
 
 
 

令和２年度舞鶴市建設工事発注見通し 

 

（令和 2年 4月 1日現在） 

 

 

舞鶴市における令和２年度の工事発注見通しのうち、２５０万円を超える工事について、以下

の場合を除き公表します。 

① 用地取得の見通しが立っていない場合 ②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合 ③詳細設計

が未発注の場合 ④緊急工事等の場合 ⑤国・府の補助事業で補助金交付決定通知（内示）を得ていな

い場合 

 

◇ここに掲載する内容は、令和２年４月１日現在の見通しであるため、発注できなくなる場合や内容に変更

が生じる場合があります。又ここに記載されていない工事が発注される場合もあります。もし、変更があ

った場合は加除・修正を加え、（  ）内を変更前として記入します。 

 

◇ 発注予定金額は、公表することができませんのでご了承ください。 

 

◇ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんのでご了承ください。 

 



令和２年度４月公表分 （通常工事）

計 土 建 と 電 管 鋼 舗 しゅ 塗 防 機 通 園 井 水 清 解

建設部 土木課 20 14 1 2 1 1 1

都市計画課 3 1 1 1

上下水道部 水道整備課 16 1 1 14

下水道整備課 25 7 1 3 1 1 10 1 1

産業振興部 水産課 1 1

農林課 1 1

市民文化環境部 清掃事務所 2 2

リサイクル事務所 1 1

総務部 資産マネジメント推進課 21 6 5 6 1 3

90 23 8 0 11 8 0 1 0 3 1 12 1 0 0 16 2 4

指名競争入札 30 4 1 5 4 1 1 2 1 9 2

一般競争入札 49 18 7 6 4 1 2 2 7 2

随意契約 11 1 8 2

発 注 部 課 名

計



発注担当部課名（建設部　土木課）

[令和2年4月公表]

