
平成２９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 工事期間 工事概要 発注予定時期 執行方法 発注課 備考

1清閑亭周辺散策路整備工事 城内 土木一式 3ヶ月 散策路設置  Ｌ＝７２ｍ　Ｗ＝２．３ｍ 第1四半期 入札 観光課

2石垣山農道改良工事 早川 土木一式 1ヶ月 蓋設置　L=180ｍ 第1四半期 入札 農政課

3平成２９年度　水道橋修繕工事 清水新田 土木一式 6ヶ月 橋梁修繕　L＝３２ｍ　W=６．１ｍ 第1四半期 入札 道水路整備課

4平成２９年度市道２６９４道路改良工事 久野 土木一式 4ヶ月 道路改良　L＝３０ｍ　W=５．５ｍ 第1四半期 入札 道水路整備課

5小田原市立富士見小学校グラウンド改修工事 南鴨宮 土木一式 3ヶ月 グラウンド改修工事　A＝7827.0㎡ 第1四半期 入札 道水路整備課

6小田原市立片浦小学校グラウンド改修工事 根府川 土木一式 3ヶ月 グラウンド改修工事　A＝3100.0㎡ 第1四半期 入札 道水路整備課

7平成２９年度市道００２８道路改良工事 城山三丁目 土木一式 3ヶ月 道路改良　L＝３０ｍ　W=２．０ｍ 第1四半期 入札 道水路整備課

8平成２９年度市道００６２道路改良工事 成田 土木一式 3ヶ月 道路改良　L＝３０ｍ　W=４．００ｍ 第1四半期 入札 道水路整備課

9平成２９年度市道２２１６道路改良工事 栄町一丁目 土木一式 2ヶ月 道路改良　L＝１２０ｍ　W=７．０ｍ 第1四半期 入札 道水路整備課

10平成２９年度市道２２４６信号工事 中町二丁目 土木一式 2ヶ月 配管工事　L＝１０ｍ 第1四半期 入札 道水路整備課

11公共下水道工事（整備第１０工区） 曽比 土木一式 4ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝１１５ｍ　開削 第1四半期 入札 下水道整備課

12公共下水道雨水渠工事（第２工区） 栄町三丁目 土木一式 4ヶ月
雨水渠改良　□９００ｍｍ×６００ｍｍ
Ｌ＝３５ｍ　開削

第1四半期 入札 下水道整備課

13公共下水道地震対策工事（その2） 本町一丁目 土木一式 4ヶ月 管更生　φ２５０mm　Ｌ＝１０３ｍ 第1四半期 入札 下水道整備課

14公共下水道地震対策工事（その3） 栄町一丁目 土木一式 4ヶ月 管更生　φ２５０mm　Ｌ＝２１３ｍ 第1四半期 入札 下水道整備課

15公共下水道地震対策工事（その4） 栄町二丁目 土木一式 4ヶ月 管更生　φ２５０mm　Ｌ＝２３７ｍ 第1四半期 入札 下水道整備課

16公共下水道工事（整備第６工区） 早川 土木一式 3ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝７０ｍ　開削 第1四半期 入札 下水道整備課

17公共下水道工事（整備第７工区） 荻窪 土木一式 3ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝５０ｍ　開削 第1四半期 入札 下水道整備課

18農とみどりの整備事業坊山農道工事 前川 土木一式 4ヶ月 農道拡幅　L=70ｍ　W=3.0m 第2四半期 入札 農政課
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19
小田原漁港（新港西側地区）交流促進施設整
備に伴う外構工事

早川 土木一式 9ヶ月 交流促進施設新築に伴う外構工事 第2四半期 入札 水産海浜課

20平成２９年度市道２２４６道路改良工事 中町一丁目 土木一式 3ヶ月 道路改良　L＝１００ｍ　W=１５．０ｍ 第2四半期 入札 道水路整備課

21平成２９年度市道２２１６歩道改良工事 栄町一丁目 土木一式 3ヶ月 歩道改良　L＝９０ｍ　W=５．００ｍ 第2四半期 入札 道水路整備課

22平成２９年度　堰ノ上橋修繕工事 中村原 土木一式 3ヶ月 橋梁修繕　L＝９ｍ　W=４ｍ 第2四半期 入札 道水路整備課

23平成２９年度市道００４３道路改良工事 中曽根 土木一式 3ヶ月 道路改良　L＝２０ｍ　W=２．００ｍ 第2四半期 入札 道水路整備課

24公共下水道工事（公共第１工区） 飯泉 土木一式 7ヶ月 汚水管渠布設　φ３５０ｍｍ　Ｌ＝１８０ｍ　推進 第2四半期 入札 下水道整備課

25公共下水道工事（公共第７工区） 栢山 土木一式 5ヶ月
汚水管渠布設　φ２５０・２００・７５ｍｍ
Ｌ＝２１０ｍ　推進

第2四半期 入札 下水道整備課

26公共下水道工事（公共第９工区） 曽比 土木一式 5ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝１１５ｍ　開削 第2四半期 入札 下水道整備課

27公共下水道工事（整備第５工区） 高田 土木一式 5ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝１８０ｍ　開削 第2四半期 入札 下水道整備課

