
委　託（予定価格が50万円を超える案件）
発注見通し（業務委託）
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課名又は
総合事務所名

整理
番号

場　所 期　間 種　別 概　要 発注時期
契約の
方法

総務管理課 1
情報系無線ネットワークシステム導入
に伴う既存機器設定変更業務

委託 上越市役所
令和3年3月31日ま

で
その他

木田庁舎で導入の無線ＬＡ
Ｎに対する既設ネットワーク
機器の設定変更

第1四半期 随意契約

総務管理課 2
上越市役所庁内LAN敷設業務(3月
分・出先施設等)

委託 上越市役所
令和3年3月31日ま

で
その他

令和2年度末の人事異動に
伴う庁内LAN敷設

第4四半期 競争入札

総務管理課 3
社会保障・税番号制度情報連携対応
業務(介護保険システム)

委託 上越市役所
令和2年9月30日ま

で
その他

パッケージの最新ファイルの
パターン適用と副本データの
登録

第1四半期 随意契約

総務管理課 4
社会保障・税番号制度情報連携対応
業務(児童福祉システム)

委託 上越市役所
令和2年9月30日ま

で
その他

パッケージの最新ファイルの
パターン適用と副本データの
登録

第1四半期 随意契約

総務管理課 5
社会保障・税番号制度情報連携対応
業務(番号連携サーバ)

委託 上越市役所
令和2年9月30日ま

で
その他

パッケージの最新ファイルの
パターン適用と副本データの
登録

第1四半期 随意契約

総務管理課 6 地番現況図データ変換業務 委託 上越市役所
令和2年9月30日ま

で
その他

地番現況図データのShape形
式への変換及び土地マス
ターデータのテキスト形式へ
の変換

第2四半期 随意契約

総務管理課 7
情報資産管理システム(情報系)機器
保守点検業務

委託 上越市役所
令和7年8月31日ま

で
その他

情報資産管理システム機器
等を常に最良の状態に維持
するための保守点検

第2四半期 随意契約

広報対話課 8 市民手帳等作成業務 委託 上越市役所
令和2年10月16日

まで
その他

市勢の概要や統計、生活情
報などを収録した市民手帳
（2,000部）及びPRポスター作
製

第2四半期 随意契約

広報対話課 9
ホームページ用システム運用保守管
理

委託 上越市役所
令和3年3月31日ま

で
その他

ホームページ用CMSサーバ
及びウェブサーバの保守管
理業務

第3四半期 随意契約
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広報対話課 10 ホームページ用システム更新業務 委託 上越市役所
令和2年11月30日

