
令和3年度予定価格の積算内訳公表状況（市長部局建設工事）

契約番号 名　　　　　称 場　　　所 入札年月日

3001 令和3年度　林道整備事業林道草田君畑線改良整備工事 酒田市下青沢地内 令和3年4月27日
3002 電力柱建替に伴う光ケーブル移設工事（升田幹線114号他） 酒田市草津字湯ノ台地内 令和3年4月9日
3004 酒田市民会館冷却塔駆動部品交換修繕 酒田市本町二丁目2番10号 令和3年4月20日
3005 酒田市コミュニティFM中継局整備工事 酒田市中町二丁目5-19ほか6地内 令和3年5月6日
3006 旧酒田商業高等学校校舎解体工事 酒田市上本町7-10 令和3年5月18日
3008 日向コミュニティセンター旧給食室修繕 酒田市上黒川字家ノ東19番地の2 令和3年5月11日
3009 令和3年度　交通安全施設二種（防護柵）整備工事　その1 酒田市飛鳥地内 令和3年5月13日
3010 令和3年度　側溝整備工事（第1工区） 酒田市飛鳥地内ほか 令和3年5月13日
3011 令和3年度　側溝整備工事（第2工区） 酒田市浜中地内ほか 令和3年5月13日
3014 令和3年度　交通安全施設二種（区画線）整備工事　その1 酒田市内一円 令和3年5月18日
3015 小学校調理室エアコン設置工事（富士見小・泉小） 酒田市富士見二丁目10-1　ほか1地内 令和3年5月13日
3016 小学校調理室エアコン設置工事（琢成小・松陵小） 酒田市栄町10-8　ほか1地内 令和3年5月13日
3017 小学校調理室エアコン設置工事（若浜小・松原小） 酒田市若浜町1-1　ほか1地内 令和3年5月13日
3018 小学校調理室エアコン設置工事（十坂小・宮野浦小） 酒田市坂野辺新田字地続山987-1　ほか1地内 令和3年5月13日
3019 小中学校調理室エアコン設置工事（八幡小・鳥海八幡中） 酒田市観音寺字古楯1-1　ほか1地内 令和3年5月13日
3021 雨水排水ポンプ設備修繕工事 酒田市錦町一丁目地内外 令和3年5月18日
3023 ひらた生涯学習センターテニスコートLED化改修工事 酒田市北俣字仁助新田31-1 令和3年5月25日
3024 酒田看護専門学校照明器具LED化改修工事 酒田市中町三丁目7番16号 令和3年5月25日
3027 とびしまマリンプラザ改修工事（建築工事） 酒田市飛島字勝浦乙177番地 令和3年5月27日
3028 とびしまマリンプラザ改修工事（機械設備工事） 酒田市飛島字勝浦乙177番地 令和3年5月27日
3030 令和3年度　側溝整備工事（第8工区） 酒田市光ケ丘二丁目地内ほか 令和3年5月27日
3034 酒田市立第六中学校トイレ改修一期工事（建築工事） 酒田市下安町13－1 令和3年6月3日
3035 酒田市立第六中学校トイレ改修一期工事（設備工事） 酒田市下安町13－1 令和3年6月3日
3036 南遊佐コミュニティセンター講堂照明器具LED化修繕 酒田市宮内字小楯62番地の1 令和3年6月8日
3038 令和3年度　側溝整備工事（第9工区） 酒田市亀ヶ崎三丁目地内ほか 令和3年6月8日
3040 大町団地給排水管改修工事（第5号棟） 酒田市東大町三丁目23番地内 令和3年6月17日
3039 令和3年度　市道舗装改修工事その1 酒田市前川地内 令和3年6月15日
3041 令和3年度史跡旧鐙屋改修工事 酒田市中町一丁目14番20号 令和3年6月17日
3042 令和3年度　側溝整備工事（第6工区） 酒田市北新橋二丁目地内 令和3年6月15日
3043 とびしまマリンプラザ改修工事（電気設備工事） 酒田市飛島字勝浦乙177番地 令和3年6月17日
3044 令和3年度定期船「とびしま」船舶検査修繕工事（中間検査） 船舶検査修繕工事決定造船所 令和3年6月22日
3045 令和3年度　側溝整備工事（第7工区） 酒田市上安町二丁目地内ほか 令和3年6月29日
3046 旧割烹小幡駐車場等整備工事 酒田市日吉町二丁目地内 令和3年6月29日
3048 大沢コミュニティセンター屋上防水修繕 酒田市大蕨字二タ子213番地 令和3年7月6日
3049 酒田市民会館外壁等改修一期工事 酒田市本町二丁目2番10号 令和3年7月20日
3051 令和3年度　側溝整備工事（第3工区） 酒田市本楯地内 令和3年7月20日
3052 ひらたタウンセンター屋根及び屋上外壁改修工事 酒田市飛鳥字契約場35 令和3年7月20日
3053 酒田市民会館舞台吊物機構改修工事 酒田市本町二丁目2番10号 令和3年7月9日
3054 飛島地区ポケットパーク整備工事 酒田市飛島字勝浦甲16番地 令和3年7月20日