28公共下水道地震対策工事（その1） 南町一丁目 土木一式 5ヶ月 管更生　φ２５０mm　Ｌ＝３３６ｍ 第2四半期 入札 下水道整備課

29公共下水道長寿命化改築工事（その1） 栄町二・三丁目 土木一式 5ヶ月 管更生　φ２５０mm　Ｌ＝３４０ｍ 第2四半期 入札 下水道整備課

30公共下水道長寿命化改築工事（その2） 栄町二丁目 土木一式 5ヶ月 管更生　φ２５０mm　Ｌ＝３９０ｍ 第2四半期 入札 下水道整備課

31公共下水道長寿命化改築工事（その3） 本町二丁目 土木一式 5ヶ月 管更生　φ２５０mm　Ｌ＝３６０ｍ 第2四半期 入札 下水道整備課

32公共下水道長寿命化改築工事（その4） 本町一・三丁目 土木一式 5ヶ月 管更生　φ２５０mm　Ｌ＝３７２ｍ 第2四半期 入札 下水道整備課

33公共下水道工事（公共第６工区） 小竹 土木一式 4ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝　８０ｍ　開削 第2四半期 入札 下水道整備課

34公共下水道工事（整備第２工区） 矢作 土木一式 4ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝１０５ｍ　開削 第2四半期 入札 下水道整備課

35公共下水道工事（整備第８工区） 栢山 土木一式 4ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝１６０ｍ　開削 第2四半期 入札 下水道整備課

36公共下水道雨水渠工事（第１工区） 南町三丁目 土木一式 4ヶ月
雨水渠改良　□７００ｍｍ×５００ｍｍ
Ｌ＝６０ｍ　開削

第2四半期 入札 下水道整備課

37公共下水道浸入水対策工事（その1） 板橋 土木一式 4ヶ月 管更生　φ２５０mm　Ｌ＝１４６ｍ 第2四半期 入札 下水道整備課

38公共下水道浸入水対策工事（その2） 浜町四丁目 土木一式 4ヶ月 管布設替え　φ２５０mm　Ｌ＝７５ｍ 第2四半期 入札 下水道整備課

39公共下水道工事（整備第３工区） 国府津 土木一式 3ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝７０ｍ　開削 第2四半期 入札 下水道整備課

40公共下水道工事（整備第４工区） 前川 土木一式 3ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝４０ｍ　開削 第2四半期 入札 下水道整備課

41中河原1号配水池躯体耐震補強工事 上曽我 土木一式 15ヶ月 躯体耐震補強　V=10,000m
3 第2四半期 入札 工務課

42根府川地内農道改良工事 根府川 土木一式 3ヶ月 農道拡幅　L=6ｍ　W=4.0m 第3四半期 入札 農政課

43平成２９年度牛島排水路多自然水路整備工事 曽比 土木一式 5ヶ月 護岸工　L=１００ｍ 第3四半期 入札 道水路整備課

44平成２９年度　準用河川下菊川改修工事 鴨宮・酒匂 土木一式 5ヶ月 護岸工　L=１０ｍ 第3四半期 入札 道水路整備課



45平成２９年度　準用河川関口川改良工事 田島 土木一式 4ヶ月 護岸工　L=２０ｍ 第3四半期 入札 道水路整備課

46平成２９年度　普通河川八ツ沢川改良工事 国府津 土木一式 3ヶ月 護岸工　L=１５ｍ 第3四半期 入札 道水路整備課

47平成２９年度　穴部排水路維持修繕工事 扇町五丁目 土木一式 3ヶ月 河床整理工　L=１５０m 第3四半期 入札 道水路整備課

48平成２９年度　準用河川関口川維持修繕工事 高田・田島 土木一式 3ヶ月 河床整理工　L=９０m 第3四半期 入札 道水路整備課

49平成２９年度　準用河川下菊川維持修繕工事
西酒匂一丁目
・酒匂二丁目 土木一式 3ヶ月 河床整理工　L=９０m 第3四半期 入札 道水路整備課

50公共下水道雨水渠工事（第３工区） 久野 土木一式 5ヶ月
雨水渠改良　□６００ｍｍ×６００ｍｍ
Ｌ＝１２０ｍ　開削

第3四半期 入札 下水道整備課

51公共下水道雨水渠工事（改良第２工区） 中曽根 土木一式 5ヶ月
雨水渠改良　□２，７００ｍｍ×９００ｍｍ
Ｌ＝２０ｍ　開削

第3四半期 入札 下水道整備課

52公共下水道工事（公共第２工区） 成田 土木一式 4ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝２１０ｍ　開削 第3四半期 入札 下水道整備課

53公共下水道工事（公共第８工区） 栢山 土木一式 4ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝１４０ｍ　開削 第3四半期 入札 下水道整備課

54公共下水道工事（整備第９工区） 栢山 土木一式 4ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝　８５ｍ　開削 第3四半期 入札 下水道整備課

