
令和3年度 建設工事発注見通し
(第１四半期 工種-時期)

No 発注機関 部署名 工事名 工種業種 工事場所 入札方式 工事期限 工事概要 発注・入札予定時期

1 佐野市 都市建設部 都市整備課
(仮称)出流原PAスマートIC整備に伴う調整
池拡張工事

土木一式工事 佐野市 出流原町 指名競争 約5ヶ月
ブロック積工事 A=250㎡
道路改良工事 A=180㎡

第1四半期

2 佐野市 都市建設部 道路河川課 浚渫土置場復旧工事 土木一式工事 佐野市 閑馬町外 指名競争 約5ヶ月 浚渫土・流木等搬出、整地 第1四半期

3 佐野市 上下水道局 下水道課
公共下水道ストックマネジメントマンホー
ル蓋改築工事その１

土木一式工事 佐野市 堀米町外 指名競争 約4ヶ月 マンホール蓋更新 45箇所 第1四半期

4 佐野市 上下水道局 下水道課
公共下水道ストックマネジメントマンホー
ル蓋改築工事その２

土木一式工事 佐野市 赤坂町外 指名競争 約4ヶ月 マンホール蓋更新 44箇所 第1四半期

5 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道2級150号線道路改良工事 土木一式工事 佐野市 奈良渕町 指名競争 約5ヶ月 道路改良工事 L=100ｍ 第1四半期

6 佐野市 上下水道局 水道課 大橋浄水場内雨水処理施設設置工事 土木一式工事 佐野市 大橋町 指名競争 約5ヶ月 雨水貯留施設外 1式 第1四半期

7 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道管渠修繕工事その１ 土木一式工事 佐野市 堀米町 指名競争 約3ヶ月
内面補修 16箇所
止水工 20箇所

第1四半期

8 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道管渠更生工事その１ 土木一式工事 佐野市 大橋町外 指名競争 約6ヶ月
本管布設替 L=60m 内面補修 44箇所
本管更生 L=230m 止水工 13箇所

第1四半期

9 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道田沼2号枝幹線築造工事その1 土木一式工事 佐野市 田沼町外 指名競争 約6ヶ月 管渠布設工事 φ200 L=446m 第1四半期

10 佐野市 上下水道局 下水道課
東部9号雨水枝幹線築造工事に伴う汚水管整
備

土木一式工事 佐野市 犬伏下町 指名競争 約4ヶ月 管渠布設工事 φ200 L=85m 第1四半期

11 佐野市 都市建設部 都市整備課
(仮称)出流原PAスマートIC整備に伴う排水
路工事

土木一式工事 佐野市 出流原町 一般競争 約8ヶ月 側溝敷設、暗渠管敷設工事 L=1,000m 第1四半期

12 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道6085号線渡戸橋災害復旧工事 土木一式工事 佐野市 船越町 一般競争 約11ヶ月 橋梁災害復旧工事 L=46.0ｍ 第1四半期

13 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道数枝線数枝橋災害復旧工事その２ 土木一式工事 佐野市 会沢町 指名競争 約10ヶ月 橋梁災害復旧工事 L=10.9ｍ 第1四半期

14 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道赤見1号枝幹線築造工事その１ 土木一式工事 佐野市 出流原町 指名競争 約6ヶ月 管渠布設工事 φ200 L=474m 第1四半期

15 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道管渠布設替工事その１ 土木一式工事 佐野市 大橋町 指名競争 約5ヶ月
本管布設替 L=140m
取付管開削修繕 4箇所

第1四半期

16 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道管渠更生工事その２ 土木一式工事 佐野市 犬伏中町外 指名競争 約4ヶ月
本管更生 L=100m 内面補修 10箇所
止水工 4箇所

第1四半期

17 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道管渠布設替工事その２ 土木一式工事 佐野市 寺中町 指名競争 約4ヶ月 本管布設替 L=60m 第1四半期

18 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道秋山川枝幹線築造工事その１ 土木一式工事 佐野市 多田町 一般競争 約6ヶ月 管渠布設工事 φ200 L=562m 第1四半期
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19 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道秋山川枝幹線築造工事その4 土木一式工事 佐野市 山越町 指名競争 約6ヶ月 管渠布設工事 φ200 L=455m 第1四半期

20 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道田沼6号枝幹線築造工事その１ 土木一式工事 佐野市 新吉水町 指名競争 約6ヶ月 管渠布設工事 φ200 L=408m 第1四半期

