
令和２年度小田原市工事等発注予定表（第１回）

この表の記載内容についての注意事項

　１　記載している工事等の内容、発注予定時期、執行方法等は、諸条件により変更する場合があります。

　２　１つの工事等として記載していても、分離・分割、合併して発注する場合があります。

　３　工事等の箇所を特定していないものは記載していません。

　４　本予定表に記載していても、既に発注している工事等もあります。

No. 工事名 工事場所 工種 工事概要 執行方法 契約予定時期 発注課 備考

1 令和２年度小田原漁港交流促進施設植栽桝修繕工事 早川１番地の28 3 ヶ月 土木一式 植栽桝修繕　A=90㎡ 入札 第1四半期 水産海浜課

2 市民ホール外構工事 本町 4 ヶ月 土木一式 市民ホールの駐車場、植栽等の外構工事 入札 第2四半期 文化政策課

3 令和２年度　水道橋修繕工事 清水新田 7 ヶ月 土木一式 橋梁修繕　Ｌ＝３０．７ｍ　Ｗ＝６．０ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

4 令和２年度　新坂呂橋修繕工事 小竹 7 ヶ月 土木一式 橋梁修繕　Ｌ＝８０．０ｍ　Ｗ＝１０．５ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

5 令和２年度　狭あい道路整備　千代地内認定外道路道路改良工事 千代 4 ヶ月 土木一式 側溝整備　Ｌ＝７０．０ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

6 令和２年度　狭あい道路整備　市道2315道路改良工事 城山一丁目 4 ヶ月 土木一式 ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁　Ｌ＝１５．０ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

7 令和２年度　狭あい道路整備　高田地内認定外道路道路改良工事 高田 4 ヶ月 土木一式 舗装修繕　Ｌ＝８０．０ｍ　Ｗ＝２．９～４．０ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

8 令和２年度　矢作地内認定外道路側溝修繕工事 矢作 4 ヶ月 土木一式 側溝修繕　Ｌ＝７０．０ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

9 令和２年度　鴨宮地内認定外道路舗装修繕工事 鴨宮 4 ヶ月 土木一式 舗装修繕　Ｌ＝８５．０ｍ　Ｗ＝３．３ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

10 令和2年度交通安全施設整備市道0024ほか7路線防護柵等設置工事 早川三丁目ほか 4 ヶ月 土木一式 車止めＮ＝５４本、防護柵Ｎ＝１式 入札 第2四半期 道水路整備課

11 令和2年度交通安全施設整備市道0031ほか7路線防護柵等設置工事 扇町三丁目ほか 4 ヶ月 土木一式 車止めＮ＝４５本 入札 第2四半期 道水路整備課

12 令和2年度交通安全施設整備市道0051ほか8路線防護柵等設置工事 中里ほか 4 ヶ月 土木一式 車止めＮ＝４８本 入札 第2四半期 道水路整備課

13 令和２年度　市道2216道路改良工事 栄町一丁目 3 ヶ月 土木一式 信号線地中化　Ｌ＝１０．０ｍ　Ｗ＝５．０ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

14 令和２年度　市道2246道路改良工事 中町一丁目ほか 3 ヶ月 土木一式 歩道整備　Ｌ＝７５．０ｍ　Ｗ＝２．５ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

15 令和２年度　市道2421道路改良工事 久野 5 ヶ月 土木一式 排水施設整備　Ｌ＝１５０．０ｍ　Ｗ＝３．０ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

16 令和２年度　市道5048道路改良工事 中村原 3 ヶ月 土木一式 排水施設整備　Ｌ＝３０．０ｍ　Ｗ＝６．０ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

17 公共下水道工事 小竹 4 ヶ月 土木一式 Φ200mm　L=206ｍ　開削 入札 第2四半期 下水道整備課

18 公共下水道工事 国府津 2 ヶ月 土木一式 Φ200mm　L=60ｍ　開削 入札 第2四半期 下水道整備課

工事期間
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19 公共下水道雨水渠工事（第３工区） 飯田岡 4 ヶ月 土木一式 雨水渠改良　Ｕ１８００×１７００　Ｌ＝　５０ｍ　開削 入札 第2四半期 下水道整備課