55公共下水道雨水渠工事（第４工区） 栢山 土木一式 4ヶ月
雨水渠改良　Ｕ３，０００ｍｍ×１，５００ｍｍ
Ｌ＝２５ｍ　開削

第3四半期 入札 下水道整備課

56公共下水道雨水渠工事（第５工区） 栢山 土木一式 4ヶ月
雨水渠改良　Ｕ６００ｍｍ×６００ｍｍ
Ｌ＝６０ｍ　開削

第3四半期 入札 下水道整備課

57公共下水道雨水渠工事（第６工区） 飯田岡 土木一式 4ヶ月
雨水渠改良　□２，３００ｍｍ×１，７００ｍｍ
Ｌ＝２５ｍ　開削

第3四半期 入札 下水道整備課

58公共下水道雨水渠工事（改良第１工区） 栢山 土木一式 4ヶ月 雨水渠改良　護岸工（ブロック積）　Ｌ＝１５ｍ　開削 第3四半期 入札 下水道整備課

59公共下水道工事（公共第３工区） 中村原 土木一式 3ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝１３０ｍ　開削 第3四半期 入札 下水道整備課

60公共下水道工事（公共第４工区） 飯泉 土木一式 3ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝１３０ｍ　開削 第3四半期 入札 下水道整備課

61公共下水道工事（公共第５工区） 国府津 土木一式 3ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝　８０ｍ　開削 第3四半期 入札 下水道整備課

62公共下水道工事（公共第１０工区） 栢山 土木一式 3ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝　６５ｍ　開削 第3四半期 入札 下水道整備課

63公共下水道工事（公共第１１工区） 栢山 土木一式 3ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝　７５ｍ　開削 第3四半期 入札 下水道整備課

64公共下水道工事（整備第１工区） 中村原 土木一式 3ヶ月 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝１２０ｍ　開削 第3四半期 入札 下水道整備課

65公共下水道雨水渠工事（改良第３工区） 蓮正寺 土木一式 3ヶ月
雨水渠改良　□６００ｍｍ×６００ｍｍ
Ｌ＝２５ｍ　開削

第3四半期 入札 下水道整備課

66公共下水道長寿命化改築工事（その5） 栄町ほか 土木一式 3ヶ月 マンホール蓋交換　Ｎ＝３２箇所（その１） 第3四半期 入札 下水道整備課

67公共下水道長寿命化改築工事（その6） 栄町ほか 土木一式 3ヶ月 マンホール蓋交換　Ｎ＝３２箇所（その２） 第3四半期 入札 下水道整備課

68公共下水道長寿命化改築工事（その7） 栄町ほか 土木一式 3ヶ月 マンホール蓋交換　Ｎ＝３２箇所（その３） 第3四半期 入札 下水道整備課
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69小田原市庁舎トイレ・給湯室等改修工事 荻窪 建築一式 10ヶ月 トイレ改修工事 第1四半期 入札 建築課

