
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 発注予定時期は、契約予定時期となります。 
３ 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。 
４ 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。 
５ 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。 

 

令和３年度（2021年度） 小田原市工事等発注予定表（第１回） 

 

 

 

  

 目 次 

    

土木一式工事 …   １ページ 電気通信工事 … １０ページ 

建築一式工事 …   ４ページ 造園工事 … １０ページ 

電気工事 …   ５ページ 水道施設工事 … １０ページ 

管工事 …   ７ページ 清掃施設工事 … １１ページ 

ほ装工事 …   ８ページ 解体工事 … １１ページ 

塗装工事 …   ９ページ   

防水工事 … １０ページ   

機械器具設置工事 … １０ページ 委託業務（工事関連） … １３ページ 

    



 



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 公共下水道地震対策工事（その12） 栄町三丁目 6ヶ月 土木一式 φ150～300ｍｍ　Ｌ＝712ｍ　管更生 入札 第1四半期 下水道整備課

2 公共下水道地震対策工事（その10） 南鴨宮三丁目 4ヶ月 土木一式 φ250・450ｍｍ　Ｌ＝270ｍ　管更生 入札 第1四半期 下水道整備課

3 公共下水道地震対策工事（その11） 中里 4ヶ月 土木一式 φ300ｍｍ　Ｌ＝220ｍ　管更生 入札 第1四半期 下水道整備課

4 不明水対策工事 南町三丁目ほか 3ヶ月 土木一式 人孔蓋入替え　Ｎ＝22箇所 入札 第1四半期 下水道整備課

5 田代山農道改良工事 根府川 7ヶ月 土木一式 L=200m　W=6.5m 入札 第2四半期 農政課

6 久野霊園合葬式墓地建設に伴う擁壁整備工事 久野 5ヶ月 土木一式 擁壁整備工事 入札 第2四半期 みどり公園課

7 水道橋修繕工事 清水新田 7ヶ月 土木一式 L=100m　W=6m 入札 第2四半期 道水路整備課

8 富士道第３高架橋修繕工事 中曽根 7ヶ月 土木一式 L=102m　W=11m 入札 第2四半期 道水路整備課

9 令和３年度市道4294道路改良工事 国府津三丁目 5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

10 令和３年度市道0026道路改良工事 板橋 4ヶ月 土木一式 景観整備　Ｌ＝７０ｍ　Ｗ＝５．５ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

11 令和３年度市道2033道路改良工事 本町三丁目 4ヶ月 土木一式 景観整備　Ｌ＝８０ｍ　Ｗ＝７．７ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

12 田中橋３修繕工事 曽我谷津 4ヶ月 土木一式 L=8m　W=3m 入札 第2四半期 道水路整備課

13 東海橋修繕工事 石橋 4ヶ月 土木一式 L=6m　W=3m 入札 第2四半期 道水路整備課

14 宮後橋修繕工事 小八幡三・四丁目 4ヶ月 土木一式 L=13m　W=2m 入札 第2四半期 道水路整備課

15 狭あい道路整備　市道4380道路改良工事 千代 4ヶ月 土木一式 工事延長L=108ｍ　舗装工A=389㎡、側溝工L=107ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

16 狭あい道路整備　市道3094ほか１路線道路改良工事 栢山 4ヶ月 土木一式 工事延長L=86ｍ　舗装工A=265㎡、側溝工L=86ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

17 狭あい道路整備　市道3132ほか１路線道路改良工事 曽比 4ヶ月 土木一式 工事延長L=55ｍ　舗装工A=182㎡、側溝工L=54ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

18 令和３年度市道0077道路改良工事 中村原 3ヶ月 土木一式 歩道整備　Ｌ＝１４ｍ　Ｗ＝２．０ｍ 入札 第2四半期 道水路整備課

19 源氏橋修繕工事 蓮正寺 3ヶ月 土木一式 L=5m　W=8m 入札 第2四半期 道水路整備課

20 防火水槽撤去工事 国府津 3ヶ月 土木一式 N=1.0箇所 入札 第2四半期 道水路整備課
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21 市道3141防護柵設置工事 栢山 3ヶ月 土木一式 工事延長L=63.1ｍ防護柵設置L=56ｍ　舗装工A=200㎡ 入札 第2四半期 道水路整備課

22 西部第一号汚水幹線地震対策工事（その1） 寿町五丁目ほか 8ヶ月 土木一式 φ1,100～1,500ｍｍ　Ｌ＝500ｍ　管更生 入札 第2四半期 下水道整備課

23 西部第一号汚水幹線地震対策工事（その2） 栄町四丁目ほか 7ヶ月 土木一式 φ600～700ｍｍ　Ｌ＝197ｍ　管更生 入札 第2四半期 下水道整備課

24 公共下水道地震対策工事（その6） 扇町三丁目ほか 6ヶ月 土木一式 φ250～500ｍｍ　Ｌ＝552ｍ　管更生 入札 第2四半期 下水道整備課

25 長寿命化改築工事（その1） 鬼柳 6ヶ月 土木一式 φ200ｍｍ　Ｌ＝631ｍ　管更生 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 5ヶ月 土木一式 L=50m　W=2.4m 入札 第3四半期 農政課

