
平成３０年度 弘前市工事発注見通し  

 

 

 これは、平成３０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３０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、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 直接担当各課 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３０年４月２日 法務契約課契約係作成）  

 



≪平成３０年度　工事発注見通し一覧表≫

課室かい名 工事名称 工事場所 入札契約 方式 工事種別 入札予定 時期 工期 工事概要

防災安全課 平成３０年度　ホース乾燥塔新設工事 清水森他 競争入札 建築一式 第２四半期 120日間 ホース乾燥塔新設（既設警鐘台解体含む）４箇所

防災安全課 平成３０年度　消火栓設置工事 門外一丁目他 競争入札 管 第２四半期 120日間 新設１箇所、移設１箇所、取替６箇所

財産管理課 平成３０年度　本庁舎前庭（正面入口）スロープ整備工事 上白銀町1-1 競争入札 とび・土工・コンクリート 第２四半期 60日間 スロープ整備工事

財産管理課 平成３０年度　緑ケ丘団地緊急通報システム取替工事 緑ケ丘二丁目4-1 競争入札 電気 第２四半期 90日間 緊急通報システムの取替工事

財産管理課 平成３０年度　城西二丁目団地緊急通報システム取替工事 城西二丁目14-1 競争入札 電気 第２四半期 90日間 緊急通報システムの取替工事

財産管理課 平成３０年度　城西五丁目団地緊急通報システム取替工事 城西五丁目15ほか 競争入札 電気 第２四半期 90日間 緊急通報システムの取替工事

財産管理課 平成３０年度　宮園第二Ａアパート屋根改修工事 青山一丁目9-1 競争入札 屋根 第２四半期 75日間 屋根改修工事

財産管理課 平成３０年度　中野Ａアパート屋根・外壁改修工事 中野地内 競争入札 塗装 第２四半期 90日間 屋根・外壁改修工事

財産管理課 平成３０年度　茂森Ａアパート外壁改修工事 茂森新町地内 競争入札 塗装 第２四半期 75日間 外壁改修工事

財産管理課 平成３０年度　茂森Ｂアパート外壁改修工事 茂森新町地内 競争入札 塗装 第２四半期 75日間 外壁改修工事

財産管理課 平成３０年度　樋の口分庁舎車庫他解体工事 樋の口町260-4 競争入札 解体 第２四半期 90日間 解体・撤去工事

財産管理課 平成３０年度　立体駐車場・庁舎間アーケード設置工事 上白銀町1-1 競争入札 建築一式 第３四半期 90日間 アーケード設置工事

財産管理課 平成３０年度　青葉団地市営住宅外構整備工事 南大町地内 競争入札 とび・土工・コンクリート 第４四半期 180日間 外構整備工事

財産管理課 平成３０年度　野田団地市営住宅水道メーター取替工事 野田一丁目11-1 競争入札 管 第４四半期 45日間 電子式水道メーターの取替工事

財産管理課 平成３０年度　桔梗野団地市営住宅水道メーター取替工事 桔梗野三丁目10-1 競争入札 管 第４四半期 45日間 電子式水道メーターの取替工事

財産管理課 平成３０年度　緑ヶ丘団地市営住宅水道メーター取替工事 緑ケ丘二丁目4-1 競争入札 管 第４四半期 45日間 電子式水道メーターの取替工事

財産管理課 平成３０年度　城南団地市営住宅水道メーター取替工事 城南一丁目12-3 競争入札 管 第４四半期 45日間 電子式水道メーターの取替工事

市民協働政策課 平成３０年度　市民参画センター擁壁設置工事 元寺町１－１３地内 競争入札 土木一式 第１四半期 30日間 隣地との境界に擁壁設置　Ｌ＝３０ｍ

文化スポーツ振興課 平成３０年度　弘前市運動公園野球場ホームランポール交換工事 豊田二丁目地内 競争入札 土木一式 第１四半期 60日間 既設ポールの撤去及び新設

文化スポーツ振興課 平成30年度　百石町展示館照明改修工事 百石町展示館 競争入札 電気 第１四半期 30日間 照明設備のLED化

文化スポーツ振興課 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 第１四半期 30日間 給水管布設替工事

文化スポーツ振興課 平成３０年度　岩木山総合公園管理棟浴室屋上防水工事 百沢字裾野地内 競争入札 防水 第１四半期 30日間 漏水箇所の防水改修



≪平成３０年度　工事発注見通し一覧表≫

課室かい名 工事名称 工事場所 入札契約 方式 工事種別 入札予定 時期 工期 工事概要

文化スポーツ振興課 平成30年度　文化交流館舞台吊物操作盤等改修工事 弘前市民文化交流館 随意契約 機械器具設置 第１四半期 30日間 制御盤及び操作盤の改修

文化スポーツ振興課 平成30年度　弘前文化センターエレベーター改修工事 弘前文化センター 随意契約 機械器具設置 第１四半期 90日間 エレベーター設備の交換

文化スポーツ振興課 平成３０年度　岩木山百沢スキー場非常用発電機交換工事 百沢字東岩木山地内 競争入札 電気 第２四半期 90日間 既設発電機撤去及び新設

文化スポーツ振興課 平成３０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 第２四半期 90日間 主要機器の整備

文化スポーツ振興課 平成３０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 第２四半期 90日間 主要機器の整備

子育て支援課 平成３０年度　岩木児童センター屋根等改修工事 岩木児童センター敷地内 競争入札 屋根 第２四半期 90日間 屋根改修、外壁シーリング打替え

りんご課 平成29年度　弘前市りんご公園体験教育園植栽工事 清水富田字寺沢地内 競争入札 造園 第１四半期 90日間 りんご樹植栽　1式

りんご課 平成29年度　弘前市りんご公園観賞りんご園植栽工事 清水富田字寺沢地内 競争入札 造園 第１四半期 90日間 りんご樹植栽　1式

りんご課 平成29年度　弘前市りんご公園エントランス広場整備工事 清水富田字寺沢地内 競争入札 舗装 第１四半期 120日間 自然色アスファルト舗装Ａ＝約3,600㎡