21 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道秋山川枝幹線築造工事その６ 土木一式工事 佐野市 中町 指名競争 約6ヶ月 管渠布設工事 φ200 L=505m 第1四半期

22 佐野市 上下水道局 下水道課
公共下水道ストックマネジメント内面補強
工事

土木一式工事 佐野市 大橋町外 指名競争 約4ヶ月 内面補修 90箇所 第1四半期

23 佐野市 上下水道局 下水道課
公共下水道ストックマネジメント管渠更生
工事

土木一式工事 佐野市 大橋町外 指名競争 約3ヶ月 本管更生 L=60m 第1四半期

24 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道管渠更生工事その３ 土木一式工事 佐野市 寺中町外 指名競争 約4ヶ月
本管更生 L=83m 内面補修 16箇所
止水工 2箇所

第1四半期

25 佐野市 上下水道局 下水道課
公共下水道ストックマネジメントマンホー
ル蓋改築工事その３

土木一式工事 佐野市 赤坂町外 指名競争 約4ヶ月 マンホール蓋更新 44箇所 第1四半期

26 佐野市 上下水道局 下水道課 佐野西部地区水処理センター改修工事 土木一式工事 佐野市 上羽田町 指名競争 約6ヶ月 施設改修、機械撤去 第1四半期

27 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道黒袴枝幹線築造工事 土木一式工事 佐野市 黒袴町 指名競争 約6ヶ月 管渠布設工事 φ200 L=290m 第1四半期

28 佐野市 産業文化部 農政課 閑馬町地内農地災害復旧工事 土木一式工事 佐野市 閑馬町 指名競争 約3ヶ月 法面復旧 L=36m 第1四半期

29 佐野市 都市建設部 道路河川課
都市計画道路3・4・201号高砂植下線電線共
同溝工事

土木一式工事 佐野市 亀井町外 一般競争 約8ヶ月 電線共同溝布設工事 L=200ｍ 第1四半期

30 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道佐野11号線通学路整備工事 土木一式工事 佐野市 大橋町 指名競争 約4ヶ月
擁壁工事 L＝21ｍ
防護柵設置工事 L＝21ｍ

第1四半期

31 佐野市 上下水道局 下水道課
公共下水道ストックマネジメントマンホー
ル蓋改築工事その４

土木一式工事 佐野市 赤坂町外 指名競争 約4ヶ月 マンホール蓋更新 44箇所 第1四半期

32 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道赤見1号枝幹線築造工事その２ 土木一式工事 佐野市 出流原町 指名競争 約4ヶ月 管渠布設工事 φ200 L=121m 第1四半期

33 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道高萩１号枝幹線築造工事 土木一式工事 佐野市 高萩町 指名競争 約5ヶ月 管渠布設工事 φ200 L=235m 第1四半期

34 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道秋山川枝幹線築造工事その5 土木一式工事 佐野市 山越町 指名競争 約5ヶ月 管渠布設工事 φ200 L=202m 第1四半期

35 佐野市 消防本部 警防課 防火貯水槽設置工事 土木一式工事 佐野市 高萩町 指名競争 約4ヶ月 防火貯水槽新設 1基 第1四半期

36 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道1071号線側溝工事 土木一式工事 佐野市 田沼町 指名競争 約5ヶ月 側溝布設工事 L=100ｍ 第2四半期
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37 佐野市 上下水道局 下水道課
公共下水道黒袴幹線マンホールポンプ設置
工事

土木一式工事 佐野市 黒袴町 指名競争 約6ヶ月 ポンプ φ100 4基 第2四半期

38 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道田沼6号枝幹線築造工事その２ 土木一式工事 佐野市 新吉水町 指名競争 約5ヶ月 管渠布設工事 φ200 L=222m 第2四半期

39 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道植野93号線外側溝工事 土木一式工事 佐野市 植下町 指名競争 約6ヶ月 側溝布設工事 L=200ｍ 第2四半期

40 佐野市 都市建設部 道路河川課 普通河川菊水川改修工事 土木一式工事 佐野市 山越町 指名競争 約5ヶ月 河川改修工事 Ｌ＝23ｍ 第2四半期

41 佐野市 都市建設部 道路河川課 普通河川鷲川改修工事その１ 土木一式工事 佐野市 堀米町 指名競争 約6ヶ月
ボックスカルバート工L=8m、L型水路
工L=80m