令和4年4月25日現在



令和3年度予定価格の積算内訳公表状況（市長部局建設工事）

契約番号 名　　　　　称 場　　　所 入札年月日

令和4年4月25日現在

3061 日向コミュニティセンタートイレ修繕 酒田市上黒川字家ノ東19番地の2 令和3年8月5日
3062 令和3年度　市道舗装改修工事その2 酒田市入船町 地内ほか 令和3年8月19日
3064 悠々の杜温泉内風呂ろ過機更新工事 酒田市山楯字南山32番地の4 令和3年8月19日
3063 武道館防水改修工事 酒田市新町字光ケ丘33番地の26 令和3年8月19日
3065 令和3年度　交通安全施設二種（防護柵）整備工事　その2 酒田市旭新町地内 令和3年8月19日
3069 外山キャンプ場赤松ヒュッテ解体工事 酒田市字外山越29-1 令和3年8月6日
3070 令和3年度　側溝整備工事（第4工区） 酒田市東泉町二丁目地内 令和3年8月26日
3071 令和3年度　市道新内橋中の口橋線道路改良工事 酒田市上本町地内 令和3年8月31日
3072 令和3年度　交通安全施設二種（区画線）整備工事　その2 酒田市内一円 令和3年9月2日
3073 一般国道7号興屋地区事故対策工事に伴う酒田市IRU光ケーブル移設工事 酒田市広野地内 令和3年8月23日
3074 令和3年度　公園施設長寿命化等整備工事 酒田市宮野浦一丁目地内ほか 令和3年9月7日
3075 令和3年度　十二滝吊橋撤去工事 酒田市北俣地内 令和3年9月14日
3076 令和3年度九木原公園トイレ改修工事 酒田市宮野浦一丁目地内 令和3年9月7日
3077 消防機具庫建設工事（小牧） 酒田市小牧字両興屋54 令和3年9月9日
3078 令和3年度　側溝整備工事（第5工区） 酒田市新橋一丁目地内ほか 令和3年9月16日
3082 酒田市防災行政無線設備移設修繕 酒田市大町字上割4番地ほか 令和3年10月7日
3083 市営住宅火災警報器更新工事（住吉、千日、新橋二丁目、新橋五丁目、港南、旭新町団地） 酒田市光ケ丘一丁目2番地内ほか5箇所 令和3年10月7日
3084 令和3年度　市道下黒川東線改良舗装工事 酒田市下黒川地内 令和3年10月7日
3086 令和3年度　側溝整備工事（第10工区） 酒田市錦町三丁目地内ほか 令和3年10月14日
3093 令和3年度橋梁架替工事（境橋） 酒田市上北目地内 令和3年10月19日
3095 中町庁舎非常用照明器具LED化改修工事 酒田市中町一丁目4番10号 令和3年10月26日
3096 旧鳥海小学校低圧受電化修繕 酒田市本楯字前田89-2 令和3年10月26日
3099 東部中学校給水ポンプユニット交換修繕 酒田市飛鳥字堂之後30番地 令和3年10月28日
3101 電力柱建替に伴う光ケーブル移設工事（升田幹線93-101号） 酒田市升田字野向地内 令和3年10月22日
3100 令和3年度　橋梁補修工事（熊野田橋） 酒田市熊野田地内 令和3年11月2日
3098 令和3年度　飛島避難路整備工事 酒田市飛島地内 令和3年11月2日
3102 令和3年度　側溝整備工事（第11工区） 酒田市住吉町地内 令和3年11月11日
3103 一般廃棄物運搬船修繕 酒田市宮野浦袖岡埠頭 令和3年11月30日
3104 南平田小学校煙突断熱材修繕 酒田市飛鳥字腰巻99番地 令和3年12月28日
3105 さかた海鮮市場冷暖房設備改修工事 酒田市船場町二丁目5番10号 令和4年1月18日
3106 光ケ丘野球場防球ネット設置工事 酒田市光ケ丘三丁目地内 令和4年1月20日
3107 令和3年度 飛島落石撤去工事 酒田市飛島地内 令和4年1月20日
3108 武道館会議室エアコン更新工事 酒田市新町字光ケ丘33番地の26 令和4年1月25日
3109 悠々の杜温泉施設冷暖房設備改修工事 酒田市山楯字南山32番地の4 令和4年1月25日
3110 中町にぎわい健康プラザ駐車場改修工事 酒田市中町二丁目4番12号 令和4年2月3日
3111 道路改良工事に伴う光ケーブル移設工事（N大淵線12L1-14号） 酒田市広野地内 令和4年1月20日
3114 令和3年度　農業基盤整備促進事業鳥海南麓山楯団地排水路（箇所3）整備工事 酒田市山谷新田地内 令和4年2月22日
3124 令和3年度（補正繰越）市道舗装改修工事その3 酒田市 砂越 地内外 令和4年4月5日