27 久野シロガイト堰改良工事 久野 5ヶ月 土木一式 取水堰改良工事 入札 第3四半期 農政課

28 鬼柳地内用排水路改良工事 鬼柳 4ヶ月 土木一式 L=20m　W=2.3m 入札 第3四半期 農政課

29 令和３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

30 令和３年度牛島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

31 令和３年度国府津駅前広場整備工事 国府津三丁目 4ヶ月 土木一式 駅前広場整備　A＝約１，４００ｍ2 入札 第3四半期 道水路整備課

32 令和３年度国府津駅前シェルター設置工事 国府津三丁目 4ヶ月 土木一式 シェルター設置　Ｌ＝６０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

33 市道0015ほか7路線防護柵等設置工事 栄町三丁目ほか 4ヶ月 土木一式 車止めＮ＝20箇所 入札 第3四半期 道水路整備課

34 市道0028ほか7路線防護柵等設置工事 城山四丁目ほか 4ヶ月 土木一式 車止めＮ＝20箇所 入札 第3四半期 道水路整備課

35 市道0046ほか7路線防護柵等設置工事 栢山ほか 4ヶ月 土木一式 車止めＮ＝20箇所 入札 第3四半期 道水路整備課

36 市道0051ほか7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＝19箇所 入札 第3四半期 道水路整備課

37 令和３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

38 令和３年度市道0045道路改良工事 柳新田 3ヶ月 土木一式 歩道整備　Ｌ＝１５０ｍ　Ｗ＝１．５ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

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

40 令和３年度市道4643道路改良工事 国府津三丁目 3ヶ月 土木一式 道路改良　Ｌ＝３０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課



41 令和３年度市道4643ほか1路線信号機及び感知器設置工事 国府津三丁目 3ヶ月 土木一式 信号機設置 N＝２基・感知器設置 N＝１基 入札 第3四半期 道水路整備課

42 令和３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

43 令和３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＝３０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

44 令和３年度府川地内水路維持修繕工事 府川 3ヶ月 土木一式 水路改良工　Ｌ＝５ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

45 令和３年度穴部排水路維持修繕工事 穴部 3ヶ月 土木一式 護岸修繕工（左岸）　Ｌ＝２０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

46 令和３年度池田排水路維持修繕工事 小台 3ヶ月 土木一式 嵩上壁工（右岸）　Ｌ＝８０ｍ 入札 第3四半期 道水路整備課

47 公共下水道第1工区工事 鬼柳 5ヶ月 土木一式 Φ200mm　L=220ｍ　開削　L=15m 推進 入札 第3四半期 下水道整備課

48 公共下水道第2工区工事 曽比 5ヶ月 土木一式 Φ200mm　L=300ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

49 公共下水道整備第4工区工事 国府津 5ヶ月 土木一式 Φ200mm　L=140ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

50 公共下水道地震対策工事（その4） 城山三丁目ほか 5ヶ月 土木一式 φ150～250ｍｍ　Ｌ＝403ｍ　管更生 入札 第3四半期 下水道整備課

51 公共下水道地震対策工事（その7） 寿町二丁目ほか 5ヶ月 土木一式 φ250～400ｍｍ　Ｌ＝372ｍ　管更生 入札 第3四半期 下水道整備課

52 公共下水道地震対策工事（その8） 東町五丁目ほか 5ヶ月 土木一式 φ200～400ｍｍＬ＝410ｍ　　管更生 入札 第3四半期 下水道整備課

53 長寿命化工事（その1） 中町三丁目ほか 5ヶ月 土木一式 φ250ｍｍ　Ｌ＝600ｍ　管更生 入札 第3四半期 下水道整備課

54 長寿命化工事（その2） 本町二丁目ほか 5ヶ月 土木一式 φ250ｍｍ　Ｌ＝504ｍ　管更生 入札 第3四半期 下水道整備課

55 不明水対策取付管改築工事 浜町四丁目ほか 5ヶ月 土木一式 取付管更生　Ｎ＝120箇所 入札 第3四半期 下水道整備課

56 市道2189関連工事 栄町一丁目 5ヶ月 土木一式 取付管工事　Ｎ＝20箇所 入札 第3四半期 下水道整備課

57 市道4294関連工事 国府津四丁目 5ヶ月 土木一式 本管移設　Ｌ＝30ｍ　φ200ｍｍ 入札 第3四半期 下水道整備課

58 公共下水道整備第2工区工事 清水新田 4ヶ月 土木一式 Φ200mm　L=125ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