70小田原漁港（新港西側地区）交流促進施設整備工事 早川 建築一式 9ヶ月 交流促進施設新築工事 第2四半期 入札 建築課

71小田原市立豊川小学校東校舎外壁等改修工事 成田 建築一式 5ヶ月 外壁改修等工事 第2四半期 入札 建築課

72小田原市立足柄小学校北校舎南側外壁等改修工事 扇町三丁目 建築一式 5ヶ月 外壁改修工事 第2四半期 入札 建築課

73小田原市立橘中学校西校舎北側・西側外壁等改修工事 羽根尾 建築一式 5ヶ月 外壁改修等工事 第2四半期 入札 建築課

74小田原市立久野小学校東側トイレ改修工事 久野 建築一式 4ヶ月 トイレ改修工事 第2四半期 入札 建築課

75小田原市立報徳小学校校舎東側トイレ改修工事 小台 建築一式 4ヶ月 トイレ改修工事 第2四半期 入札 建築課

76小田原市立鴨宮中学校中校舎トイレ改修工事 鴨宮 建築一式 4ヶ月 トイレ改修工事 第2四半期 入札 建築課

77小田原消防署南町分署外壁等改修工事（全体改修） 南町一丁目 建築一式 3ヶ月 外壁等改修工事 第2四半期 入札 建築課

78高田浄水場脱水機施設築造工事 高田 建築一式 11ヶ月 脱水機施設築造工事 第3四半期 入札 建築課

79選挙管理委員会備品倉庫新築工事 田島 建築一式 4ヶ月 プレハブ倉庫の新築 第3四半期 入札 建築課

80小田原市立芦子小学校屋内運動場屋根改修工事 扇町一丁目 屋根 3ヶ月 屋根改修工事（カバー工法） 第3四半期 入札 建築課

81小田原市庁舎トイレ・給湯室等改修に伴う電気設備工事 荻窪 電気 10ヶ月 トイレ改修工事 第1四半期 入札 建築課

82
小田原市立山王小学校屋内運動場非構造部
材（照明）改修工事

東町二丁目 電気 4ヶ月 照明LED改修 第1四半期 入札 建築課

83
小田原市立東富水小学校屋内運動場非構造
部材（照明）改修工事

中曽根 電気 4ヶ月 照明器具改修工事 第1四半期 入札 建築課

84
小田原市立国府津小学校屋内運動場非構造
部材（照明）改修工事

国府津 電気 4ヶ月 照明器具改修工事 第1四半期 入札 建築課

85水之尾配水池電気設備更新工事 水之尾 電気 7ヶ月 受電盤、計装盤、無停電装置、遠方監視装置更新 第1四半期 入札 水質管理課

86飯泉取水ポンプ所操作卓更新工事 飯泉 電気 6ヶ月 取水ポンプ現場操作卓更新 第1四半期 入札 水質管理課

87
小田原漁港（新港西側地区）交流促進施設整
備に伴う電気設備工事

早川 電気 9ヶ月 交流促進施設新築に伴う電気設備工事 第2四半期 入札 建築課

88小田原アリーナ中央監視装置更新工事 中曽根 電気 6ヶ月 中央監視装置更新 第2四半期 随意契約 建築課

89
小田原市営かすみのせ住宅階段灯及び外灯Ｌ
ＥＤ改修工事

蓮正寺 電気 4ヶ月 階段灯及び外灯ＬＥＤ化 第2四半期 入札 建築課

90
小田原市立報徳小学校校舎東側トイレ改修に
伴う電気設備工事

小台 電気 4ヶ月 トイレ改修に伴う電気設備工事 第2四半期 入札 建築課

91
小田原市立久野小学校東側トイレ改修に伴う電
気設備工事

久野 電気 4ヶ月 トイレ改修に伴う電気設備工事 第2四半期 入札 建築課



92
小田原市立鴨宮中学校中校舎トイレ改修に伴う
電気設備工事

鴨宮 電気 4ヶ月 トイレ改修に伴う電気設備工事 第2四半期 入札 建築課

93小田原消防本部・小田原消防署庁舎　高圧機器更新工事 前川 電気 3ヶ月 高圧機器の更新工事 第2四半期 入札 建築課

94小田原市営浜住宅３号棟階段灯ＬＥＤ改修工事 酒匂三丁目 電気 3ヶ月 階段灯ＬＥＤ化 第2四半期 入札 建築課

95公共下水道流量計設置工事 飯田岡ほか 電気 7ヶ月 Ｎ＝10箇所 第2四半期 入札 下水道整備課

96床排水ポンプ盤改修工事 寿町五丁目 電気 5ヶ月 ポンプ盤の設置及びケーブル改修 第2四半期 入札 下水道整備課

97各池内水位計設置工事 寿町五丁目 電気 5ヶ月 貯留施設内水位計の設置 第2四半期 入札 下水道整備課

98外部電源装置修繕工事 扇町五丁目 電気 4ヶ月 外部電源装置基盤修繕　１箇所 第2四半期 入札 給水課

99高田浄水場脱水機施設建築電気工事 高田 電気 11ヶ月 新築脱水施設建築付帯工事 第2四半期 入札 水質管理課

100久野配水池送水ポンプ補助継電器盤修繕 久野 電気 4ヶ月 補助継電器盤内消耗品交換 第2四半期 入札 水質管理課

101小田原市庁舎真空遮断装置改修工事 荻窪 電気 5ヶ月 ＶＣＢオーバーホール 第3四半期 入札 建築課

102
小田原市保健センター遮断器等受電設備・変
圧器改修工事

酒匂二丁目 電気 4ヶ月 変圧器、遮断器改修工事 第3四半期 入札 建築課

103
小田原市立城山中学校屋内運動場非構造部
材（照明）改修工事

城山三丁目 電気 4ヶ月 照明器具改修工事 第3四半期 入札 建築課

104
小田原市立矢作小学校屋内運動場非構造部
材（照明）改修工事

矢作 電気 4ヶ月 照明器具改修工事 第3四半期 入札 建築課

105小田原城天守閣ライトアップ照明設備更新工事 城内 電気 4ヶ月 ライトアップ照明新設および改修 第3四半期 入札 建築課

106
小田原市川東タウンセンターマロニエ非常用放
送設備改修工事

中里 電気 3ヶ月 非常用放送設備改修 第3四半期 入札 建築課

107
小田原市立かもめ図書館高圧交流負荷開閉装
置交換工事

南鴨宮一丁目 電気 3ヶ月 ＤＧＲ、ＰＡＳ及びケーブル交換 第3四半期 入札 建築課

108小田原市庁舎トイレ・給湯室等改修に伴う機械設備工事 荻窪 管 10ヶ月 トイレ改修工事 第1四半期 入札 建築課

109小田原市立前羽小学校受水槽等改修工事 前川 管 3ヶ月 受水槽等改修工事 第1四半期 入札 建築課

110小田原市立酒匂小学校受水槽等改修工事 酒匂五丁目 管 3ヶ月 受水槽等改修工事 第1四半期 入札 建築課

111小田原市立矢作小学校受水槽等改修工事 矢作 管 3ヶ月 受水槽等改修工事 第1四半期 入札 建築課

112小田原市立山王小学校受水槽等改修工事 東町二丁目 管 3ヶ月 受水槽等改修工事 第1四半期 入札 建築課

113小田原市立泉中学校受水槽等改修工事 飯田岡 管 3ヶ月 受水槽等改修工事 第1四半期 入札 建築課

114小田原市立城南中学校受水槽等改修工事 板橋 管 3ヶ月 受水槽等改修工事 第1四半期 入札 建築課

115小田原市立片浦小学校トイレ改修工事（洋式化） 根府川 管 3ヶ月 洋式化工事 第1四半期 入札 建築課
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116小田原市立下府中小学校トイレ改修工事（洋式化） 酒匂 管 3ヶ月 洋式化工事 第1四半期 入札 建築課