まで
その他

ホームページのウェブサイト
OS及びCMSの更新

第1四半期 随意契約

企画政策課 11
国勢調査調査員用地図・調査区要図
作成

委託 上越市役所
令和2年6月30日ま

で
その他

国勢調査の際に調査員が使
用する調査区エリアの地図作
成

第1四半期 随意契約

企画政策課 12
当市出身フォロワー獲得促進イベント
設営業務

委託 上越市役所
令和2年9月30日ま

で
その他

当市出身の市外在住の若者
や子育て世帯等へ当市の情
報を発信するSNSを登録して
もらう機会を創出するイベント
を開催

第1四半期 競争入札

企画政策課 13
城下町高田リノベーションまちづくり事
業支援業務

委託 上越市役所
令和3年3月15日ま

で
その他

リノベーションまちづくりの普
及に向けて開催するイベント
の開催支援

第1四半期 競争入札

企画政策課 14
社会資本整備総合交付金事業（城下
町高田地区）事後評価業務

委託 上越市役所
令和3年3月15日ま

で
その他

R2年度が最終年度の社会資
本整備総合交付金事業につ
いて、目標の達成状況等の
検証する事後評価を実施

第1四半期 競争入札

文化振興課 15 上越文化会館建築物定期点検業務 委託 新光町1丁目
令和2年8月31日ま

で
建物点検 建築物点検 第1四半期 競争入札

文化振興課 16 ガイドブック作成業務 委託 高田区
令和2年7月8日ま

で
その他

高田地区に点在する歴史的
建造物や文化財等の観光資
源を紹介するガイドブックを
作成する。

第1四半期 競争入札

交通政策課 17
上越妙高駅イルミネーション設置撤去
業務

委託 上越妙高駅
令和3年3月31日ま

で
その他

上越妙高駅で実施するイルミ
ネーションの設置及び撤去に
関する業務

第2四半期 競争入札

財政課 18
統一的な基準による財務書類等作成
支援業務

委託 上越市役所
令和3年3月31日ま

で
その他

財務書類等を作成・公表する
にあたり、適正かつ円滑な進
捗を図るため、公認会計士の
専門的見地から作成を始め
とする業務支援を受けるもの

第1四半期 随意契約
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用地管財課 19 リージョンプラザ上越定期点検業務 委託 下門前 90日間 設備点検
建築基準法第12条の規定に
基づく防火設備、建築設備
の点検

第2四半期 競争入札

用地管財課 20
春日新田2丁目普通財産用地境界画
定測量

委託 春日新田2丁目 60日間 測量
春日新田2丁目普通財産の
売払いに伴う用地境界画定
測量の実施

第1四半期 競争入札

用地管財課 21 ガス水道局庁舎改修工事監理業務 委託 木田1丁目
令和2年7月31日ま

で
工事監理

1階部分全面改修、1～4階ト
イレ改修、外部スロープ・駐
車場改修等

第3四半期 随意契約

用地管財課 22
木田第一庁舎ユニバーサルデザイン
対応改修工事設計業務

委託 木田1丁目 90日間 設計

・職員玄関北側のおもいやり
駐車区画を拡張し屋根を設
置
・夜間通用口を正面玄関に
移設

第1四半期 競争入札

用地管財課 23 職員駐車場用地測量 委託 新光町1丁目 90日間 測量
新光町一丁目地内に取得を
予定している駐車場の用地
測量

第1四半期 競争入札

市民安全課 24 防災士養成講座補助業務 委託 くびき希望館
令和2年12月末ま

で
その他

防災士養成講座の運営補助
ほか

第1四半期 随意契約

市民安全課 25 冬期集落支援業務（中ノ俣・上綱子） 委託 中ノ俣・上綱子 令和3年3月末まで その他
冬期間の生活道路の確保、
高齢者世帯や集会施設等公
共的施設の除雪　ほか

第3四半期 随意契約

市民安全課 26 冬期集落支援業務（牧区切光・鷲尾） 委託 牧区切光・鷲尾 令和3年3月末まで その他
冬期間の生活道路の確保、
高齢者世帯や集会施設等公
共的施設の除雪　ほか

第3四半期 随意契約

市民安全課 27 冬期集落支援業務（牧区今清水・泉） 委託 牧区今清水・泉 令和3年3月末まで その他
冬期間の生活道路の確保、
高齢者世帯や集会施設等公
共的施設の除雪　ほか

第3四半期 随意契約
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市民安全課 28 冬期集落支援業務（牧区片町・吉坪） 委託 牧区片町・吉坪 令和3年3月末まで その他
冬期間の生活道路の確保、
高齢者世帯や集会施設等公
共的施設の除雪　ほか

第3四半期 随意契約

市民安全課 29 冬期集落支援業務（柿崎区城腰） 委託 柿崎区城腰 令和3年3月末まで その他
冬期間の生活道路の確保、
高齢者世帯や集会施設等公
共的施設の除雪　ほか

第3四半期 随意契約

市民安全課 30 冬期集落支援業務（吉川区上川谷） 委託 吉川区上川谷 令和3年3月末まで その他
冬期間の生活道路の確保、
高齢者世帯や集会施設等公
共的施設の除雪　ほか

第3四半期 随意契約

市民安全課 31 冬期集落支援業務（吉川区下川谷） 委託 吉川区下川谷 令和3年3月末まで その他
冬期間の生活道路の確保、
高齢者世帯や集会施設等公
共的施設の除雪　ほか