59 公共下水道整備第3工区工事 栢山 4ヶ月 土木一式 Φ200mm　L=60ｍ　開削　取付管推進N=5箇所 入札 第3四半期 下水道整備課

60 公共下水道整備第5工区工事 高田 4ヶ月 土木一式 Φ200mm　L=140ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課
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61 公共下水道雨水渠第１工区工事及び公共下水道雨水渠改良第３工区工事 曽比 4ヶ月 土木一式
Ｕ３０００×１５００　Ｌ＝　４７ｍ　開削
Ｕ９００×９００　Ｌ＝　６ｍ　開削

入札 第3四半期 下水道整備課

62 公共下水道雨水渠第３工区工事及び公共下水道整備第1工区工事 蓮正寺 4ヶ月 土木一式
雨水　Ｕ１２００×１０００　Ｌ＝１００ｍ　開削
汚水　Φ200mm　L=115ｍ　開削

入札 第3四半期 下水道整備課

63 公共下水道雨水渠第２工区工事 飯田岡 4ヶ月 土木一式 □１８００×１７００　Ｌ＝　１８ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

64 公共下水道雨水渠改良第１工区工事 飯田岡 4ヶ月 土木一式 □９００×８００　Ｌ＝　２３ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

65 公共下水道雨水渠改良第２工区工事 曽比 4ヶ月 土木一式 □９００×９００　Ｌ＝　２５ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