りんご課 平成29年度　弘前市りんご公園第2駐車場整備工事 清水富田字寺沢地内 競争入札 舗装 第２四半期 120日間 アスファルト舗装　Ａ＝約2,000㎡

りんご課 平成29年度　弘前市りんご公園りんごの家展示・外構工事 清水富田字寺沢地内 競争入札 建築一式 第２四半期 120日間 りんごの家展示・外構　1式

りんご課 平成29年度　弘前市りんご公園ふれあい広場整備工事 清水富田字寺沢地内 競争入札 土木一式 第２四半期 120日間 造成Ａ＝約4,800㎡　園路Ａ＝約180㎡　Ｗ＝3ｍ

りんご課 平成30年度　弘前市りんご公園外周柵設置工事 清水富田字寺沢地内 競争入札 とび・土工・コンクリート 第３四半期 90日間 ロープ柵設置　L=972m

農村整備課 平成３０年度　相馬かんがい施設制御弁改修工事 下湯口字扇田地内 競争入札 土木一式 第１四半期 90日間 制御弁１基

農村整備課 平成３０年度　立石地区小規模治山工事 藍内字立石地内 競争入札 土木一式 第２四半期 120日間 山腹工Ａ＝３４０㎡

農村整備課 平成３０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 第２四半期 150日間 林道開設Ｌ＝１，１００ｍ

農村整備課 平成３０年度　奈良寛ため池地区小水力発電施設整備工事 鬼沢字猿沢地内 競争入札 電気 第２四半期 570日間 導水管路一式、木造平屋建延べ面積Ａ＝３０㎡、小水力発電設備（２７ｋＷ）一式

観光政策課 平成２９年度　観光案内板及び誘導標識等更新工事 市内一円 競争入札 鋼構造物 第１四半期 90日間 案内板更新２４か所　誘導標識更新２９カ所

建設政策課 平成29年度　上白銀新寺町線歩道改修工事 上白銀町地内 競争入札 土木一式 第１四半期 175日間 歩道改修　L=85m

建設政策課 平成30年度　国吉館後線道路改築工事 国吉地内 競争入札 土木一式 第１四半期 200日間 改築工事　L=200m

建設政策課 平成30年度　国吉館後線道路改築工事（その２） 国吉地内 競争入札 土木一式 第１四半期 200日間 改築工事　L=150m

建設政策課 平成30年度　新里２４号線道路改良工事 新里地内 競争入札 土木一式 第１四半期 135日間 道路改良　L=70.0m，W=5.0ｍ
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建設政策課 平成30年度　岳・湯段・瑞穂線側溝整備工事 常盤野地内 競争入札 土木一式 第１四半期 85日間 側溝整備　L=30.0m

建設政策課 平成30年度　石川地区排水路改良工事 石川地内 競争入札 土木一式 第１四半期 90日間 排水工 L=７0m

建設政策課 平成30年度　撫牛子二丁目地区排水路改良工事 撫牛子二丁目地内 競争入札 土木一式 第１四半期 90日間 排水工 L=50m

建設政策課 平成30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 第１四半期 100日間 照明柱改修　N=4基

建設政策課 平成３０年度　市道弘前駅地下道線電気設備改修工事 表町地内 競争入札 電気 第１四半期 180日間 高圧受電設備撤去、ＡＳ舗装復旧、低圧受電化工事、非常用発電機更新

建設政策課 平成30年度　清水森村元２号線道路改良工事 清水森地内 競争入札 土木一式 第２四半期 100日間 道路改良　L=30.0m，W=6.0ｍ

建設政策課 平成30年度　大沢下村元１号線道路改良工事 大沢地内 競争入札 土木一式 第２四半期 85日間 道路改良　L=20.0m，W=6.0ｍ

建設政策課 平成30年度　町田一丁目１号線道路整備工事 町田一丁目地内 競争入札 土木一式 第２四半期 85日間 道路整備　L=40.0m

建設政策課 平成30年度　宮舘三森線側溝整備工事 宮舘地内 競争入札 土木一式 第２四半期 100日間 側溝整備　L=40.0m

建設政策課 平成30年度　野田二丁目地区私道整備工事 野田二丁目地内 競争入札 土木一式 第２四半期 110日間 私道整備　L=100.0m

建設政策課 平成30年度　下湯口地区私道整備工事 下湯口地内 競争入札 土木一式 第２四半期 80日間 私道整備　L=125.0m

建設政策課 平成30年度　中野五丁目地区私道整備工事 中野五丁目地内 競争入札 土木一式 第２四半期 100日間 私道整備　L=85.0m

建設政策課 平成30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 舗装 第２四半期 90日間 舗装工事　L=100.0ｍ

建設政策課 平成30年度　道路ストック補修工事 市内 競争入札 とび・土工・コンクリート 第２四半期 110日間 道路ストック補修　N=1式

建設政策課 平成30年度　中崎小山線交差点改良工事 三世寺地内 競争入札 土木一式 第２四半期 125日間 交差点改良　N=1式

建設政策課 平成30年度　小比内門外線道路整備工事 扇町一丁目外地内 競争入札 土木一式 第２四半期 125日間 道路整備　L=300.0ｍ

建設政策課 平成30年度　弥生１号橋橋梁架替工事 中別所地内 競争入札 土木一式 第２四半期 135日間 橋梁架替　N=1橋

建設政策課 平成30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 第２四半期 180日間 歩道新設　L=450.0m

建設政策課 平成30年度　浜の町１号線路側帯カラー舗装工事 浜の町東三丁目地内 競争入札 土木一式 第２四半期 110日間 路側帯カラー舗装　L=250.0m

建設政策課 平成30年度　門外原ヶ平線歩道改修工事 広野地内 競争入札 土木一式 第２四半期 110日間 歩道改修　L=100.0m

建設政策課 平成30年度　仲町伝統的建造物群保存地区街路灯設置工事 若党町外地内 競争入札 電気 第２四半期 110日間 街路灯設置　N=5基

建設政策課 平成30年度　蒔苗鳥井野線道路改築工事 高屋地内 競争入札 土木一式 第２四半期 210日間 改築工事　L=133m
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建設政策課 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 競争入札 土木一式 第２四半期 195日間 側溝工事　L=250m

