
平成３０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 工事期間 工種 工事概要 執行方法 発注予定時期 発注課 備考

1石垣山農道改良工事 早川地内 2ヶ月 土木一式 蓋設置　　L=157ｍ 入札 第1四半期 農政課

2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 9ヶ月 土木一式 交流促進施設新築に伴う外構工事 入札 第1四半期 水産海浜課

3平成３０年度水道橋修繕工事 清水新田 8ヶ月 土木一式 橋梁修繕　L=１５．０m　W=６．０m 入札 第1四半期 道水路整備課

4平成３０年度下原橋修繕工事 中村原 8ヶ月 土木一式 橋梁修繕　L=２６．０m　W=４．３m 入札 第1四半期 道水路整備課

5平成３０年度下仙了橋修繕工事 清水新田 5ヶ月 土木一式 橋梁修繕　L=１７．３m　W=７．０m 入札 第1四半期 道水路整備課

6平成３０年度市道２２４６道路改良工事 栄町三丁目ほか 4ヶ月 土木一式 道路改良　L=１００ｍ 入札 第1四半期 道水路整備課

7平成３０年度市道００２８道路改良工事 城山三丁目ほか 4ヶ月 土木一式 道路改良　L=６０ｍ 入札 第1四半期 道水路整備課

8平成３０年度市道２５２１道路改良工事 久野 4ヶ月 土木一式 道路改良　L=９０m 入札 第1四半期 道水路整備課

9平成３０年度市道０００４景観舗装工事 城内 3ヶ月 土木一式 景観舗装　L１２０m　W=１.５ｍ～３.５ｍ 入札 第1四半期 道水路整備課

10公共下水道地震対策工事（その２） 南町三丁目ほか 6ヶ月 土木一式 管更生　φ２５０ｍｍ　Ｌ＝８４７ｍ 入札 第1四半期 下水道整備課

11公共下水道長寿命化改築工事（その１） 栄町一丁目ほか 4ヶ月 土木一式 管更生　φ２５０ｍｍ　Ｌ＝２７７ｍ 入札 第1四半期 下水道整備課

12公共下水道浸入水対策工事 板橋 4ヶ月 土木一式 管更生　φ２５０ｍｍ他　Ｌ＝１８１ｍ 入札 第1四半期 下水道整備課

13公共下水道不明水対策工事 酒匂一丁目 4ヶ月 土木一式 管更生　φ２５０ｍｍ　Ｌ＝１０１ｍ 入札 第1四半期 下水道整備課

14公共下水道不明水対策工事（その２） 城山四丁目 4ヶ月 土木一式 管更生　φ２５０ｍｍ他　Ｌ＝１２１ｍ 入札 第1四半期 下水道整備課

15公共下水道雨水渠工事（第２工区） 栄町三丁目 4ヶ月 土木一式 雨水渠改良 □９００ｍｍ×６００ｍｍ Ｌ＝　１５ｍ　開削 入札 第1四半期 下水道整備課

16公共下水道工事（公共第１工区） 飯泉 4ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２５０ｍｍ　Ｌ＝１０５ｍ　推進 入札 第1四半期 下水道整備課

17公共下水道工事（整備第１工区） 久野 3ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝　３０ｍ　開削入札 第1四半期 下水道整備課
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18公共下水道工事（整備第４工区） 中村原 3ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝　４５ｍ　開削入札 第1四半期 下水道整備課

19公共下水道工事（整備第６工区） 曽比 3ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝　３５ｍ　開削入札 第1四半期 下水道整備課

20公共下水道工事（整備第７工区） 栢山 3ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝　５０ｍ　開削入札 第1四半期 下水道整備課

21公共下水道工事（整備第８工区） 栢山 3ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝　２５ｍ　開削入札 第1四半期 下水道整備課

22公共下水道地震対策工事（その１） 板橋 3ヶ月 土木一式 管更生　φ２５０ｍｍ　Ｌ＝６９ｍ 入札 第1四半期 下水道整備課

23農とみどりの整備事業坊山農道工事 前川地内 2ヶ月 土木一式 農道拡幅　L=73ｍ　W=3.0ｍ 入札 第2四半期 農政課

24早川駅周辺地区誘導サイン等設置工事 早川ほか 6ヶ月 土木一式 案内看板・誘導サイン看板・路面表示製作設置 入札 第2四半期 水産海浜課

25平成３０年度川向橋修繕工事 小八幡二丁目 5ヶ月 土木一式 橋梁修繕　L=１７．０m　W=８．２m 入札 第2四半期 道水路整備課

26平成３０年度市道２４２１道路改良工事 久野 4ヶ月 土木一式 道路改良　L=１００ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

27平成３０年度市道００７１道路改良工事 下堀 4ヶ月 土木一式 視距改良　L=７０ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

28公共下水道工事（公共第６工区） 曽比 5ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝２１０ｍ　開削入札 第2四半期 下水道整備課

29公共下水道工事（公共第２工区） 飯泉 5ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝２３０ｍ　開削入札 第2四半期 下水道整備課