66 公共下水道雨水渠改良第４工区工事 久野 4ヶ月 土木一式 □９００×９００　Ｌ＝　２５ｍ　開削 入札 第3四半期 下水道整備課

67 公共下水道地震対策工事（その1） 南板橋二丁目ほか 4ヶ月 土木一式 φ200～250ｍｍ　Ｌ＝301ｍ　管更生 入札 第3四半期 下水道整備課

68 公共下水道地震対策工事（その2） 南町一丁目ほか 4ヶ月 土木一式 φ200～250ｍｍ　Ｌ＝233ｍ　管更生 入札 第3四半期 下水道整備課

69 公共下水道地震対策工事（その3） 本町二丁目ほか 4ヶ月 土木一式 φ250ｍｍ　Ｌ＝115ｍ　管更生 入札 第3四半期 下水道整備課

70 公共下水道地震対策工事（その5） 久野ほか 4ヶ月 土木一式 φ150～250ｍｍ　Ｌ＝250ｍ　管更生 入札 第3四半期 下水道整備課

71 公共下水道地震対策工事（その9） 東町五丁目ほか 4ヶ月 土木一式 人孔部継手耐震化工　Ｎ＝42箇所 入札 第3四半期 下水道整備課

72 公共下水道地震対策工事（その10） 西酒匂二丁目 4ヶ月 土木一式 人孔部継手耐震化工　Ｎ＝14箇所 入札 第3四半期 下水道整備課

73 不明水対策改築工事 浜町二丁目 3ヶ月 土木一式 人孔蓋入替え　Ｎ＝5箇所 入札 第3四半期 下水道整備課

74 久野配水池ポンプ室補強工事 久野 4ヶ月 建築一式 ポンプ室補強 入札 第1四半期 水道整備課

75 上府中保育園外壁等改修工事 千代 6ヶ月 建築一式 外壁改修工事 入札 第2四半期 建築課

76 小田原市営橘住宅1号棟外壁改修その他工事 中村原 5.5ヶ月 建築一式 外壁改修工事 入札 第2四半期 建築課

77 小田原市営久野住宅2号棟外壁改修その他工事 久野 5.5ヶ月 建築一式 外壁改修工事 入札 第2四半期 建築課

78 小田原市営螢田住宅4号棟外壁改修その他工事 蓮正寺 5.5ヶ月 建築一式 外壁改修工事 入札 第2四半期 建築課

79 小田原市営柳町住宅6号棟外壁改修その他工事 栢山 5.5ヶ月 建築一式 外壁改修工事 入札 第2四半期 建築課

80 小田原市立中央図書館外壁改修工事 鴨宮一丁目 5ヶ月 建築一式 外壁改修工事 入札 第2四半期 建築課



81 小田原市立白山中学校屋内運動場外壁改修工事 扇町五丁目 5ヶ月 建築一式 外壁改修工事 入札 第2四半期 建築課

82 小田原市立泉中学校北校舎西側外壁改修工事 飯田岡 5ヶ月 建築一式 外壁改修工事 入札 第2四半期 建築課

83 本庁舎７階大会議室防災対策本部改修工事 荻窪 4ヶ月 建築一式 床改修工事 入札 第2四半期 建築課

84 小田原市公設水産卸売市場立体駐車場防護柵等改修工事 早川一丁目 4ヶ月 建築一式 防護柵改修工事 入札 第2四半期 建築課

85 小田原市立芦子小学校校舎西側トイレ改修工事 扇町一丁目 4ヶ月 建築一式 トイレ改修工事 入札 第2四半期 建築課

86 新玉地区地域コミュニティ活動の場整備工事 浜町二丁目 3.5ヶ月 建築一式 トイレ改修工事 入札 第2四半期 建築課

87 生涯学習センター国府津学習館トイレ改修工事 国府津 3ヶ月 建築一式 トイレ改修工事 入札 第2四半期 建築課

88 小田原市立矢作小学校防火戸改修工事 矢作 3ヶ月 建築一式 建具改修工事 入札 第2四半期 建築課

89 小田原市立下曽我小学校普通教室床張替工事 曽我原 2.5ヶ月 建築一式 床改修工事 入札 第2四半期 建築課

90 小田原市立前羽小学校屋内運動場屋根改修工事 前川 4.5ヶ月 建築一式 屋根改修工事(カバー工法) 入札 第3四半期 建築課

91 小田原市立国府津小学校屋内運動場屋根改修工事 国府津 4ヶ月 建築一式 屋根改修工事(カバー工法) 入札 第3四半期 建築課

92 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 3.5ヶ月 建築一式 建具改修工事 入札 第3四半期 建築課

93 上府中公園トイレ改修工事 東大友 3.5ヶ月 建築一式 トイレ改修工事 入札 第3四半期 建築課

94 小田原市営仲沢住宅住戸改修工事 府川 3ヶ月 建築一式 住戸改修工事 入札 第3四半期 建築課

95 電気防食装置更新工事 高田 5ヶ月 電気 外部電源装置更新、１基 入札 第1四半期 水道整備課

96 令和3年度 根府川地区無停電電源設備更新工事 根府川ほか 7ヶ月 電気 無停電電源設備更新 入札 第1四半期 浄水管理課

97 令和3年度 石橋水源地自家用発電設備更新工事 石橋 5ヶ月 電気 自家用発電設備更新 入札 第1四半期 浄水管理課

98 小田原駅東西自由通路照明灯LED化工事 栄町一丁目 6ヶ月 電気 照明灯N=43灯 入札 第2四半期 道水路整備課

99 街区公園公園灯ＬＥＤ化工事 扇町三丁目ほか 4ヶ月 電気 LED灯具更新　Ｎ＝７３灯 入札 第2四半期 みどり公園課

100 上府中公園公園灯ＬＥＤ化工事 永塚ほか 4ヶ月 電気 LED灯具更新　Ｎ＝６０灯 入札 第2四半期 みどり公園課
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101 小田原フラワーガーデン公園灯ＬＥＤ化工事 久野 4ヶ月 電気 LED灯更新　Ｎ＝２９基 入札 第2四半期 みどり公園課

102 久野 4ヶ月 電気 LED灯具更新　Ｎ＝５６灯 入札 第2四半期 みどり公園課

103 こどもの森公園電気受電設備更新工事 久野 6ヶ月 電気 変電設備改修工事 入札 第2四半期 建築課

104 新玉地区地域コミュニティ活動の場整備に伴う衛生電源工事 浜町二丁目 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

105 小田原市立国府津小学校特別教室空調設備設置に伴う電気設備工事 国府津 5ヶ月 電気 特別教室への空調設置に伴う電気設備工事 入札 第2四半期 建築課

106 小田原市立東富水小学校特別教室空調設備設置に伴う電気設備工事 中曽根 5ヶ月 電気 特別教室への空調設置に伴う電気設備工事 入札 第2四半期 建築課

107 新玉地区地域コミュニティ活動の場整備に伴う空調電源工事 浜町二丁目 4ヶ月 電気 空調設置に伴う電気設備工事 入札 第2四半期 建築課

108 梅の里センター非常放送設備更新工事 曽我別所 4ヶ月 電気 非常放送設備更新工事 入札 第2四半期 建築課

109 小田原市営螢田住宅階段灯等LED改修工事 蓮正寺 4ヶ月 電気 階段灯LED改修工事 入札 第2四半期 建築課

110 小田原市立千代小学校放課後児童クラブ改修に伴う電気設備工事 千代 4ヶ月 電気 空調用電源工事およびインターホン増設工事 入札 第2四半期 建築課

111 小田原市立早川小学校屋内運動場非構造部材（照明）改修工事 早川二丁目 4ヶ月 電気 アリーナ部照明改修工事 入札 第2四半期 建築課

112 小田原市立千代中学校屋内運動場非構造部材（照明）改修工事 千代 4ヶ月 電気 アリーナ部照明改修工事 入札 第2四半期 建築課

113 小田原市立芦子小学校校舎西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 トイレ改修に伴う電気設備工事 入札 第2四半期 建築課