第2四半期

42 佐野市 上下水道局 下水道課
公共下水道ストックマネジメントマンホー
ル蓋改築工事その５

土木一式工事 佐野市 若松町外 指名競争 約4ヶ月 マンホール蓋更新 45箇所 第2四半期

43 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道田沼2号枝幹線築造工事その2 土木一式工事 佐野市 田沼町外 指名競争 約5ヶ月 管渠布設工事 φ200 L=151m 第2四半期

44 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道秋山川枝幹線築造工事その7 土木一式工事 佐野市 中町 指名競争 約5ヶ月 管渠布設工事 φ200 L=265m 第2四半期

45 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道犬伏184号線外側溝修繕工事 土木一式工事 佐野市 浅沼町 指名競争 約5ヶ月 側溝工事 L=115m 第2四半期

46 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道堀米33号線側溝修繕工事 土木一式工事 佐野市 堀米町 指名競争 約3ヶ月 側溝蓋修繕工事 L=300m 第2四半期

47 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道赤見1号枝幹線築造工事その３ 土木一式工事 佐野市 出流原町 指名競争 約4ヶ月 管渠布設工事 φ200 L=98m 第2四半期

48 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道秋山川枝幹線築造工事その２ 土木一式工事 佐野市 多田町 指名競争 約5ヶ月 管渠布設工事 φ200 L=161m 第2四半期

49 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道秋山川枝幹線築造工事その３ 土木一式工事 佐野市 多田町 指名競争 約5ヶ月 管渠布設工事 φ200 L=157m 第2四半期

50 佐野市 上下水道局 下水道課 浸水対策東部14号雨水枝幹線築造工事 土木一式工事 佐野市 栄町 指名競争 約6ヶ月 函渠布設工事 □900～1000 L=70m 第2四半期

51 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道界59号線道路改良工事 土木一式工事 佐野市 馬門町 指名競争 約4ヶ月 道路改良工事 L=160ｍ 第2四半期

52 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道2級119号線道路改良工事 土木一式工事 佐野市 船津川町 指名競争 約6ヶ月 道路改良工事 L=140ｍ 第2四半期

53 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道佐野127号線道路改良工事 土木一式工事 佐野市 大橋町 指名競争 約6ヶ月 道路改良工事 L=130ｍ 第2四半期

54 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道205号線側溝工事 土木一式工事 佐野市 田沼下町 指名競争 約5ヶ月 側溝布設工事 L=170ｍ 第2四半期
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55 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道2級105号線側溝修繕工事 土木一式工事 佐野市 富岡町 指名競争 約3ヶ月 側溝工事 L=80m 第2四半期

56 佐野市 都市建設部 道路河川課 普通河川鷲川改修工事その２ 土木一式工事 佐野市 堀米町 指名競争 約5ヶ月 L型水路工L=110m 第2四半期

57 佐野市 教育総務部 学校管理課 葛生義務教育学校校庭外構工事 土木一式工事 佐野市 葛生西三丁目 一般競争 約5ヶ月 葛生義務教育学校の校庭外構等整備 第2四半期

58 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道1068号線道路修繕工事 土木一式工事 佐野市 田沼町 指名競争 約3ヶ月 側溝工事 L=37m 第2四半期

59 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道吾妻103号線道路改良工事 土木一式工事 佐野市 下羽田町 指名競争 約3ヶ月 道路改良工事 L=90ｍ 第3四半期

60 佐野市 上下水道局 下水道課 浸水対策東部4号雨水幹線築造工事 土木一式工事 佐野市 栄町 一般競争 約6ヶ月 函渠布設工事 □3500 L=24m 第3四半期

61 佐野市 産業文化部 農政課 越名沼幹線排水路浚渫仮置場残土処理工事 土木一式工事 佐野市 高山町 指名競争 約3ヶ月 残土処理工事 1式 第3四半期

62 佐野市 都市建設部 都市整備課 駅南公園西土地区画整理事業道路築造工事 土木一式工事 佐野市 高砂町 指名競争 約3ヶ月 側溝布設 L=60m 第3四半期

63 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道道路冠水対策工事 土木一式工事 佐野市 植上町 指名競争 約6ヶ月 側溝布設工事 L=170ｍ 第3四半期

64 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道犬伏244号線道路改良工事 土木一式工事 佐野市 黒袴町 指名競争 約4ヶ月 道路改良工事 L=170ｍ 第3四半期

