
   平成３１年度射水市公共工事発注見通しの公表について 
 
 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第

１２７号）」に基づき、次のとおり平成３１年度射水市公共事業発注見通しを公

表します。 
  
 平成３１年４月１日 
 
                   射水市長 夏 野 元 志 
 
１ 対象工事 
  予定価格が２５０万円（消費税等を含む。）を超える工事で発注内容が決定

しているもの 
２ 公表内容 
 ⑴ 工事名 
 ⑵ 種別 
 ⑶ 工事場所 
 ⑷ 工事概要 
 ⑸ 工事期間 
 ⑹ 入札及び契約の方法 
 ⑺ 入札執行予定時期 
３ 公表期間 
  平成３１年４月１日から平成３１年６月３０日まで 
４ 公表場所 
  財務管理部管財契約課窓口及び射水市ホームページ 
５ その他 
  ここに掲載する内容は、平成３１年４月１日現在の見通しであるため、実

際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事

が発注される場合があります。 



【注意事項】

　１　公表の対象は、予定価格が２５０万円（消費税等を含む。）を超えると見込まれる工事です。

　２　ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

№ 工事名 工事場所 工事概要 工期
入札契約
方式

工事種別
入札予定
時期

担当課

1防火水槽設置工事 本町二丁目地内 防火水槽設置 約４か月 一般 土木一式 第２四半期 政策推進課

2下村コミュニティセンター解体工事 加茂中部
下村コミュニティセンターを解体す
る工事

約３か月 指名 解体 第１四半期 地域振興・文化課

3
射水市下村コミュニティセンター改築（建築主体）工
事

加茂中部
下村コミュニティセンター改築工事
に伴う建築主体工事

約１０か月 一般 建築一式 第１四半期 地域振興・文化課

4
射水市下村コミュニティセンター改築（電気設備）工
事

加茂中部
下村コミュニティセンター改築工事
に伴う電気設備工事

約１０か月 一般 電気 第１四半期 地域振興・文化課

5
射水市下村コミュニティセンター改築（機械設備）工
事

加茂中部
下村コミュニティセンター改築工事
に伴う機械設備工事

約１０か月 一般 管 第１四半期 地域振興・文化課

6旧本江幼稚園及び旧本江体育館解体工事 本江北
旧本江幼稚園及び旧本江体育館を解
体する工事

約３か月 指名 解体 第１四半期 地域振興・文化課

7
射水市本江コミュニティセンター改築（建築主体）工
事

本江北
本江コミュニティセンター改築工事
に伴う建築主体工事

約１０か月 一般 建築一式 第１四半期 地域振興・文化課

8
射水市本江コミュニティセンター改築（電気設備）工
事

本江北
本江コミュニティセンター改築工事
に伴う電気設備工事

約１０か月 一般 電気 第１四半期 地域振興・文化課

9
射水市本江コミュニティセンター改築（機械設備）工
事

本江北
本江コミュニティセンター改築工事
に伴う機械設備工事

約１０か月 一般 管 第１四半期 地域振興・文化課

10射水市斎場新築（建築主体）工事 沖塚原 建築工　１式、外構工　１式 約１８か月 一般 建築一式 第１四半期 環境課

11射水市斎場新築（機械設備）工事 沖塚原 機械設備工　１式 約１８か月 一般 管 第１四半期 環境課

12射水市斎場新築（電気設備）工事 沖塚原 電気設備工　１式 約１８か月 一般 電気 第１四半期 環境課

13クリーンピア射水基幹的設備改良工事 西高木 基幹的設備改良工　１式 約３３か月 一般 機械器具設置 第１四半期 環境課

14（仮称）沖塚原緑地公園整備その１工事 沖塚原 基盤整備　１式 約９か月 一般 土木一式 第１四半期 環境課

15（仮称）沖塚原緑地公園整備その２工事 沖塚原 給排水設備　１式 約７か月 一般 管 第２四半期 環境課

16（仮称）沖塚原緑地公園整備その３工事 沖塚原 電気・照明設備工　１式 約７か月 一般 電気 第２四半期 環境課

17（仮称）沖塚原緑地公園整備その４工事 沖塚原 施設整備　１式 約３か月 一般 造園 第３四半期 環境課