114 小田原市立桜井小学校特別教室空調設備設置に伴う電気設備工事 曽比 4ヶ月 電気 特別教室への空調設置に伴う電気設備工事 入札 第2四半期 建築課

115 小田原市立豊川小学校特別教室空調設備設置に伴う電気設備工事 成田 4ヶ月 電気 特別教室への空調設置に伴う電気設備工事 入札 第2四半期 建築課

116 本庁舎７階大会議室防災対策本部改修に伴う電気設備工事 荻窪 3.5ヶ月 電気 ７階大会議室防災対策本部改修に伴う電気設備工事 入札 第2四半期 建築課

117 久野配水池電気機械設備工事 久野 25ヶ月 電気 電気機械設備更新 入札 第2四半期 水道整備課

118 早川中継ポンプ場自家発設備改修工事 早川一丁目 7ヶ月 電気 自家発設備改修 入札 第2四半期 下水道整備課

119 令和3年度 石橋地区無停電電源設備更新工事 石橋 6ヶ月 電気 無停電電源設備更新 入札 第2四半期 浄水管理課

120 令和3年度 諏訪原配水池電気設備更新工事 久野 6ヶ月 電気 電気設備更新 入札 第2四半期 浄水管理課



121 城山陸上競技場ハンドホール改修工事 城山二丁目 4ヶ月 電気 フィールド内競技計測用電源改修工事 入札 第3四半期 建築課

122 小田原市保健センター高圧受電設備（PAS・引込ケーブル・DS他）改修工事 酒匂二丁目 4ヶ月 電気 変電設備改修工事 入札 第3四半期 建築課

123 本丸広場便所解体に伴う電気設備工事 城内 4ヶ月 電気 解体に伴う電気設備工事 入札 第3四半期 建築課

124 小田原市立芦子小学校屋内運動場非構造部材（照明）改修工事 扇町一丁目 4ヶ月 電気 アリーナ部照明改修工事 入札 第3四半期 建築課

125 小田原市立前羽小学校屋内運動場非構造部材（照明）改修工事 前川 4ヶ月 電気 アリーナ部照明改修工事 入札 第3四半期 建築課

126 小田原市立下中小学校屋内運動場非構造部材（照明）改修工事 小船 4ヶ月 電気 アリーナ部照明改修工事 入札 第3四半期 建築課

127 小田原市立城北中学校屋内運動場非構造部材（照明）改修工事 栢山 4ヶ月 電気 アリーナ部照明改修工事 入札 第3四半期 建築課

128 小田原地下街施設動力盤トランス更新工事 栄町 4ヶ月 電気 動力変圧器の更新工事 随意契約 第3四半期 建築課

129 小田原市公設水産地方卸売市場市場施設受変電設備改修工事 早川一丁目 4ヶ月 電気 電灯及び動力変圧器の更新工事 入札 第3四半期 建築課

130 上府中公園トイレ改修に伴う電気設備工事 東大友 3.5ヶ月 電気 トイレ改修に伴う電気設備工事 入札 第3四半期 建築課

131 小田原市営葭田住宅階段灯等LED改修工事 蓮正寺 3ヶ月 電気 階段灯LED改修工事 入札 第3四半期 建築課

132 小田原市営久野住宅階段灯等LED改修工事 久野 3ヶ月 電気 階段灯LED改修工事 入札 第3四半期 建築課

133 令和3年度 中河原配水池場内監視カメラ増設工事 上曽我 2ヶ月 電気 監視カメラ増設 入札 第3四半期 浄水管理課

134 令和3年度 高田浄水場浄水管理棟水質試験室空調設備更新工事 高田 2ヶ月 管 空調設備更新 入札 第1四半期 浄水管理課

135 城北タウンセンターいずみ空調機更新工事 飯田岡 5ヶ月 管 空調機更新工事 入札 第2四半期 建築課

136 小田原市立国府津小学校特別教室空調設備設置工事 国府津 5ヶ月 管 特別教室への空調設置工事 入札 第2四半期 建築課

137 小田原市立東富水小学校特別教室空調設備設置工事 中曽根 5ヶ月 管 特別教室への空調設置工事 入札 第2四半期 建築課

138 新玉地区地域コミュニティ活動の場整備に伴う空調設備工事 浜町二丁目 4ヶ月 管 空調機設置工事 入札 第2四半期 建築課

139 小田原市立千代小学校放課後児童クラブ改修に伴う機械設備工事 千代 4ヶ月 管 空調機設置工事 入札 第2四半期 建築課

140 小田原市立下府中小学校特別教室空調設備設置工事 酒匂 4ヶ月 管 特別教室への空調設置工事 入札 第2四半期 建築課
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141 小田原市立桜井小学校特別教室空調設備設置工事 曽比 4ヶ月 管 特別教室への空調設置工事 入札 第2四半期 建築課

142 小田原市立豊川小学校特別教室空調設備設置工事 成田 4ヶ月 管 特別教室への空調設置工事 入札 第2四半期 建築課

143 小田原市立芦子小学校校舎西側トイレ改修に伴う機械設備工事 扇町一丁目 4ヶ月 管 トイレ改修に伴う機械設備工事 入札 第2四半期 建築課

144 新玉地区地域コミュニティ活動の場整備に伴う衛生設備工事 浜町二丁目 3.5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

145 生涯学習センター国府津学習館トイレ床改修・洋式化機械設備工事 国府津 3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