建設政策課 平成30年度　上白銀新寺町線歩道改修工事 上白銀町地内 競争入札 土木一式 第２四半期 175日間 歩道改修　L=85m

建設政策課 平成30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 第２四半期 90日間 排水工 L=７0m

建設政策課 平成30年度　川先四丁目地区排水路改良工事 川先四丁目地内 競争入札 土木一式 第２四半期 90日間 三面張水路改修 L=40m

建設政策課 平成30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 舗装 第３四半期 130日間 舗装工事　L=220m

建設政策課 平成30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 第３四半期 110日間 道路改良　L=40.0m，W=6.0ｍ

建設政策課 平成30年度　竹ノ沢橋橋梁補修工事 相馬地内 競争入札 土木一式 第３四半期 150日間 橋梁補修　N=1橋

建設政策課 平成30年度　勢ノ沢橋橋梁補修工事 沢田地内 競争入札 土木一式 第３四半期 150日間 橋梁補修　N=1橋

建設政策課 平成30年度　下派立橋橋梁補修工事 相馬地内 競争入札 土木一式 第３四半期 150日間 橋梁補修　N=1橋

建設政策課 平成30年度　米ヶ袋橋橋梁補修工事 中野地内 競争入札 土木一式 第３四半期 150日間 橋梁補修　N=1橋

建設政策課 平成30年度　後長根沢橋橋梁補修工事 百沢地内 競争入札 土木一式 第３四半期 150日間 橋梁補修　N=1橋

建設政策課 平成30年度　蔵助沢橋橋梁補修工事 百沢地内 競争入札 土木一式 第３四半期 150日間 橋梁補修　N=1橋

建設政策課 平成30年度　宮川橋橋梁補修工事 宮川一丁目 競争入札 土木一式 第３四半期 150日間 橋梁補修　N=1橋

建設政策課 平成30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 第３四半期 120日間 三面張水路改修 L=100m

建設政策課 平成30年度　準用河川腰巻川河川維持工事 撫牛子二丁目地内 競争入札 土木一式 第３四半期 100日間 護岸補修　L=6m

建設政策課 平成30年度　準用河川腰巻川河川維持工事（その２） 和泉二丁目外地内 競争入札 土木一式 第３四半期 120日間 雑木伐採、浚渫　L=300m

建設政策課 平成30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 第３四半期 180日間 雨水貯留池整備 A=3,000㎡

道路維持課 平成29年度　大森三和線舗装改修工事 三和地内 競争入札 舗装 第１四半期 65日間 舗装改修延長　L=70ｍ

道路維持課 平成29年度　駒越樋ノ口町線防護柵改修工事 （1工区） 樋ノ口町外地内 競争入札 とび・土工・コンクリート 第１四半期 180日間 ガードパイプ設置　L=420ｍ

道路維持課 平成29年度　駒越樋ノ口町線防護柵改修工事 （2工区） 樋ノ口町外地内 競争入札 とび・土工・コンクリート 第１四半期 180日間 ガードパイプ設置　L=420ｍ

道路維持課 平成29年度　紺屋町駒越線転落防止柵改修工事 和田町地内 競争入札 とび・土工・コンクリート 第１四半期 70日間 転落防止柵設置　L=80ｍ

道路維持課 平成29年度　萱町線街路灯改修工事 萱町外地内 競争入札 電気 第１四半期 170日間 街路灯改修　N=12基
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道路維持課 平成29年度　笹森町神明宮線外凍雪害防止工事（１工区） 若党町外地内 競争入札 土木一式 第１四半期 180日間 消流雪溝　Ｌ＝140ｍ

道路維持課 平成29年度　笹森町神明宮線外凍雪害防止工事（２工区） 若党町外地内 競争入札 土木一式 第１四半期 180日間 消流雪溝　Ｌ＝138ｍ

道路維持課 平成29年度　城東中央四丁目7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 第１四半期 110日間 自由勾配側溝300×400　L=50ｍ

道路維持課 平成29年度　城東2号線側溝改修工事 城東中央一丁目地内 競争入札 土木一式 第１四半期 135日間 自由勾配側溝300×300　L=100ｍ

道路維持課 平成29年度　城東17号線側溝改修工事 城東北二丁目地内 競争入札 土木一式 第１四半期 120日間 自由勾配側溝300×400　L=60ｍ

道路維持課 平成29年度　城西4号線側溝改修工事 城西三丁目地内 競争入札 土木一式 第１四半期 125日間 自由勾配側溝300×400　L=75ｍ

道路維持課 平成29年度　栄町10号線側溝改修工事 栄町三丁目地内 競争入札 土木一式 第１四半期 135日間 自由勾配側溝300×400　L=100ｍ

道路維持課 平成29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 第１四半期 135日間 自由勾配側溝300×400　L=50ｍ

道路維持課 平成29年度　小比内三丁目1号線側溝改修工事 小比内三丁目地内 競争入札 土木一式 第１四半期 100日間 自由勾配側溝300×500　L=40ｍ

道路維持課 平成29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 第１四半期 125日間 自由勾配側溝300×500　L=85ｍ