65 佐野市 総合政策部 財産活用課 庁舎会派室改修工事 建築一式工事 佐野市 高砂町 指名競争 約2ヶ月 庁舎7階会議室改装 第1四半期

66 佐野市 都市建設部 建築住宅課 第２旗川こどもクラブ室改修工事 建築一式工事 佐野市 並木町 指名競争 約4ヶ月 施設整備工事 第1四半期

67 佐野市 都市建設部 都市整備課 （仮称）高萩中央公園整備工事その１ 建築一式工事 佐野市 高萩町 指名競争 約4ヶ月 建築施設整備工 一式 第1四半期

68 佐野市 都市建設部 建築住宅課 奈良渕住宅15号棟屋上防水改修工事 建築一式工事 佐野市 奈良渕町 指名競争 約3ヶ月 屋上防水改修工事 第2四半期

69 佐野市 都市建設部 建築住宅課 高萩住宅2号棟外壁屋上防水改修工事 建築一式工事 佐野市 高萩町 指名競争 約5ヶ月 外壁・屋上防水改修工事 第2四半期

70 佐野市 都市建設部 建築住宅課 中央公民館屋上防水改修工事 建築一式工事 佐野市 金井上町 指名競争 約3ヶ月 屋上防水改修工事 第2四半期

71 佐野市 都市建設部 建築住宅課 北中学校屋内運動場屋根防水改修工事 建築一式工事 佐野市 富岡町 指名競争 約4ヶ月 屋根防水改修工事 第2四半期

72 佐野市 上下水道局 水道課 新上下水道庁舎建築工事 建築一式工事 佐野市 大橋町 一般競争 約14ヶ月 RC造1,200㎡ 1式 第2四半期



令和3年度 建設工事発注見通し
(第１四半期 工種-時期)

No 発注機関 部署名 工事名 工種業種 工事場所 入札方式 工事期限 工事概要 発注・入札予定時期

73 佐野市 総合政策部 財産活用課 庁舎屋上鳥獣飛来防止工事 建築一式工事 佐野市 高砂町 指名競争 約3ヶ月 庁舎屋上鳥獣防止ネット設置 第2四半期

74 佐野市 産業文化部 農山村振興課
令和2年度森林整備林道事業 林道作原沢入
線ばらら橋長寿命化補修工事

とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 作原町 指名競争 約4ヶ月 橋梁補修工事 1橋 第1四半期

75 佐野市 上下水道局 水道課 田沼配水池のり面保護工事
とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 戸室町 指名競争 約4ヶ月 のり面改修 1式 第1四半期

76 佐野市 都市建設部 道路河川課 交通安全施設設置工事その１
とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 市内全域 指名競争 約3ヶ月
カーブミラー・ガードレール・区画線
設置

第1四半期

77 佐野市 産業文化部 農山村振興課
令和3年度森林路網整備事業 林道作原沢入
線法面改良工事

とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 作原町 指名競争 約3ヶ月 法面改良工事 A=410m2 第1四半期

78 佐野市 都市建設部 建築住宅課 ときわ保育園工作物外改修工事
とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 豊代町 指名競争 約4ヶ月 工作物外改修工事 第1四半期

79 佐野市 教育総務部 文化財課 史跡唐沢山城跡石垣保存整備工事
とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 栃本町他 指名競争 約3ヶ月 文化財石垣の積み直し修理 第2四半期

80 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道築地一の沢線上向田橋災害復旧工事
とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 築地町 指名競争 約6ヶ月 クラック補修工、繊維シート工 1式 第2四半期

81 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道町東線片倉橋橋梁補修工事
とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 葛生東一丁目 指名競争 約6ヶ月 クラック補修工、繊維シート工 1式 第2四半期

82 佐野市 教育総務部 学校管理課 小学校遊具改修工事
とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 金屋下町外 指名競争 約5ヶ月
遊具点検で指摘のあった箇所の修繕等
を行う。

第2四半期

83 佐野市 都市建設部 都市整備課
(仮称)出流原PAスマートIC整備に伴う案内
標識工事

とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 出流原町 指名競争 約4ヶ月 標識改修１式 第2四半期

84 佐野市 都市建設部 道路河川課 交通安全施設設置工事その２
とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 市内全域 指名競争 約3ヶ月
カーブミラー・ガードレール・区画線
設置

第2四半期

85 佐野市 産業文化部 農山村振興課
令和3年度森林整備林道事業 林道小戸線足
倉橋外長寿命化補修工事

とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 作原町 指名競争 約4ヶ月 橋梁補修工事 2橋 第3四半期

86 佐野市 教育総務部 学校管理課 植野小学校外２校外構改修事工事
とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 植上町外 指名競争 約4ヶ月
ブロック塀の撤去及びフェンス設置工
事