18沖塚原地内消雪取水施設設置工事 沖塚原 取水施設工　１式 約６か月 一般 土木一式 第２四半期 環境課

19沖塚原地内消雪施設機械・電気設備工事 沖塚原 ポンプ施設　１式 約６か月 一般 機械器具設置 第２四半期 環境課

20沖塚原地内消雪管布設工事 沖塚原 消雪管布設　Ｌ＝５００ｍ 約６か月 一般 管 第３四半期 環境課

平成31年度　射水市公共工事等発注予定表



【注意事項】

　１　公表の対象は、予定価格が２５０万円（消費税等を含む。）を超えると見込まれる工事です。

　２　ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

№ 工事名 工事場所 工事概要 工期
入札契約
方式

工事種別
入札予定
時期

担当課

平成31年度　射水市公共工事等発注予定表

21斎場南側道路歩道整備工事 沖塚原 道路改良工　Ｌ＝２００ｍ 約６か月 一般 土木一式 第３四半期 環境課

22市道塚原１２４号線付替工事 沖塚原 道路改良工　Ｌ＝１００ｍ 約６か月 一般 土木一式 第３四半期 環境課

23久々江地内消雪取水施設設置工事 片口久々江 取水施設工　１式 約６か月 一般 機械器具設置 第３四半期 環境課

24市道七美２３号線路肩整備工事 七美（二十六町） 路肩整備　Ｌ＝２３ｍ 約４か月 指名 土木一式 第３四半期 環境課

25衛生センター定期整備補修 衛生センター 焼却炉設備、中低濃度臭気ファン、その他約４か月 随意 機械器具設置 第２四半期 衛生センター

26火葬炉定期整備補修 斎場 火葬炉全号炉 約２か月 随意
タイル・れん
が・ブロック

第３四半期 衛生センター

27新湊交流会館昇降機改修工事 三日曽根 昇降機改修工事 約６か月 電気 第１四半期 地域福祉課

28小杉社会福祉会館駐車場整備工事 戸破 駐車場整備 約３か月 一般 土木一式 第３四半期 地域福祉課

29小杉ふれあいセンター陶芸室解体工事 南太閤山１７丁目 解体工事 約３か月 指名 解体 第１四半期 地域福祉課

30足洗老人福祉センター解体工事 足洗新町一丁目 解体工事 約６か月 一般 解体 第１四半期 地域福祉課

31下村保育園改修工事 下村保育園 外壁工事、トイレ洋式化 約３か月 指名 建築一式 第２四半期 子育て支援課

32大門わかば幼稚園未満児保育室、排煙設備設置工事 大門わかば幼稚園 未満児保育室設置、排煙設備設置 約３か月 指名 建築一式 第１四半期 子育て支援課

33市道北高木新町線道路改良（その３）工事 小林 側溝工Ｌ＝240ｍ 約５か月 一般 土木一式 第１四半期 都市計画課

34市道港町善光寺線歩道改良工事 南長徳寺 歩道整備Ｌ＝180ｍ 約４か月 一般 土木一式 第１四半期 都市計画課

35越中大門駅前広場整備第１期工事 新町 駅前広場整備Ａ＝700㎡ 約４か月 一般 土木一式 第１四半期 都市計画課

36歌の森運動公園駐車場整備工事 黒河４区 駐車場整備Ａ＝1000㎡ 約３か月 一般 ほ装 第２四半期 都市計画課

37市道戸破１８８号線歩道改良工事 三ヶ 歩道整備Ｌ＝160ｍ 約３か月 一般 土木一式 第３四半期 都市計画課

38公園長寿命化対策（その１）工事 大島北野 遊具、施設改修 約４か月 指名 造園 第３四半期 都市計画課

39公園長寿命化対策（その２）工事 黒河４区 遊具、施設改修 約４か月 指名 造園 第３四半期 都市計画課

40公園長寿命化対策（その３）工事 二口 遊具、施設改修 約４か月 指名 造園 第３四半期 都市計画課



【注意事項】

　１　公表の対象は、予定価格が２５０万円（消費税等を含む。）を超えると見込まれる工事です。

　２　ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

№ 工事名 工事場所 工事概要 工期
入札契約
方式

工事種別
入札予定
時期

担当課
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41公園長寿命化対策（その４）工事 新開発 遊具、施設改修 約４か月 指名 造園 第３四半期 都市計画課