道路維持課 平成30年度　北新寺町線道路改修工事 北新寺町地内 競争入札 土木一式 第１四半期 110日間 自由勾配側溝300×400　L=60ｍ

道路維持課 平成30年度　西茂森町線道路改修工事 西茂森二丁目地内 競争入札 土木一式 第１四半期 100日間 自由勾配側溝300×400　L=56ｍ

道路維持課 平成30年度　緑ヶ丘二丁目2号線側溝改修工事 緑ヶ丘二丁目地内 競争入札 土木一式 第１四半期 80日間 自由勾配側溝300×400　L=50ｍ

道路維持課 平成30年度　下湯口7号線側溝改修工事 下湯口地内 競争入札 土木一式 第１四半期 80日間 自由勾配側溝500×800（横断用）　L=10ｍ

道路維持課 平成30年度　弘前駅土手町線歩道融雪施設整備工事 駅前町地内 競争入札 土木一式 第１四半期 240日間 整備面積　A=2,777㎡

道路維持課 平成30年度　百沢弥生線道路融雪施設整備工事 百沢地内 競争入札 土木一式 第１四半期 210日間 散水設備工　L=450ｍ

道路維持課 平成30年度　百沢弥生線道路融雪施設整備工事 百沢地内 競争入札 機械器具設置 第１四半期 210日間 融雪設備工　L=70ｍ

道路維持課 平成30年度　折笠弥生線舗装改修工事 折笠地内 競争入札 舗装 第１四半期 110日間 舗装打換え工　L=220ｍ

道路維持課 平成30年度　小比内松原線舗装改修工事 安原3丁目地内 競争入札 舗装 第１四半期 95日間 舗装打換え工　L=150ｍ

道路維持課 平成30年度　宮地・葛原線舗装改修工事 葛原地内 競争入札 舗装 第１四半期 95日間 舗装打換え工　L=140ｍ

道路維持課 平成30年度　独狐富栄線舗装改修工事 富栄地内 競争入札 舗装 第１四半期 95日間 舗装打換え工　L=150ｍ

道路維持課 平成30年度　高杉尾上山3号線舗装改修工事 高杉地内 競争入札 舗装 第１四半期 160日間 舗装改修延長　L=380ｍ
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道路維持課 平成30年度　湯口羽根山線舗装改修工事 黒滝地内 競争入札 舗装 第１四半期 140日間 舗装改修延長　L=360ｍ

道路維持課 平成30年度　小沢大開10号線舗装改修工事 金属町地内 競争入札 舗装 第１四半期 65日間 舗装打換え工　L=100ｍ

道路維持課 平成30年度　桔梗野童子森線側溝改修工事 桔梗野三丁目地内 競争入札 土木一式 第２四半期 125日間 改修延長　L=77ｍ

道路維持課 平成30年度　大沢梨子平3号線道路改修工事 大沢地内 競争入札 土木一式 第２四半期 100日間 自由勾配側溝300×600　L=50ｍ

道路維持課 平成30年度　鳥井野兼平線道路改修工事 兼平地内 競争入札 土木一式 第２四半期 120日間 自由勾配側溝300×400　L=60ｍ

道路維持課 平成30年度　堅田3号線外道路改修工事 堅田五丁目地内 競争入札 土木一式 第２四半期 125日間 自由勾配側溝300×400　L=70ｍ

道路維持課 平成30年度　神田一丁目4号線道路改修工事 神田一丁目地内 競争入札 土木一式 第２四半期 85日間 自由勾配側溝300×400　L=30ｍ

道路維持課 平成30年度　狼森西元2号線外道路改修工事 原ケ平地内 競争入札 土木一式 第２四半期 120日間 自由勾配側溝300×400　L=80ｍ

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 第２四半期 110日間 自由勾配側溝300×400　L=50ｍ

道路維持課 平成30年度　城東北二丁目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 第２四半期 130日間 自由勾配側溝300×400　L=90ｍ

道路維持課 平成30年度　城東5号線側溝改修工事 稲田一丁目外地内 競争入札 土木一式 第２四半期 115日間 自由勾配側溝300×400　L=60ｍ

道路維持課 平成30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 第２四半期 155日間 自由勾配側溝300×400　L=170ｍ

道路維持課 平成30年度　城東中央二丁目7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 第２四半期 135日間 自由勾配側溝300×400　L=100ｍ

道路維持課 平成30年度　城東北三丁目5号線側溝改修工事 城東北三丁目地内 競争入札 土木一式 第２四半期 110日間 自由勾配側溝300×400　L=50ｍ

道路維持課 平成30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 第２四半期 110日間 自由勾配側溝300×400　L=50ｍ

道路維持課 平成30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 第２四半期 125日間 自由勾配側溝300×400　L=80ｍ

道路維持課 平成30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 第２四半期 125日間 自由勾配側溝300×400　L=80ｍ

道路維持課 平成30年度　西茂森町線歩道改修工事 西茂森町二丁目外地内 競争入札 土木一式 第２四半期 175日間 歩道改修　L=550ｍ

道路維持課 平成30年度　馬屋町2号線側溝改修工事 馬屋町地内 競争入札 土木一式 第３四半期 100日間 自由勾配側溝300×400　L=84ｍ

道路維持課 平成30年度　子どもの森コース自転車道線防護柵改修工事（1工区） 小沢地内 競争入札 とび・土工・コンクリート 第２四半期 140日間 防護柵改修　L=300ｍ

道路維持課 平成30年度　子どもの森コース自転車道線防護柵改修工事（2工区） 小沢地内 競争入札 とび・土工・コンクリート 第２四半期 140日間 防護柵改修　L=300ｍ

