１工区）工事 下白銀町地内 競争入札 土木一式 平成31年5月 約6ヶ月
基盤整備工　A＝1200㎡、植栽工1式、
施設整備1式

都市計画課 平成３０年度　市民中央広場拡張整備（第２工区）工事 下白銀町地内 競争入札 土木一式 平成31年8月 約6ヶ月
基盤整備工　A＝1200㎡、植栽工1式、
施設整備1式

都市計画課 平成３０年度　市民中央広場トイレ新築工事 下白銀町地内 競争入札 建築一式 平成31年8月 約4ヶ月 トイレ新築　木造平家建て　A＝30㎡
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公園緑地課 平成３１年度　都市公園遊具更新第１工区工事 末広四丁目地内 競争入札
とび・土工・コ

ンクリート 平成31年9月 90日 遊具更新1式

公園緑地課 平成３１年度　都市公園遊具更新第2工区工事 神田五丁目外地内 競争入札
とび・土工・コ

ンクリート
平成31年11月 90日 遊具更新1式

公園緑地課 平成３１年度　藤田記念庭園電気設備改修工事 上白銀町地内 競争入札 電気 平成31年8月 120日 キュービクル整備１式

公園緑地課 平成３１年度　鷹揚公園一陽橋架替工事 下白銀町地内 競争入札 土木一式 平成31年7月 240日 木橋架替工1式

公園緑地課 平成３１年度　弘前城二の丸南部地区遺構整備工事 下白銀町地内 競争入札 土木一式 平成31年5月 200日 遺構整備１式

公園緑地課 平成３１年度　弘前城二の丸南部地区ポンプ小屋移設工事 下白銀町地内 競争入札 建築一式 平成31年5月 150日 ポンプ小屋移設1式

環境課 平成３１年度　弥生埋立跡地水処理施設等解体工事
弘前市大字百沢
字東岩木山地内 競争入札 解体 平成31年6月 100日 水処理施設解体、盛土一式

環境課 平成３１年度　大石埋立跡地排水路改修工事
弘前市大字百沢
字東岩木山地内 競争入札 土木一式 平成31年6月 70日 埋設管延長　L=80ｍ　U字溝　L=10m

環境課 平成３１年度　弘前市墓地公園外灯更新工事 小沢地内 競争入札 電気 平成31年7月 100日 外灯　７箇所

環境課 平成３１年度　弘前市墓地公園四阿更新工事 小沢地内 競争入札 建築一式 平成31年7月 100日 四阿　2箇所

環境課 平成３１年度　弘前市墓地公園高置水槽更新工事 小沢地内 競争入札 水道施設 平成31年8月 90日 高置水槽　1箇所

環境課 平成３１年度　斎場火葬炉補修工事（２号炉）
常盤坂２丁目２
０－１地内 随意契約

タイル・れん
が・ブロック 平成32年1月 30日 ２号火葬炉の補修

環境課 平成３１年度　弘前市埋立処分場第2次水処理施設整備工事
弘前市大字十腰
内字猿沢地内 随意契約 機械器具設置 平成31年4月 120日 回転円板装置の軸受、減速機の更新

吉野町緑地
整備推進室 平成３１年度　土手町住吉町線改良工事 吉野町地内 競争入札 ほ装 平成31年6月 約4ヶ月 舗装工事 L＝230ｍ、側溝整備 L=90ｍ

吉野町緑地
整備推進室

平成３１年度　（仮称）弘前市芸術文化施設等案内板設置工事 吉野町外地内 競争入札
とび・土工・コ

ンクリート
平成31年10月 約5ヶ月 案内板設置工事 N=7箇所

岩木総合支所
総務課 平成３１年度　旧百沢小学校焼却炉解体工事 百沢字寺沢95番地 競争入札 解体 平成31年9月 60日 焼却炉のダイオキシン類洗浄処理解体工

学校整備課 平成３０年度　東目屋小学校トイレ改修工事 桜庭字清水流地内 競争入札 建築一式 平成31年8月 150日 校舎及び屋内運動場トイレ改修工事

学校整備課 平成３０年度　東小学校トイレ改修工事 城東中央5丁目地内 競争入札 建築一式 平成31年8月 150日 校舎及び屋内運動場トイレ改修工事

学校整備課 平成３０年度　自得小学校トイレ改修工事 鬼沢字菖蒲沢地内 競争入札 建築一式 平成31年10月 150日 校舎トイレ改修工事

学校整備課 平成３０年度　新和中学校トイレ改修工事 種市字小島地内 競争入札 建築一式 平成31年10月 150日 校舎トイレ改修工事

学校整備課 平成３１年度　船沢小学校屋根改修工事 細越字早稲田地内 競争入札 屋根 平成31年8月 120日 校舎・屋内運動場屋根改修工事

学校整備課 平成３１年度　東中学校屋根改修工事 末広3丁目地内 競争入札 屋根 平成31年8月 120日 屋内運動場屋根改修工事
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文化財課 平成３０年度　旧第五十九銀行本店本館美装化工事 元長町地内 競争入札 建築一式 平成31年4月 150日 外壁漆喰等の修理