番号 工事名 地区 場所 工期 発注時期 種別 発注方法 概要 発注済

1 吉井線道路改良工事 西地区 上安 約4ヶ月 第１四半期 土木一式工事 一般競争入札 歩道設置

2 和泉通線（その１）道路改良工事 東地区 森本町 約3ヶ月 第１四半期 土木一式工事 指名競争入札 側溝整備

3 大丹生トンネル長寿命化補修工事 大浦地区 大丹生 約6ヶ月 第１四半期 電気工事 一般競争入札 照明施設更新、覆工剥落対策

4 吉野トンネル長寿命化補修工事 東地区 安岡 約5ヶ月 第３四半期 電気工事 一般競争入札 照明施設更新、漏水対策

5 別所岸谷線法面対策工事 西地区 別所 約5ヶ月 第１四半期 土木一式工事 一般競争入札 法面対策N=2ヶ所

6 松尾杉山登尾線法面対策工事 東地区 杉山 約5ヶ月 第１四半期 土木一式工事 一般競争入札 法面対策

7 松尾杉山登尾線道路改良工事 東地区 杉山 約5ヶ月 第３四半期 土木一式工事 一般競争入札 部分拡幅

8 長谷線道路改良工事 加佐地区 上漆原 約4ヶ月 第１四半期 土木一式工事 一般競争入札 部分拡幅

9 白滝線道路改良工事 西地区 白滝 約6ヶ月 第１四半期 土木一式工事 随意契約 道路拡幅

10 市内一円舗装修繕工事 市内一円 約5ヶ月 第１四半期 舗装工事 一般競争入札 舗装修繕一式

11 市内一円道路修繕工事 市内一円 約5ヶ月 第２四半期 土木一式工事 一般競争入札 道路修繕一式

12 上丁１号線側溝修繕工事 西地区 京田 約5ヶ月 第２四半期 土木一式工事 一般競争入札 側溝修繕一式

13 市内一円交通安全施設設置工事 市内一円 約5ヶ月 第２四半期 土木一式工事 一般競争入札 交通安全施設一式

14 市内一円区画線設置工事 市内一円 約5ヶ月 第２四半期 塗装工事 一般競争入札 区画線設置一式

15 京田川（その３）河川整備工事 西地区 京田 約6ヶ月 第１四半期 土木一式工事 一般競争入札 河川整備一式

16 熊谷水路改修工事 加佐地区 久田美 約5ヶ月 第１四半期 土木一式工事 一般競争入札 水路改修一式

17 天台川護岸改修工事 西地区 天台 約5ヶ月 第２四半期 土木一式工事 一般競争入札 護岸改修一式

18 大迫公園他遊具更新工事 市内一円 市内一円 約5ヶ月 第１四半期 土木一式工事 一般競争入札 老朽化した遊具の更新（大迫、中舞鶴、島崎）

19 松島公園トイレ改修工事 東地区 溝尻 約5ヶ月 第２四半期 建築一式工事 一般競争入札 トイレの更新（建屋すべて）

20 青葉山ろく公園水道設備改修工事 東地区 岡安 約4ヶ月 第１四半期 水道施設工事 一般競争入札 老朽化した水道設備の取替

令和２年度　「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注見通しの公表
※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。
①用地取得の見通しが立っていない場合　②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合　③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合　⑤国・府の補助事業で補助金交付決定（内示）を得ていない場合



発注担当部課名（建設部　都市計画課）

[令和2年4月公表]

番号 工事名 地区 場所 工期 発注時期 種別 発注方法 概要 発注済

1 公営住宅（田中団地１号他）除却工事 東地区 田中 約4ヶ月 第２四半期 解体工事 一般競争入札 公営住宅１９戸の除却　延床面積≒590㎡

2 公営住宅（福来団地）屋根塗装改修工事 西地区 福来 約3ヶ月 第２四半期 塗装工事 一般競争入札 屋根塗装改修　塗装面積≒450㎡

3 公営住宅（寿山団地）受水槽改修工事 中地区 余部下 約4ヶ月 第３四半期 管工事 一般競争入札 受水槽の改修

令和２年度　「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注見通しの公表
※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。
①用地取得の見通しが立っていない場合　②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合　③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合　⑤国・府の補助事業で補助金交付決定（内示）を得ていない場合



発注担当部課名（上下水道部　水道整備課）

[令和2年4月公表]

番号 工事名 地区 場所 工期 発注時期 種別 発注方法 概要 発注済

1 低区系（南田辺他）配水管布設替工事 西地区 南田辺他 約10ヶ月 第１四半期 水道施設工事 一般競争入札 配水管布設替工事φ300×190m

2 上安東町配水管布設替工事 西地区 上安東町 約6ヶ月 第１四半期 水道施設工事 指名競争入札 配水管布設替工事φ50×220m

3 愛宕中町配水管布設替工事 東地区
愛宕中町
他

約8ヶ月 第１四半期 水道施設工事 一般競争入札 配水管布設替工事φ150～50×490m

4 河川改修工事に伴う京田配水管移設工事 西地区 京田 約4ヶ月 第１四半期 水道施設工事 指名競争入札 配水管移設工事φ150×30m

5 榎１系（余部下）配水管布設替工事 中地区 余部下 約9ヶ月 第１四半期 水道施設工事 一般競争入札 配水管布設替工事φ300×430m

6 清美が丘配水管布設替工事 西地区 清美が丘 約8ヶ月 第２四半期 水道施設工事 一般競争入札 配水管布設替工事φ150～75×480m

7 八島通配水管布設替工事 東地区 浜 約7ヶ月 第２四半期 水道施設工事 一般競争入札 配水管布設替工事φ150×550m

8 浜配水管布設替工事 東地区 浜 約7ヶ月 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札 配水管布設替工事φ50×370m

9 市内一円仕切弁等設置工事 市内一円 約3ヶ月 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札 仕切弁・排水装置設置工事N=１式

10 上地橋水管橋架設替工事 東地区 行永 約6ヶ月 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札 水管橋架設替工事φ200×40m

11 北吸配水管布設替工事 東地区 北吸 約6ヶ月 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札 配水管布設替工事φ50×310m

12 森配水管布設替工事 東地区 森 約6ヶ月 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札 配水管布設替工事φ100～50×190m