道路維持課 平成30年度　末広早稲田2号線舗装改修工事 田園四丁目外地内 競争入札 舗装 第２四半期 55日間 舗装打換え工　L=80ｍ



≪平成３０年度　工事発注見通し一覧表≫

課室かい名 工事名称 工事場所 入札契約 方式 工事種別 入札予定 時期 工期 工事概要

道路維持課 平成30年度　元長町線外舗装改修工事 元長町外地内 競争入札 舗装 第２四半期 80日間 舗装打換え工　L=90ｍ

道路維持課 平成30年度　清野袋岩賀線舗装改修工事 清野袋五丁目地内 競争入札 舗装 第２四半期 80日間 舗装打換え工　L=90ｍ

道路維持課 平成30年度　小沢山崎3号線舗装改修工事 小沢地内 競争入札 舗装 第２四半期 105日間 舗装打換え工　L=200ｍ

道路維持課 平成30年度　山越夏川線舗装改修工事 紙漉沢地内 競争入札 舗装 第２四半期 80日間 舗装打換え工　L=100ｍ

道路維持課 平成30年度　門外原ケ平線舗装改修工事 広野一丁目外地内 競争入札 舗装 第２四半期 150日間 舗装改修延長　L=600ｍ

道路維持課 平成30年度　大森三和線舗装改修工事 三和地内 競争入札 舗装 第２四半期 140日間 舗装改修延長　L=330ｍ

道路維持課 平成30年度　駅前町取上線街路灯改修工事 大町三丁目外地内 競争入札 電気 第２四半期 160日間 街路灯改修　N=8基

道路維持課 平成30年度　萱町線街路灯改修工事 萱町外地内 競争入札 電気 第２四半期 170日間 街路灯改修　N=13基

道路維持課 平成30年度　松原東二丁目7号線外融雪施設設置工事 松原東二丁目地内 競争入札 機械器具設置 第２四半期 180日間 揚水設備工　1式

道路維持課 平成30年度　城西1号線道路照明灯改修工事 城西三丁目地内 競争入札 電気 第３四半期 90日間 改修　N=3基

都市政策課 平成３０年度　都市計画道路３･４･６号山道町樋の口町線道路整備工事 土手町地内 競争入札 土木一式 第１四半期 60日間 道路整備延長Ｌ＝７０ｍ

都市政策課 平成３０年度　弘前教会旧牧師館復元工事 松森町２－１地先 競争入札 建築一式 第２四半期 240日間 木造二階建て　１棟

都市政策課 平成３０年度　弘前駅城東口駐車場整備工事 城東中央一丁目101-15 競争入札 機械器具設置 第１四半期 60日間 駐車場管理システム機器更新

都市政策課 平成３０年度　都市計画道路３･４･６号山道町樋の口町線道路築造工事 土手町地内 競争入札 土木一式 第２四半期 150日間 道路築造延長Ｌ＝７０ｍ

都市政策課 平成３０年度　旧弘前市立図書館移築工事 下白銀町８－１ほか 競争入札 建築一式 第２四半期 540日間 木造三階建て　１棟

都市政策課 平成３０年度　旧弘前市立図書館防火設備整備工事 下白銀町８－１ほか 競争入札 消防施設 第３四半期 150日間 防火設備一式

都市政策課 平成３０年度　旧弘前市立図書館解体工事 下白銀町２－１地内 競争入札 解体 第１四半期 180日間 木造三階建て　１棟

都市政策課 平成３０年度　旧弘前市立図書館跡地整備工事 下白銀町２－１地内 競争入札 土木一式 第２四半期 180日間 A=300㎡

都市政策課 平成３０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 土手町・北川端町地内 競争入札 土木一式 第３四半期 150日間 橋梁架替Ｎ＝1橋

都市政策課 平成３０年度　市民中央広場拡張整備工事(第1工区) 元寺町・下銀町地内 競争入札 土木一式 第３四半期 150日間 整備面積Ａ＝1,750㎡

都市政策課 平成３０年度　市民中央広場拡張整備工事(第2工区) 元寺町・下銀町地内 競争入札 土木一式 第３四半期 150日間 整備面積Ａ＝1,750㎡

都市政策課 平成３０年度　弘前教会旧牧師館防火設備整備工事 松森町２－１地先 競争入札 消防施設 第３四半期 150日間 防火設備一式
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区画整理課 平成29年度　弘前駅前北地区駅前北公園トイレ外構工事 駅前二丁目地内 競争入札 土木一式 第１四半期 60日間 舗装A=132㎡

区画整理課 平成30年度　弘前駅前北地区さく井工事 駅前二丁目地内 競争入札 さく井 第２四半期 90日間 井戸1箇所、φ150mm、L=200m

区画整理課 平成30年度　弘前駅前北地区整地工事 駅前二丁目地内 競争入札 とび・土工・コンクリート 第２四半期 90日間 整地A=721㎡

公園緑地課 平成３０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 第２四半期 120日間 馬場・城道・土塁等整備1式

公園緑地課 平成３０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 第２四半期 120日間 電気設備改修1式

公園緑地課 平成３０年度　遊具更新第１工区工事 小比内外地内 競争入札 とび・土工・コンクリート 第２四半期 90日間 遊具更新1式

公園緑地課 平成３０年度　遊具更新第２工区工事 取上外地内 競争入札 とび・土工・コンクリート 第３四半期 90日間 遊具更新1式

環境管理課 平成２９年度　弘前霊園合葬墓整備工事 小沢地内 競争入札 とび・土工・コンクリート 第１四半期 100日間 合葬墓整備　１式

環境管理課 平成２９年度　弘前市墓地公園管理棟改修工事 小沢地内 競争入札 建築一式 第１四半期 150日間 木造平屋建、床面積194.18㎡

環境管理課 平成29年度 南塘町バスプール公衆便所新築工事 南塘町バスプール地内 競争入札 建築一式 第１四半期 110日間 木造平家建て 延べ面積 １０㎡の新築

環境管理課 平成３０年度　弘前市墓地公園四阿等改修工事 小沢地内 競争入札 土木一式 第２四半期 100日間 四阿２基外

環境管理課 平成３０年度　弘前市墓地公園公園灯等更新工事 小沢地内 競争入札 電気 第２四半期 100日間 公園灯17基外

環境管理課 平成３０年度 弘前市埋立処分場第2次水処理施設改築更新工事《継続費》 十腰内字猿沢 地内 競争入札 機械器具設置 第３四半期 3ヵ年 水処理施設の設備改良及び更新

環境管理課 平成３０年度 弘前市埋立処分場第2次水処理施設活性炭吸着装置及び急速ろ過装置ろ材取替補修工事 十腰内字猿沢 地内 随意契約 機械器具設置 第３四半期 120日間 高度処理設備のろ材交換等