20 地震対策工事（その１） 板橋他 6 ヶ月 土木一式 管更生　φ200・250　Ｌ＝645ｍ 入札 第2四半期 下水道整備課

21 地震対策工事（その２） 南町二丁目他 6 ヶ月 土木一式 管更生　φ250・300　Ｌ＝635ｍ 入札 第2四半期 下水道整備課

22 地震対策工事（その３） 本町二丁目他 6 ヶ月 土木一式 管更生　φ250　Ｌ＝615ｍ 入札 第2四半期 下水道整備課

23 地震対策工事（その４） 浜町一丁目他 6 ヶ月 土木一式 管更生　φ250　Ｌ＝650ｍ 入札 第2四半期 下水道整備課

24 西部第一号汚水幹線地震対策工事（その1） 栄町四丁目他 8 ヶ月 土木一式 管更生　φ700　Ｌ＝450ｍ 入札 第2四半期 下水道整備課

25 長寿命化工事（その1） 中町三丁目他 6 ヶ月 土木一式 管更生　φ250・300　Ｌ＝515ｍ 入札 第2四半期 下水道整備課

26 西大友地内用排水路改良工事 西大友　地内 4 ヶ月 土木一式 水路改良　L=115m 入札 第3四半期 農政課

27 鬼柳地内用排水路改良工事 鬼柳　地内 3 ヶ月 土木一式 水路改良　L=15m、W=2.26ｍ 入札 第3四半期 農政課

28 令和２年度　準用河川塔台川維持修繕工事 羽根尾 3 ヶ月 土木一式 コンクリート板柵工　Ｌ＝２０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

29 令和２年度　池田排水路維持修繕工事 飯田岡ほか 3 ヶ月 土木一式 嵩上げ壁工（両岸）　Ｌ＝９０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

30 令和２年度　準用河川下菊川改修工事 鴨宮 5 ヶ月 土木一式 Ｕ型水路　Ｕ５，３００×４，０００　Ｌ＝１０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

31 令和２年度　準用河川関口川改良工事 田島 4 ヶ月 土木一式 ブロック積護岸（右岸）　Ｌ＝２０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

32 令和２年度　普通河川八ツ沢川改良工事 国府津 3 ヶ月 土木一式 ブロック積護岸（左岸）　Ｌ＝６ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

33 令和２年度　寺下排水路多自然水路整備工事 曽比 5 ヶ月 土木一式 玉石積護岸（両岸）　Ｌ＝１００ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

34 令和２年度　白糸橋修繕工事 根府川 4 ヶ月 土木一式 橋梁修繕　Ｌ＝１５．２ｍ　Ｗ＝１０．５ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

35 令和２年度　山容橋修繕工事 桑原 4 ヶ月 土木一式 橋梁修繕　Ｌ＝２．２ｍ　Ｗ＝７．０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

36 令和２年度　羽根尾橋修繕工事 羽根尾ほか 4 ヶ月 土木一式 橋梁修繕　Ｌ＝６．０ｍ　Ｗ＝５．０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

37 令和２年度　梨ノ木橋修繕工事 下堀 4 ヶ月 土木一式 橋梁修繕　Ｌ＝１２．０ｍ　Ｗ＝２．５ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

38 令和２年度　西耕地橋修繕工事 久野ほか 4 ヶ月 土木一式 橋梁修繕　Ｌ＝１０．５ｍ　Ｗ＝５．４ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

39 令和２年度　市道2474側溝修繕工事 飯田岡 4 ヶ月 土木一式 側溝修繕　Ｌ＝３０．０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

40 令和２年度　市道2246ほか1路線道路改良工事 栄町三丁目ほか 4 ヶ月 土木一式 歩道整備　Ｌ＝６０．０ｍ　Ｗ＝２．５～５．０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

41 令和２年度　市道0036道路改良工事 久野 4 ヶ月 土木一式 排水施設整備　Ｌ＝５０．０ｍ　Ｗ＝５．２ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

42 令和２年度　市道0068道路改良工事 延清 4 ヶ月 土木一式 歩道整備　Ｌ＝２０．０ｍ　Ｗ＝４．０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

43 令和２年度　市道1012道路改良工事 根府川 3 ヶ月 土木一式 道路拡幅　Ｌ＝１５．０ｍ　Ｗ＝１．０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

44 令和２年度　市道2189道路改良工事 栄町一丁目ほか 4 ヶ月 土木一式 排水施設整備　Ｌ＝８０．０ｍ　Ｗ＝３．０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課



45 公共下水道工事 飯泉 4 ヶ月 土木一式 Φ200mm　L=200ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

46 公共下水道工事 多古 3 ヶ月 土木一式 Φ200mm　L=190ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

47 公共下水道雨水渠工事（第１工区） 栢山・曽比 4 ヶ月 土木一式 雨水渠改良　Ｕ３０００×１５００　Ｌ＝　３０ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

48 公共下水道雨水渠工事（第２工区） 栢山・曽比 4 ヶ月 土木一式 雨水渠改良　□１４００×１２００　Ｌ＝　２０ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

49 公共下水道雨水渠工事（第４工区） 蓮正寺 4 ヶ月 土木一式 雨水渠改良　Ｕ１２００×１０００　Ｌ＝　８０ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

50 公共下水道雨水渠工事（改良第１工区） 久野 4 ヶ月 土木一式 雨水渠改良　Ｕ６００×６００　Ｌ＝　８０ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

51 公共下水道雨水渠工事（改良第２工区） 扇町三丁目 3 ヶ月 土木一式 雨水渠改良　Ｕ４０００×２０００　Ｌ＝　１２ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