13 竜宮橋水管橋架設替工事 東地区
愛宕浜町
他

約6ヶ月 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札 配水管布設替工事φ150～75×120m

14 田中町配水管修繕工事 東地区 田中町 約4ヶ月 第２四半期 水道施設工事 指名競争入札 配水管修繕工事N=3箇所

15
上福井浄水場1系№4,5,6ろ過池排水サイフォ
ン管更新工事

西地区 上福井 約5ヶ月 第２四半期
機械器具設置
工事

指名競争入札 浄水場ろ過池排水サイフォン管更新工事

16 与保呂浄水場監視カメラ更新工事 東地区 与保呂 約4ヶ月 第２四半期 電気工事 指名競争入札 場内監視カメラ更新工事

令和２年度　「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注見通しの公表
※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。
①用地取得の見通しが立っていない場合　②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合　③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合　⑤国・府の補助事業で補助金交付決定（内示）を得ていない場合



発注担当部課名（上下水道部　下水道整備課）

[令和2年4月公表]

番号 工事名 地区 場所 工期 発注時期 種別 発注方法 概要 発注済

1 公共下水道管路長寿命化（浜第１）工事 東地区 浜 約6ヶ月 第１四半期 土木一式工事 一般競争入札 管路更生　HPφ1,000　L=124m

2 東浄化センター汚泥処理設備（第19-1）工事 東地区 市場 約24ヶ月 第１四半期 水道施設工事 一般競争入札 機械濃縮設備　N=1式

3 東浄化センター電気設備（第19-1）工事 東地区 市場 約24ヶ月 第１四半期 電気工事 一般競争入札 機械濃縮設備に伴う電気設備工事

4 公共下水道管布設（真倉第３１）工事 西地区 真倉 約5ヶ月 第１四半期 舗装工事 指名競争入札 舗装工　L=1900㎡

5
西浄化センター管理棟建築機械設備工事（会
議室エアコン更新）

西地区 松陰 約3ヶ月 第１四半期 管工事 指名競争入札 エアコンの更新

6 西浄化センター3系終沈ｽｶﾑｽｷﾏｰ整備工事 西地区 松陰 約6ヶ月 第１四半期
機械器具設置
工事

随意契約 経年劣化による設備の整備補修

7 濃縮汚泥ポンプ点検整備修理工事 西地区 松陰 約6ヶ月 第１四半期
機械器具設置
工事

随意契約 経年劣化による設備の整備補修

8 神崎浄化センター等非常通報装置改修工事 西地区 西神崎 約3ヶ月 第１四半期 電気通信工事 指名競争入札
特環３施設(神崎、野原、丸山浄化センター)非常
通報装置の改修