環境管理課 平成３０年度　斎場火葬炉補修工事（５号炉） 常盤坂２丁目２０－１地内 随意契約 タイル・れんが・ブロック 第４四半期 60日間 ５号火葬炉の補修

相馬支所総務課 平成３０年度　相馬やすらぎ館省エネ設備導入工事 五所地内 競争入札 管 第２四半期 180日間 温泉熱利用に伴う設備改修

学校づくり推進課 平成29年度　東小学校屋外運動場整備工事 城東中央五丁目地内 競争入札 舗装 第１四半期 210日間 A=8,000㎡

学校づくり推進課 平成29年度　南中学校屋内運動場他屋根改修工事 原ケ平字山中地内 競争入札 屋根 第１四半期 120日間 屋内運動場及び武道場の屋根改修工事

学校づくり推進課 平成30年度　城東小学校他16校保健室冷房設備設置工事 大久保字西田地内他 競争入札 管 第１四半期 75日間 保健室冷房設備設置工事

学校づくり推進課 平成30年度　自得小学校他15校保健室冷房設備設置工事 鬼沢字菖蒲沢地内他 競争入札 管 第１四半期 75日間 保健室冷房設備設置工事

学校づくり推進課 平成30年度　新和中学校他13校保健室冷房設備設置工事 種市字小島地内他 競争入札 管 第１四半期 75日間 保健室冷房設備設置工事

学校づくり推進課 平成30年度　時敏小学校校舎屋根改修工事 宮園1丁目地内 競争入札 屋根 第２四半期 120日間 校舎屋根改修工事
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学校づくり推進課 平成30年度　時敏小学校屋内運動場屋根改修工事 宮園1丁目地内 競争入札 屋根 第２四半期 90日間 屋内運動場屋根改修工事

学校づくり推進課 平成30年度　松原小学校校舎屋根改修工事 松原東2丁目地内 競争入札 屋根 第２四半期 120日間 校舎屋根改修工事

学校づくり推進課 平成30年度　松原小学校屋内運動場屋根改修工事 松原東2丁目地内 競争入札 屋根 第２四半期 90日間 屋内運動場屋根改修工事

学校づくり推進課 平成30年度　時敏小学校屋内運動場暖房機器更新工事 宮園1丁目地内 競争入札 管 第２四半期 90日間 屋内運動場暖房機器更新工事

学校づくり推進課 平成30年度　小沢小学校屋内運動場暖房機器更新工事 大開2丁目地内 競争入札 管 第２四半期 90日間 屋内運動場暖房機器更新工事

学校づくり推進課 平成30年度　津軽中学校屋内運動場暖房機器更新工事 五代字早稲田他 競争入札 管 第２四半期 90日間 屋内運動場暖房機器更新工事

学校づくり推進課 平成29年度　船沢小学校トイレ改修工事 細越字早稲田地内 競争入札 建築一式 第３四半期 150日間 校舎トイレ改修工事（洋式化含む）

学校づくり推進課 平成29年度　小沢小学校トイレ改修工事 大開2丁目地内 競争入札 建築一式 第３四半期 150日間 校舎トイレ改修工事（洋式化含む）

学校づくり推進課 平成29年度　西小学校トイレ改修工事 茜町3丁目地内 競争入札 建築一式 第３四半期 150日間 校舎トイレ改修工事（洋式化含む）

学校づくり推進課 平成29年度　相馬小学校トイレ改修工事 黒滝字二ノ松本地内 競争入札 建築一式 第３四半期 150日間 校舎及び屋内運動場のトイレ改修工事（洋式化含む）

生涯学習課 平成３０年度　弘前市総合学習センター照明器具改修工事 末広４丁目地内 競争入札 電気 第１四半期 50日間 第１研修室、セミナー室、教育センター事務室、東部公民館事務室及び学習情報館事務室照明器具、合計６５台の改修

生涯学習課 平成３０年度　弘前市総合学習センター非常用放送設備更新工事 末広４丁目地内 競争入札 消防施設 第１四半期 60日間 ラック型非常用放送設備　１台、遠隔操作盤　１台の更新

生涯学習課 平成３０年度　追手門広場2階屋上防水改修工事 下白銀町２－１　地内 競争入札 屋根 第１四半期 180日間 雨漏りが発生している部分の屋根を改修するもの

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 消防施設 第２四半期 180日間 貯水槽、消火栓ユニットポンプの設置、屋内・屋外消火栓改修等

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 第２四半期 105日間 外壁漆喰等の修理

文化財課 平成29年度　史跡堀越城跡エントランスエリア休息施設新築工事 堀越地内 競争入札 建築一式 第１四半期 120日間 トイレ・四阿等建築

文化財課 平成29年度　史跡堀越城跡三之丸（国道西側）地区工作物設置工事 堀越地内 競争入札 土木一式 第１四半期 90日間 ベンチ・説明板等設置

文化財課 平成29年度　旧第五十九銀行本店本館自動火災報知設備等切替工事 元長町26 競争入札 電気 第１四半期 60日間 自火報切替　電源引込

上下水道部総務課 平成３０年度　小友地区給水管整備工事 小友地内 競争入札 管 第２四半期 60日間 給水管切替φ20･25N=13ヵ所

上下水道部工務課 平成３０年度　老朽管更新事業　紺屋町地区配水管布設替工事 紺屋町地内 競争入札 管 第１四半期 150日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ200L=295.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　老朽管更新事業　富野町地区配水管布設替工事 富野町地内 競争入札 管 第１四半期 150日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ150L=400.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　主要管路耐震化事業　城東北四丁目地区配水管布設替工事 城東北四丁目地内 競争入札 管 第１四半期 120日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ150L=60.0ｍ



≪平成３０年度　工事発注見通し一覧表≫

課室かい名 工事名称 工事場所 入札契約 方式 工事種別 入札予定 時期 工期 工事概要

上下水道部工務課 平成３０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 第１四半期 90日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ100L=135.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　水道施設整備事業　鬼沢地区配水管布設替第１工区工事 鬼沢地内 競争入札 管 第１四半期 90日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ75L=190.0ｍ 配水用ステンレス鋼管φ75L=10.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　水道施設整備事業　鬼沢地区配水管布設替第２工区工事 鬼沢地内 競争入札 管 第１四半期 90日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ100L=200.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　水道施設整備事業　悪戸地区配水管布設工事 悪戸地内 競争入札 管 第１四半期 90日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ75L=150.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　水道施設整備事業　真土地区配水管布設工事 真土外地内 競争入札 管 第１四半期 90日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ100L=170.0ｍ ポリエチレン二層管(PP)φ50L=80.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　下湯口地区下水道整備工事 下湯口地内 競争入札 土木一式 第１四半期 145日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=200.0ｍ