42太閤山７号緑地急傾斜対策工事 上野 法枠工Ａ＝150㎡ 約４か月 指名 土木一式 第３四半期 都市計画課

43市道朴木赤井線道路改良工事 朴木 歩道改良L=150m 約３か月 指名 土木一式 第３四半期 道路課

44市道塚原１０号線道路改良工事 川口 側溝工・舗装工L=45m 約４か月 指名 土木一式 第３四半期 道路課

45市道片口３６号線道路改良工事 片口高場 側溝工L=200m 約３か月 指名 土木一式 第１四半期 道路課

46市道作道７９・２０３号線道路改良工事 鏡宮 側溝工、舗装工L=60m 約５か月 指名 土木一式 第１四半期 道路課

47市道七美６９号線道路改良工事 柳瀬新 路肩拡幅L=305m 約３か月 指名 土木一式 第３四半期 道路課

48市道三ケ１１３８号線道路改良工事 元町外 側溝工L=80m 約３か月 指名 土木一式 第１四半期 道路課

49市道橋下条２２９号線道路改良工事 二ノ井 路肩拡幅L=50m 約４か月 一般 土木一式 第３四半期 道路課

50市道黒河５０８号線道路改良工事 黒河１区 側溝工L=90m 約３か月 指名 土木一式 第１四半期 道路課

51市道黒河５７９号線道路改良工事 黒河１区 側溝工、舗装工L=45m 約３か月 指名 土木一式 第２四半期 道路課

52市道戸破２１３０号線道路改良工事 手崎 側溝工L=55m 約４か月 一般 土木一式 第３四半期 道路課

53市道本村常国線道路改良工事 本村 側溝工L=100m 約４か月 一般 土木一式 第３四半期 道路課

54市道赤井生源寺線道路改良工事 赤井 側溝工L=60m 約３か月 指名 土木一式 第１四半期 道路課

55旧新湊中学校跡地内道路整備工事 庄川本町 道路改良L=245m 約６か月 一般 土木一式 第３四半期 道路課

56市道高木新開発線道路舗装(第１工区)工事 高木・新開発 舗装工L=360m 約３か月 一般 ほ装 第３四半期 道路課

57市道高木新開発線道路舗装(第２工区)工事 新開発 舗装工L=360m 約３か月 一般 ほ装 第３四半期 道路課

58高木地内　　配水管布設工事 高木 φ５００ｍｍ　　Ｌ＝１００ｍ 約２か月 一般 管 第１四半期 上水道工務課

59新開発地内　配水管布設工事 新開発 φ５００ｍｍ　　Ｌ＝１７０ｍ 約３か月 一般 管 第１四半期 上水道工務課

60赤井地内　　配水管布設工事 赤井 φ５００ｍｍ　　Ｌ＝１００ｍ 約４か月 一般 管 第１四半期 上水道工務課



【注意事項】

　１　公表の対象は、予定価格が２５０万円（消費税等を含む。）を超えると見込まれる工事です。

　２　ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
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61二口地内　　配水管布設替工事 二口（栄町） φ１００ｍｍ　　Ｌ＝２７０ｍ 約４か月 一般 管 第１四半期 上水道工務課