9 特定環境保全公共下水道管布設（西神崎第1）工事 加佐地区 西神崎 約4ヶ月 第１四半期 土木一式工事 指名競争入札 下水道管布設工事

10 片山汚水中継ポンプ場整備工事 東地区 浜 約6ヶ月 第２四半期
機械器具設置
工事

一般競争入札 マンホールポンプ場機械・電気更新

11 №２汚泥脱水機整備工事 東地区 市場 約4ヶ月 第２四半期
機械器具設置
工事

随意契約 汚泥脱水機１台点検・整備

12 汚泥処理棟蓄電池更新工事 東地区 泉源寺 約3ヶ月 第２四半期 電気工事 指名競争入札 経年劣化による蓄電池の交換一式

13 下水道人孔鉄蓋更新（西第1）工事 西地区 引土 約6ヶ月 第２四半期 土木一式工事 一般競争入札 老朽鉄蓋更新

14 公共下水道管布設（今田第３１）工事 西地区 今田 約4ヶ月 第２四半期
機械器具設置
工事

指名競争入札 マンホールポンプ　N=２基

15 下水道人孔鉄蓋更新（東第1）工事 東地区 浜 約6ヶ月 第３四半期 土木一式工事 一般競争入札 老朽鉄蓋更新

16 下水道汚水桝整備（溝尻中町第1）工事 東地区 溝尻中町 約5ヶ月 第３四半期 土木一式工事 一般競争入札 汚水桝撤去

17 東ポンプ場No.3汚水ポンプ整備工事 東地区 溝尻 約4ヶ月 第３四半期
機械器具設置
工事

随意契約 水中ポンプ１台点検・整備

18 Ｂ系No.1-1、2-3、3-2反応槽撹拌機整備工事 東地区 市場 約4ヶ月 第３四半期
機械器具設置
工事

随意契約 水中撹拌機3台点検・整備

19 C系No.2-2、2-4反応槽撹拌機整備工事 東地区 泉源寺 約4ヶ月 第３四半期
機械器具設置
工事

随意契約 水中撹拌機2台点検・整備

20 静渓ポンプ場建設工事 西地区 竹屋 約18ヶ月 第３四半期 土木一式工事 一般競争入札 雨水ポンプ場土木

21 逆流防止施設設置工事 西地区 引土 約6ヶ月 第３四半期 土木一式工事 一般競争入札 逆流防止施設設置

22 中ポンプ場　No.2ポンプ点検整備工事 中地区 余部下 約4ヶ月 第３四半期
機械器具設置
工事

随意契約 水中ポンプ１台点検・整備

23 大手ポンプ場機械設備工事 西地区 北田辺 約24ヶ月 第４四半期
機械器具設置
工事

一般競争入札 雨水ポンプ場機械設備

24 大手ポンプ場電気設備工事 西地区 北田辺 約24ヶ月 第４四半期 電気工事 一般競争入札 雨水ポンプ場電気設備

25 大手ポンプ場建築工事 西地区 北田辺 約12ヶ月 第４四半期 建築一式工事 一般競争入札 雨水ポンプ場自家発棟建築

令和２年度　「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注見通しの公表
※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。
①用地取得の見通しが立っていない場合　②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合　③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合　⑤国・府の補助事業で補助金交付決定（内示）を得ていない場合



発注担当部課名（産業振興部　水産課）

[令和2年4月公表]

番号 工事名 地区 場所 工期 発注時期 種別 発注方法 概要 発注済

1 竜宮浜漁港海岸（小橋地区）保全対策工事 大浦地区 小橋地先 約3ヶ月 第２四半期 土木一式工事 指名競争入札 かごマット製作設置N=9個

令和２年度　「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注見通しの公表
※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。
①用地取得の見通しが立っていない場合　②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合　③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合　⑤国・府の補助事業で補助金交付決定（内示）を得ていない場合



発注担当部課名（産業振興部　農林課）

[令和2年4月公表]

番号 工事名 地区 場所 工期 発注時期 種別 発注方法 概要 発注済

1 林道上漆原線路面改良工事 加佐地区 上漆原 約4ヶ月 第３四半期 土木一式工事 指名競争入札 路面改良工　L＝300m

令和２年度　「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注見通しの公表
※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。
①用地取得の見通しが立っていない場合　②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合　③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合　⑤国・府の補助事業で補助金交付決定（内示）を得ていない場合



発注担当部課名（市民文化環境部　清掃事務所）

[令和2年4月公表]

番号 工事名 地区 場所 工期 発注時期 種別 発注方法 概要 発注済

1 第一工場点検整備補修工事 東地区 森 約4ヶ月 第３四半期 清掃施設工事 随意契約 焼却施設（第一工場）の焼却設備等の定期補修

2 第二工場点検整備補修工事 東地区 森 約4ヶ月 第２四半期 清掃施設工事 随意契約 焼却施設（第二工場）の焼却設備等の定期補修

令和２年度　「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注見通しの公表
※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。
①用地取得の見通しが立っていない場合　②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合　③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合　⑤国・府の補助事業で補助金交付決定（内示）を得ていない場合



発注担当部課名（市民文化環境部　リサイクル事務所）

[令和2年4月公表]

番号 工事名 地区 場所 工期 発注時期 種別 発注方法 概要 発注済

1 R2年度リサイクルプラザ設備点検整備工事 東地区 字森地内 約7ヶ月 第２四半期
機械器具設置
工事

随意契約 リサイクルプラザ破砕設備等定期点検整備

令和２年度　「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注見通しの公表
※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。
①用地取得の見通しが立っていない場合　②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合　③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合　⑤国・府の補助事業で補助金交付決定（内示）を得ていない場合