上下水道部工務課 平成30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 第１四半期 100日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=80.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　百沢地区終末処理場建設工事(電気・機械) 百沢地内 競争入札 電気 第１四半期 240日間 終末処理場電気・機械N=1式

上下水道部工務課 平成３０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 第１四半期 170日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=495.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０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 第１四半期 165日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=325.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　弥生地区管路施設第１号工事 弥生地内 競争入札 土木一式 第１四半期 190日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=530.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０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 第１四半期 180日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=520.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　弥生地区管路施設第３号工事 弥生地内 競争入札 土木一式 第１四半期 190日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=490.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　弥生地区管路施設第５号工事 弥生地内 競争入札 土木一式 第１四半期 200日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=580.0ｍ

上下水道部工務課 平成２９年度　百沢地区終末処理場建設工事(建築) 百沢地内 競争入札 建築一式 第１四半期 210日間 終末処理場建設N=1式

上下水道部工務課 平成２９年度　弥生地区管路施設第５号工事 弥生地内 競争入札 土木一式 第１四半期 110日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=80.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　老朽管更新事業　富田三丁目外地区配水管布設替第１工区工事 富田三丁目外地内 競争入札 管 第２四半期 120日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ100L=250.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　老朽管更新事業　富田三丁目外地区配水管布設替第２工区工事 御幸町外地内 競争入札 管 第２四半期 120日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ100L=240.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０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 第２四半期 150日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ200L=360.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　老朽管更新事業　土手町地区配水管布設替工事 土手町地内 競争入札 管 第２四半期 90日間 配水用ステンレス鋼管φ300L=30.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　老朽管更新事業　新町外地区配水管布設替工事 新町外地内 競争入札 管 第２四半期 180日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ75L=515.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　老朽管更新事業　富野町外地区配水管布設替第１工区工事 富野町外地内 競争入札 管 第２四半期 120日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ75L=270.0ｍ
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上下水道部工務課 平成３０年度　老朽管更新事業　富野町外地区配水管布設替第２工区工事 大富町外地内 競争入札 管 第２四半期 120日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ75L=260.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　老朽管更新事業　富野町外地区配水管布設替第３工区工事 大富町外地内 競争入札 管 第２四半期 120日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ75L=260.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　主要管路耐震化事業　松原西三丁目地区配水管布設替工事 松原西三丁目地内 競争入札 管 第２四半期 90日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ300L=120.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　主要管路耐震化事業　松原東四丁目地区配水管布設替工事 松原東四丁目地内 競争入札 管 第２四半期 90日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ100L=210.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　小沢地区下水道整備工事 小沢地内 競争入札 土木一式 第２四半期 145日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=200.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０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 第２四半期 150日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=270.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０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 第２四半期 150日間 下水道用ポリエチレン管φ100L=60.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０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 第２四半期 145日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=250.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　常盤野地区終末処理場建設工事(土木・電気・機械) 常盤野地内 競争入札 土木一式 第２四半期 210日間 終末処理場建設外N=1式

上下水道部工務課 平成３０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 第２四半期 145日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=260.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　常盤野地区下水道整備第４工区工事 常盤野地内 競争入札 土木一式 第２四半期 110日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=10.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　弥生地区管路施設第２号工事 弥生地内 競争入札 土木一式 第２四半期 150日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=220.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　弥生地区管路施設第４号工事 弥生地内 競争入札 土木一式 第２四半期 200日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=620.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　弥生地区管路施設第６号工事 弥生地内 競争入札 土木一式 第２四半期 145日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=180.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　老朽管更新事業　俵元二丁目地区配水管布設替工事 俵元二丁目地内 競争入札 管 第３四半期 120日間 水道配水用ポリエチレン管(HPPE)φ100L=60.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　老朽管更新事業　新寺町地区配水管布設替工事 新寺町地内 競争入札 管 第３四半期 150日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ100L=290.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　主要管路耐震化事業　小栗山地区配水管布設替工事 小栗山地内 競争入札 管 第３四半期 150日間 配水用ステンレス鋼管φ250L=90.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　主要管路耐震化事業　小沢地区配水管布設替工事 小沢地内 競争入札 管 第３四半期 120日間 配水用ステンレス鋼管φ250L=60.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　水道施設整備事業　山道町地区配水管布設替工事 山道町地内 競争入札 管 第３四半期 120日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ100L=110.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　水道施設整備事業　城東地区配水管布設替第１工区工事 城東地内 競争入札 管 第３四半期 90日間 ポリエチレン二層管(PP)φ50L=12.0ｍ ダクタイル鋳鉄管(GX)φ75L=36.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　水道施設整備事業　城東地区配水管布設替第２工区工事 城東地内 競争入札 管 第３四半期 90日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ75L=24.0ｍ ダクタイル鋳鉄管(GX)φ100L=12.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　水道施設整備事業　愛宕地区配水管布設替工事 愛宕地内 競争入札 管 第３四半期 150日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ75L=420.0ｍ
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上下水道部工務課 平成３０年度　石川地区下水道整備工事 石川地内 競争入札 土木一式 第３四半期 70日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=40.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　百沢地区終末処理場建設工事(場内整備) 百沢地内 競争入札 土木一式 第３四半期 150日間 終末処理場場内整備N=1式

上下水道部工務課 平成３０年度　百沢地区終末処理場建設工事(外構) 百沢地内 競争入札 土木一式 第３四半期 130日間 終末処理場外構N=1式

上下水道部工務課 平成３０年度　百沢地区マンホールポンプ設置工事 百沢地内 競争入札 電気 第３四半期 90日間 マンホールポンプN=4基

上下水道部工務課 平成３０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 第３四半期 170日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=360.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０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 電気 第３四半期 90日間 マンホールポンプN=2基

上下水道部工務課 平成３０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 第３四半期 110日間 管渠更生工(反転･形成工法φ250)L=100.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０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 第３四半期 80日間 人孔蓋N=18箇所

上下水道部工務課 平成３０年度　弥生地区マンホールポンプ設置工事 弥生地内 競争入札 電気 第３四半期 90日間 マンホールポンプN=4基

上下水道部工務課 平成２９年度　常盤野地区下水道整備第６工区工事 常盤野地内 競争入札 土木一式 第３四半期 100日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=75.0ｍ