30公共下水道工事（公共第３工区） 中村原 4ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝１７０ｍ　開削入札 第2四半期 下水道整備課

31公共下水道工事（公共第４工区） 小竹 4ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝　７０ｍ　開削入札 第2四半期 下水道整備課

32公共下水道工事（公共第７工区） 曽比 4ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝１５０ｍ　開削入札 第2四半期 下水道整備課

33公共下水道長寿命化改築工事（その２） 栄町一丁目ほか 4ヶ月 土木一式 管更生　φ２５０ｍｍ　Ｌ＝３０８ｍ 入札 第2四半期 下水道整備課

34公共下水道工事（整備第２工区） 下堀 4ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝　３０ｍ　開削入札 第2四半期 下水道整備課

35公共下水道工事（整備第３工区） 中村原 4ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝１１０ｍ　開削入札 第2四半期 下水道整備課

36公共下水道工事（整備第５工区） 中村原 4ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝　７０ｍ　開削入札 第2四半期 下水道整備課

37公共下水道工事（整備第９工区） 小台 4ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝１１５ｍ　開削入札 第2四半期 下水道整備課

38公共下水道雨水渠工事（第１工区） 南町三丁目 4ヶ月 土木一式 雨水渠改良 □７００ｍｍ×５００ｍｍ Ｌ＝　４５ｍ　開削 入札 第2四半期 下水道整備課

39公共下水道長寿命化改築工事（その３） 栄町一丁目ほか 3ヶ月 土木一式 マンホール蓋交換　Ｎ＝２５箇所 入札 第2四半期 下水道整備課

40公共下水道工事（整備第１１工区） 新屋 3ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝　５０ｍ　開削入札 第2四半期 下水道整備課

41久野配水管工事に伴う路面復旧工事 久野 3ヶ月 土木一式 舗装復旧　L=650m　A=3,500㎡ 入札 第2四半期 工務課

42平成３０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 アンカー式練石積護岸　Ｌ＝１００ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

43平成３０年度準用河川下菊川改修工事 鴨宮 5ヶ月 土木一式 Ｌ型水路（Ｕ５３００×３６００）　Ｌ＝１６ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

44平成３０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（左岸）　Ｌ＝２０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課



45公共下水道雨水渠工事（改良第４工区） 蓮正寺 3ヶ月 土木一式 雨水渠改良　□６００ｍｍ×６００ｍｍ　L=２５m　開削 入札 第3四半期 道水路整備課

46平成３０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　Ｌ＝３０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

47平成３０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＝１０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

48平成３０年度準用河川塔台川維持修繕工事 中村原 2ヶ月 土木一式 河床整理・浚渫　Ｌ＝１００ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

49公共下水道雨水渠工事（第３工区） 久野 5ヶ月 土木一式 雨水渠改良 □１５００ｍｍ×１０００ｍｍ Ｌ＝　５０ｍ　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（第４工区） 国府津 5ヶ月 土木一式 雨水渠改良 □１４００ｍｍ×１２００ｍｍ Ｌ＝　３５ｍ　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（第５工区） 栢山 5ヶ月 土木一式 雨水渠改良 Ｕ３０００ｍｍ×１５００ｍｍ　Ｌ＝　４０ｍ　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（第７工区） 飯田岡 5ヶ月 土木一式 雨水渠改良　□１８００ｍｍ×１７００ｍｍ　Ｌ＝　２０ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

53公共下水道工事（整備第１２工区） 久野 4ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝　５５ｍ　開削入札 第3四半期 下水道整備課

54公共下水道雨水渠工事（改良第１工区） 栄町一丁目 4ヶ月 土木一式 雨水渠改良 □６００ｍｍ×６００ｍｍ Ｌ＝　４０ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

55公共下水道雨水渠工事（改良第２工区） 国府津 4ヶ月 土木一式 雨水渠改良 Ｕ１２００ｍｍ×１２００ｍｍ　Ｌ＝　３０ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

56公共下水道長寿命化改築工事（その４） 栄町二丁目ほか 3ヶ月 土木一式 マンホール蓋交換　Ｎ＝２５箇所 入札 第3四半期 下水道整備課

57公共下水道工事（整備第１０工区） 堀之内 3ヶ月 土木一式 汚水管渠布設　φ２００ｍｍ　Ｌ＝　３５ｍ　開削入札 第3四半期 下水道整備課

58公共下水道雨水渠工事（第６工区） 栢山 3ヶ月 土木一式 雨水渠改良 Ｕ６００ｍｍ×６００ｍｍ　Ｌ＝　６０ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

59公共下水道雨水渠工事（改良第３工区） 栢山 3ヶ月 土木一式 雨水渠改良　護岸工（ブロック積）　Ｌ＝１５ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