第3四半期 随意契約

市民安全課
（原子力防災対策室）

32
原子力防災資機材の取り扱いに関す
る職員研修業務

委託 上越市役所 30日間 その他
原子力防災資機材の取り扱
いに関する説明及び実習

第3四半期 随意契約

危機管理課 33 洪水ハザードマップ更新 委託 上越市役所
令和3年3月31日ま

で
その他

公表される浸水想定を基に
洪水ハザードマップを作成

第3四半期 随意契約

危機管理課 34
上越市消防団不要物品（合併前上
越）回収運搬処理業務

委託 市内一円 60日間 その他
消防団の不要物品について
回収処理するもの

第3四半期 競争入札

危機管理課 35
上越市消防団不要物品（各区）回収
運搬処理業務

委託 各区 60日間 その他
消防団の不要物品について
回収処理するもの

第3四半期 競争入札

危機管理課 36 防火水槽内堆積土砂処理作業 委託
浦川原区顕聖

寺
60日間 その他

防火水槽内に堆積した土砂
を撤去するもの

第1四半期 競争入札
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安塚区総合事務所 37
コミュニティプラザ変圧器・コンデンサ
PCB調査業務

委託 安塚区安塚
令和2年8月31日ま

で
その他

安塚コミュニティプラザの変
圧器・コンデンサPCB調査

第1四半期 競争入札

浦川原区総合事務所 38 久比岐野浴室改修工事施工監理 委託 安塚区須川
令和2年11月30日

まで
工事監理

久比岐野浴室改修工事に係
る施工管理

第1四半期 随意契約

浦川原区総合事務所 39 林道巡視業務 委託 浦川原区他
令和2年12月20日

まで
その他

安塚区・浦川原区・大島区
林道巡視業務　L=68.7ｋｍ

第1四半期 競争入札

浦川原区総合事務所 40 中山間地域等直接支払システム業務 委託
安塚区、浦川
原区、大島区

令和2年9月31日ま
で

その他
中山間地域等直接支払交付
金対象農用地オルソ画像の
作成

第1四半期 随意契約

浦川原区総合事務所 41 安塚排水処理場他実施設計業務 委託 安塚区松崎 180日間 設計 設計業務　一式 第1四半期 競争入札

浦川原区総合事務所 42 災害防止対策測量業務 委託 大島区菖蒲 100日間 測量 測量業務　一式 第1四半期 競争入札

浦川原区総合事務所 43 災害防止対策設計業務 委託 大島区菖蒲 120日間 設計 設計業務　一式 第1四半期 競争入札

浦川原区総合事務所 44 災害防止対策測量業務 委託
浦川原区上猪

子田
100日間 測量 測量業務　一式 第1四半期 競争入札

浦川原区総合事務所 45 災害防止対策設計業務 委託
浦川原区上猪

子田
120日間 設計 設計業務　一式 第1四半期 競争入札
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浦川原区総合事務所 46 災害防止対策測量業務 委託 安塚区細野 100日間 測量 測量業務　一式 第1四半期 競争入札