52 公共下水道雨水渠工事（改良第３工区） 国府津 4 ヶ月 土木一式 雨水渠改良　Ｕ１１００×１１００　Ｌ＝　４５ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

53 公共下水道雨水渠工事（改良第４工区） 飯田岡 4 ヶ月 土木一式 雨水渠改良　Ｕ６００×６００　Ｌ＝　８０ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

54 地震対策工事（その５） 浜町四丁目他 5 ヶ月 土木一式 管更生　φ250　Ｌ＝470ｍ 入札 第3四半期 下水道整備課

55 地震対策工事（その６） 栄町三丁目他 5 ヶ月 土木一式 管更生　φ250　Ｌ＝400ｍ 入札 第3四半期 下水道整備課

56 地震対策工事（その７） 国府津他 6 ヶ月 土木一式 管更生　φ200～800　Ｌ＝330ｍ 入札 第3四半期 下水道整備課

57 地震対策工事（その８） 東町五丁目他 5 ヶ月 土木一式 管更生　φ250　Ｌ＝365ｍ 入札 第3四半期 下水道整備課

58 西部第一号汚水幹線地震対策工事（その2） 南町一丁目他 5 ヶ月 土木一式 管更生　φ400・500　Ｌ＝190ｍ 入札 第3四半期 下水道整備課

59 西部第十七号汚水幹線地震対策工事 栄町一丁目他 5 ヶ月 土木一式 管更生　φ800　Ｌ＝130ｍ 入札 第3四半期 下水道整備課

60 長寿命化工事（その2） 浜町三丁目他 5 ヶ月 土木一式 管更生　φ250　Ｌ＝480ｍ 入札 第3四半期 下水道整備課

61 長寿命化工事（その3） 南町三丁目他 4 ヶ月 土木一式 マンホール蓋替え　Ｎ＝18箇所 入札 第3四半期 下水道整備課

62 長寿命化工事（その4） 東町二丁目他 3 ヶ月 土木一式 マンホール蓋替え　Ｎ＝7箇所 入札 第3四半期 下水道整備課

63 長寿命化改築工事（その1） 浜町三丁目他 5 ヶ月 土木一式 管更生　φ250　Ｌ＝370ｍ 入札 第3四半期 下水道整備課

64 長寿命化改築工事（その2） 板橋 4 ヶ月 土木一式 管更生　φ200・250　Ｌ＝180ｍ 入札 第3四半期 下水道整備課

65 不明水対策人孔蓋工事 中町三丁目他 4 ヶ月 土木一式 マンホール蓋替え　Ｎ＝30箇所 入札 第3四半期 下水道整備課

66 公共下水道工事 曽比 3 ヶ月 土木一式 Φ200mm　L=168ｍ　開削 入札 第4四半期 下水道整備課

67 公共下水道工事 曽比 3 ヶ月 土木一式 Φ200mm　L=150ｍ　開削 入札 第4四半期 下水道整備課

68 公共下水道工事 曽比 3 ヶ月 土木一式 Φ200mm　L=150ｍ　開削 入札 第4四半期 下水道整備課

69 小田原市立東富水小学校南校舎外壁等改修工事 中曽根 5 ヶ月 建築一式 外壁改修 入札 第1四半期 建築課

70 回遊促進施設新築工事 本町1丁目 5 ヶ月 建築一式 新築工事 随意契約 第1四半期 建築課

71 岡本出張所仕上げ舗装等工事 南足柄市岩原 3 ヶ月 建築一式 舗装工事等 随意契約 第1四半期 建築課

72 第二水源地排煙窓止水対策工事 蓮正寺 2.5 ヶ月 建築一式 排煙窓及び開口部止水対策 随意契約 第1四半期 水質管理課
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73 市民ホール休憩コーナー内装工事 本町 4 ヶ月 建築一式 内装工事 入札 第2四半期 文化政策課