文化財課 平成３０年度　旧第五十九銀行本店本館防災設備設置工事 元長町地内 競争入札 建築一式 平成31年5月 135日
貯水槽、消火栓ユニットポンプの設置、屋内・
屋外消火栓改善等

文化財課 平成３１年度　史跡堀越城跡ガイダンス施設等展示工事 堀越地内 競争入札 内装仕上 平成31年6月 210日 史跡内看板及びガイダンス施設の展示工事

文化財課 平成３１年度　旧石戸谷家住宅外構整備工事 堀越地内 競争入札 建築一式 平成31年6月 90日 旧石戸谷家住宅の外構工事（物置小屋建築含む）

文化財課 平成３１年度　史跡大森勝山遺跡環状列石等整備工事 大森地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 約12ヶ月 環状列石等の整備工事

上下水道部
営業課 平成３１年度　小友地区給水管整備工事 小友地内 競争入札 管 平成31年9月 60日 給水管切替φ20･25 N=20

上下水道部
工務課 平成３１年度　百沢地区下水道整備第1工区工事 百沢地内 競争入札 土木一式 平成31年5月 195日 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=547ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　百沢地区下水道整備第2工区工事 百沢地内 競争入札 土木一式 平成31年5月 195日 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=586ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　百沢地区下水道整備第3工区工事 百沢地内 競争入札 土木一式 平成31年5月 200日 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=941ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　百沢地区下水道整備第4工区工事 百沢地内 競争入札 土木一式 平成31年5月 185日 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=479ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　百沢地区下水道整備第5工区工事 百沢地内 競争入札 土木一式 平成31年5月 195日 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=537ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　常盤野地区下水道整備第1工区工事 常盤野地内 競争入札 土木一式 平成31年5月 180日 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=440ｍ

上下水道部
工務課

平成３１年度　老朽管更新事業　城西地区配水管布設替第１工区工事 城西　地内 競争入札 管 平成31年6月 255日
ダクタイル鋳鉄管(GX)φ75L=400.0ｍ　ダク
タイル鋳鉄管(NS)φ500L=400.0ｍ

上下水道部
工務課

平成３１年度　老朽管更新事業　城西地区配水管布設替第２工区工事 城西　地内 競争入札 管 平成31年6月 255日
ダクタイル鋳鉄管(GX)φ75L=120.0ｍ　ダク
タイル鋳鉄管(NS)φ500L=490.0ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　乳井地区下水道整備工事 乳井地内 競争入札 土木一式 平成31年7月 90日 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=70ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　百沢地区下水道整備第6工区工事 百沢地内 競争入札 土木一式 平成31年7月 170日 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=375ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　百沢地区下水道整備第7工区工事 百沢地内 競争入札 土木一式 平成31年7月 190日 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=613ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　常盤野地区下水道整備第2工区工事 常盤野地内 競争入札 土木一式 平成31年7月 170日 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=477ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　常盤野地区下水道整備第3工区工事 常盤野地内 競争入札 土木一式 平成31年7月 175日 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=421ｍ

上下水道部
工務課

平成３１年度　老朽管更新事業　上白銀町地区配水管布設替工事 上白銀町　地内 競争入札 管 平成31年7月 145日 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ75L=115.0ｍ

上下水道部
工務課

平成３１年度　老朽管更新事業　吉野町外地区配水管布設替工事 吉野町外　地内 競争入札 管 平成31年7月 200日
ダクタイル鋳鉄管(GX)φ75L=78.0ｍ　ダク
タイル鋳鉄管(GX)φ100L=250.0ｍ

上下水道部
工務課

平成３１年度　老朽管更新事業　茂森町外地区配水管布設替第１工区工事 茂森町外　地内 競争入札 管 平成31年7月 180日 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ100L=200.0ｍ
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上下水道部
工務課

平成３１年度　老朽管更新事業　茂森新町三丁目地区配水管布設替工事 茂森新町三丁目　地内 競争入札 管 平成31年7月 180日 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ300L=165.0ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　老朽管更新事業　文京地区配水管布設替工事 文京町　地内 競争入札 管 平成31年7月 200日 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ150L=330.0ｍ