浦川原区総合事務所 47 災害防止対策設計業務 委託 安塚区細野 120日間 設計 設計業務　一式 第1四半期 競争入札

浦川原区総合事務所 48 災害防止対策測量業務 委託 安塚区小黒 100日間 測量 測量業務　一式 第1四半期 競争入札

浦川原区総合事務所 49 災害防止対策設計業務 委託 安塚区小黒 120日間 設計 設計業務　一式 第1四半期 競争入札

浦川原区総合事務所 50 用地測量業務 委託 浦川原区飯室 90日間 用地測量
用地測量　A=3,000㎡
面積計算　A=3,000㎡

第1四半期 競争入札

浦川原区総合事務所 51 用地調査業務 委託 浦川原区飯室 90日間 用地調査
用地測量　A=3,000㎡
面積計算　A=3,000㎡

第1四半期 競争入札

浦川原区総合事務所 52
沢口ふるさと公園維持管理業務（除
草）

委託
浦川原区中猪

子田
令和2年11月30日

まで
その他 除草業務等　一式 第1四半期 随意契約

浦川原区総合事務所 53 道路草刈業務 委託 安塚区内
令和2年10月31日

まで
その他 安塚区内市道草刈　一式 第1四半期 競争入札

浦川原区総合事務所 54 浦川原体育館屋根雪除雪 委託 浦川原区内
令和3年3月31日ま

で
その他 体育館屋根の除雪 第4四半期 競争入札
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浦川原区総合事務所 55 浦川原プール監視等業務 委託 浦川原区内 令和3年8月末まで その他 プールの監視等 第2四半期 競争入札

柿崎区総合事務所 56 市場価格調査業務 委託 柿崎区上下浜 50日間 その他 市場価格調査　1式 第1四半期 競争入札

柿崎区総合事務所 57
柿崎区松くい虫防除（無人ヘリ散布）
業務

委託
柿崎区直海浜

他
令和2年6月30日ま

で
その他 無人ヘリ薬剤散布　A=36.7ha 第1四半期 競争入札

柿崎区総合事務所 58 移動露店電気設備設置業務 委託 柿崎区柿崎
令和2年7月10日ま

で
その他

露店用仮設電灯設備設置業
務

第1四半期 競争入札

柿崎区総合事務所 59 柿崎中央海岸駐車場砂除去業務 委託 柿崎区柿崎 30日間 その他 駐車場の砂撤去 第1四半期 競争入札

柿崎区総合事務所 60 鵜の浜海水浴場ざらく運搬処理業務 委託 大潟区九戸浜 30日間 その他 砂浜の漂着物撤去 第1四半期 競争入札

柿崎区総合事務所 61 柿崎川ダム周辺施設整備業務 委託 柿崎区黒岩他 60日間 その他 草刈作業 第2四半期 競争入札

柿崎区総合事務所 62 大潟区（北部、西部）市道草刈業務 委託
大潟区雁子浜

他
150日間 その他 草刈作業 第1四半期 競争入札

柿崎区総合事務所 63 大潟区（東部、南部）市道草刈業務 委託
大潟区土底浜

他
150日間 その他 草刈作業 第1四半期 競争入札
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柿崎区総合事務所 64 道路排水施設清掃業務 委託 大潟区潟町他 60日間 その他
道路排水施設（集水桝等）の
清掃

第1四半期 競争入札

柿崎区総合事務所 65 中山間地域等直接支払システム業務 委託 柿崎区
令和2年7月31日ま

で
その他

中山間地域等直接支払交付
金対象農用地オルソ画像処
理

第1四半期 随意契約

柿崎区総合事務所 66 中山間地域等直接支払システム業務 委託 吉川区
令和2年7月31日ま

で
その他

中山間地域等直接支払交付
金対象農用地オルソ画像処
理

第1四半期 随意契約

柿崎区総合事務所 67 公共下水道（汚水）台帳作成業務 委託 大潟区
令和3年3月12日ま

で
その他 台帳作成業務 第1四半期 随意契約

柿崎区総合事務所 68 大潟浄化センター1系計装機器点検 委託 大潟区 150日間 その他 点検業務 第1四半期 競争入札

大潟区総合事務所 69
大潟町小学校冬期スクールバス運行
業務

委託 大潟区
令和2年12月1日

から令和3年3月31
日まで

その他
大潟町小学校に通学する児
童の送迎車両運転、記録簿
の作成等

第3四半期 競争入札

頸城区総合事務所 70 やすらぎの庭池清掃業務 委託
頸城区百間町

716番地
令和3年3月31日ま

で
その他 池底清掃　472㎡ 第4四半期 随意契約

板倉区総合事務所 71 グリーンパル光原荘日中管理業務 委託 板倉区関田
令和2年10月31日

まで
その他

グリーンパル光原荘日中管
理

第1四半期 随意契約

板倉区総合事務所 72 グリーンパル光原荘夜間管理業務 委託 板倉区関田
令和2年10月31日

まで
その他

グリーンパル光原荘夜間管
理

第1四半期 随意契約
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板倉区総合事務所 73 光原荘及び高原センター開設業務 委託 板倉区関田
令和2年5月25日ま