74 小田原市立下府中小学校南校舎西側外壁等改修工事 酒匂 6 ヶ月 建築一式 外壁改修 入札 第2四半期 建築課

75 小田原市前羽小学校床改修工事 前川 3 ヶ月 建築一式 床改修 入札 第2四半期 建築課

76 小田原市立矢作小学校南校舎外壁等改修工事 矢作 5 ヶ月 建築一式 外壁改修 入札 第2四半期 建築課

77 保健センター外壁等改修工事 酒匂二丁目 6 ヶ月 建築一式 外壁改修 入札 第2四半期 建築課

78 小田原市営橘住宅1号棟外壁改修その他工事 中村原 6 ヶ月 建築一式 外壁改修 入札 第2四半期 建築課

79 小田原市営蓮正寺住宅4号棟外壁改修その他工事 蓮正寺 6 ヶ月 建築一式 外壁改修 入札 第2四半期 建築課

80 上府中公園トイレ改修工事 東大友 5 ヶ月 建築一式 ﾄｲﾚ改修 入札 第2四半期 建築課

81 国府津駅前駐輪場等整備工事 国府津四丁目 12 ヶ月 建築一式 新築工事 入札 第2四半期 建築課

82 回遊促進施設内装工事 本町1丁目 5 ヶ月 建築一式 内装工事 入札 第2四半期 建築課

83 成田出張所仕上げ舗装等工事 成田 3 ヶ月 建築一式 舗装工事等 随意契約 第2四半期 建築課

84 小田原市立国府津小学校鉄骨階段改修工事 国府津 4 ヶ月 建築一式 屋外階段改修 入札 第3四半期 建築課

85 小田原市立酒匂小学校建具改修工事 酒匂五丁目 4 ヶ月 建築一式 建具改修 入札 第3四半期 建築課

86 小田原市豊川小学校屋内運動場屋根塗装改修工事 成田 3 ヶ月 建築一式 塗装改修 入札 第3四半期 建築課

87 小田原市立白鴎中学校屋内運動場外壁改修工事 東町四丁目 5 ヶ月 建築一式 外壁改修 入札 第3四半期 建築課

88 小田原漁港本港漁具倉庫シャッター改修工事 早川一丁目 4 ヶ月 建築一式 建具改修 入札 第3四半期 建築課

89 第１分団建替え工事 浜町四丁目 9 ヶ月 建築一式 新築工事 入札 第3四半期 建築課

90 曽我地区地域コミュニティ活動の場整備 曽我大沢 3.5 ヶ月 建築一式 パイプシャッタ設置 入札 第3四半期 建築課

91 上府中地区地域コミュニティ活動の場整備 千代 3 ヶ月 建築一式 パイプシャッタ設置 入札 第3四半期 建築課

92 豊川地区地域コミュニティ活動の場整備 成田 3.5 ヶ月 建築一式 パイプシャッタ設置 入札 第3四半期 建築課

93 看護宿舎北棟解体伴うエントランス等整備工事 久野 4 ヶ月 建築一式 エントランス等整備工事 入札 第3四半期 建築課

94 小田原市営谷津住宅3号棟手摺改修工事 城山二丁目 3 ヶ月 建築一式 手摺改修 入札 第4四半期 建築課

95 看護宿舎北棟解体伴う電気設備工事 久野 3 ヶ月 電気 看護宿舎解体に伴う電気設備工事 入札 第1四半期 建築課

96 豊川地区地域コミュニティ活動の場整備に伴う電気設備工事 成田 4 ヶ月 電気 空調設備設置に伴う電気設備工事 入札 第1四半期 建築課

97 酒匂地区地域コミュニティ活動の場整備に伴う電気設備工事 酒匂五丁目 4 ヶ月 電気 空調設備設置に伴う電気設備工事 入札 第1四半期 建築課

98 橘タウンセンターこゆるぎ高圧交流負荷開閉装置更新工事 羽根尾 3 ヶ月 電気 高圧負荷開閉装置更新 入札 第2四半期 建築課

99 城山陸上競技場トレーニングルーム等照明改修工事 中曽根 4 ヶ月 電気 照明設備改修工事 入札 第2四半期 建築課

100 小田原アリーナ・テニスガーデン駐車場照明改修工事 中曽根 4 ヶ月 電気 照明設備改修工事 入札 第2四半期 建築課



101 上府中公園トイレ改修に伴う電気設備工事 東大友 5 ヶ月 電気 ﾄｲﾚ改修に伴う電気設備工事 入札 第2四半期 建築課

102 回遊促進施設内装に伴う電気設備工事 本町1丁目 5 ヶ月 電気 電気設備工事 入札 第2四半期 建築課

103 小田原消防署電気設備改修工事 前川 6 ヶ月 電気 照明設備改修工事 入札 第2四半期 建築課

104 流量計設置工事 鬼柳 4 ヶ月 電気 流量計設置　1箇所 入札 第2四半期 下水道整備課

105 第二水源地場内監視カメラ設置工事 蓮正寺 4 ヶ月 電気 監視カメラ設置 入札 第2四半期 水質管理課

106 江之浦配水池配水流量計更新工事 江之浦 5 ヶ月 電気 流量計更新 入札 第2四半期 水質管理課

107 国府津駅前駐輪場等整備に伴う電気設備工事 国府津四丁目 12 ヶ月 電気 新築に伴う電気設備工事 入札 第3四半期 建築課

108 小田原アリーナトレーニングルーム照明改修工事 中曽根 4 ヶ月 電気 照明設備改修工事 入札 第3四半期 建築課

109 小田原市立下府中小学校屋内運動場非構造部材（照明）改修工事 酒匂 4 ヶ月 電気 照明設備改修工事 入札 第3四半期 建築課

110 小田原市立報徳小学校屋内運動場非構造部材（照明）改修工事 小台 4 ヶ月 電気 照明設備改修工事 入札 第3四半期 建築課

111 小田原市立白鷗中学校屋内運動場非構造部材（照明）改修工事 東町 4 ヶ月 電気 照明設備改修工事 入札 第3四半期 建築課

112 小田原市営螢田住宅階段灯LED改修工事 蓮正寺 4 ヶ月 電気 照明設備改修工事 入札 第3四半期 建築課

113 小田原市立芦子小学校２階多目的室・４階多目的室（音楽室）空調設備設置に伴う電気工事 扇町 4 ヶ月 電気 空調設備増設に伴う電気設備工事 入札 第3四半期 建築課

