
 
 
 

令和３年度舞鶴市建設工事発注見通し 

 

（令和３年１０月１４日現在、３件追加） 

 

舞鶴市における令和３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。（契約済、発注取り止めを除く） 

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３年１０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。 

 

◇ 令和３年４月１日に公表したものから変更があった事項は、赤字で表示してあります。 

 

◇ 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３年度　「舞鶴市建設工事発注見通し」

舞鶴市

工事名 地区 場所 工期 発注時期 種別 発注方法 概要 発注済

花木橋（花木通線）他安全施設設置工事 中地区 市内一円 約3ヶ月 第３四半期 土木一式工事 指名競争入札 高欄設置N=6橋 追加

白滝線道路改良工事 西地区 白滝 約6ヶ月 第３四半期 土木一式工事 一般競争入札 道路拡幅

小路ケ谷川浚渫工事 西地区 真倉 約3ヶ月 第３四半期 土木一式工事 指名競争入札 河川浚渫一式

和泉通線（その５）道路改良工事 東地区 森本町 約5ヶ月 第４四半期 土木一式工事 一般競争入札 歩道整備 追加

下広丁橋他橋梁長寿命化補修工事 西地区 高野由里 約4ヶ月 第４四半期 土木一式工事 指名競争入札 橋梁補修（下広丁橋、女布川橋）

見谷川浚渫工事 西地区 上根 約3ヶ月 第３四半期 土木一式工事 指名競争入札 河川浚渫一式 追加

地域防災拠点基地外構工事 東地区 市場 約4ヶ月 第３四半期 土木一式工事 指名競争入札 外構工事一式 追加

京口水路改修工事 西地区 引土 約3ヶ月 第３四半期 土木一式工事 指名競争入札 水路改修一式 追加

公営住宅（倉谷団地）受水槽改修工事 西地区 倉谷 約4ヶ月 第３四半期 管工事 一般競争入札 受水槽の改修

高野由里配水管布設替工事 西地区 高野由里 約6ヶ月 第３四半期 水道施設工事 一般競争入札 配水管布設替工事φ100～50×660m

八島通配水管布設替工事 東地区 浜 約8ヶ月 第３四半期 水道施設工事 一般競争入札 配水管布設替工事φ150×400m

浜（七条通）配水管布設替工事 東地区 浜 約5ヶ月 第３四半期 水道施設工事 指名競争入札 配水管布設替工事φ50×90m

下福井減圧弁室撤去工事 西地区 下福井 約4ヶ月 第３四半期 解体工事 指名競争入札 減圧弁室撤去　N=１式

旧行永ポンプ所撤去工事 東地区 行永 約3ヶ月 第３四半期 解体工事 指名競争入札 ポンプ所撤去　N=１式

榎φ800配水管空気弁補強改良工事 東地区 北吸 約2ヶ月 第４四半期 水道施設工事 指名競争入札 耐震補強　N=2箇所

与保呂浄水場監視カメラ更新工事 東地区 与保呂 約5ヶ月 第３四半期 電気工事 指名競争入札 監視カメラ　N=4箇所

静渓ポンプ場機械設備（第21-4）工事 西地区 竹屋 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

大手ポンプ場建築（第21-2）工事 西地区 北田辺 約13ヶ月 第３四半期 建築一式工事 一般競争入札 雨水ポンプ場自家発棟建築 追加

田口汚水中継ポンプ場整備工事 東地区 溝尻他 約6ヶ月 第３四半期
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

特定環境保全公共下水道管布設（東神崎第３１）工事 加佐地区 東神崎 約4ヶ月 第３四半期 土木一式工事 一般競争入札 管布設工　L=70ｍ 追加

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



令和３年度　「舞鶴市建設工事発注見通し」

舞鶴市

工事名 地区 場所 工期 発注時期 種別 発注方法 概要 発注済

公共下水道管布設（森本町第３１）工事 東地区 森本町 約4ヶ月 第４四半期 土木一式工事 一般競争入札 管布設工　L=50ｍ

公共下水道管布設（亀岩第３１）工事 東地区 亀岩 約4ヶ月 第３四半期 土木一式工事 一般競争入札 管布設工　L=50ｍ

西浄化センター水処理設備整備（第21-１）工
事

西地区 松陰 約24ヶ月 第３四半期 水道施設工事 一般競争入札 水処理設備更新工事 追加

西浄化センター電気設備（第21-１）工事 西地区 松陰 約24ヶ月 第３四半期 電気工事 一般競争入札 水処理設備更新に伴う電気工事 追加

漁業集落排水施設（千歳・田井・成生・水ヶ浦
第21-1）工事

大浦地区 千歳他 約5ヶ月 第３四半期 電気工事 随意契約 通報装置更新　N=1.0式 追加

中ポンプ場№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 ポンプ点検整備

Ｃ系№1-1,1-3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 撹拌機点検整備

東浄化センター自家用発電機整備工事 東地区 市場 約3ヶ月 第３四半期
機械器具設置
工事

随意契約 発電機点検整備

東浄化センターB系1-1・1-2終沈汚泥引抜量
電磁流量計更新工事

東地区 市場 約6ヶ月 第２四半期 電気工事 一般競争入札 汚泥引抜流量計更新 追加

東浄化センターB系No.2返送汚泥ポンプ更新
工事

東地区 市場 約9ヶ月 第２四半期
機械器具設置
工事

指名競争入札 返送汚泥ポンプ更新 追加

汚泥処理設備整備工事 西地区 松陰 約4ヶ月 第３四半期
機械器具設置
工事

指名競争入札 濃縮汚泥引抜ポンプ等更新工事

西浄化センター水処理棟建築機械設備(第21-
1)工事

西地区 松陰 約5ヶ月 第３四半期 管工事 指名競争入札 水処理棟電気室エアコン新設工事 追加

第一工場点検整備補修工事 東地区 森 約3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

旧神崎小学校・由良川中学校受変電設備改修
工事

加佐地区 西神崎他 約3ヶ月 第３四半期 電気工事 指名競争入札 受変電設備の改修

大丹生コミュニティセンターアリーナ暗幕修繕
工事

大浦地区 大丹生 約3ヶ月 第３四半期 建築一式工事 指名競争入札 アリーナの暗幕修繕

大丹生コミュニティセンター外壁タイル補修工
事

大浦地区 大丹生 約3ヶ月 第３四半期 建築一式工事 指名競争入札 外壁タイル補修

総合文化会館地下湧水ポンプ更新工事 東地区 浜 約3ヶ月 第３四半期 管工事 指名競争入札 ポンプの更新

陶芸館床面亀裂段差修繕工事 東地区 岡安 約3ヶ月 第３四半期 建築一式工事 指名競争入札 床面ひび割れ等の改修

斎場受水槽の更新工事 中地区 余部上 約3ヶ月 第３四半期 管工事 指名競争入札 受水槽の更新

引揚記念館　受水槽改修（移設）工事 大浦地区 平 約4ヶ月 第２四半期 管工事 一般競争入札 受水槽の改修

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



令和３年度　「舞鶴市建設工事発注見通し」

舞鶴市

工事名 地区 場所 工期 発注時期 種別 発注方法 概要 発注済

総合文化会館（東コミュニティセンター）トイレ
改修工事

東地区 浜 約5ヶ月 第３四半期 建築一式工事 一般競争入札 トイレの全面改修

中舞鶴小他避難器具取替工事 東地区
行永・余
部上

約3ヶ月 第３四半期 建築一式工事 指名競争入札 避難器具の更新 追加

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