60小田原市立早川小学校体育倉庫建替え工事 早川二丁目 7ヶ月 建築一式グラウンド体育倉庫建替え及びよう壁改修 入札 第1四半期 建築課

61小田原市庁舎トイレ・給湯室等（B・Dｺｱ）改修工事 荻窪 7ヶ月 建築一式 トイレ、給湯室の全面改修 入札 第1四半期 建築課

62尊徳記念館排煙窓更新工事 栢山 2ヶ月 建築一式排煙窓の更新 入札 第1四半期 建築課

63小田原市営蓮正寺住宅2号棟外壁改修その他工事 蓮正寺 6ヶ月 建築一式外壁改修及び防水改修 入札 第2四半期 建築課

64小田原市立山王小学校屋内運動場外壁等改修工事 東町二丁目 6ヶ月 建築一式 屋内運動場外壁改修及び屋根改修、渡り廊下部分撤去 入札 第2四半期 建築課

65小田原城歴史見聞館耐震改修等工事 城内 6ヶ月 建築一式小田原城歴史見聞館の耐震改修（劣化部補修含む） 入札 第2四半期 建築課

66小田原市立白山中学校南校舎外壁改修工事 扇町五丁目 5ヶ月 建築一式南校舎外壁改修及び下屋防水改修 入札 第2四半期 建築課

67小田原市立芦子小学校屋内運動場外壁改修工事 扇町一丁目 4ヶ月 建築一式屋内運動場外壁改修 入札 第2四半期 建築課

68小田原市立芦子小学校校舎東側トイレ改修工事 扇町一丁目 4ヶ月 建築一式 トイレの全面改修 入札 第2四半期 建築課

69小田原市立富水小学校南校舎東側トイレ改修工事 飯田岡 4ヶ月 建築一式 トイレの全面改修 入札 第2四半期 建築課

70小田原市立桜井小学校南校舎西側トイレ改修工事 曽比 4ヶ月 建築一式 トイレの全面改修 入札 第2四半期 建築課

71小田原市立東富水小学校北校舎西側トイレ改修工事 中曽根 4ヶ月 建築一式 トイレの全面改修 入札 第2四半期 建築課
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72小田原市立矢作小学校北校舎東側トイレ改修工事 矢作 4ヶ月 建築一式 トイレの全面改修 入札 第2四半期 建築課