114 小田原市立町田小学校図書室・音楽室空調設備設置に伴う電気工事 寿町二丁目 4 ヶ月 電気 空調設備増設に伴う電気設備工事 入札 第3四半期 建築課

115 小田原市立片浦小学校家庭科室・音楽室空調設備設置に伴う電気工事 根府川 4 ヶ月 電気 空調設備増設に伴う電気設備工事 入札 第3四半期 建築課

116 小田原市立曽我小学校音楽室・多目的室空調設備設置に伴う電気工事 曽我大沢 4 ヶ月 電気 空調設備増設に伴う電気設備工事 入札 第3四半期 建築課

117 前羽小学校音楽室・多目的ホール空調設備設置に伴う電気工事 前川 4 ヶ月 電気 空調設備増設に伴う電気設備工事 入札 第3四半期 建築課

118 小田原地下街電灯盤トランス更新工事 栄町一丁目 4 ヶ月 電気 受変電設備改修工事 随意契約 第3四半期 建築課

119 看護宿舎北棟解体伴う機械設備工事 久野 3 ヶ月 管 看護宿舎解体に伴う機械設備工事 入札 第1四半期 建築課

120 小田原市立下曽我小学校受水槽等改修工事 下曽我 3 ヶ月 管 受水槽、高架水槽改修工事 入札 第1四半期 建築課

121 小田原市立報徳小学校受水槽等改修工事 小台 3 ヶ月 管 受水槽、高架水槽改修工事 入札 第1四半期 建築課

122 小田原市立城山中学校受水槽等改修工事 城山三丁目 3 ヶ月 管 受水槽、高架水槽改修工事 入札 第1四半期 建築課

123 豊川地区地域コミュニティ活動の場整備に伴う機械設備工事 成田 4 ヶ月 管 空調設備設置工事 入札 第1四半期 建築課

124 酒匂地区地域コミュニティ活動の場整備に伴う機械設備工事 酒匂五丁目 4 ヶ月 管 空調設備設置工事 入札 第1四半期 建築課

125 第二水源地空調機更新工事 蓮正寺 2.5 ヶ月 管 空調機更新 入札 第1四半期 水質管理課

126 尊徳記念館冷温水発生機１号機更新工事 栢山 5 ヶ月 管 冷温水発生機の更新 入札 第2四半期 建築課

127 小田原市立大窪小学校トイレ洋式化工事 板橋 3 ヶ月 管 ﾄｲﾚ洋式化工事 入札 第2四半期 建築課

128 小田原市営籠場住宅ガス管改修工事 鬼柳 4 ヶ月 管 ガス配管改修工事 随意契約 第2四半期 建築課
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129 上府中公園トイレ改修に伴う機械設備工事 東大友 5 ヶ月 管 ﾄｲﾚ改修に伴う機械設備工事 入札 第2四半期 建築課