第3四半期

87 佐野市 教育総務部 学校管理課 旗川小学校外１校外構改修事工事
とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 並木町外 指名競争 約4ヶ月
ブロック塀の撤去及びフェンス設置工
事

第3四半期

88 佐野市 教育総務部 学校管理課 赤見小学校外２校外構改修事工事
とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 赤見町外 指名競争 約4ヶ月
ブロック塀の撤去及びフェンス設置工
事

第3四半期

89 佐野市 教育総務部 学校管理課 常盤小学校外２校外構改修事工事
とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 仙波町外 指名競争 約4ヶ月
ブロック塀の撤去及びフェンス設置工
事

第3四半期

90 佐野市 教育総務部 学校管理課 西中学校外２校外構改修事工事
とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 大橋町外 指名競争 約4ヶ月
ブロック塀の撤去及びフェンス設置工
事

第3四半期



令和3年度 建設工事発注見通し
(第１四半期 工種-時期)
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91 佐野市 都市建設部 道路河川課 交通安全施設設置工事その３
とび・土工・コンク
リート工事

佐野市 市内全域 指名競争 約3ヶ月
カーブミラー・ガードレール・区画線
設置

第3四半期

92 佐野市 上下水道局 水道課 堀米配水場 2号配水流量計外更新工事 電気工事 佐野市 堀米町外 指名競争 約5ヶ月 配水流量計外更新 1式 第1四半期

93 佐野市 上下水道局 水道課 菊川浄水場 テレメータ外更新工事 電気工事 佐野市 堀米町外 指名競争 約5ヶ月 テレメータ外更新 1式 第1四半期

94 佐野市 上下水道局 水道課
閑馬浄水場 １，２号取水流量計外更新工
事

電気工事 佐野市 閑馬町外 指名競争 約5ヶ月 取水流量計外更新 1式 第1四半期

95 佐野市 上下水道局 下水道課 伊勢山中継ポンプ場直流電源装置修繕工事 電気工事 佐野市 伊勢山町 指名競争 約7ヶ月 基盤・蓄電池交換 1式 第1四半期

96 佐野市 産業文化部 農山村振興課 林道近沢線近沢トンネル照明修繕工事 電気工事 佐野市 飛駒町外 指名競争 約3ヶ月 トンネル照明交換 25基 第2四半期

97 佐野市 都市建設部 建築住宅課 下田沼住宅外火災警報器改修工事 電気工事 佐野市 栃本町外 指名競争 約4ヶ月 火災警報器改修工事 第2四半期

98 佐野市 都市建設部 建築住宅課 葛生地区公民館外高圧受電設備改修工事 電気工事 佐野市
葛生東一丁目
外

指名競争 約3ヶ月 受変電設備改修工事 第2四半期

99 佐野市 上下水道局 水道課 新上下水道庁舎電気工事 電気工事 佐野市 大橋町 一般競争 約14ヶ月 電灯、放送、動力等 1式 第2四半期

100 佐野市 上下水道局 水道課 常盤第２浄水場 送水流量計外更新工事 電気工事 佐野市 牧町外 指名競争 約5ヶ月 送水流量計外更新 1式 第2四半期

101 佐野市 上下水道局 水道課 閑馬浄水場 配水流量計外更新工事 電気工事 佐野市 閑馬町外 指名競争 約5ヶ月 配水流量計外更新 1式 第2四半期

102 佐野市 都市建設部 建築住宅課 高萩住宅外テレビ共同受信設備撤去工事 電気工事 佐野市 高萩町外 指名競争 約2ヶ月 テレビ共同受信設備撤去工事 第3四半期

103 佐野市 都市建設部 建築住宅課 田沼中央公民館空調設備改修工事 管工事 佐野市 戸奈良町 指名競争 約4ヶ月 空調設備改修工事 第1四半期

104 佐野市 教育総務部 学校管理課 城北小学校ガス式エアコン更新工事 管工事 佐野市 堀米町 指名競争 約3ヶ月
故障している城北小学校ガス式エアコ
ンを更新する。

