
入札日 平成29年5月9日

射水市 発注工事等入札予定一覧表
射水市役所布目分庁舎３階　３０２会議室

入札番号 開始時間 件名 予定価格
（入札書比較金額･消費税を除いた金額）

完成（納入）期限 施行場所 備考

1 238 午前 09時50分 八幡町１丁目地内配水管布設替工事 7,330,000 円 平成29年10月10日 八幡町１丁目 工事

2 253 午前 10時00分 元町マンホールポンプ場No.1ポンプ分解修繕 2,751,000 円 平成29年8月31日 三ケ 工事

3 262 午前 10時10分 市道下条土合線道路改良工事 2,313,000 円 平成29年6月27日 土合 工事

4 274 午前 10時20分
戸破（栄町外）地内配水管布設替工事に伴う舗装
復旧工事

8,460,000 円 平成29年8月8日 戸破（栄町外） 工事

5 237 午前 10時30分 市道大江472号線舗装補修工事 1,864,000 円 平成29年6月16日 小杉白石 工事

6 243 午前 10時40分
射水市小杉社会福祉会館整備工事基本・実施設計
業務委託

事後公表 平成30年2月28日
戸破（さくら
町）

委託

7 178 午前 10時50分 大江保育園増築工事実施設計業務委託 1,656,000 円 平成29年7月31日 大江 委託

8 152 午前 11時00分 池多保育園増築工事実施設計業務委託 1,608,000 円 平成29年7月31日 池多 委託

9 203 午前 11時10分 下条川千本桜ポケットパーク実施設計業務委託 事後公表 平成29年12月20日 中央通１丁目 委託

10 276 午前 11時20分 射水市小林地区地籍調査業務委託 事後公表 平成30年3月2日 小林 委託

11 248 午前 11時30分 赤田地区埋蔵文化財試掘調査測量支援業務委託 事後公表 平成29年7月28日 橋下条 委託

12 266 午後 01時15分 グリーンパークだいもん維持管理業務委託 5,942,000 円 平成30年3月15日 二口 委託

13 256 午後 01時20分 串田新遺跡草刈業務委託 942,000 円 平成29年11月30日 串田新 委託

14 75 午後 01時25分 子ども子育て総合支援センター樹木管理業務委託 853,300 円 平成30年3月31日 二口 委託

15 265 午後 01時30分 下条川散策路左岸側植栽等管理業務委託 3,931,000 円 平成30年3月15日 三ケ　外 委託
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16 264 午後 01時35分 下条川散策路右岸側植栽等管理業務委託 3,744,000 円 平成29年12月8日 戸破　外 委託

17 255 午後 01時40分 小杉流通業務団地除草業務委託 2,667,000 円 平成29年9月19日
流通センター水
戸田

委託

18 241 午後 01時45分 小杉地区街路樹防除（その１）業務委託 2,347,000 円 平成29年10月20日 小杉地区 委託

19 242 午後 01時50分 小杉地区街路樹防除（その２）業務委託 1,660,000 円 平成29年10月20日 小杉地区 委託

20 258 午後 02時00分 足洗潟公園維持管理業務委託 4,256,000 円 平成29年10月31日 本江 委託

21 261 午後 02時05分 海老江緑地外維持管理業務委託 3,464,000 円 平成29年10月31日 浜開新町外 委託

22 215 午後 02時10分 海老江海浜公園樹木管理業務委託 3,368,000 円 平成30年3月23日 海老江 委託

23 257 午後 02時15分 奈呉の江西公園外維持管理業務委託 3,065,000 円 平成29年10月31日 奈呉の江外 委託

24 226 午後 02時20分 新湊漁港内公園（東側）樹木等維持管理業務委託 2,780,000 円 平成29年10月31日 八幡町一丁目 委託

25 225 午後 02時25分 新湊漁港内公園（西側）樹木等維持管理業務委託 1,250,000 円 平成29年10月31日 放生津町 委託

26 222 午後 02時30分 ふれあい道路・いさりび緑道外維持管理業務委託 2,243,000 円 平成29年10月31日 堀岡外 委託

27 231 午後 02時35分 三日曽根公園外維持管理業務委託 1,796,000 円 平成29年10月31日 三日曽根外 委託

28 184 午後 02時40分 射水市衛生センター樹木管理業務 1,717,000 円 平成30年3月26日
寺塚原（衛生セ
ンター）

委託

29 205 午後 02時45分 射水市民病院樹木管理業務委託 1,370,000 円 平成29年12月25日 射水市民病院 委託

30 267 午後 02時55分 南郷浄化センター下水汚泥処分業務委託 6,240,000 円 平成30年3月30日 竹鼻 委託
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31 230 午後 03時05分 大島分庁舎宿日直業務労働者派遣 4,366,854 円 平成30年3月31日 小島二区 委託

32 246 午後 03時15分 射水市企業団地適地本調査業務委託 2,440,000 円 平成30年1月31日 全域 委託

33 233 午後 03時25分 射水市役所消防設備保守点検業務委託 1,455,000 円 平成30年3月31日 射水市役所 委託

34 210 午後 03時35分 化学消防ポンプ自動車 非公表 平成30年3月1日
橋下条（射水市
消防本部）

物品

35 204 午後 03時40分 消防ポンプ自動車（CD-Ⅰ型）消防団用　２台 非公表 平成29年11月30日
橋下条（射水市
消防本部）

物品

36 220 午後 03時50分 複写機用用紙購入（平成２９年度） 非公表 平成30年3月31日
新開発地内　他
５箇所

物品

37 192 午後 04時00分 公用車（貨物自動車）リース 非公表 平成29年5月31日 布目分庁舎 物品

38 268 午後 04時05分 公用車リース（軽自動車） 非公表 平成29年6月1日 保健センター 物品

39 245 午後 04時15分 赤田地区埋蔵文化財試掘調査に係る重機等賃貸借 非公表 平成29年7月7日 橋下条 物品

40 121 午後 04時25分 衛生センター薬剤（脱臭用活性炭） 非公表 平成30年3月31日
寺塚原（衛生セ
ンター）

物品

41 101 午後 04時30分 衛生センター薬剤（メタノール） 非公表 平成30年3月31日
寺塚原（衛生セ
ンター）

物品

42 102 午後 04時35分 衛生センター薬剤（汚泥脱水助剤） 非公表 平成30年3月31日
寺塚原（衛生セ
ンター）

物品