73サル舎改修工事 城内 3ヶ月 建築一式サル舎改修　一式 入札 第3四半期
小田原城総合
管理事務所

74小田原市立鴨宮中学校中館北館東側スラブ改修工事 鴨宮 4ヶ月 建築一式中館北館東側渡り廊下の壁及びスラブ改修 入札 第3四半期 建築課

75小田原市営御幸の浜プール機械室外壁等改修工事 本町三丁目 3ヶ月 建築一式機械室の外壁内側の爆裂補修及び防水改修 入札 第3四半期 建築課

76子育て支援センター及び児童プラザラッコ床改修工事 中里 3ヶ月 建築一式床改修 入札 第3四半期 建築課

77市民ホール整備事業 本町 25ヶ月 建築一式市民ホール整備に係る建築、電気、設備工事 随意契約 第4四半期 文化政策課

78生涯学習センター本館大ホール床改修工事 荻窪 3ヶ月 建築一式床改修 入札 第4四半期 建築課

79いこいの森管理棟屋根改修工事 久野 3ヶ月 屋根 全面屋根改修 入札 第3四半期 建築課

80小田原市庁舎トイレ・給湯室等（B・Dｺｱ）改修工事に伴う電気設備工事 荻窪 7ヶ月 電気 トイレ、給湯室の全面改修 入札 第1四半期 建築課

81下水道管理センター中央監視装置改修工事 寿町五丁目 16ヶ月 電気 中央監視装置　一式 入札 第1四半期 下水道整備課

82公共下水道流量計設置工事 酒匂三丁目ほか 7ヶ月 電気 ７箇所 入札 第1四半期 下水道整備課

83高圧引込みケーブル改修工事 東大友 2ヶ月 電気 高圧引込みケーブル更新　L=190m 入札 第2四半期 みどり公園課

84小田原フラワーガーデン温室複合環境制御コンピューター更新工事 久野 6ヶ月 電気 温室制御装置更新 随意契約 第2四半期 建築課

85小田原城歴史見聞館耐震改修等に伴う電気工事 城内 6ヶ月 電気 小田原城歴史見聞館の耐震改修に伴う電気工事 入札 第2四半期 建築課

86小田原アリーナ　中央監視室照明制御設備修繕工事 中曽根 4ヶ月 電気 アリーナ全館の照明制御設備の更新 随意契約 第2四半期 建築課

87小田原市立芦子小学校校舎東側トイレ改修に伴う電気設備工事 扇町一丁目 4ヶ月 電気 トイレの全面改修 入札 第2四半期 建築課

88小田原市立富水小学校南校舎東側トイレ改修に伴う電気設備工事 飯田岡 4ヶ月 電気 トイレの全面改修 入札 第2四半期 建築課

89小田原市立桜井小学校南校舎西側トイレ改修に伴う電気設備工事 曽比 4ヶ月 電気 トイレの全面改修 入札 第2四半期 建築課

90小田原市立東富水小学校北校舎西側トイレ改修に伴う電気設備工事 中曽根 4ヶ月 電気 トイレの全面改修 入札 第2四半期 建築課

91小田原市立矢作小学校北校舎東側トイレ改修に伴う電気設備工事 矢作 4ヶ月 電気 トイレの全面改修 入札 第2四半期 建築課

92南町中継ポンプ場長寿命化改築工事 南町三丁目 6ヶ月 電気 動力制御設備　一式 入札 第2四半期 下水道整備課

93マンホールポンプ場長寿命化改築工事 扇町一丁目ほか 6ヶ月 電気 マンホールポンプ設備　一式 入札 第2四半期 下水道整備課

94公共下水道受電柱移設工事 扇町一丁目 4ヶ月 電気 電柱設置１箇所　　ケーブル布設　Ｌ＝４５ｍ　開削 入札 第2四半期 下水道整備課

95小田原アリーナ　メインアリーナ電光掲示板改修工事 中曽根 5ヶ月 電気 メインアリーナ　電光掲示板の改修 随意契約 第3四半期 建築課

96小田原市立酒匂小学校屋内運動場非構造部材(照明)改修工事 酒匂五丁目 4ヶ月 電気 屋内運動場照明LED化改修 入札 第3四半期 建築課

97小田原市立曽我小学校屋内運動場非構造部材(照明)改修工事 曽我大沢 4ヶ月 電気 屋内運動場照明LED化改修 入札 第3四半期 建築課

98小田原市立久野小学校屋内運動場非構造部材(照明)改修工事 久野 4ヶ月 電気 屋内運動場照明LED化改修 入札 第3四半期 建築課



99小田原市生きがいふれあいセンター遮断器等受電設備・変圧器改修工事 酒匂二丁目 4ヶ月 電気 受変電設備、変圧器の改修 入札 第3四半期 建築課

100小田原市保健センター非常用放送設備・防災設備改修工事 酒匂二丁目 4ヶ月 電気 火災報知・ガス漏れ報知・非常用放送設備の改修 入札 第3四半期 建築課

101小田原市営かすみのせ住宅階段灯及び外灯LED改修工事 蓮正寺 3ヶ月 電気 階段灯及び外灯LED改修 入札 第3四半期 建築課

102小田原市営蓮正寺住宅階段灯及び外灯LED改修工事 蓮正寺 3ヶ月 電気 階段灯及び外灯LED改修 入札 第3四半期 建築課

103小田原市川東タウンセンターマロニエ防災受信盤更新工事 中里 3ヶ月 電気 中央監視室防災受信盤ほか表示盤２か所更新 入札 第3四半期 建築課

104小田原市扇町クリーンセンター受変電設備改修工事 扇町六丁目 3ヶ月 電気 受変電設備改修 入札 第3四半期 建築課

105江之浦配水池No.2ほか水位計更新工事 江之浦 3ヶ月 電気 水位計更新 入札 第3四半期 水質管理課

106小田原城天守閣等照明設備改修工事 城内ほか 11ヶ月 電気 城址公園内のライトアップ照明設備改修 入札 第4四半期 建築課

107加圧給水ユニット更新工事 久野 5ヶ月 管 加圧給水ユニット更新　一式 入札 第1四半期 みどり公園課

108小田原市庁舎トイレ・給湯室等（B・Dｺｱ）改修工事に伴う機械設備工事 荻窪 7ヶ月 管 トイレ、給湯室の全面改修 入札 第1四半期 建築課

109小田原市立三の丸・新玉小学校トイレ洋式化工事 本町一丁目ほか 4ヶ月 管 トイレの洋式化 入札 第1四半期 建築課

110小田原市立町田・山王小学校トイレ洋式化工事 寿町二丁目ほか 4ヶ月 管 トイレの洋式化 入札 第1四半期 建築課

111小田原市立下曽我小学校・泉中学校トイレ洋式化工事 曽我原ほか 4ヶ月 管 トイレの洋式化 入札 第1四半期 建築課

112小田原市立白鴎・白山中学校トイレ洋式化工事 東町四丁目ほか 4ヶ月 管 トイレの洋式化 入札 第1四半期 建築課

113小田原市立下曽我小学校受水槽等改修工事 曽我原 3ヶ月 管 受水槽及び高架水槽の改修 入札 第1四半期 建築課

114小田原市立報徳小学校受水槽等改修工事 小台 3ヶ月 管 受水槽及び高架水槽の改修 入札 第1四半期 建築課

115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 受水槽及び高架水槽の改修 入札 第1四半期 建築課