117小田原市立城南中学校トイレ改修工事（洋式化） 板橋 管 3ヶ月 洋式化工事 第1四半期 入札 建築課

118小田原市立豊川小学校トイレ改修工事（洋式化） 成田 管 3ヶ月 洋式化工事 第1四半期 入札 建築課

119小田原市立芦子小学校ほか3校ガス管改修工事 扇町一丁目 管 3ヶ月 ガス管改修工事 第1四半期 随意契約 建築課

120小田原市営久野住宅給水管改修工事 久野 管 6ヶ月 給水管の改修 第2四半期 入札 建築課

121
小田原漁港（新港西側地区）交流促進施設整
備に伴う機械設備工事

早川 管 9ヶ月 交流促進施設新築に伴う機械設備工事 第2四半期 入札 建築課

122
小田原市立久野小学校東側トイレ改修に伴う機
械設備工事

久野 管 4ヶ月 トイレ改修に伴う機械設備工事 第2四半期 入札 建築課

123
小田原市立報徳小学校校舎東側トイレ改修に
伴う機械設備工事

小台 管 4ヶ月 トイレ改修に伴う機械設備工事 第2四半期 入札 建築課

124
小田原市立鴨宮中学校中校舎トイレ改修に伴う
機械設備工事

鴨宮 管 4ヶ月 トイレ改修に伴う機械設備工事 第2四半期 入札 建築課

125小田原市立足柄小学校トイレ改修工事（洋式化） 扇町三丁目 管 3ヶ月 洋式化工事 第2四半期 入札 建築課

126小田原市立芦子小学校トイレ改修工事（洋式化） 扇町一丁目 管 3ヶ月 洋式化工事 第2四半期 入札 建築課

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

128小田原市立鴨宮中学校トイレ改修工事（洋式化） 鴨宮 管 3ヶ月 洋式化工事 第2四半期 入札 建築課

129小田原市立久野小学校トイレ改修工事（洋式化） 久野 管 3ヶ月 洋式化工事 第2四半期 入札 建築課

130小田原市立酒匂中学校トイレ改修工事（洋式化） 酒匂三丁目 管 3ヶ月 洋式化工事 第2四半期 入札 建築課

131小田原市立下中小学校トイレ改修工事（洋式化） 小船 管 3ヶ月 洋式化工事 第2四半期 入札 建築課

132小田原市立富水小学校トイレ改修工事（洋式化） 飯田岡 管 3ヶ月 洋式化工事 第2四半期 入札 建築課

133小田原市立早川小学校トイレ改修工事（洋式化） 早川二丁目 管 3ヶ月 洋式化工事 第2四半期 入札 建築課

134小田原市立前羽小学校トイレ改修工事（洋式化） 前川 管 3ヶ月 洋式化工事 第2四半期 入札 建築課

135
小田原市公設水産地方卸売市場紫外線殺菌
装置改修工事

早川一丁目 管 3ヶ月 紫外線殺菌装置改修 第2四半期 入札 建築課

136高田浄水場脱水機施設建築設備工事 高田 管 11ヶ月 新築脱水施設建築付帯工事 第2四半期 入札 水質管理課

137小田原市立病院チラー式冷凍機更新工事 久野 管 6ヶ月 チラー式冷凍機更新 第3四半期 入札 建築課

138梅の里センター調理室空調設備設置工事 曽我別所 管 3ヶ月 空調設備設置 第3四半期 入札 建築課

139サンサンヒルズ小田原屋上防水改修に伴う風道工事 水之尾 管 3ヶ月 換気ダクトの交換 第3四半期 入札 建築課

140小田原市斎場火葬炉設備修繕工事 久野
タイル・れん
が・ブロック 3ヶ月 火葬炉内のレンガの交換及び関連機器類の整備 第1四半期 随意契約 環境保護課



141平成２９年度市道００８５舗装修繕工事 東町五丁目 ほ装 3ヶ月 舗装修繕　L＝３００ｍ　W=２６．５ｍ 第1四半期 入札 道水路整備課

142平成２９年度市道００３２舗装修繕工事 久野 ほ装 3ヶ月 舗装修繕　L＝２５０ｍ　W=６．５ｍ 第1四半期 入札 道水路整備課

143平成２９年度市道００４８舗装修繕工事 西酒匂一丁目 ほ装 3ヶ月 舗装修繕　L＝１９０ｍ　W=５．５ｍ 第1四半期 入札 道水路整備課

144常盤木門付近舗装改良工事 城内 ほ装 2ヶ月 舗装修繕　Ａ＝１５１．３㎡ 第2四半期 入札 観光課