146 小田原市立曽我小学校給食棟給排水衛生設備改修工事 曽我大沢 3ヶ月 管 給食棟給水管改修工事 入札 第2四半期 建築課

147 小田原市立東富水小学校調理場給湯配管改修工事 中曽根 2ヶ月 管 給湯管改修工事 入札 第2四半期 建築課

148 おだわら子ども若者教育支援センター空調設備更新工事 久野 5ヶ月 管 空調設備改修工事 入札 第3四半期 建築課

149 本丸広場便所解体に伴う機械設備工事 城内 4ヶ月 管 解体に伴う機械設備工事 入札 第3四半期 建築課

150 小田原市営仲沢住宅住戸改修に伴う機械設備工事 府川 4ヶ月 管 住戸改修に伴う設備改修工事 入札 第3四半期 建築課

151 上府中公園トイレ改修に伴う機械設備工事 東大友 3.5ヶ月 管 トイレ改修に伴う機械設備工事 入札 第3四半期 建築課

152 小田原市公設青果地方卸売市場ジャバラ保冷庫撤去工事 酒匂 3ヶ月 管 冷蔵庫の解体撤去工事 入札 第3四半期 建築課

153 左岸処理場汚泥圧送管撤去工事 酒匂一丁目 5ヶ月 管 汚泥圧送管撤去 入札 第3四半期 下水道整備課

154 小田原市営久野住宅2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4四半期 建築課

155 広域農道小田原中井線舗装改良工事 沼代・小竹 5ヶ月 ほ装 L=550m　W=7.0m 入札 第2四半期 農政課

156 星山農道舗装改良工事 久野 4ヶ月 ほ装 L=60m　W=5.0m 入札 第2四半期 農政課

157 市道0011舗装修繕工事 中町二丁目 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=85m　A=476㎡ 入札 第2四半期 道水路整備課

158 市道0027舗装修繕工事 板橋 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=200m　A=1060㎡ 入札 第2四半期 道水路整備課

159 市道0037舗装修繕工事 多古ほか 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=130m　A=845㎡ 入札 第2四半期 道水路整備課

160 市道0039舗装修繕工事 久野 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=100m　A=860㎡ 入札 第2四半期 道水路整備課



161 市道0041舗装修繕工事 曽比 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=51m　A=285㎡ 入札 第3四半期 道水路整備課

162 市道0051舗装修繕工事 鴨宮 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=35m　A=630㎡ 入札 第3四半期 道水路整備課

163 市道0060舗装修繕工事 小八幡一丁目ほか 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=280m　A=1848㎡ 入札 第3四半期 道水路整備課

164 市道0061舗装修繕工事 国府津一丁目 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=100m　A=52㎡ 入札 第3四半期 道水路整備課

165 市道0069舗装修繕工事 延清 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=100m　A=87㎡ 入札 第3四半期 道水路整備課

166 市道0073舗装修繕工事 国府津 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=48m　A=172㎡ 入札 第3四半期 道水路整備課

167 市道0074舗装修繕工事 羽根尾 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=100m　A=360㎡ 入札 第3四半期 道水路整備課

168 市道0076舗装修繕工事 中村原 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=100m　A=600㎡ 入札 第3四半期 道水路整備課

169 市道2164舗装修繕工事 中町二丁目 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=91m　A=200㎡ 入札 第3四半期 道水路整備課

170 市道2243舗装修繕工事 扇町一丁目 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=100m　A=360㎡ 入札 第3四半期 道水路整備課

171 市道2288舗装修繕工事 扇町三丁目 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=233m　A=1048㎡ 入札 第3四半期 道水路整備課

172 市道2440舗装修繕工事 久野 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=200m　A=960㎡ 入札 第3四半期 道水路整備課

173 市道4509ほか1路線舗装修繕工事 曽我大沢 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=149m　A=894㎡ 入札 第3四半期 道水路整備課

174 穴部新田ほか地内認定外道路舗装修繕工事 穴部新田ほか 3ヶ月 ほ装 舗装修繕　L=220m　A=1254㎡ 入札 第3四半期 道水路整備課

175 小田原フラワーガーデン駐車場舗装改修工事 久野 4ヶ月 ほ装 駐車場舗装改修　Ａ＝４５００㎡ 入札 第3四半期 みどり公園課

176 上府中公園園路舗装改修工事 永塚 3ヶ月 ほ装 園路舗装改修　Ａ＝１５００㎡ 入札 第3四半期 みどり公園課

177 久野送水管(成田地内)改良工事に伴う路面復旧工事 成田 4ヶ月 ほ装 Ａ＝3,000㎡ 入札 第3四半期 水道整備課

178 荻窪配水管工事に伴う路面復旧工事 荻窪 4ヶ月 ほ装 Ａ＝2,800㎡ 入札 第3四半期 水道整備課

179 公共下水道雨水渠工事に伴う路面復旧工事 栢山・曽比 3ヶ月 ほ装 Ｌ＝２１０ｍ　Ａ＝１１５５㎡ 入札 第3四半期 下水道整備課

180 新坂呂橋修繕工事 小竹 8ヶ月 塗装 L=80m　W=10m 入札 第2四半期 道水路整備課
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181 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 鴨宮三丁目 4.5ヶ月 防水 防水改修工事 入札 第2四半期 建築課