上下水道部
工務課

平成３１年度　主要管路耐震化事業　北横町地区配水管布設替工事 北横町　地内 競争入札 管 平成31年7月 200日 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ100L=300.0ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　水道施設整備事業　小友地区配水管布設工事 小友　地内 競争入札 管 平成31年7月 110日 ポリエチレン二層管φ50L=200.0ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　三世寺地区下水道整備工事 三世寺地内 競争入札 土木一式 平成31年8月 90日 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=70.0ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　龍ノ口地区下水道整備工事 龍ノ口地内 競争入札 土木一式 平成31年8月 130日 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=130ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　百沢地区下水道整備第8工区工事 百沢地内 競争入札 土木一式 平成31年8月 140日 ポリエチレン管φ100L=57ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　桜ヶ丘地区取付管布設替第1工区工事 桜ヶ丘地内 競争入札 土木一式 平成31年8月 160日 硬質塩化ビニル管φ100N=93箇所

上下水道部
工務課

平成３１年度　水道施設整備事業　神田二丁目地区配水管布設替工事 神田二丁目　地内 競争入札 管 平成31年8月 110日 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ100L=60.0ｍ

上下水道部
工務課

平成３１年度　水道施設整備事業　湯口地区配水管布設替工事 湯口　地内 競争入札 管 平成31年8月 180日 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ100L=230.0ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　百沢地区終末処理場場内整備工事 百沢地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 150日 場内整備・外構N=1式

上下水道部
工務課 平成３１年度　百沢地区マンホールポンプ設置第１工事 百沢地内 競争入札 機械器具設置 平成31年9月 180日 マンホールポンプN=3基

上下水道部
工務課 平成３１年度　百沢地区マンホールポンプ設置第２工事 百沢地内 競争入札 機械器具設置 平成31年9月 180日 マンホールポンプN=3基

上下水道部
工務課 平成３１年度　百沢地区マンホールポンプ設置第３工事 百沢地内 競争入札 機械器具設置 平成31年9月 180日 マンホールポンプN=2基

上下水道部
工務課 平成３１年度　常盤野地区マンホールポンプ設置工事 常盤野地内 競争入札 機械器具設置 平成31年9月 180日 マンホールポンプN=5基

上下水道部
工務課

平成３１年度　主要管路耐震化事業　宮川三丁目外地区配水管布設替工事 宮川三丁目外　地内 競争入札 管 平成31年9月 205日 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ150L=350.0ｍ

上下水道部
工務課

平成３１年度　主要管路耐震化事業　堅田二丁目地区配水管布設替工事 堅田二丁目　地内 競争入札 管 平成31年9月 205日
ダクタイル鋳鉄管(GX)φ100L=300.0ｍ　ダ
クタイル鋳鉄管(GX)φ150L=140.0ｍ

上下水道部
工務課

平成３１年度　主要管路耐震化事業　撫牛子二丁目地区配水管布設替工事 撫牛子二丁目　地内 競争入札 管 平成31年9月 145日 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ150L=100.0ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　常盤野地区終末処理場場内整備工事 常盤野地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 150日 場内整備・外構N=1式

上下水道部
工務課 平成３１年度　桜ヶ丘地区取付管布設替第2工区工事 桜ヶ丘地内 競争入札 土木一式 平成31年10月 135日 硬質塩化ビニル管φ100N=61箇所

上下水道部
工務課

平成３１年度　老朽管更新事業　茂森町外地区配水管布設替第２工区工事 茂森町外　地内 競争入札 管 平成31年10月 180日
ダクタイル鋳鉄管(GX)φ100L=330.0ｍ　配
水用ステンレス鋼管φ100L=22.0ｍ

上下水道部
工務課 平成３１年度　桜ヶ丘地区管渠更生第1工区工事 桜ヶ丘地内 競争入札 土木一式 平成31年11月 120日 管渠更生工(反転･形成工法φ250)L=140.0ｍ
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上下水道部
工務課 平成３１年度　桜ヶ丘地区人孔蓋更新工事 桜ヶ丘地内 競争入札 土木一式 平成31年11月 110日 人孔蓋N=37箇所

上下水道部
工務課

平成３１年度　老朽管更新事業　東長町地区配水管布設替工事 東長町　地内 競争入札 管 平成31年11月 145日 配水用ステンレス鋼管φ200L=20.0ｍ

上下水道部
工務課

平成３１年度　老朽管更新事業　大町二丁目地区配水管布設替工事 大町二丁目　地内 競争入札 管 平成31年11月 145日 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ75L=110.0ｍ