145早川石橋林道舗装改良工事 早川 ほ装 2ヶ月 舗装改良　L=30m　A=90㎡ 第2四半期 入札 農政課

146公共下水道工事に伴う路面復旧工事（公共その6） 中村原 ほ装 4ヶ月 舗装復旧　Ｌ＝３３０ｍ　Ａ＝　　５５０㎡ 第2四半期 入札 下水道整備課

147公共下水道工事に伴う路面復旧工事（公共その8） 栢山 ほ装 4ヶ月 舗装復旧　Ｌ＝１３０ｍ　Ａ＝　　４００㎡ 第2四半期 入札 下水道整備課

148公共下水道工事に伴う路面復旧工事（その3） 中里 ほ装 4ヶ月 舗装復旧　Ｌ＝　６５ｍ　Ａ＝　　２３０㎡ 第2四半期 入札 下水道整備課

149公共下水道工事に伴う路面復旧工事（その6） 羽根尾 ほ装 4ヶ月 舗装復旧　Ｌ＝１１５ｍ　Ａ＝　　３５０㎡ 第2四半期 入札 下水道整備課

150公共下水道工事に伴う路面復旧工事（公共その1） 小竹 ほ装 3ヶ月 舗装復旧　Ｌ＝２５０ｍ　Ａ＝１，２５０㎡ 第2四半期 入札 下水道整備課

151公共下水道工事に伴う路面復旧工事（その4） 前川 ほ装 3ヶ月 舗装復旧　Ｌ＝　５５ｍ　Ａ＝　　２２０㎡ 第2四半期 入札 下水道整備課

152いこいの森進入路整備工事 久野 ほ装 2ヶ月 舗装　L=155m　A=543㎡ 第3四半期 入札 農政課

153平成２９年度市道００６８舗装修繕工事
曽我谷津・
曽我岸・上曽我 ほ装 3ヶ月 舗装修繕　L＝３００ｍ　W=６．５ｍ 第2四半期 入札 道水路整備課

154平成２９年度市道００３１舗装修繕工事 久野 ほ装 3ヶ月 舗装修繕　L＝２１０ｍ　W=５．７ｍ 第2四半期 入札 道水路整備課

155平成２９年度市道００７１舗装修繕工事 千代 ほ装 3ヶ月 舗装修繕　L＝１８０ｍ　W=６．３ｍ 第2四半期 入札 道水路整備課

156平成２９年度市道０００９舗装修繕工事 扇町四丁目 ほ装 3ヶ月 舗装修繕　L＝１０６ｍ　W=６．３ｍ 第2四半期 入札 道水路整備課

157城山陸上競技場駐車場修繕工事 城山 ほ装 3ヶ月 舗装工（路盤仕上げ）A=3,100㎡ 第3四半期 入札 道水路整備課

158酒匂川サイクリングロード整備工事 寿町 ほ装 3ヶ月
舗装工　ｔ=5cm　A=880㎡
不陸正整　ｔ=3cm　A=880㎡

第3四半期 入札 道水路整備課

159小田原テニスガーデン北側コート改修工事 蓮正寺 ほ装 2ヶ月 人工芝敷設　A=5110.0㎡ 第3四半期 入札 道水路整備課

160公共下水道工事に伴う路面復旧工事（公共その2） 飯泉 ほ装 4ヶ月 舗装復旧　Ｌ＝１５０ｍ　Ａ＝　　５００㎡ 第3四半期 入札 下水道整備課

161公共下水道工事に伴う路面復旧工事（公共その7） 曽比 ほ装 4ヶ月 舗装復旧　Ｌ＝１２５ｍ　Ａ＝　　４００㎡ 第3四半期 入札 下水道整備課

162公共下水道工事に伴う路面復旧工事（その2） 飯泉 ほ装 4ヶ月 舗装復旧　Ｌ＝　８０ｍ　Ａ＝　　２４０㎡ 第3四半期 入札 下水道整備課

163公共下水道工事に伴う路面復旧工事（その5） 小船 ほ装 4ヶ月 舗装復旧　Ｌ＝　５０ｍ　Ａ＝　　２００㎡ 第3四半期 入札 下水道整備課

164公共下水道工事に伴う路面復旧工事（その7） 成田 ほ装 4ヶ月 舗装復旧　Ｌ＝　７０ｍ　Ａ＝　　２１０㎡ 第3四半期 入札 下水道整備課

165公共下水道工事に伴う路面復旧工事（その9） 小台・新屋 ほ装 4ヶ月 舗装復旧　Ｌ＝３１５ｍ　Ａ＝１，１６０㎡ 第3四半期 入札 下水道整備課

166公共下水道工事に伴う路面復旧工事（公共その3） 前川 ほ装 3ヶ月 舗装復旧　Ｌ＝　８５ｍ　Ａ＝　　１４０㎡ 第3四半期 入札 下水道整備課

167公共下水道工事に伴う路面復旧工事（公共その4） 高田 ほ装 3ヶ月 舗装復旧　Ｌ＝１４０ｍ　Ａ＝　　３５０㎡ 第3四半期 入札 下水道整備課
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168橋りょう添架管塗装修繕工事 飯田岡 塗装 2ヶ月 橋りょう添架管塗装　φ１５０　Ｌ＝７０ｍ 第3四半期 入札 給水課