62新開発地内　配水管布設替工事 新開発 φ１００ｍｍ　　Ｌ＝１００ｍ 約３か月 一般 管 第１四半期 上水道工務課

63手崎地内　　配水管布設替工事 手崎 φ１００ｍｍ　　Ｌ＝２００ｍ 約４か月 一般 管 第１四半期 上水道工務課

64鷲塚地内　　配水管布設替工事 鷲塚 φ２００ｍｍ外　Ｌ＝２６０ｍ 約５か月 一般 管 第１四半期 上水道工務課

65作道外地内　配水管布設工事 作道外 φ５００ｍｍ　　Ｌ＝１００ｍ 約３か月 一般 管 第１四半期 上水道工務課

66八塚地内　　配水管布設替工事 八塚 φ５０ｍｍ　　　Ｌ＝２００ｍ 約４か月 一般 管 第１四半期 上水道工務課

67三ケ地内　　配水管布設替工事 三ケ（水源町） φ２００ｍｍ外　Ｌ＝３００ｍ 約５か月 一般 管 第１四半期 上水道工務課

68片口地内　　配水管布設替工事 片口 φ１００ｍｍ外　Ｌ＝３７０ｍ 約５か月 一般 管 第１四半期 上水道工務課

69作道地内　　配水管布設替工事 作道 φ1００ｍｍ　　Ｌ＝１９０ｍ 約４か月 一般 管 第１四半期 上水道工務課

70太閤山５丁目地内　配水管布設替工事 太閤山５丁目 φ２５０ｍｍ　　Ｌ＝３３０ｍ 約５か月 一般 管 第１四半期 上水道工務課

71上野第３調整池 耐震補強補修工事 南太閤山１９丁目 耐震補強補修　一式 約２０か月 一般 水道施設 第１四半期 上水道工務課

72戸破地内　　配水管布設替工事 戸破（元町） φ１００ｍｍ　　Ｌ＝　７０ｍ 約２か月 指名 管 第１四半期 上水道工務課

73橋下条地内　配水管布設替工事 橋下条 φ１００ｍｍ　　Ｌ＝　４５ｍ 約３か月 指名 管 第１四半期 上水道工務課

74大門地内　　配水管布設替工事 大門（田町） φ１００　　　　Ｌ＝　４０ｍ 約３か月 指名 管 第１四半期 上水道工務課

75稲積地内　　配水管布設替工事 稲積 φ５０ｍｍ　　　Ｌ＝１６０ｍ 約４か月 指名 管 第１四半期 上水道工務課

76太閤山５丁目地内　舗装復旧工事 太閤山５丁目 舗装面積　Ａ＝１，１００㎡ 約２か月 指名 ほ装 第１四半期 上水道工務課

77小島地内　舗装復旧工事 小島 舗装面積　Ａ＝　　７００㎡ 約２か月 指名 ほ装 第１四半期 上水道工務課

78二口地内　舗装復旧工事 二口 舗装面積　Ａ＝　　８００㎡ 約２か月 指名 ほ装 第１四半期 上水道工務課

79新開発地内　舗装復旧工事 新開発 舗装面積　Ａ＝　　４００㎡ 約２か月 指名 ほ装 第１四半期 上水道工務課

80鳥越調整場 配水側流量計更新工事 串田字鳥越 配水流量計設置　　一式 約４か月 指名 機械器具設置 第１四半期 上水道工務課



【注意事項】

　１　公表の対象は、予定価格が２５０万円（消費税等を含む。）を超えると見込まれる工事です。

　２　ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

№ 工事名 工事場所 工事概要 工期
入札契約
方式

工事種別
入札予定
時期

担当課

平成31年度　射水市公共工事等発注予定表

81鳥越調整場 広上送水流量計更新工事 串田字鳥越 配水流量計設置　　一式 約４か月 指名 機械器具設置 第１四半期 上水道工務課

82青井谷地内　配水管布設替工事 青井谷 φ１５０ｍｍ外　Ｌ＝１８０ｍ 約４か月 一般 管 第２四半期 上水道工務課

83南太閤山１丁目地内　　配水管布設替工事 南太閤山１丁目 φ３００ｍｍ　　Ｌ＝３００ｍ 約４か月 一般 管 第２四半期 上水道工務課

84南太閤山３丁目外地内　配水管布設替工事 南太閤山３丁目外 φ３００ｍｍ外　Ｌ＝３３０ｍ 約５か月 一般 管 第２四半期 上水道工務課

85赤井地内　流量計設置工事 赤井 計装設備　一式 約５か月 一般 機械器具設置 第２四半期 上水道工務課

86南太閤山１１丁目　配水管布設替工事 南太閤山１１丁目 φ５０ｍｍ　　　Ｌ＝１３０ｍ 約３か月 指名 管 第２四半期 上水道工務課

87高場新町１丁目地内　　配水管布設替工事 高場新町１丁目 φ１００ｍｍ外　Ｌ＝　９０ｍ 約２か月 指名 管 第２四半期 上水道工務課

88戸破地内　　配水管布設工事 戸破（西楠町） φ１００ｍｍ外　Ｌ＝１４０ｍ 約３か月 指名 管 第２四半期 上水道工務課

89戸破地内　　配水管布設替工事 戸破（南通り） φ５０ｍｍ　　　Ｌ＝　７０ｍ 約２か月 指名 管 第２四半期 上水道工務課

90戸破地内　　配水管布設替工事
戸破（中央通り一
丁目）

φ１００ｍｍ外　Ｌ＝　４０ｍ 約２か月 指名 管 第２四半期 上水道工務課

91上野調整場 配水側検水架台更新工事 南太閤山１９丁目 検水架台設置　　一式 約４か月 指名 機械器具設置 第２四半期 上水道工務課