116小田原城歴史見聞館耐震改修等に伴う機械設備工事 城内 6ヶ月 管 小田原城歴史見聞館の耐震改修に伴う設備工事 入札 第2四半期 建築課

117小田原市立芦子小学校校舎東側トイレ改修に伴う機械設備工事 扇町一丁目 4ヶ月 管 トイレの全面改修 入札 第2四半期 建築課

118小田原市立富水小学校南校舎東側トイレ改修に伴う機械設備工事 飯田岡 4ヶ月 管 トイレの全面改修 入札 第2四半期 建築課

119小田原市立桜井小学校南校舎西側トイレ改修に伴う機械設備工事 曽比 4ヶ月 管 トイレの全面改修 入札 第2四半期 建築課

120小田原市立東富水小学校北校舎西側トイレ改修に伴う機械設備工事 中曽根 4ヶ月 管 トイレの全面改修 入札 第2四半期 建築課

121小田原市立矢作小学校北校舎東側トイレ改修に伴う機械設備工事 矢作 4ヶ月 管 トイレの全面改修 入札 第2四半期 建築課

122小田原市営橘住宅1号棟排水管改修工事 中村原 3ヶ月 管 排水管改修 入札 第2四半期 建築課

123小田原市立酒匂小学校パソコン教室他空調設備設置工事 酒匂五丁目 4ヶ月 管 空調設備新設（ガス式） 入札 第3四半期 建築課

124小田原市立報徳小学校パソコン教室他空調設備設置工事 小台 4ヶ月 管 空調設備新設（ガス式） 入札 第3四半期 建築課

125消防本部・小田原消防署庁舎受水槽等改修工事 前川 4ヶ月 管 受水槽の改修 入札 第3四半期 建築課
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126小田原市斎場火葬炉設備修繕工事 久野 3ヶ月
タイル・れん
が・ブロック

火葬炉内のレンガの交換及び関連機器類の整備 随意契約 第1四半期 環境保護課

127広域農道小田原中井線舗装改良工事 沼代地内 3ヶ月 ほ装 舗装改良　L=370m　A=2,590㎡ 入札 第1四半期 農政課

128平成３０年度市道００４８舗装修繕工事 西酒匂一丁目 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=２４４．０m　W=５．５m 入札 第1四半期 道水路整備課

129平成３０年度市道００６８舗装修繕工事
曽我谷津・
上曽我 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=２３６．０m　W=６．０m 入札 第1四半期 道水路整備課

130公共下水道工事に伴う路面復旧工事（公共その2）
中村原・上町・
羽根尾 3ヶ月 ほ装 舗装復旧　Ｌ＝１３０ｍ　Ａ＝５２０㎡ 入札 第1四半期 下水道整備課

131公共下水道工事に伴う路面復旧工事（公共その4） 小竹 3ヶ月 ほ装 舗装復旧　Ｌ＝　８０ｍ　Ａ＝３２０㎡ 入札 第1四半期 下水道整備課

132公共下水道工事に伴う路面復旧工事（その1） 中村原 3ヶ月 ほ装 舗装復旧　Ｌ＝１００ｍ　Ａ＝４００㎡ 入札 第1四半期 下水道整備課

133公共下水道工事に伴う路面復旧工事（その2） 矢作 3ヶ月 ほ装 舗装復旧　Ｌ＝１０５ｍ　Ａ＝５１０㎡ 入札 第1四半期 下水道整備課

134公共下水道工事に伴う路面復旧工事（その5） 飯泉 3ヶ月 ほ装 舗装復旧　Ｌ＝１５０ｍ　Ａ＝５００㎡ 入札 第1四半期 下水道整備課

135公共下水道工事に伴う路面復旧工事（その7） 荻窪 3ヶ月 ほ装 舗装復旧　Ｌ＝　５０ｍ　Ａ＝１４０㎡ 入札 第1四半期 下水道整備課

136公共下水道工事に伴う路面復旧工事（その10） 曽比 3ヶ月 ほ装 舗装復旧　Ｌ＝１２０ｍ　Ａ＝４８０㎡ 入札 第1四半期 下水道整備課

137平成３０年度市道００３７舗装修繕工事 蓮正寺 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=６８．０m　W=４．０m 入札 第2四半期 道水路整備課

138平成３０年度市道００４１舗装修繕工事 小台・新屋 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=９６．０m　W=３．１m 入札 第2四半期 道水路整備課

139平成３０年度市道００５８舗装修繕工事 千代 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=１８０．０m　W=６．０m 入札 第2四半期 道水路整備課

140平成３０年度市道００６５舗装修繕工事 鬼柳 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=４０．０m　W=６．５m 入札 第2四半期 道水路整備課

141平成３０年度市道００７７舗装修繕工事 沼代 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=２５４．０m　W=６．０m 入札 第2四半期 道水路整備課