169小田原市立曽我小学校屋上防水改修工事 曽我大沢 防水 3ヶ月 屋上防水工事 第2四半期 入札 建築課

170小田原市立白山中学校本校舎屋上防水改修工事 扇町五丁目 防水 3ヶ月 屋上防水改修工事 第2四半期 入札 建築課

171
小田原市立富水小学校給食棟及び機械室屋上
防水改修工事

飯田岡 防水 3ヶ月 屋上防水工事 第2四半期 入札 建築課

172
小田原市立白鷗中学校木工室・金工室屋上防
水改修工事

東町四丁目 防水 3ヶ月 木工室・金工室屋上の防水改修工事 第2四半期 入札 建築課

173小田原市立桜井小学校給食棟屋上防水改修工事 曽比 防水 3ヶ月 屋上防水工事 第2四半期 入札 建築課

174サンサンヒルズ小田原屋上防水改修工事 水之尾 防水 3ヶ月 屋上防水工事 第3四半期 入札 建築課

175１系貯留槽防食塗装更新等工事 扇町 機械器具設置 7ヶ月 防食塗装更新及びプラント内配管布設 第1四半期 入札 環境保護課

176環境事業センターバグフィルターろ布交換工事 久野 機械器具設置 4ヶ月 1号炉バグフィルターろ布の交換 第1四半期 入札 環境事業センター

177汚水ポンプ設備改修工事 寿町五丁目 機械器具設置 5ヶ月 汚水ポンプの改修 第1四半期 入札 下水道整備課

178高田浄水場脱水機機械電気設備工事 高田 機械器具設置 24ヶ月 脱水設備新設 第1四半期 入札 水質管理課

179第二水源地№2送水ポンプ修理工事 蓮正寺 機械器具設置 6ヶ月 №2送水ポンプ修理 第1四半期 入札 水質管理課

180小峰配水池応急給水設備設置工事 城山 機械器具設置 4ヶ月 応急給水設備設置 第1四半期 入札 水質管理課

181し渣コンベヤ修理工事 扇町 機械器具設置 5ヶ月 し渣コンベヤの修理 第2四半期 入札 環境保護課

182小田原市生涯学習センター本館昇降機更新工事 荻窪 機械器具設置 6ヶ月 昇降機更新 第2四半期 入札 建築課

183早川中継ポンプ場長寿命化改築工事 早川一丁目 機械器具設置 4ヶ月 井戸ポンプ改築 第2四半期 入札 下水道整備課

184高田浄水場排水処理設備改修工事 高田 機械器具設置 4ヶ月 脱水設備圧入ポンプ修理 第2四半期 入札 水質管理課

185高田浄水場真空ポンプ修理工事 高田 機械器具設置 4ヶ月 真空ポンプ設備修理 第2四半期 入札 水質管理課

186平成２９年度　前処理設備修繕工事 扇町 機械器具設置 4ヶ月 ドラムスクリーン、スクリュープレスの整備 第3四半期 入札 環境保護課

187不燃物処理設備修繕工事 府川 機械器具設置 4ヶ月 不燃物処理設備の修繕 第3四半期 入札 環境事業センター

188小田原地下街施設管理棟昇降機改修工事 栄町一丁目 機械器具設置 5ヶ月 既設昇降機部分改修工事 第3四半期 随意契約 建築課

189
平成２９年度小田原市公設水産地方卸売市場
塩水送水ポンプ改修工事

早川一丁目 機械器具設置 3ヶ月 塩水送水ポンプ改修 第3四半期 入札 建築課

190富水地区防災行政無線固定系子局増設工事 小台 電気通信 6ヶ月 防災行政無線固定系子局増設工事 第2四半期 入札 建築課

191万年地区防災行政無線固定系子局増設工事 浜町四丁目 電気通信 6ヶ月 防災行政無線固定系子局増設工事 第2四半期 入札 建築課

192平成２９年度史跡小田原城跡御用米曲輪修景整備工事 城内 造園 6ヶ月 修景整備工事 第2四半期 入札 みどり公園課

193観測井戸増設工事 府川堀ヶ窪 さく井 3ヶ月 観測井戸工事 第2四半期 入札 環境事業センター



194穴部新田配水管新設工事 穴部新田 水道施設 3ヶ月 配水管布設　φ７５　Ｌ＝７０ｍ 第1四半期 入札 給水課

195城山三丁目配水管改良工事 城山三丁目 水道施設 3ヶ月 配水管布設　φ５０　Ｌ＝６５ｍ 第1四半期 入札 給水課

196久野配水管第2工事 久野 水道施設 6ヶ月 配水管布設　φ150mm　L=350m 第1四半期 入札 工務課

197千代配水管工事 千代 水道施設 5ヶ月
配水管布設　φ250mm　L=250m
φ100mm　L=80m　φ75mm　L=30m

第1四半期 入札 工務課

198城内配水管工事 城内 水道施設 3ヶ月 配水管布設　φ200mm　L=185m 第1四半期 入札 工務課

199早川三丁目配水管改良工事 早川三丁目 水道施設 4ヶ月 配水管布設　φ７５　Ｌ＝８０ｍ 第2四半期 入札 給水課

200減圧弁更新工事 水之尾・久野 水道施設 4ヶ月 減圧弁更新　φ７５　２箇所 第2四半期 入札 給水課

201成田配水管工事 成田 水道施設 8ヶ月
配水管布設　φ400mm　L=270m
φ250mm　L=50m　φ100mm　L=225m

第2四半期 入札 工務課

202酒匂配水管工事 酒匂 水道施設 4ヶ月 配水管布設　φ150mm　L=250m 第2四半期 入札 工務課