182 松田分署応急修繕工事 松田町松田惣領 4ヶ月 防水 防水改修工事 入札 第2四半期 建築課

183 橘タウンセンターこゆるぎベランダデッキ改修防水工事 羽根尾 2.5ヶ月 防水 防水改修工事 入札 第2四半期 建築課

184 小田原市タウンセンターマロニエ体育館妻側防水等改修工事 中里 3ヶ月 防水 防水改修工事 入札 第3四半期 建築課

185 小田原市立城北中学校北校舎屋上防水改修工事 栢山 3ヶ月 防水 防水改修工事 入札 第3四半期 建築課

186 豊川保育園屋上防水改修工事 成田 3ヶ月 防水 屋上防水改修工事 入札 第3四半期 建築課

187 小田原フラワーガーデン管理棟昇降機更新工事 久野 7ヶ月 機械器具設置 昇降機更新工事 入札 第1四半期 建築課

188 南町中継ポンプ場汚水ポンプ改修工事 南町三丁目 8ヶ月 機械器具設置 汚水ポンプ改修 入札 第1四半期 下水道整備課

189 ２系前処理設備基幹改修工事 扇町六丁目 5ヶ月 機械器具設置 ドラムスクリーン及びスクリュープレスの基幹部品交換 入札 第2四半期 環境保護課

190 不燃物処理設備改修工事 府川 5ヶ月 機械器具設置 不燃物処理設備の改修 随意契約 第2四半期 環境事業センター

191 令和3年度 米神配水池緊急遮断弁更新工事 米神 8ヶ月 機械器具設置 緊急遮断弁更新 入札 第2四半期 浄水管理課

192 令和3年度 高田浄水場中河原１号送水ポンプ修理工事 高田 6ヶ月 機械器具設置 送水ポンプオーバーホール 入札 第2四半期 浄水管理課

193 令和3年度 高田浄水場新１号沈殿池フロキュレーター修理工事 高田 5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 浄水管理課

194 令和3年度 根府川第一浄水場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 浄水管理課

195 破砕ポンプ更新工事 扇町六丁目 4ヶ月 機械器具設置 破砕ポンプ更新　１基 入札 第3四半期 環境保護課

196 令和3年度　片浦地区テレメータ装置更新工事 根府川ほか 5ヶ月 電気通信 遠隔監視装置更新 入札 第3四半期 浄水管理課

197 令和3年度 片浦地区計装設備更新工事 根府川ほか 5ヶ月 電気通信 計装設備更新 入札 第3四半期 浄水管理課

198 城下張出土塁復旧工事 谷津 4ヶ月 造園 崩落した法面の補修工事 入札 第2四半期 小田原城総合管理事務所

199 史跡小田原城跡御用米曲輪修景整備工事 城内 5ヶ月 造園 修景整備工事 入札 第2四半期 みどり公園課

200 板橋配水管工事 板橋 6ヶ月 水道施設 φ100mm　L=140m、φ75mm　L=50m 入札 第1四半期 水道整備課



201 久野配水管工事 久野 5ヶ月 水道施設 φ200mm　L=180m 入札 第1四半期 水道整備課

202 中町配水管工事 中町 5ヶ月 水道施設 φ　75mm　L=140m 入札 第1四半期 水道整備課

203 多古配水管工事 多古 4ヶ月 水道施設 φ200mm　L=200m、φ75mm　L=45m 入札 第1四半期 水道整備課

204 飯泉配水管改良工事 飯泉 4ヶ月 水道施設 φ100mm　L=　75m 入札 第1四半期 水道整備課

205 曽我別所配水管改良工事 曽我別所 4ヶ月 水道施設 配水管布設、φ５０ｍｍ、Ｌ＝８５．０ｍ 入札 第1四半期 水道整備課

206 南鴨宮配水管改良工事 南鴨宮三丁目 4ヶ月 水道施設 配水管布設、φ５０ｍｍ、Ｌ＝６５．０ｍ 入札 第1四半期 水道整備課

207 矢作配水管改良工事 矢作 4ヶ月 水道施設 配水管布設、φ５０ｍｍ、Ｌ＝３５．０ｍ 入札 第1四半期 水道整備課

208 国府津配水管改良工事 国府津三丁目 4ヶ月 水道施設 配水管布設、φ７５ｍｍ、Ｌ＝４０．０ｍ 入札 第1四半期 水道整備課

209 久野配水池場内配管等更新工事 久野 30ヶ月 水道施設 φ600~500mmL=150m,φ400mmL=360m,防水塗装A=5,070m 入札 第2四半期 水道整備課