142公共下水道工事に伴う路面復旧工事（その3） 国府津 3ヶ月 ほ装 舗装復旧　Ｌ＝　７０ｍ　Ａ＝２８０㎡ 入札 第2四半期 下水道整備課

143公共下水道工事に伴う路面復旧工事（その4） 高田 3ヶ月 ほ装 舗装復旧　Ｌ＝１８０ｍ　Ａ＝７２０㎡ 入札 第2四半期 下水道整備課

144公共下水道工事に伴う路面復旧工事（その6） 早川 3ヶ月 ほ装 舗装復旧　Ｌ＝　７０ｍ　Ａ＝２８０㎡ 入札 第2四半期 下水道整備課

145公共下水道工事に伴う路面復旧工事（その8） 栢山 3ヶ月 ほ装 舗装復旧　Ｌ＝１５０ｍ　Ａ＝４８０㎡ 入札 第2四半期 下水道整備課

146公共下水道工事に伴う路面復旧工事（その9） 栢山 3ヶ月 ほ装 舗装復旧　Ｌ＝１００ｍ　Ａ＝４５０㎡ 入札 第2四半期 下水道整備課

147坊所林道舗装改良工事 久野地内 ２ヶ月 ほ装 舗装改良　L=100m　A=400㎡ 入札 第3四半期 農政課

148平成３０年度市道０００９舗装修繕工事 扇町四丁目 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=１００．０m　W=６．３m 入札 第3四半期 道水路整備課

149公共下水道工事に伴う路面復旧工事（公共その1） 飯泉 3ヶ月 ほ装 舗装復旧　Ｌ＝　８０ｍ　Ａ＝１８０㎡ 入札 第3四半期 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3） 国府津 3ヶ月 ほ装 舗装復旧　Ｌ＝　８０ｍ　Ａ＝３２０㎡ 入札 第3四半期 下水道整備課