130 上府中地区地域コミュニティ活動の場整備に伴う機械設備工事 千代 3 ヶ月 管 空調設備設置工事 入札 第2四半期 建築課

131 回遊促進施設内装に伴う機械設備工事 本町1丁目 5 ヶ月 管 機械設備工事 入札 第2四半期 建築課

132 小田原消防署空調設備改修工事 前川 6 ヶ月 管 空調設備改修工事 入札 第2四半期 建築課

133 国府津駅前駐輪場等整備に伴う機械設備工事 国府津四丁目 12 ヶ月 管 新築に伴う機械設備工事 入札 第3四半期 建築課

134 市役所本庁舎市庁舎電算機室空調機更新工事 荻窪 3 ヶ月 管 空調設備改修工事 入札 第3四半期 建築課

135 小田原市営螢田住宅4号棟排水管改修工事 蓮正寺 3 ヶ月 管 排水管改修工事 入札 第3四半期 建築課

136 小田原市営久野住宅1号棟排水管改修工事 久野 3 ヶ月 管 排水管改修工事 入札 第3四半期 建築課

137 小田原市立芦子小学校２階多目的室・４階多目的室（音楽室）空調設備設置工事 扇町 4 ヶ月 管 空調設備増設工事 入札 第3四半期 建築課

138 小田原市立町田小学校図書室・音楽室空調設備設置工事 寿町二丁目 4 ヶ月 管 空調設備増設工事 入札 第3四半期 建築課

139 小田原市立片浦小学校家庭科室・音楽室空調設備設置工事 根府川 4 ヶ月 管 空調設備増設工事 入札 第3四半期 建築課

140 小田原市立曽我小学校音楽室・多目的室空調設備設置工事 曽我大沢 4 ヶ月 管 空調設備増設工事 入札 第3四半期 建築課

141 前羽小学校音楽室・多目的ホール空調設備設置工事（音楽室他空調設備設置工事） 前川 4 ヶ月 管 空調設備増設工事 入札 第3四半期 建築課

142 高田浄水場浄水管理棟事務室空調設備更新工事 高田 2.5 ヶ月 管 空調機更新 入札 第3四半期 水質管理課

143 坊山農道改良工事 前川　地内 4 ヶ月 ほ装 道路改良　L=100m、W=3.0ｍ 入札 第2四半期 農政課

144 広域農道小田原中井線舗装改良工事 沼代・小竹　地内 4 ヶ月 ほ装 道路改良　L=550m、W=7.0ｍ 入札 第2四半期 農政課

145 星山農道舗装改良工事 久野　地内 4 ヶ月 ほ装 道路改良　L=90m、W=5.0ｍ 入札 第2四半期 農政課

146 令和２年度　市道００４８舗装修繕工事 飯泉ほか 4 ヶ月 ほ装 舗装修繕　Ｌ＝１１２．０ｍ　Ａ＝８４０㎡ 入札 第2四半期 道水路整備課

147 令和２年度　市道００６２舗装修繕工事 桑原 4 ヶ月 ほ装 舗装修繕　Ｌ＝３９０．０ｍ　Ａ＝２，１８４㎡ 入札 第2四半期 道水路整備課

148 令和２年度　市道０００６舗装修繕工事 城山一丁目ほか 4 ヶ月 ほ装 舗装修繕　Ｌ＝１８５．０ｍ　Ａ＝１，９８０㎡ 入札 第2四半期 道水路整備課

149 令和２年度　市道００１１舗装修繕工事 寿町二丁目ほか 4 ヶ月 ほ装 舗装修繕　Ｌ＝８５．０ｍ　Ａ＝４８５㎡ 入札 第2四半期 道水路整備課

150 令和２年度　市道００２７舗装修繕工事 板橋 4 ヶ月 ほ装 舗装修繕　Ｌ＝２００．０ｍ　Ａ＝１，０６０㎡ 入札 第2四半期 道水路整備課

151 令和２年度　市道００４１舗装修繕工事 曽比 4 ヶ月 ほ装 舗装修繕　Ｌ＝５１．０ｍ　Ａ＝２８６㎡ 入札 第2四半期 道水路整備課

152 流量計設置に伴う路面復旧工事（その１） 多古　 3 ヶ月 ほ装 Ａ＝30㎡　Ｌ＝10ｍ　 入札 第2四半期 下水道整備課

153 流量計設置に伴う路面復旧工事（その２） 桑原 3 ヶ月 ほ装 Ａ＝180㎡　Ｌ＝30ｍ 入札 第2四半期 下水道整備課

154 令和２年度　市道００６８舗装修繕工事 西大友 4 ヶ月 ほ装 舗装修繕　Ｌ＝９５．０ｍ　Ａ＝５７０㎡ 入札 第3四半期 道水路整備課

155 飯泉配水管工事に伴う路面復旧工事 飯泉 4 ヶ月 ほ装 A=2,000㎡ 入札 第3四半期 工務課

156 上府中公園園路舗装改修工事 東大友 4 ヶ月 ほ装 園路舗装改修　Ａ＝１，2００㎡ 入札 第4四半期 みどり公園課



157 小田原市立新玉小学校屋内運動場屋上防水改修その他工事 浜町二丁目 4 ヶ月 防水 屋上防水 入札 第2四半期 建築課