上下水道部
工務課

平成３１年度　水道施設整備事業　折笠地区配水管布設替工事 折笠　地内 競争入札 管 平成31年12月 110日 配水用ステンレス鋼管φ150L=23.3ｍ

上下水道部
上水道施設課 平成３１年度　水道管理センター空調設備修繕工事 樋の口町２３７ 競争入札 管 平成31年6月 90日 空調設備の改修

上下水道部
上水道施設課 平成３１年度　原ケ平第1減圧弁取替工事 原ケ平地内 競争入札 水道施設 平成31年6月 120日 減圧弁　1台　配水流量計　1台

上下水道部
上水道施設課 平成３１年度　中央監視制御装置修繕工事 樋の口町２３７ 随意契約 電気 平成31年8月 90日 中央監視制御装置部品修繕 1式

上下水道部
上水道施設課 平成３１年度　水道管理センター屋根葺き修繕工事 樋の口町２３７ 競争入札 屋根 平成31年8月 90日 屋根改修

上下水道部
上水道施設課 平成３１年度　常盤坂配水ポンプ場計装盤取替工事 常盤坂2丁目21の１ 競争入札 電気 平成31年9月 180日 ポンプ自動制御盤 1面　計装盤　1面

上下水道部
上水道施設課 平成３１年度　葛原配水場取水及び配水流量計取替工事 新岡字薬師238 競争入札 電気 平成31年7月 150日 取水流量計 1台　配水流量計 1台

上下水道部
上水道施設課 平成３１年度　蔵助沢橋添架管塗装塗替工事 百沢字東岩木山地内 随意契約 塗装 平成31年10月 60日 水道管塗装塗替　1式

上下水道部
上水道施設課 平成３１年度　中西田橋添架管塗装塗替工事 撫牛子2丁目地内 随意契約 塗装 平成31年10月 90日 水道管塗装塗替　1式

上下水道部
上水道施設課 平成３１年度　原ヶ平配水池№３配水池水位計取替工事 原ヶ平字山中277 競争入札 電気 平成31年8月 120日 配水池水位計　1台

上下水道部
上水道施設課 平成３１年度　沢田浄水場膜ろ過設備制御盤修繕工事 沢田字園村４５ 随意契約 水道施設 平成31年11月 120日 膜ろ過制御盤修繕　1式

上下水道部
下水道施設課 平成３１年度　大和沢川水管橋塗装塗替工事 堀越地内 競争入札 塗装 平成31年6月 120日 塗装塗替工 N=1式

上下水道部
下水道施設課

平成３１年度　北新寺町マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事 北新寺町地内 競争入札 機械器具設置 平成31年6月 120日 汚水ポンプ更新工 N=3台

上下水道部
下水道施設課

平成３１年度　相馬第２マンホールポンプ場他汚水ポンプ更新工事 水木在家外地内 競争入札 機械器具設置 平成31年6月 120日 汚水ポンプ更新工 N=6台

上下水道部
下水道施設課

平成３１年度　相馬第２マンホールポンプ場他電気設備更新工事 水木在家外地内 競争入札 電気 平成31年6月 120日
制御盤更新工 N=2面、引込開閉器盤更新工
N=2面

上下水道部
下水道施設課 平成３１年度　弘前市下水処理場主ポンプ設備修繕工事 津賀野字浅田地内 随意契約 機械器具設置 平成31年6月 180日 主ポンプ修繕工 N=1台

上下水道部
下水道施設課 平成３１年度　大富町外下水道管渠補修工事 大富町外地内 競争入札 土木一式 平成31年7月 120日

管渠内面被覆工 N=25箇所、管渠内前処理工
N=10箇所

上下水道部
下水道施設課 平成３１年度　高杉地区処理施設屋根塗装工事 高杉字五反田地内 競争入札 塗装 平成31年7月 120日 屋根塗装工 A=1,000㎡

上下水道部
下水道施設課 平成３１年度　弘前市下水処理場濃縮脱臭棟解体工事 津賀野字浅田地内 競争入札 解体 平成31年7月 120日 濃縮脱臭棟解体工 N=1式
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上下水道部
下水道施設課

平成３１年度　新和鬼楢地区処理施設ばっ気撹拌装置修繕工事 楢木字富岡地内 競争入札 機械器具設置 平成31年8月 120日 ばっ気撹拌装置修繕工 N=2台

上下水道部
下水道施設課 平成３１年度　鳥井野地区処理施設ばっ気撹拌装置修繕工事 鳥井野字宮本地内 随意契約 機械器具設置 平成31年8月 120日 ばっ気撹拌装置修繕工 N=1台

上下水道部
下水道施設課 平成３１年度　城東中継ポンプ場非常用自家発設備修繕工事 末広一丁目地内 随意契約 電気 平成31年9月 120日 非常用自家発設備修繕工 N=1式

上下水道部
下水道施設課 平成３１年度　公共桝蓋取替工事 大富町外地内 競争入札 土木一式 平成31年9月 120日 人孔蓋取替工 N=25箇所

上下水道部
下水道施設課

平成３１年度　小比内マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事 扇町地内 競争入札 機械器具設置 平成31年11月 120日 汚水ポンプ更新工 N=2台

上下水道部
下水道施設課

平成３１年度　町田第１マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事 町田地内 競争入札 機械器具設置 平成31年11月 120日 汚水ポンプ更新工 N=2台