151公共下水道工事に伴う路面復旧工事（公共その5） 曽比 3ヶ月 ほ装 舗装復旧　Ｌ＝１１０ｍ　Ａ＝４４０㎡ 入札 第3四半期 下水道整備課

152小田原市立生きがいふれあいセンター「いそしぎ」非常用階段塗装改修工事 酒匂二丁目 2ヶ月 塗装 非常階段の塗装改修 入札 第2四半期 建築課



153水道局庁舎屋上鉄骨アーチ等塗装改修工事 高田 3ヶ月 塗装 屋上鉄骨アーチ、外階段等の塗装 入札 第3四半期 建築課

154酒匂川水管橋塗装修繕工事 栢山、鬼柳 4ヶ月 塗装 橋りょう添架管塗装　φ８００　Ｌ＝２５９ｍ 入札 第3四半期 給水課

155小田原市営螢田住宅4号棟屋上防水改修工事 蓮正寺 3ヶ月 防水 屋上防水改修 入札 第3四半期 建築課

156小田原市営螢田住宅13号棟屋上防水改修工事 蓮正寺 3ヶ月 防水 屋上防水改修 入札 第3四半期 建築課

157小田原市立下府中小学校本校舎西側屋上防水改修工事 酒匂 3ヶ月 防水 本校舎屋上防水改修 入札 第3四半期 建築課

158小田原市酒匂中学校本校舎東側屋上防水改修工事 酒匂三丁目 3ヶ月 防水 本校舎屋上防水改修 入札 第3四半期 建築課

159小田原市立富水小学校中校舎屋上防水改修工事 飯田岡 3ヶ月 防水 中校舎屋上防水改修 入札 第3四半期 建築課

160小田原市立桜井小学校南校舎屋上防水改修工事 曽比 3ヶ月 防水 南校舎屋上の防水シートの張付け 入札 第3四半期 建築課

161水道局庁舎屋上防水改修工事 高田 3ヶ月 防水 押さえコンクリートのクラック及び伸縮目地劣化の改修 入札 第3四半期 建築課

162青果市場冷蔵庫棟屋上防水改修工事 酒匂 3ヶ月 防水 青果市場冷蔵庫棟の屋根のシート防水等改修 入札 第3四半期 建築課

163データ処理装置等更新工事 扇町 4ヶ月 機械器具設置 トラックスケール及びデータ処理装置の更新 入札 第1四半期 環境保護課

164根府川第一浄水場逆洗水槽更新工事 根府川 5ヶ月 機械器具設置逆洗水槽更新 入札 第1四半期 水質管理課

165扇町クリーンセンター受入槽更新等工事 扇町 6ヶ月 機械器具設置防食塗装更新及びプラント内仮設配管布設 入札 第2四半期 環境保護課

166小田原市立病院エレベータ更新工事 久野 6ヶ月 機械器具設置市立病院のエレベータ更新（1台） 随意契約 第2四半期 建築課

167小田原地下街E階段エスカレーター手摺交換工事 栄町一丁目 3ヶ月 機械器具設置E階段エスカレーターの手摺交換 随意契約 第2四半期 建築課

168中河原配水池緊急遮断弁更新工事 上曽我 ７ヶ月 機械器具設置緊急遮断弁更新 入札 第2四半期 水質管理課

169高田浄水場久野系2号送水ポンプ修理工事 高田 ７ヶ月 機械器具設置2号送水ポンプ修理 入札 第2四半期 水質管理課

170第二水源地No.3送水ポンプ修理工事 蓮正寺 5ヶ月 機械器具設置No.3送水ポンプ修理 入札 第2四半期 水質管理課

171根府川第二浄水場No.2膜モジュール交換工事 根府川 5ヶ月 機械器具設置膜ろ過設備膜モジュール交換 入札 第2四半期 水質管理課

172諏訪原配水池直送ポンプ修理工事 久野 4ヶ月 機械器具設置直送ポンプ修理 入札 第2四半期 水質管理課

173高田浄水場応急給水設備設置工事 高田 4ヶ月 機械器具設置応急給水設備設置 入札 第2四半期 水質管理課

174平成３０年度　扇町クリーンセンター前処理設備修繕工事 扇町 4ヶ月 機械器具設置ドラムスクリーン、スクリュープレスの整備 入札 第3四半期 環境保護課

175不燃物処理設備修繕工事 府川 4ヶ月 機械器具設置不燃物処理設備の修繕 入札 第3四半期 環境事業センター

176小田原アリーナ　舞台吊物機構　ワイヤーロープ・滑車交換工事 中曽根 5ヶ月 機械器具設置 メインアリーナ吊物のワイヤー・滑車の交換 随意契約 第3四半期 建築課

177公共下水道工事（公共第５工区） 曽比 4ヶ月 機械器具設置 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設置 1.0式 圧送管布設 φ75mm　L=5ｍ 開削 入札 第3四半期 下水道整備課

178高田浄水場排水処理設備改修工事 高田 ３ヶ月 機械器具設置脱水設備圧入ポンプ修理 入札 第3四半期 水質管理課

179温室複合環境制御コンピューター更新工事 久野 6ヶ月 電気通信温室複合環境制御コンピューター更新　一式 入札 第1四半期 みどり公園課
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180防災行政無線（固定系）子局増設工事（寿町地区） 寿町五丁目 4ヶ月 電気通信防災行政無線子局増設 入札 第2四半期 建築課