158 小田原市立大窪小学校特別教室棟屋上防水改修工事 板橋 4 ヶ月 防水 屋上防水 入札 第2四半期 建築課

159 小田原市立富士見小学校給食調理場屋上防水等改修工事 南鴨宮 3 ヶ月 防水 防水改修 入札 第2四半期 建築課

160 リサイクルセンター屋上防水改修工事 久野 4 ヶ月 防水 防水改修 入札 第3四半期 建築課

161 小田原市営螢田住宅7号棟屋上防水改修工事 蓮正寺 3 ヶ月 防水 屋上防水 入札 第3四半期 建築課

162 小田原市営螢田住宅8号棟屋上防水改修工事 蓮正寺 3 ヶ月 防水 屋上防水 入札 第3四半期 建築課

163 小田原市公設水産地方卸売市場電気室屋上防水改修工事 早川1丁目 3 ヶ月 防水 屋上防水 入札 第3四半期 建築課

164 不燃物処理設備改修工事 府川 7 ヶ月 機械器具設置 不燃物処理設備の修繕 入札 第1四半期 環境事業センター

165 令和2年度　小田原駅西口東町線非常用ポンプ更新工事 扇町一丁目 10 ヶ月 機械器具設置 非常用ポンプＮ＝1台 入札 第1四半期 道水路整備課

166 扇町クリーンセンター前処理設備改修工事 扇町 3 ヶ月 機械器具設置 １系ドラムスクリーン及びスクリュープレスの整備 入札 第1四半期 環境保護課

167 穴部頭首工改良工事 飯田岡　地内 6 ヶ月 機械器具設置 油圧ユニット交換 入札 第2四半期 農政課

168 尊徳記念館給水ポンプ上水・井水交換工事 栢山 6 ヶ月 機械器具設置 上水及び井水給水ポンプの更新 入札 第2四半期 建築課

169 早川中継ポンプ場脱臭設備改修工事 早川一丁目 5 ヶ月 機械器具設置 脱臭設備改修 入札 第2四半期 下水道整備課

170 前川３号マンホールポンプ汚水ポンプ改修工事 前川 6 ヶ月 機械器具設置 汚水ポンプ改修 入札 第2四半期 下水道整備課

171 小竹マンホールポンプ汚水ポンプ改修工事 小竹 6 ヶ月 機械器具設置 汚水ポンプ改修 入札 第2四半期 下水道整備課

172 下水道管理センター流入渠ゲート設置工事 寿町五丁目 6 ヶ月 機械器具設置 ゲート設置 入札 第2四半期 下水道整備課

173 高田浄水場２号沈殿池フロキュレーター修理工事 高田 6 ヶ月 機械器具設置 フロキュレーター修理 入札 第2四半期 水質管理課

174 根府川第二浄水場No.２膜モジュール交換工事 根府川 4.5 ヶ月 機械器具設置 膜モジュール交換 随意契約 第2四半期 水質管理課

175 新久野配水池送水ポンプ修理工事 府川 5 ヶ月 機械器具設置 送水ポンプ整備 入札 第2四半期 水質管理課

176 下水道管理センター焼却設備撤去工事 寿町五丁目 15 ヶ月 機械器具設置 焼却炉撤去 入札 第3四半期 下水道整備課

177 高田浄水場汚泥調整池No.１汚泥搔寄機修理工事 高田 3 ヶ月 機械器具設置 汚泥搔寄機修理 入札 第3四半期 水質管理課

178 片浦地区テレメータ機器更新工事 根府川ほか 5 ヶ月 電気通信 テレメータ機器更新 入札 第2四半期 水質管理課

179 小田原球場判定表示等改修工事 東大友 4 ヶ月 電気通信 判定表示等改修工事　1.0式 随意契約 第4四半期 みどり公園課

180 史跡小田原城跡　御用米曲輪修景整備工事 城内 7 ヶ月 造園 修景整備工事 入札 第2四半期 みどり公園課

181 史跡石垣山 井戸曲輪等石垣保全対策工事 早川 4 ヶ月 造園 保全対策工事 入札 第2四半期 みどり公園課

182 鳴沢公園ほか遊具更新工事 国府津 3 ヶ月 造園 遊具更新　N=3.0基 入札 第2四半期 みどり公園課

183 城山第三公園遊具更新工事 城山一丁目 3 ヶ月 造園 遊具更新　N=3.0基 入札 第3四半期 みどり公園課

184 国府津配水管第2工事 国府津 4 ヶ月 水道施設 φ300　L=40m、φ150　L=10m 入札 第1四半期 工務課
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185 城山配水管工事 城山 8 ヶ月 水道施設 φ350　L=50m 入札 第1四半期 工務課