令和3年度予定価格の積算内訳公表状況（市長部局工事関連業務委託）

契約番号 名　　　　　称 場　　　所 入札年月日

3012 市道新橋北新橋1号線道路改良事業に伴う設計業務委託 酒田市北新橋一丁目　地内 令和3年5月18日
3013 令和3年度　林道整備事業林道内山線改良整備測量設計業務委託 酒田市山寺　地内 令和3年5月18日
3020 酒田市コミュニティFM中継局整備工事（工事監理業務委託） 酒田市中町二丁目5-19　ほか6地内 令和3年5月7日
3031 中町にぎわい健康プラザ駐車場改修工事（設計業務委託） 酒田市中町二丁目4-12 令和3年6月1日
3032 国体記念体育館改修工事（設計業務委託） 酒田市飯森山二丁目296-1 令和3年5月25日
3033 令和3年度　橋梁補修設計業務委託（砂越跨線人道橋） 酒田市砂越地内 令和3年5月19日
3037 令和3年度　市道横町1号線改良舗装事業に伴う測量設計業務委託 酒田市山寺地内 令和3年6月8日
3047 令和3年度史跡旧鐙屋改修工事（工事監理業務委託） 酒田市中町一丁目14番20号 令和3年6月23日
3050 大町第6・7号棟給排水管改修工事（設計業務委託） 酒田市東大町三丁目23番地の73　ほか 令和3年7月13日
3056 令和3年度　側溝整備事業に伴う設計業務委託（その1） 酒田市上安町二丁目地内ほか 令和3年7月27日
3057 八幡体育館改修工事（設計業務委託） 酒田市観音寺字町後15番地 令和3年7月27日
3059 酒田市民会館外壁等改修一期工事（工事監理業務委託） 酒田市本町二丁目2番10号 令和3年7月16日
3060 令和3年度　側溝整備事業に伴う設計業務委託（その2） 酒田市錦町四丁目地内ほか 令和3年7月29日
3068 令和3年度　耐震性貯水槽測量、地質調査、設計業務委託 酒田市北沢地内ほか 令和3年8月26日
3080 令和3年度橋梁補修設計業務委託（横町橋） 酒田市山寺地内 令和3年10月7日
3085 令和3年度橋梁補修設計業務委託（新田橋、向山橋、平橋） 酒田市田沢地内ほか 令和3年10月12日
3097 令和3年度　酒田駅前広場整備に係る実施設計等業務委託 酒田市幸町一丁目地内ほか 令和3年11月2日
3112 コミュニティセンター整備工事（設計業務委託） 酒田市相沢字鶴牧6番地 令和4年2月8日
3122 令和3年度（繰越）橋梁補修設計業務委託（前山橋） 酒田市　常禅寺　地内 令和4年3月22日
3123 令和3年度（繰越）橋梁補修設計業務委託（東泉跨線橋） 酒田市　東泉町五丁目　地内外 令和4年3月22日