181防災行政無線（固定系）子局移設工事（荻窪地区） 荻窪 4ヶ月 電気通信防災行政無線子局移設 入札 第2四半期 建築課

182平成３０年度史跡小田原城跡御用米曲輪修景整備工事 城内 6ヶ月 造園 修景整備工事 入札 第2四半期 文化財課

183平成３０年度史跡石垣山 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3四半期 文化財課

184（仮称）マロニエパーク整備工事 中里 3ヶ月 造園 広場整備　一式 入札 第3四半期 みどり公園課

185前川配水管新設工事 前川 3ヶ月 水道施設配水管布設　φ７５　Ｌ＝７５ｍ 入札 第1四半期 給水課

186本町二丁目配水管改良工事 本町二丁目 3ヶ月 水道施設配水管布設　φ５０　Ｌ＝５０ｍ 入札 第1四半期 給水課

187久野送水管(成田地内)改良工事 成田 12ヶ月 水道施設送水管布設　φ600mm　L=370m 入札 第1四半期 工務課

188中里配水管工事 中里 8ヶ月 水道施設配水管布設　φ400mm　L=260m　 入札 第1四半期 工務課

189板橋配水管工事 板橋 9ヶ月 水道施設配水管布設φ100mm　L=380m　φ75mm　L=10m入札 第1四半期 工務課

190城山配水管工事 城山 7ヶ月 水道施設配水管布設φ100mm　L=280m 入札 第1四半期 工務課

191栄町配水管第2工事 栄町 7ヶ月 水道施設配水管布設φ100mm　L=280m　φ75mm　L=10m入札 第1四半期 工務課

192栄町配水管工事 栄町 4ヶ月 水道施設
配水管布設φ300mm　L=45m　φ100mm
L=50m　φ75mm　L=45m

入札 第1四半期 工務課

193
酒匂川流域下水道箱根小田原幹線築造工事に伴う
荻窪配水管工事

荻窪 4ヶ月 水道施設配水管布設φ100mm　L=25m 入札 第1四半期 工務課

194板橋配水管改良工事 板橋 3ヶ月 水道施設配水管布設φ100mm　L=30m 入札 第1四半期 工務課

195国府津配水管新設工事 国府津 3ヶ月 水道施設配水管布設　φ７５　Ｌ＝５５ｍ 入札 第2四半期 給水課

196千代配水管改良工事 千代 3ヶ月 水道施設配水管布設　φ１００　Ｌ＝１００ｍ 入札 第2四半期 給水課

197大窪小学校応急給水口設置工事 板橋 2ヶ月 水道施設応急給水口設置　１箇所 入札 第2四半期 給水課

198市立病院応急給水口設置工事 久野 2ヶ月 水道施設応急給水口設置　１箇所 入札 第2四半期 給水課

199千代配水管工事 千代 7ヶ月 水道施設
配水管布設φ250mm　L=275m
φ200mm　L=15m　φ75mm　L=10m

入札 第2四半期 工務課

200浜町配水管工事 浜町 6ヶ月 水道施設配水管布設φ100mm　L=180m　φ75mm　L=190m入札 第2四半期 工務課

201久野配水管新設工事 久野 5ヶ月 水道施設配水管布設φ75mm　L=150m 入札 第2四半期 工務課

202荻窪配水管改良工事 荻窪 5ヶ月 水道施設配水管布設φ100mm　L=165m 入札 第2四半期 工務課

203減圧弁更新工事 久野、荻窪 4ヶ月 水道施設減圧弁更新　φ７５　１箇所、φ１００　１箇所 入札 第3四半期 給水課

204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

205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2四半期 環境事業センター



206下水道管理センター池内設備撤去工事 寿町五丁目 4ヶ月 解体 ２系水処理設備撤去　一式 入札 第2四半期 下水道整備課

207江之浦保育園解体撤去工事 江之浦 3ヶ月 解体 江之浦保育園解体 入札 第3四半期 建築課
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No. 業務名 履行場所 履行期間 種類 業務概要 執行方法 発注予定時期 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 １０ヶ月 造園 修景整備工事実施設計 随意契約 第1四半期 文化財課

2田代山農道測量設計業務委託 根府川地内 4ヶ月 測量 L=630m　路線測量 入札 第1四半期 農政課

3清閑亭散策路設計業務 城内 9ヶ月 道路 道路構造設計　Ｌ＝１１０ｍ 入札 第1四半期
小田原城総合
管理事務所

4常盤木橋老朽化診断業務 城内 9ヶ月 道路 橋梁点検・補修設計　１箇所 入札 第1四半期
小田原城総合
管理事務所

5平成３０年度準用河川下菊川施工計画等業務委託 鴨宮 4ヶ月
河川砂防及
び海岸・海洋 施工計画・仮設設計等　１式 入札 第1四半期 道水路整備課

6平成３０年度富士道第３高架橋補修設計業務委託 中曽根 3ヶ月 道路 補修設計　L=１０２．０m　W=１１．８m 入札 第1四半期 道水路整備課

7平成３０年度新坂呂橋補修設計業務委託 小竹 3ヶ月 道路 補修設計　L=８０．０m　W=１０．５m 入札 第1四半期 道水路整備課

8久野霊園合葬式墓地設計業務委託 久野 10ヶ月 造園 合葬式墓地基本設計　一式 入札 第1四半期 みどり公園課

9下水道管理センター焼却設備撤去工事実施設計業務委託 寿町五丁目 9ヶ月 下水道 実施設計 入札 第1四半期 下水道整備課

10早川中継ポンプ場耐震補強設計業務委託 早川一丁目 6ヶ月 建築設計詳細設計 入札 第1四半期 下水道整備課

11周辺建物環境調査業務委託 本町 1ヶ月 建築設計市民ホール整備に伴う周辺建物環境調査入札 第2四半期 文化政策課

12寺下第一雨水幹線支線測量業務委託 曽比 6ヶ月 測量 測量　　Ｌ＝　８０ｍ 入札 第2四半期 下水道整備課

13寺下第一雨水幹線支線実施設計業務委託 曽比 6ヶ月 下水道 実施設計　Ｌ＝　８０ｍ 入札 第2四半期 下水道整備課

14公共下水道工事に伴う汚水管渠実施設計業務委託 久野 5ヶ月 下水道 実施設計　Ｌ＝３００ｍ 入札 第2四半期 下水道整備課

15下水道工事に伴う汚水管渠実施設計業務委託 清水新田 5ヶ月 下水道 実施設計　Ｌ＝１３０ｍ 入札 第2四半期 下水道整備課

16公共下水道工事に伴う測量業務委託 久野 5ヶ月 測量 測量　　Ｌ＝３００ｍ 入札 第2四半期 下水道整備課

17
小田原市消防庁舎再整備事業設計業務委託
（（仮称）成田及び岡本出張所）

成田ほか 9ヶ月 建築設計 （仮称）成田及び岡本出張所基本・実施設計業務 随意契約 第2四半期 建築課

18小田原消防署庁舎改修工事実施設計業務委託 前川 9ヶ月 建築設計小田原消防署庁舎改修工事実施設計業務委託 入札 第2四半期 建築課

19
小田原市消防団第１３分団第１班待機宿舎及
び車庫新築工事等実施設計業務委託

府川 6ヶ月 建築設計消防第13分団新築実施設計 入札 第2四半期 建築課

20国府津駅前駐輪場実施設計業務委託 国府津四丁目 5ヶ月 建築設計国府津駅前駐輪場実施設計 入札 第2四半期 建築課

21（仮称）成田出張所環境影響調査業務委託 成田 3ヶ月 建設環境 （仮称）成田出張所環境影響調査業務 入札 第2四半期 建築課

22岡本出張所環境影響調査業務委託 南足柄市岩原 3ヶ月 建設環境岡本出張所環境影響調査業務 入札 第2四半期 建築課

23江之浦保育園解体撤去工事に係る環境影響調査（事前） 江之浦 3ヶ月 建設環境江之浦保育園解体 入札 第2四半期 建築課