で
その他

光原荘及び高原センター開
設業務

第1四半期 随意契約

板倉区総合事務所 74
光原荘及び高原センター冬期閉鎖業
務

委託 板倉区関田
令和2年11月30日

まで
その他

光原荘及び高原センター冬
期閉鎖業務

第2四半期 随意契約

板倉区総合事務所 75
中郷浄化センター計装機器設備点検
業務

委託 中郷区藤沢 90日間 その他
中郷浄化センター内計装設
備点検
1.0式

第1四半期 随意契約

板倉区総合事務所 76 中山間地域等直接支払システム業務 委託
牧区・清里区・
板倉区・中郷区

令和2年7月31日ま
で

その他
中山間地域等直接支払交付
金対象農用地オルソ画像の
作成

第1四半期 随意契約

板倉区総合事務所 77 林道巡視業務（板倉区他） 委託
牧区・清里区・
板倉区・中郷区

令和2年11月30日
まで

その他 林道巡視　1回/月　6回/年 第1四半期 競争入札

板倉区総合事務所 78 分収造林整備事業 委託
牧区宇津俣

（横倉第2団地）
90日間 その他 除伐　A=5.5ha 第2四半期 競争入札

板倉区総合事務所 79 用地測量 委託 牧区棚広新田 45日間 用地測量
市道柳窪線の未登記処理に
係る用地測量

第1四半期 競争入札

板倉区総合事務所 80 用地調査 委託 牧区棚広新田 45日間 用地調査
市道柳窪線の未登記処理に
係る用地調査

第1四半期 競争入札

板倉区総合事務所 81
板倉コミュニティプラザコンデンサ交
換業務

委託 板倉区針 30日間 その他

1990年以前のコンデンサに
は毒性のある微量ＰＣＢ（ポリ
塩化ビフェニル）含有の可能
性があることから、破壊調査
のため、稼働中コンデンサ2
台の交換を行う。

第1四半期 競争入札
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三和区総合事務所 82 中学校スクールバス運行業務 委託 三和区内
令和2年12月から
令和3年3月まで

その他
中学生の登下校の安全を確
保するためスクールバスを運
行する

第3四半期 競争入札

名立区総合事務所 83
名立区海岸漂着物清掃・運搬処理業
務

委託
新井町海岸・西

の脇海岸
令和2年7月31日ま

で
その他

漂着物の清掃及び処理場へ
の運搬

第1四半期 競争入札

名立区総合事務所 84 名立地区公民館グラウンド草刈り業務 委託
名立区名立大

町
令和2年10月31日

まで
その他

グラウンドの草刈り作業（集草
無し）：約7,000㎡

第1四半期 競争入札

共生まちづくり課 85 広島平和記念式典参加旅行業務 委託 広島市
令和2年8月5日か
ら令和2年8月7日

まで
その他

広島平和記念式典（中学生）
に参列等に係る旅行業務委
託

第1四半期 競争入札

市民課 86
戸籍法の一部改正による戸籍情報シ
ステム改修

委託 上越市役所
令和3年3月31日ま

で
その他

戸籍法の一部改正に対応す
るための改修

第2四半期 随意契約

市民課 87
デジタル手続法施行による戸籍附票
システム改修

委託 上越市役所
令和3年3月31日ま

で
その他

デジタル手続法に対応する
ための改修

第2四半期 随意契約

市民課 88
デジタル手続法施行による住民記録
システム改修

委託 上越市役所
令和3年3月31日ま

で
その他

デジタル手続法に対応する
ための改修

第2四半期 随意契約

環境保全課 89 風力発電施設1号機安全点検業務 委託 直江津
令和3年3月31日ま

で
その他

風力発電施設1号機の対象
設備に係る安全点検

第3四半期 随意契約

環境保全課 90 精密水準測量業務 委託 市内一円
令和3年2月26日ま

で
測量業務 2級測量：77ｋｍ 第1四半期 競争入札
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環境保全課 91 自動車騒音常時監視業務 委託 市内一円
令和3年3月15日ま