210 減圧弁更新工事 根府川 5ヶ月 水道施設 減圧弁更新、φ１００ｍｍ、１基 入札 第2四半期 水道整備課

211 緊急遮断弁更新工事 南鴨宮三丁目 5ヶ月 水道施設 緊急遮断弁更新、φ１００ｍｍ、１基 入札 第2四半期 水道整備課

212 応急給水口設置工事 下曽我他 5ヶ月 水道施設 応急給水口設置、φ５０ｍｍ～φ１００ｍｍ、７箇所 入札 第2四半期 水道整備課

213 城山配水管工事 城山 4ヶ月 水道施設 φ100mm　L=140m 入札 第2四半期 水道整備課

214 国府津配水管新設工事 国府津 4ヶ月 水道施設 φ　75mm　L=130m 入札 第2四半期 水道整備課

215 板橋配水管改良工事 板橋 4ヶ月 水道施設 φ　75mm　L=110m 入札 第2四半期 水道整備課

216 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

217 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

218 旧青少年相談センター解体撤去工事 城山四丁目 3ヶ月 解体 解体工事 入札 第1四半期 建築課

219 水道サービスセンター解体工事 高田 3ヶ月 解体 解体工事 入札 第2四半期 建築課

220 国府津出張所解体工事 国府津 2.5ヶ月 解体 解体工事 入札 第2四半期 建築課
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221 耐震性貯水槽撤去工事 久野 3ヶ月 解体 耐震性貯水槽(100t)撤去 入札 第2四半期 水道整備課

222 職員住宅解体工事 久野 8ヶ月 解体 解体工事 入札 第3四半期 建築課

223 上府中市民集会施設解体及び駐車場整備工事 千代 3ヶ月 解体 解体工事 入札 第3四半期 建築課

224 旧石橋保育園解体撤去工事 石橋 3ヶ月 解体 解体工事 入札 第3四半期 建築課

225 本丸茶屋横便所解体工事 城内 3ヶ月 解体 解体工事 入札 第3四半期 建築課

226 本丸広場便所解体工事 城内 2.5ヶ月 解体 解体工事 入札 第3四半期 建築課

227 西大友出張所解体工事 西大友 2.5ヶ月 解体 解体工事 入札 第3四半期 建築課

228 高田運動広場フェンス等撤去工事 高田 2ヶ月 解体 解体工事 入札 第3四半期 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 発注予定時期 発注課 備考

1 山北出張所設計業務委託 山北町山北 8ヶ月 建築設計 新築設計業務 入札 第2四半期 建築課

2 小田原市新病院建設事業（設計業務) 久野 21ヶ月 建築設計 新病院建設事業の基本・実施設計（約40,000㎡) 随意契約 第3四半期 病院再整備課

3 耐震性貯水槽新設実施設計業務委託 扇町 3ヶ月
上水道及び
工業用水道

耐震性貯水槽(100t)新設に伴う実施設計 入札 第1四半期 水道整備課

4 中村原地区実施設計業務委託 中村原 8ヶ月 下水道 実施設計　L=330ｍ 入札 第2四半期 下水道整備課

5 大下水第一雨水幹線支線実施設計及び地質調査業務委託 栄町二丁目他 7ヶ月 下水道 実施設計　Ｌ＝６０ｍ、地質調査３箇所 入札 第2四半期 下水道整備課

6 早川中継ポンプ場ほか改修工事設計業務委託 早川一丁目 6ヶ月 下水道
早川中継ポンプ場：外壁、防水、消防設備、破砕機改修
マンホールポンプ：監視制御装置、水位計、通報装置改修 入札 第2四半期 下水道整備課

7 下水道管理センター受変電設備更新等実施設計業務委託 寿町五丁目 6ヶ月 下水道 受変電設備、除塵機、コンベヤ、消防設備改修 入札 第2四半期 下水道整備課

8 坊所橋詳細設計業務委託 久野 5ヶ月
鋼構造物及び
コンクリート 詳細設計一式 入札 第2四半期 農政課

9 学橋橋梁補修実施設計業務 城内 4ヶ月
鋼構造物及び
コンクリート 橋梁補修設計　１橋 入札 第2四半期 小田原城総合管理事務所

10 井戸曲輪等石垣保全対策工事実施設計 早川 8ヶ月
施工計画施
工設備積算

石垣保全対策の検討と測量作業 入札 第2四半期 文化財課

11 御用米曲輪修景整備工事（近世整備範囲）実施設計 城内 8ヶ月
施工計画施
工設備積算

御用米曲輪近世エリア工事の追加実施設計 随意契約 第2四半期 文化財課

12 国府津出張所解体撤去工事に係る影響調査（事前） 国府津 2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 旧石橋保育園解体撤去工事に係る影響調査（事前） 石橋 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

14 職員住宅解体工事に係る影響調査 久野 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

15 西大友出張所解体撤去工事に係る影響調査（事前） 西大友 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

16 水道局（旧特別高圧電気室）解体に伴う環境影響調査業務委託（事前） 高田 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
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