第1四半期

105 佐野市 教育総務部 学校管理課 小学校トイレ洋式化改修工事 管工事 佐野市 吉水町外 指名競争 約4ヶ月 学校のトイレを改修して洋式化する。 第1四半期

106 佐野市 教育総務部 学校管理課 中学校トイレ洋式化改修工事 管工事 佐野市 若松町外 指名競争 約4ヶ月 学校のトイレを改修して洋式化する。 第1四半期

107 佐野市 上下水道局 水道課
老朽塩ビ管更新事業 市道堀米96号線老朽
管布設替工事

管工事 佐野市 堀米町 指名競争 約4ヶ月 配水管布設φ50 L=160m 第1四半期

108 佐野市 上下水道局 水道課
老朽塩ビ管更新事業 市道堀米100号線外老
朽管布設替工事

管工事 佐野市 堀米町 指名競争 約5ヶ月 配水管布設φ50・100 L=520m 第1四半期
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109 佐野市 上下水道局 水道課
市道犬伏184号線外側溝修繕工事に伴う配水
管移設工事

管工事 佐野市 浅沼町外 指名競争 約3ヶ月 DIPφ100 L=140m 第1四半期

110 佐野市 上下水道局 水道課
スマートインター工事に伴う配水管移設工
事（市道2級144号線）

管工事 佐野市 出流原町 指名競争 約3ヶ月 DIPφ150 L=50m 第1四半期

111 佐野市 上下水道局 水道課
老朽塩ビ管更新事業 市道堀米18号線外老
朽管布設替工事

管工事 佐野市 奈良渕町 指名競争 約4ヶ月 配水管布設φ50 L=300m 第1四半期

112 佐野市 上下水道局 水道課
老朽塩ビ管更新事業 市道214号線老朽管布
設替工事

管工事 佐野市 岩崎町 指名競争 約5ヶ月 配水管布設φ150 L=320m 第1四半期

113 佐野市 上下水道局 水道課
老朽塩ビ管更新事業 主要地方道路佐野・
古河線老朽管布設替工事

管工事 佐野市 北茂呂町 指名競争 約5ヶ月 配水管布設φ50 L=400m 第1四半期

114 佐野市 上下水道局 水道課
老朽塩ビ管更新事業 市道堀米103号線外老
朽管布設替工事

管工事 佐野市 堀米町 指名競争 約4ヶ月 配水管布設φ50 L=260m 第2四半期

115 佐野市 上下水道局 水道課 主要地方道 桐生田沼線管網整備工事 管工事 佐野市 飛駒町 指名競争 約6ヶ月 配水管布設φ100 L=650m 第2四半期

116 佐野市 都市建設部 建築住宅課 中央公民館3階空調設備改修工事 管工事 佐野市 金井上町 指名競争 約4ヶ月 空調設備改修工事 第2四半期

117 佐野市 上下水道局 水道課
一般県道栃木田沼線道路改良工事に伴う配
水管移設工事

管工事 佐野市 中町 指名競争 約4ヶ月 DIPφ150 L=280m 第2四半期

118 佐野市 上下水道局 水道課
老朽塩ビ管更新事業 市道堀米17号線外老
朽管布設替工事

管工事 佐野市 奈良渕町 指名競争 約4ヶ月 配水管布設φ50 L=360m 第2四半期

119 佐野市 上下水道局 水道課 新上下水道庁舎設備工事 管工事 佐野市 大橋町 一般競争 約14ヶ月 給水、排水、衛生器具等 1式 第2四半期

120 佐野市 上下水道局 水道課 市道1級1号線管網整備工事 管工事 佐野市 亀井町外 指名競争 約4ヶ月 配水管布設φ75 L=110m 第2四半期

121 佐野市 都市建設部 建築住宅課 吾妻地区公民館空調設備改修工事 管工事 佐野市 村上町 指名競争 約4ヶ月 空調設備改修工事 第2四半期

122 佐野市 上下水道局 水道課
公共下水道秋山川枝幹線築造工事に伴う配
水管移設工事（一般県道栃木田沼線）

管工事 佐野市 多田町 指名競争 約3ヶ月 DIPφ200,150 L=40m 第2四半期

123 佐野市 上下水道局 水道課
浸水対策東部9号雨水枝幹線築造工事に伴う
配水管移設工事（市道犬伏130号線）

管工事 佐野市 犬伏下町 指名競争 約3ヶ月 DIPφ150 L=40m 第2四半期

124 佐野市 上下水道局 水道課 会沢管路災害復旧工事 管工事 佐野市 会沢町 指名競争 約5ヶ月 配水・送水管布設φ150 L=64.7m 第2四半期

125 佐野市 上下水道局 水道課
公共下水道田沼2号枝幹線築造工事に伴う配
水管布設替工事（市道1083号線外）

管工事 佐野市 田沼町 指名競争 約4ヶ月 DIPφ150,75 L=370m 第2四半期

126 佐野市 上下水道局 水道課
公共下水道秋山川枝幹線築造工事に伴う配
水管布設替工事（市道4008号線外）

管工事 佐野市 山越町 指名競争 約3ヶ月 DIPφ100 L=200m 第2四半期
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127 佐野市 上下水道局 水道課 市道2級146号線管網整備工事 管工事 佐野市 石塚町外 指名競争 約4ヶ月 配水管布設φ150 L=300m 第2四半期