上下水道部工務課 平成２９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 第３四半期 130日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=160.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　下水道管移設工事(土手町)山道町 山道町外地内 競争入札 土木一式 第３四半期 80日間 リブ付硬質塩化ビニル管φ150L=60.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　主要管路耐震化事業　高杉地区配水管布設替工事 高杉地内 競争入札 管 第４四半期 90日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ150L=200.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０年度　主要管路耐震化事業　中別所地区配水管布設替工事 中別所地内 競争入札 管 第４四半期 90日間 ダクタイル鋳鉄管(GX)φ200L=260.0ｍ

上下水道部工務課 平成３０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 第４四半期 90日間 配水用ステンレス鋼管φ150L=25.0ｍ

上下水道部上水道施設課 平成30年度 岩木川取水堰護岸補修工事 駒越字高田　地先 競争入札 土木一式 第２四半期 90日間 取水堰護岸補修　N=1式

上下水道部上水道施設課 平成30年度 樋の口浄水場電動弁修繕工事 樋の口町272の3 随意契約 電気 第３四半期 120日間 電動弁修繕　N=１式

上下水道部上水道施設課 平成30年度 樋の口浄水場急速ろ過池修繕工事 樋の口町272の3 競争入札 水道施設 第２四半期 150日間 急速ろ過池修繕　N=1式

上下水道部上水道施設課 平成30年度 十面沢配水池解体工事 十面沢字轡45 競争入札 解体 第２四半期 120日間 十面沢配水池解体　N＝1式

上下水道部上水道施設課 平成30年度 藍内浄水場解体工事 藍内字関ヶ平37の２ 競争入札 解体 第２四半期 90日間 藍内浄水場解体　N=1式

上下水道部上水道施設課 平成30年度 葛原配水場動力計装盤取替工事 新岡字薬師238 競争入札 電気 第３四半期 120日間 動力計装盤取替　N=１式

上下水道部上水道施設課 平成30年度 相馬地区浄水施設更新事業 電気棟築造工事 相馬字山田地内 競争入札 建築一式 第２四半期 550日間 RC造平家建　延べ面積 50.3㎡の更新
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上下水道部下水道施設課 平成３０年度　代官町地区外下水道管補修工事 代官町外地内 競争入札 土木一式 第１四半期 120日間 管渠内面被覆工　N=1式

上下水道部下水道施設課 平成３０年度　一町田マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事 一町田字村元地内 競争入札 機械器具設置 第１四半期 120日間 汚水ポンプ更新　N=1台

上下水道部下水道施設課 平成３０年度　茂森新町マンホールポンプ場電気設備更新工事 茂森新町一丁目地内 競争入札 電気 第１四半期 120日間 制御盤更新　N=1面、引込開閉器盤更新　N=1面

上下水道部下水道施設課 平成３０年度　弘前市下水処理場塩素滅菌棟及び放流桝耐震補強工事 津賀野字浅田地内 競争入札 建築一式 第２四半期 150日間 耐震補強工　N=3箇所

上下水道部下水道施設課 平成３０年度　弘前市下水処理場塩素滅菌棟建築改修工事 津賀野字浅田地内 競争入札 建築一式 第２四半期 150日間 塩素滅菌棟屋根等改修　N=1式

上下水道部下水道施設課 平成３０年度　高杉地区処理施設非常用エンジンポンプ更新工事 高杉字五反田地内 競争入札 機械器具設置 第１四半期 120日間 非常用エンジンポンプ更新　N=1台

上下水道部下水道施設課 平成３０年度　紙漉沢地区処理施設ポンプ更新工事 紙漉沢字堰根地内 競争入札 機械器具設置 第２四半期 120日間 非常用エンジンポンプ等更新　N=5台

上下水道部下水道施設課 平成３０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 第１四半期 180日間 主ポンプ修繕　N=1台

上下水道部下水道施設課 平成３０年度　八幡地区処理施設換気設備修繕工事 八幡字平塚地内 競争入札 機械器具設置 第２四半期 150日間 換気設備修繕　N=1式

上下水道部下水道施設課 平成３０年度　福田マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事 福田字花岡地内 競争入札 機械器具設置 第２四半期 150日間 汚水ポンプ更新　N=1台

上下水道部下水道施設課 平成３０年度　豊田マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事 豊田二丁目地内 競争入札 機械器具設置 第２四半期 120日間 汚水ポンプ更新　N=2台

上下水道部下水道施設課 平成３０年度　八幡地区処理施設曝気ブロワ更新工事 八幡字平塚地内 競争入札 機械器具設置 第２四半期 120日間 曝気ブロワ更新 N=2台

上下水道部下水道施設課 平成３０年度　一丁木地区処理施設汚泥ポンプ更新工事 坂市字亀田地内 競争入札 機械器具設置 第２四半期 120日間 汚泥引抜ポンプ更新　N=2台

上下水道部下水道施設課 平成３０年度　湯口浄化センター曝気撹拌装置修繕工事 湯口字二ノ安田地内 競争入札 機械器具設置 第２四半期 180日間 曝気撹拌装置修繕 N=2台

上下水道部下水道施設課 平成３０年度　高杉地区処理施設ばっ気撹拌装置修繕工事 高杉字五反田地内 競争入札 機械器具設置 第２四半期 180日間 ばっ気撹拌装置修繕 N=2台

上下水道部下水道施設課 平成３０年度　鳥井野地区処理施設上澄水排出装置修繕工事 鳥井野字宮本地内 随意契約 機械器具設置 第２四半期 180日間 上澄水排出装置修繕　N=1台

上下水道部下水道施設課 平成３０年度　弘前市下水処理場Ａ系消化槽解体工事 津賀野字浅田地内 競争入札 とび・土工・コンクリート 第２四半期 120日間 Ａ系消化槽解体　N=1式

上下水道部下水道施設課 平成３０年度　鳥井野地区処理施設小型焼却炉解体工事 鳥井野字宮本地内 競争入札 とび・土工・コンクリート 第２四半期 120日間 小型焼却炉解体　N=1基