で
測定業務

測定地点数：9
区間延長：107.8

第1四半期 競争入札

環境保全課 92 北陸新幹線騒音測定業務 委託 向橋
令和2年11月20日

まで
測定業務 測定地点：向橋付近 第3四半期 競争入札

環境保全課 93
大型獣出没抑制のための草刈等業
務

委託 中郷区岡川
令和2年10月31日

まで
その他 草刈等面積：約4,500㎡ 第1四半期 競争入札

環境保全課 94
大型獣出没抑制のための草刈等業
務

委託 名立区車路
令和2年10月31日

まで
その他 草刈等面積：約10,000㎡ 第1四半期 競争入札

生活環境課 95
旧第2クリーンセンター除却工事施工
監理業務

委託 東中島
令和4年7月15日ま

で
工事監理

旧第2クリーンセンターの除
却に伴う施工監理業務

第1四半期 競争入札

生活環境課 96
汚泥リサイクルパーク
貯留槽砂上清掃処分

委託
汚泥リサイクル

パーク
令和3年3月31日ま

で
その他 貯留槽、中継槽等清掃 第2四半期 競争入札

生活環境課 97
汚泥リサイクルパーク
中濃度脱臭設備薬液洗浄塔清掃

委託
汚泥リサイクル

パーク
令和3年3月31日ま

で
その他

中濃度脱臭設備薬液洗浄塔
清掃

第2四半期 競争入札

生活環境課 98
汚泥リサイクルパーク
濃縮汚泥移送配管洗浄清掃

委託
汚泥リサイクル

パーク
令和3年3月31日ま

で
その他 濃縮汚泥移送配管洗浄清掃 第1四半期 随意契約

生活環境課 99 燃やせないごみ指定袋作製業務 委託 生活環境課他
令和2年8月31日ま

で
その他

燃やせないごみ指定袋の作
製

第1四半期 競争入札
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生活環境課 100
燃やせるごみ指定袋作製業務（その
2）

委託 生活環境課他
令和2年9月30日ま

で
その他 燃やせるごみ指定袋の作製 第1四半期 随意契約

生活環境課 101
燃やせるごみ指定袋作製業務（その
3）

委託 生活環境課他
令和2年12月31日

まで
その他 燃やせるごみ指定袋の作製 第2四半期 随意契約

生活環境課 102
燃やせるごみ指定袋作製業務（その
4）

委託 生活環境課他
令和3年3月31日ま

で
その他 燃やせるごみ指定袋の作製 第3四半期 随意契約

生活環境課 103 生ごみ指定袋作製業務（その2） 委託 生活環境課他
令和2年9月30日ま

で
その他 生ごみ指定袋の作製 第1四半期 随意契約

生活環境課 104 生ごみ指定袋作製業務（その3） 委託 生活環境課他
令和2年12月31日

まで
その他 生ごみ指定袋の作製 第2四半期 随意契約

生活環境課 105 生ごみ指定袋作製業務（その4） 委託 生活環境課他
令和3年3月31日ま

で
その他 生ごみ指定袋の作製 第3四半期 随意契約

生活環境課 106 指定シール作製業務 委託 生活環境課他
令和2年8月31日ま

で
その他

指定シール（不燃3種類）の
作製

第1四半期 随意契約

生活環境課 107 仮設管理計量棟撤去業務 委託 東中島
令和2年5月29日ま

で
その他 仮設管理計量棟の撤去 第1四半期 随意契約

生活環境課 108 廃薬品処理業務 委託 高土町
令和3年3月31日ま

で
その他 廃薬品の処理 第2四半期 随意契約
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生活環境課 109 長浜海岸漂着物撤去業務 委託 長浜海岸
令和2年6月30日ま