203扇町配水管工事 扇町 水道施設 4ヶ月 配水管布設　φ250mm　L=240m 第2四半期 入札 工務課

204久野配水管新設工事 久野 水道施設 2ヶ月 配水管布設　φ75mm　L=120m 第2四半期 入札 工務課

205下水道工事に伴う荻窪配水管工事 荻窪 水道施設 2ヶ月 配水管布設　φ75mm　L=75m 第2四半期 入札 工務課

206久野送水管修繕工事 蓮正寺 水道施設 4ヶ月 送水管修繕　φ６００　Ｌ＝４ｍ 第3四半期 入札 給水課

207導水管空気弁修繕工事 飯泉・高田 水道施設 3ヶ月 導水管空気弁修繕　φ１５０　２箇所 第3四半期 入札 給水課

208下水道工事に伴う曽比配水管第2工事 曽比 水道施設 5ヶ月
配水管布設　φ100mm　L=110m
φ75mm　L=20m

第3四半期 入札 工務課

209蓮正寺配水管改良工事 蓮正寺 水道施設 4ヶ月 配水管布設　φ200mm　L=110m 第3四半期 入札 工務課

210下水道工事に伴う成田配水管工事 成田 水道施設 4ヶ月 配水管布設　φ75mm　L=160m 第3四半期 入札 工務課

211下水道工事に伴う曽比配水管工事 曽比 水道施設 3ヶ月
配水管布設　φ150mm　L=35m
φ100mm　L=10m

第3四半期 入札 工務課

212下水道工事に伴う早川配水管工事 早川 水道施設 2ヶ月 配水管布設　φ75mm　L=60m 第3四半期 入札 工務課

213環境事業センター焼却炉修繕その1工事 久野 清掃施設 4ヶ月 焼却炉及び付帯設備の定期修繕 第1四半期 随意契約 環境事業センター

214環境事業センター焼却炉修繕その2工事 久野 清掃施設 4ヶ月 焼却炉及び付帯設備の定期修繕 第2四半期 随意契約 環境事業センター

215勤労者会館解体工事 久野 解体 6ヶ月 鉄筋コンクリート造2階建ての解体工事 第2四半期 入札 建築課

216選挙管理委員会備品倉庫解体工事 久野 解体 2ヶ月 プレハブ倉庫の撤去、処分 第4四半期 入札 建築課
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No. 業務名 履行場所 種類 履行期間 業務概要 発注予定時期 執行方法 発注課 備考

1史跡小田原城跡御用米曲輪江戸期整備実施設計業務 城内 造園 11ヶ月 修景整備工事実施設計 第1四半期 随意契約 文化財課

2
小田原市立新玉小学校他4校トイレ改修工事実
施設計業務委託

浜町二丁目 建築設計 6ヶ月 トイレ改修工事の実施設計 第1四半期 入札 建築課

3さくら保育園園舎増築等工事実施設計業務委託 酒匂六丁目 建築設計 5ヶ月 増築等実施設計、地盤調査含む 第1四半期 入札 建築課

4小田原市歴史見聞館耐震改修工事実施設計業務委託 城内 建築設計 3ヶ月 耐震改修実施設計 第1四半期 随意契約 建築課

5勤労者会館解体工事に伴う周辺環境調査業務委託 久野 損失補償調査 2ヶ月 周辺家屋調査（前後） 第1四半期 入札 建築課

6勤労者会館解体工事に伴うアスベスト等調査業務委託 久野 建設環境 2ヶ月 アスベスト総合調査等 第1四半期 入札 建築課

7南町中継ポンプ場耐震補強設計業務委託 南町三丁目 下水道 5ヶ月 耐震補強設計 第1四半期 入札 下水道整備課

8史跡石垣山井戸曲輪等石垣測量調査・実施設計 早川 造園 8ヶ月 石垣保全対策工事実施設計 第2四半期 随意契約 文化財課

9寿町第三雨水幹線支線実施設計業務委託 東町四丁目 下水道 5ヶ月 実施設計　Ｌ＝２５０ｍ 第2四半期 入札 下水道整備課

10扇町第一雨水幹線支線実施設計業務委託 久野 下水道 4ヶ月 実施設計　Ｌ＝　５０ｍ 第2四半期 入札 下水道整備課

11
公共下水道工事に伴う汚水管渠実施設計業務
委託（その1）

中村原 下水道 4ヶ月 実施設計　Ｌ＝１７０ｍ 第3四半期 入札 下水道整備課

12
公共下水道工事に伴う汚水管渠実施設計業務
委託（その2）

中村原・羽根尾 下水道 4ヶ月 実施設計　Ｌ＝２８０ｍ 第3四半期 入札 下水道整備課

13
公共下水道工事に伴う汚水管渠実施設計業務
委託（その3）

久野 下水道 4ヶ月 実施設計　Ｌ＝３００ｍ 第3四半期 入札 下水道整備課

14公共下水道工事に伴う測量業務委託（その1） 中村原 測量 4ヶ月 測量　　Ｌ＝１７０ｍ 第3四半期 入札 下水道整備課

15公共下水道工事に伴う測量業務委託（その2） 中村原・羽根尾 測量 4ヶ月 測量　　Ｌ＝２８０ｍ 第3四半期 入札 下水道整備課

16公共下水道工事に伴う測量業務委託（その3） 久野 測量 4ヶ月 測量　　Ｌ＝３００ｍ 第3四半期 入札 下水道整備課

17公共下水道工事に伴う測量業務委託（その4） 国府津 測量 4ヶ月 測量　　Ｌ＝　９０ｍ 第3四半期 入札 下水道整備課