128 佐野市 上下水道局 水道課 市道犬伏47号線管網整備工事 管工事 佐野市 犬伏下町 指名競争 約4ヶ月 配水管布設φ100 L=280m 第2四半期

129 佐野市 上下水道局 水道課 市道犬伏86号線外管網整備工事 管工事 佐野市 犬伏新町 指名競争 約5ヶ月 配水管布設φ100 L=300m 第2四半期

130 佐野市 上下水道局 水道課
主要地方道桐生田沼線橋梁架替工事に伴う
配水管仮設工事

管工事 佐野市 閑馬町 指名競争 約3ヶ月 HPPEφ200 L=100m 第3四半期

131 佐野市 上下水道局 水道課
市道植野323号線橋梁架替工事に伴う配水管
移設工事

管工事 佐野市 田島町 指名競争 約2ヶ月 DIPφ200 L=20m 第3四半期

132 佐野市 上下水道局 水道課 主要地方道桐生岩舟線管網整備工事 管工事 佐野市 高砂町 指名競争 約3ヶ月 DIPφ100 L=75m 第3四半期

133 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道植野317号線舗装修繕工事 舗装工事 佐野市 田島町 指名競争 約4ヶ月 舗装工事 L=600m 第1四半期

134 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道堀米152号線外舗装修繕工事 舗装工事 佐野市 堀米町 指名競争 約4ヶ月 舗装工事 L=560m 第1四半期

135 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道203号線舗装修繕工事 舗装工事 佐野市 田沼町 指名競争 約4ヶ月 舗装工事 L=600m 第1四半期

136 佐野市 上下水道局 下水道課 浸水対策舗装復旧(東部6号)その2 舗装工事 佐野市 植上町外 指名競争 約3ヶ月 舗装工事 第1四半期

137 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道吾妻41号線外舗装修繕工事 舗装工事 佐野市 村上町 指名競争 約3ヶ月 舗装工事 L=250m 第1四半期

138 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道1級5号線舗装修繕工事 舗装工事 佐野市 飯田町 指名競争 約3ヶ月 舗装工事 L=200m 第1四半期

139 佐野市 都市建設部 建築指導課
建築基準法第42条第2項道路後退用地整備工
事（その１）

舗装工事 佐野市 市内全域 指名競争 約3ヶ月 舗装工事 第1四半期

140 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道犬伏179号線舗装修繕工事 舗装工事 佐野市 浅沼町 指名競争 約3ヶ月 舗装工事 L=350m 第2四半期

141 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道佐野141号線外舗装修繕工事 舗装工事 佐野市 大橋町 指名競争 約4ヶ月 舗装工事 L=680m 第2四半期

142 佐野市 都市建設部 建築指導課
建築基準法第42条第2項道路後退用地整備工
事（その２）

舗装工事 佐野市 市内全域 指名競争 約3ヶ月 舗装工事 第2四半期

143 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道松井町岩崎線舗装修繕工事 舗装工事 佐野市 豊代町 指名競争 約3ヶ月 舗装工事 L=400m 第2四半期

144 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道6097号線舗装修繕工事 舗装工事 佐野市 戸室町 指名競争 約4ヶ月 舗装工事 L=220m 第3四半期
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145 佐野市 都市建設部 道路河川課 市道１級17号線舗装修繕工事 舗装工事 佐野市 石塚町 指名競争 約4ヶ月 舗装工事 L=530m 第3四半期

146 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道舗装復旧工事その1 舗装工事 佐野市 上羽田町 指名競争 約3ヶ月 舗装工事 A=1,500㎡ 第3四半期

147 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道舗装復旧工事その3 舗装工事 佐野市 富士見町 指名競争 約3ヶ月 舗装工事 A=1,200㎡ 第3四半期