で
その他 長浜海岸漂着物の撤去 第1四半期 随意契約

高齢者支援課 110
令和2年度　上越市シニアスポーツ大
会参加者送迎業務

委託

合併前15区内
バス停留所等

からリージョンプ
ラザ上越の間

令和2年6月3日ま
で

その他

・大会参加者送迎に伴うバス
工程表及びバス配車表の作
成
・大会当日の送迎バス運行

第1四半期 随意契約

健康づくり推進課 111 健康管理システムサーバ移設業務 委託 上越市役所
令和2年7月31日ま

で
その他

健康管理システムのサーバ
移設

第1四半期 随意契約

健康づくり推進課 112
健(検)診ガイドライン変更に伴う
健康管理システム改修業務（その2）

委託 上越市役所
令和3年3月31日ま

で
その他

健(検)診ガイドライン変更に
伴う健康管理システムの改修

第3四半期 随意契約

健康づくり推進課 113 国土調査法第19条5項指定申請業務 委託 大字居多
令和2年7月31日ま

で
用地測量

国土調査法第19条5項指定
申請に伴う測量成果の取りま
とめ

第1四半期 競争入札

地域医療推進室 114 国土調査法第19条5項指定申請業務 委託 南高田町
令和3年3月15日ま

で
用地測量

国土調査法第19条5項指定
申請に伴う測量成果の取りま
とめ

第3四半期 競争入札

国保年金課 115
後期高齢者医療保険料関係通知印
刷等業務【確定賦課分】

委託 国保年金課
令和2年7月31日ま

で
その他

後期高齢者医療保険料関係
通知書等の印刷、納付書等
の指定封筒への封入封かん
等業務

第1四半期 随意契約

国保年金課 116
健康管理システム受診券及びカルテ
出力運用支援業務

委託 国保年金課他
令和3年3月31日ま

で
その他

受診券及びカルテ出力（がん
検診案内を含む）を行うため
の運用支援

第1四半期 随意契約

国保年金課 117
健康管理システム改修（登録用デー
タ作成）業務

委託 国保年金課他
令和2年7月31日ま

で
その他

健康管理システムで保有して
いる特定健診結果データか
ら特定健診等データ管理シ
ステム登録用データを作成
するためのシステム改修

第1四半期 随意契約
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国保年金課 118
特別調整交付金（結核・精神）申請支
援業務

委託 国保年金課他
令和3年2月28日ま

で
その他

レセプト電算処理システム
コード情報ファイルから特別
調整交付金（結核・精神）申
請対象となる結核性疾病及
び精神病に該当するレセプト
データの抽出

第2四半期 随意契約

国保年金課 119
健康診査受診券及び個人記録票等
作成業務

委託
上越市保健セ

ンター
令和3年3月31日ま

で
その他

健康診査受診券、がん検診
個人記録票等の作成

第4四半期 随意契約

国保年金課 120 国民年金システム改修業務 委託 国保年金課他
令和3年3月31日ま

で
その他

年金生活者支援給付金の基
礎年金番号突合による名寄
せ機能の改修

第1四半期 随意契約

保育課 121
公立保育園建築物及び建築設備定
期点検業務

委託 市内一円 90日間 建物点検
建築物及び建築設備定期点
検
38園

第2四半期 随意契約

保育課 122 公立保育園遊具点検業務 委託 安塚区他 60日間 設備点検 遊具点検　区17園 第2四半期 競争入札

保育課 123 旧中央保育園地質調査業務 委託 中央2丁目 70日間 地質調査 ボーリング調査及び解析 第1四半期 競争入札

保育課 124
旧中央保育園法面工事基本設計業
務

委託 中央2丁目 70日間 設計 擁壁・補強土予備設計 第1四半期 競争入札

保育課 125
子ども・子育て支援システム改修　算
定情報一括入力機能作成

委託 上越市役所
令和2年8月31日ま

で
その他 システム改修 第1四半期 随意契約
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保育課 126
子ども・子育て支援システム改修　申
請書入力効率化サービス導入