令和4年4月25日現在



令和3年度予定価格の積算内訳公表状況（上下水道部建設工事）

契約番号 名　　　　　称 場　　　所 入札年月日

2001 令和３年度新青渡地内ほか配水管改良工事 酒田市新青渡地内ほか 令和3年5月13日
2002 令和３年度小牧浄水場No.２取水ポンプ用可変速装置交換工事 酒田市小牧地内 令和3年4月23日
2004 令和３年度新山受水場自動水質測定装置交換工事 酒田市新山地内 令和3年5月6日
2005 令和３年度上水施設ポンプ分解整備工事 酒田市小牧地内ほか 令和3年5月6日
2007 令和３年度成興野末端監視設備残留塩素計交換工事 酒田市成興野地内 令和3年4月27日
2008 令和３年度小牧浄水場３号高速沈でん池覆蓋補修工事 酒田市小牧地内 令和3年5月11日
2009 令和３年度浜田中継ポンプ場沈砂池現場盤修繕工事 酒田市浜田二丁目地内 令和3年5月11日
2010 令和３年度浜田中継ポンプ場空調機室扉修繕工事 酒田市浜田二丁目地内 令和3年5月11日
2011 令和３年度酒田市公共下水道高砂雨水幹線整備工事に伴う配・給水管移設工事 酒田市北浜町地内 令和3年5月11日
2012 令和３年度酒田市クリーンセンター合流細目除塵機修繕工事 酒田市東泉町二丁目地内 令和3年4月28日
2013 令和３年度大宮町一丁目地内ほか配水管改良工事 酒田市大宮町一丁目地内ほか 令和3年5月18日
2014 令和３年度下餅山地内ほか配水管改良工事 酒田市下餅山地内ほか 令和3年5月18日
2015 令和３年度酒田市公共下水道高砂雨水幹線整備工事 酒田市北浜町地内 令和3年5月25日
2017 令和３年度若浜中継ポンプ場晴天用沈砂掻揚機修繕工事 酒田市若浜町地内 令和3年5月18日
2018 令和３年度北新橋二丁目地内ほか配水管改良工事 酒田市北新橋二丁目地内ほか 令和3年6月8日
2019 令和３年度農業集落排水施設機能強化対策事業マンホールポンプ設置工事 酒田市成興野地内ほか 令和3年6月15日
2020 令和３年度水道管改良に伴う舗装復旧工事（第１工区） 酒田市両羽町地内 令和3年6月15日
2022 令和３年度農業集落排水施設機能強化対策事業管路整備に伴う舗装復旧工事 酒田市北俣地内ほか 令和3年6月17日
2023 令和３年度農業集落排水施設機能強化対策事業成興野地区管路施設整備工事 酒田市成興野地内 令和3年6月17日
2024 令和３年度城輪地内ほか配水管改良工事 酒田市城輪地内ほか 令和3年6月29日
2025 令和３年度東泉町二丁目地内配水管改良工事 酒田市東泉町二丁目地内 令和3年7月6日
2026 鳥海高原観光レクリエーション地区給水施設配水池水位計更新工事 酒田市草津字湯ノ台地内 令和3年6月23日
2027 令和３年度住吉町地内ほか配水管改良工事 酒田市住吉町地内ほか 令和3年7月6日
2028 令和３年度下水施設情報監視装置改良工事 酒田市引地地内ほか 令和3年7月13日
2029 令和３年度上下水道施設県道移設工事 酒田市本町一丁目地内 令和3年7月15日
2030 令和３年度小牧浄水場No.５～８ろ過流量計交換工事 酒田市小牧地内 令和3年7月27日
2031 令和３年度酒田市公共下水道管路改築工事 酒田市北千日町地内ほか 令和3年8月5日
2033 令和３年度小牧浄水場空気源設備圧力タンク交換工事 酒田市小牧地内 令和3年8月3日
2034 令和３年度大宮町二丁目地内配水管改良工事 酒田市大宮町二丁目地内 令和3年8月24日
2035 令和３年度農業集落排水施設機能強化対策事業本宮備畑地区処理施設設備撤去工事 酒田市北俣地内 令和3年8月19日
2036 令和３年度公道漏水等路面復旧工事 酒田市給水区域 令和3年8月19日
2038 令和３年度上水施設薬品注入設備分解整備工事 酒田市小牧地内ほか 令和3年9月2日
2039 令和３年度新橋一丁目地内ほか配水管改良工事 酒田市新橋一丁目地内ほか 令和3年9月9日
2040 令和３年度水道管改良に伴う舗装復旧工事（第２工区） 酒田市大宮町一丁目地内ほか 令和3年9月16日
2041 令和３年度農業集落排水施設機能強化対策事業成興野地区処理施設設備撤去工事 酒田市成興野地内 令和3年10月12日
2042 令和３年度下水道管渠修繕工事 酒田市幸町二丁目地内ほか 令和3年10月19日

令和4年4月25日現在



令和3年度予定価格の積算内訳公表状況（上下水道部建設工事）

契約番号 名　　　　　称 場　　　所 入札年月日

令和4年4月25日現在

2043 令和３年度小牧浄水場処理水濁度計交換工事 酒田市小牧地内 令和3年11月4日
2044 令和３年度新山受水場水位計交換工事 酒田市新山地内 令和3年11月18日
2046 酒田駅前地区市街地再開発事業に伴う配水管移設工事 酒田市幸町一丁目地内 令和3年12月14日



令和3年度予定価格の積算内訳公表状況（上下水道部工事関連業務委託）

契約番号 名　　　　　称 場　　　所 入札年月日

2003 令和３年度宮野浦配水場ほか電気計装設備修繕設計業務委託 酒田市宮野浦地内ほか 令和3年5月6日
2006 令和３年度広域化管路施設実施設計業務委託 酒田市竹田地内外 令和3年5月6日

令和4年4月25日現在