148 佐野市 上下水道局 下水道課 浸水対策舗装復旧工事その1 舗装工事 佐野市 犬伏下町外 指名競争 約3ヶ月 舗装工事 A=1,700㎡ 第3四半期

149 佐野市 上下水道局 下水道課 公共下水道舗装復旧工事その2 舗装工事 佐野市 高萩町 指名競争 約2ヶ月 舗装工事 A=1,300㎡ 第3四半期

150 佐野市 上下水道局 水道課
小中水源地 １・２号取水ポンプ外更新工
事

機械器具設置工事 佐野市 小中町外 指名競争 約5ヶ月 取水ポンプ更新外 1式 第1四半期

151 佐野市 上下水道局 下水道課
佐野市水処理センター4系水処理№4風量調
節弁修繕工事

機械器具設置工事 佐野市 植下町 指名競争 約9ヶ月 弁体修繕 1式 第1四半期

152 佐野市 上下水道局 下水道課
佐野市水処理センター理化学実験室ドラフ
トチャンバー外更新工事

機械器具設置工事 佐野市 植下町 指名競争 約9ヶ月
ドラフトチャンバー・スクラバー更新
1式

第1四半期

153 佐野市 上下水道局 下水道課
佐野市水処理センター№1重力濃縮槽スカム
ボックス外修繕工事

機械器具設置工事 佐野市 植下町 指名競争 約9ヶ月
スカムボックス、スカムスキーマー修
繕、攪拌機修繕 1式

第1四半期

154 佐野市 上下水道局 水道課 葛生浄水場 ３号取水ポンプ外更新工事 機械器具設置工事 佐野市
葛生東一丁目
外

指名競争 約5ヶ月 取水ポンプ更新外 1式 第1四半期

155 佐野市 上下水道局 下水道課
佐野市水処理センター場内マンホールポン
プ場№1汚水ポンプ外修繕工事

機械器具設置工事 佐野市 植下町外 指名競争 約6ヶ月 ポンプ修繕、逆止弁交換 1式 第1四半期

156 佐野市 上下水道局 下水道課
佐野市水処理センター№1池洗浄ポンプ外更
新工事

機械器具設置工事 佐野市 植下町 指名競争 約8ヶ月
ポンプ更新、オートストレーナー修繕
1式

第1四半期

157 佐野市 上下水道局 下水道課
佐野市水処理センター№1次亜塩貯留槽更新
工事

機械器具設置工事 佐野市 植下町 指名競争 約7ヶ月 次亜タンク更新 1式 第1四半期

158 佐野市 上下水道局 下水道課
堀米町安良町下マンホールポンプ場汚水ポ
ンプ更新工事

機械器具設置工事 佐野市 堀米町 指名競争 約3ヶ月 マンホールポンプ更新 2基 第1四半期

159 佐野市 上下水道局 下水道課
堀米町内堀米マンホールポンプ場汚水ポン
プ更新工事

機械器具設置工事 佐野市 堀米町 指名競争 約3ヶ月 マンホールポンプ更新 2基 第1四半期

160 佐野市 都市建設部 都市整備課 城山公園複合遊具更新工事 造園工事 佐野市 若松町 指名競争 約4ヶ月 遊戯施設整備工 一式 第1四半期

161 佐野市 都市建設部 都市整備課 観音山公園遊具更新工事 造園工事 佐野市 富岡町 指名競争 約3ヶ月 遊戯施設整備工 一式 第2四半期

162 佐野市 都市建設部 都市整備課 （仮称）高萩中央公園整備工事その２ 造園工事 佐野市 高萩町 一般競争 約6ヶ月 サービス施設、管理施設整備工 一式 第2四半期
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163 佐野市 都市建設部 都市整備課 （仮称）高萩中央公園整備工事その３ 造園工事 佐野市 高萩町 一般競争 約6ヶ月 遊戯施設整備工 一式 第2四半期

164 佐野市 都市建設部 都市整備課 あぶつか公園遊具更新工事 造園工事 佐野市 栄町 指名競争 約3ヶ月 遊戯施設整備工 一式 第2四半期

165 佐野市 上下水道局 水道課 田沼浄水場紫外線照射装置設置工事 水道施設工事 佐野市 戸室町 一般競争 約9ヶ月 紫外照射装置設置外 1式 第1四半期

166 佐野市 上下水道局 水道課 小中浄水場配水池設置工事 水道施設工事 佐野市 小中町外 一般競争 約9ヶ月 配水池(SUS)等 1式 第1四半期

167 佐野市 上下水道局 水道課 多田配水場配水池更新工事 水道施設工事 佐野市 多田町 一般競争 約14ヶ月 配水池(SUS)等 1式 第2四半期

168 佐野市 都市建設部 建築住宅課 老朽市営住宅除却工事 解体工事 佐野市 豊代町 指名競争 約3ヶ月 建物解体工事 第2四半期