92広上取水場 検水架台更新工事 広上 検水架台設置　　一式 約４か月 指名 機械器具設置 第２四半期 上水道工務課

93水戸田地内　舗装復旧工事 水戸田 舗装面積　Ａ＝　　３００㎡ 約２か月 指名 ほ装 第２四半期 上水道工務課

94鷲塚地内　　舗装復旧工事 鷲塚 舗装面積　Ａ＝　　３５０㎡ 約２か月 指名 ほ装 第２四半期 上水道工務課

95戸破地内　　舗装復旧工事 戸破 舗装面積　Ａ＝１，２００㎡ 約２か月 指名 ほ装 第２四半期 上水道工務課

96沖塚原地内　配水管布設工事 沖塚原 φ１５０ｍｍ　　Ｌ＝２３０ｍ 約３か月 一般 管 第３四半期 上水道工務課

97太閤町地内　　配水管布設替工事 太閤町 φ１００ｍｍ外　Ｌ＝１５０ｍ 約３か月 一般 管 第３四半期 上水道工務課

98大門本江地内　配水管布設替工事 大門本江 φ１００ｍｍ外　Ｌ＝３８０ｍ 約５か月 一般 管 第３四半期 上水道工務課

99庄西町一丁目地内　配水管布設替工事 庄西町一丁目 φ１００ｍｍ　　Ｌ＝１８０ｍ 約３か月 一般 管 第３四半期 上水道工務課

100北野地内　　配水管布設工事 北野（西円） φ５０ｍｍ　　　Ｌ＝９０ｍ 約３か月 指名 管 第３四半期 上水道工務課



【注意事項】

　１　公表の対象は、予定価格が２５０万円（消費税等を含む。）を超えると見込まれる工事です。

　２　ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
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平成31年度　射水市公共工事等発注予定表

101新開発地内　仮設道路撤去・復旧工事 新開発 土工事　　一式 約３か月 一般 土木一式 第３四半期 上水道工務課

102赤井地内外　仮設道路撤去・復旧工事 赤井外 土工事　　一式 約５か月 一般 土木一式 第３四半期 上水道工務課

103高木地内　用地整備工事 高木 土工事　　一式 約３か月 指名 土木一式 第３四半期 上水道工務課

104
公共下水道(雨水)娶川排水区雨水調整池機械電気設備
工事

鷲塚 ポンプ機械・電気設備工1.0式 約４か月 指名 機械器具設置 第２四半期 下水道工務課

105公共下水道(雨水)娶川排水区雨水調整池場内整備工事 鷲塚 場内整備1.0式 約５か月 一般 土木一式 第２四半期 下水道工務課

106公共下水道(雨水)片口第１排水区雨水幹線基礎工事 新片町５丁目他 基礎工（既製杭）1.0式 約５か月 一般 土木一式 第３四半期 下水道工務課

107公共下水道(雨水)夢美野排水区雨水函渠整備工事 三ケ 函渠工1.0式 約７か月 一般 土木一式 第２四半期 下水道工務課

108特環下水道　3-9-1処理分区汚水管布設工事 池多 PRPφ150mm L=300m 約３か月 一般 土木一式 第１四半期 下水道工務課

109公共下水道（改築）舗装復旧（その9）工事 本町2丁目 舗装工　A=330m
2 約２か月 指名 ほ装 第１四半期 下水道工務課

110
公共下水道（改築）太閤山処理区汚水管更生（第18工
区）工事

南太閤山 開削工　L=50m、更生工　L=100m約３か月 一般 土木一式 第１四半期 下水道工務課

111
公共下水道（改築）太閤山処理区汚水管改築（第22工
区）工事

南太閤山 推進工　L=30m 約３か月 一般 土木一式 第１四半期 下水道工務課

112
公共下水道（改築）太閤山処理区舗装復旧（その5）
工事

南太閤山 舗装工　A=1000m
2 約２か月 一般 ほ装 第２四半期 下水道工務課

113新湊中学校プロムナード排水路改修工事 鏡宮 排水改良工事　L＝約100ｍ 約４か月 指名 土木一式 第１四半期 学校教育課

114中学校特別教室空調設備整備工事 八幡町三丁目外 特別教室へのエアコン設置 約６か月 一般 管 第２四半期 学校教育課

115本江分団屯所大規模改修工事 本江北 消防分団屯所大規模改修 約３か月 指名 建築一式 第１四半期 消防本部総務課

116旧庄西分団屯所解体工事 庄西町 旧消防分団屯所解体 約１か月 指名 土木一式 第２四半期 消防本部総務課

117射水市消防本部グラウンド舗装工事 橋下条
消防本部グラウンドアスファルト舗
装

約１か月 指名 ほ装 第２四半期 消防本部総務課

118防火水槽築造工事 市井 耐震性４０立方級防火水槽 約４か月 指名 土木一式 第２四半期 射水消防署 警防課

119射水市民病院小荷物専用昇降機リニューアル工事 朴木
小荷物専用昇降機１台のリニューア
ル

約４か月 随意 機械器具設置 第１四半期
市民病院経営管理

課

解体工事