発注担当部課名（総務部　資産マネジメント推進課）

[令和2年4月公表]

番号 工事名 地区 場所 工期 発注時期 種別 発注方法 概要 発注済

1 中デイサービスセンター給湯設備等改修工事 中地区 余部下 約3ヶ月 第３四半期 管工事 指名競争入札 ボイラー、配管等の更新

2 西老人憩いの家他除却工事 西地区 南田辺 約3ヶ月 第２四半期 解体工事 指名競争入札 木造平屋建て建物解体

3 旧西乳児保育所除却工事 西地区 円満寺 約3ヶ月 第２四半期 解体工事 指名競争入札 木造平屋建て建物解体

4 市庁舎別館外壁改修工事 東地区 北吸 約3ヶ月 第２四半期 建築一式工事 一般競争入札 タイル張外壁の補修

5 市庁舎非常用放送設備改修工事 東地区 北吸 約3ヶ月 第２四半期 電気工事 指名競争入札 非常放送設備の改修

6 舞鶴西総合会館高圧受変電設備改修工事 西地区 南田辺 約4ヶ月 第３四半期 電気工事 一般競争入札 高圧受変電設備の更新

7 北浜市民交流センター改修工事 東地区 北浜町 約6ヶ月 第２四半期 建築一式工事 一般競争入札 耐震改修等のリニューアル

8 舞鶴市斎場オイルタンク改修工事 中地区 余部上 約3ヶ月 第２四半期 管工事 指名競争入札 オイルタンクの補修

9
舞鶴引揚記念館屋外収蔵庫空調設備改修工
事

大浦地区 平 約3ヶ月 第３四半期 管工事 指名競争入札 空調設備の改修

10
商工観光センター非常用自家発電設備改修工
事

東地区 浜 約3ヶ月 第２四半期 電気工事 指名競争入札 自家発設備の補修

11 商工観光センター自動火災報知設備改修工事 東地区 浜 約3ヶ月 第２四半期 電気工事 指名競争入札 自火報設備の改修

12 東消防署外壁補修工事 東地区 浜 約3ヶ月 第２四半期 建築一式工事 指名競争入札 タイル張外壁の補修

13 中舞鶴小学校体育館屋上防水他改修工事 中地区 余部上 約3ヶ月 第２四半期 建築一式工事 一般競争入札 屋根防水シートの張替え等

14 由良川小学校体育館屋根塗装改修工事 加佐地区 丸田 約3ヶ月 第２四半期 建築一式工事 一般競争入札 屋根の塗装改修

15 加佐地域包括支援センター除却工事 加佐地区 八田 約3ヶ月 第１四半期 解体工事 一般競争入札 木造２階建て建物解体

16 志高会館空調設備改修工事 加佐地区 市高 約2ヶ月 第１四半期 管工事 一般競争入札 空調設備の改修

17
舞鶴文化公園体育館剣道場他屋上防水改修
工事

西地区 上安久 約2ヶ月 第２四半期 防水工事 指名競争入札 屋上防水シートの補修

18 旧市民病院西棟改修工事 東地区 溝尻 約8ヶ月 第１四半期 建築一式工事 一般競争入札 旧西棟の全面リニューアル

19 旧市民病院西棟改修電気設備工事 東地区 溝尻 約7ヶ月 第２四半期 電気工事 一般競争入札 旧西棟の全面リニューアル

20 旧市民病院西棟改修給排水設備工事 東地区 溝尻 約7ヶ月 第２四半期 管工事 一般競争入札 旧西棟の全面リニューアル

21 旧市民病院西棟改修空調設備工事 東地区 溝尻 約7ヶ月 第２四半期 管工事 一般競争入札 旧西棟の全面リニューアル

令和２年度　「舞鶴市建設工事発注見通し」

発注見通しの公表
※250万円を超える工事で、以下の理由で公表しない場合を除き公表します。
①用地取得の見通しが立っていない場合　②他管理者との協議や文化財調査が未了の場合　③詳細設計が未発注の場合
④緊急工事等の場合　⑤国・府の補助事業で補助金交付決定（内示）を得ていない場合