186 風祭配水管改良工事 風祭 5 ヶ月 水道施設 配水管布設　φ７５ｍｍ　Ｌ＝９０．０ｍ 入札 第2四半期 給水課

187 高田配水管新設工事 高田 3 ヶ月 水道施設 配水管布設　φ７５ｍｍ　Ｌ＝６０．０ｍ 入札 第2四半期 給水課

188 中里配水管新設工事 中里 4 ヶ月 水道施設 配水管布設　φ７５ｍｍ　Ｌ＝６６．０ｍ 入札 第2四半期 給水課

189 減圧弁更新工事 根府川 4 ヶ月 水道施設 減圧弁更新　φ100ｍｍ　１基、φ150ｍｍ　１基 入札 第2四半期 給水課

190 応急給水口設置工事 千代　他 5 ヶ月 水道施設 応急給水口設置　７校 入札 第2四半期 給水課

191 久野送水管(成田地内)改良工事 成田 9 ヶ月 水道施設 φ600　L=425m 入札 第2四半期 工務課

192 荻窪配水管工事 荻窪 10 ヶ月 水道施設 φ400　L=220m、φ200　L=20m、φ100　L=320m 入札 第2四半期 工務課

193 国府津配水管工事 国府津 9 ヶ月 水道施設 φ400　L=120m、φ250　L=20m、φ100　L=120m 入札 第2四半期 工務課

194 栄町配水管工事 栄町 7 ヶ月 水道施設 φ200　L=15m、φ100　L=255m、φ75　L=10m 入札 第2四半期 工務課

195 栄町配水管第2工事 栄町 5 ヶ月 水道施設 φ100　L=170m 入札 第2四半期 工務課

196 千代配水管工事 千代 4 ヶ月 水道施設 φ 75　L=130m 入札 第2四半期 工務課

197 国府津配水管新設工事 国府津 3 ヶ月 水道施設 φ 75　L=60m 入札 第2四半期 工務課

198 飯泉配水管改良工事 飯泉 4 ヶ月 水道施設 φ150　L=75m 入札 第2四半期 工務課

199 下水道工事に伴う曽比配水管工事 曽比 5 ヶ月 水道施設 φ150　L=170m、φ100　L=20m 入札 第2四半期 工務課

200 環境事業センター焼却炉修繕その1工事 久野 4 ヶ月 清掃施設 焼却炉及び付帯設備の定期修繕 随意契約 第1四半期 環境事業センター

201 環境事業センター焼却炉修繕その2工事 久野 4 ヶ月 清掃施設 焼却炉及び付帯設備の定期修繕 随意契約 第3四半期 環境事業センター

202 小田原市営栢山住宅解体工事 栢山 6 ヶ月 解体 解体工事 入札 第2四半期 建築課

203 旧片浦支所解体工事 根府川 3 ヶ月 解体 解体工事 入札 第3四半期 建築課

204 看護宿舎北棟解体工事 久野 10 ヶ月 解体 看護宿舎解体工事 入札 第1四半期 建築課



No. 業務名 履行場所 履行期間 種類 業務概要 執行方法 契約予定時期 発注課 備考

1 看護宿舎解体に伴うエントランス等整備工事設計業務委託 久野 5 ヶ月 建築設計 エントランス等整備工事設計業務 入札 第1四半期 建築課

2 新病院建設に伴う地質調査業務委託 久野 4 ヶ月 地質調査（機器を用いる地質分析等） 地質調査 入札 第1四半期 建築課

3 令和２年度　小田原用水保全整備実施設計業務委託 板橋 4 ヶ月 河川砂防及び海岸・海洋 実施設計　Ｌ＝３５ｍ 入札 第1四半期 道水路整備課

4 令和２年度　市立病院建替えに伴う道路実施設計業務委託 久野 9 ヶ月 道路 実施設計　Ｌ＝２００ｍ 入札 第1四半期 道水路整備課

5 令和2年度ポンプ場施設基本調査業務委託 扇町一丁目ほか 8 ヶ月 道路 市内ポンプ場Ｎ＝７箇所 入札 第2四半期 道水路整備課

6 中曽根補助水源深井戸更新設計業務 中曽根 9 ヶ月 上水道及び工業用水道 深井戸更新工事の設計業務 入札 第2四半期 水質管理課

7 公共下水道工事に係る実施設計業務委託 栢山 6 ヶ月 下水道 実施設計　L=314m 入札 第3四半期 下水道整備課

8 早川中継ポンプ場耐震設計 早川一丁目 7 ヶ月 下水道 耐震補強 入札 第2四半期 下水道整備課

9 早川中継ポンプ場汚水ポンプ等改修詳細設計 早川一丁目 7 ヶ月 下水道 汚水ポンプ等改修 入札 第2四半期 下水道整備課

10 西部第一号汚水幹線実施設計業務委託 寿町五丁目他 8 ヶ月 下水道 実施設計　φ900～1500 入札 第2四半期 下水道整備課

11 久野霊園合葬式墓地実施設計業務委託 久野 5 ヶ月 施工計画施工設備積算 合葬式墓地設計業務委託　　1.0式 随意契約 第2四半期 みどり公園課

12 看護宿舎解体に伴う環境影響調査業務委託 久野 3 ヶ月 損失補償調査 損失補償調査 入札 第1四半期 建築課

13 国府津駅前駐輪場等整備工事に係る環境影響調査業務委託 国府津 4 ヶ月 損失補償調査 損失補償調査 入札 第2四半期 建築課

14 旧片浦支所解体に伴う環境影響調査業務委託 根府川 2 ヶ月 損失補償調査 損失補償調査 入札 第2四半期 建築課

15 小田原市営栢山住宅解体工事に伴う環境影響調査 栢山 3 ヶ月 損失補償調査 損失補償調査 入札 第2四半期 建築課

16 消防団第1分団待機宿舎建設工事に伴う環境影響調査業務委託 浜町1丁目 2 ヶ月 損失補償調査 損失補償調査 入札 第3四半期 建築課
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