委託 上越市役所
令和2年11月30日

まで
その他 システム改修 第2四半期 随意契約

こども課 127 子ども医療費助成システム改修業務 委託
上越市役所又
はこども課の指

定する場所

令和2年10月31日
まで

その他
子ども医療費拡充に伴うシス
テム改修

第1四半期 随意契約

こども課 128 児童遊園遊具点検業務 委託 市内24施設
令和2年7月31日ま

で
その他 児童遊園の遊具の点検 第1四半期 競争入札

産業政策課 129 上越市中心市街地交通量調査 委託 本町5丁目他
令和2年8月31日ま

で
交通量調

査

高田、直江津両地区の歩行
者及び自動車通行量を測定
調査し、分析を行う

第1四半期 競争入札

産業立地課 130 産業団地調整池汚泥等収集業務 委託 下五貫野他
令和2年10月31日

まで
その他 調整池の汚泥処理 第1四半期 競争入札

産業立地課 131 県南部産業団地用地管理業務その1 委託 頸城区下吉他
令和2年11月30日

まで
その他 分譲地の草刈り 第1四半期 随意契約

産業立地課 132 県南部産業団地用地管理業務その2 委託 頸城区下吉他
令和2年11月30日

まで
その他 分譲地の草刈り 第1四半期 随意契約

産業立地課 133 県南部産業団地用地管理業務その5 委託 頸城区下吉他
令和2年10月31日

まで
その他 緑地帯の草刈り 第1四半期 競争入札

産業立地課 134
県南部産業団地及び西福島工業団
地用地管理業務

委託 頸城区下吉他
令和2年10月31日

まで
その他 緑地帯の草刈り 第1四半期 競争入札
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産業立地課 135 三和西部産業団地草刈り業務 委託 三和区稲原他
令和2年10月31日

まで
その他 分譲地の草刈り 第1四半期 競争入札

産業立地課 136 大連日本商品展覧会出展事業 委託 上越市役所他
令和2年10月31日

まで
その他 中国・大連市への旅行手配 第2四半期 随意契約

観光交流推進課 137 パラメータ調査業務 委託 市内
令和3年3月31日ま

で
その他

市内2か所×4回の調査
データ入力作業

第1四半期 競争入札

観光交流推進課 138 外国語パンフレット作製業務 委託 市内
令和3年3月31日ま

で
その他

多言語パンフレット（英語、簡
体語、繁体語、韓国語）の作
製

第1四半期 競争入札

観光交流推進課 139 体験型観光営業活動業務 委託 市内及び市外
令和3年3月31日ま

で
その他

越後田舎体験事業による受
入れ拡大に向けた旅行会
社、学校等への営業活動の
実施

第1四半期 随意契約

施設経営管理室 140 海水浴場ごみ運搬・処理業務 委託
なおえつ海水
浴場、たにはま

海水浴場

令和2年9月30日ま
で

その他 海岸漂着ごみの運搬、処理 第1四半期 競争入札

施設経営管理室 141
くわどり湯ったり村沈殿槽廃油処分業
務

委託
皆口（くわどり
湯ったり村）

令和2年9月30日ま
で

その他

屋外沈殿槽3槽の汲み取り清
掃と、うち2槽から回収される
源泉の油分（廃油）と、全3槽
の汚泥を廃棄する

第2四半期 随意契約

施設経営管理室 142 高田街なかサイン整備業務 委託
既存サイン改

修、新規サイン
設置場所

令和3年3月12日ま
で

その他
既存サインの改修及び新規
にサインを設置する

第1四半期 競争入札

農政課 143 中山間地域等直接支払システム業務 委託
合併前上越

市、頸城区、三
和区、名立区

令和2年7月31日ま
で

その他
中山間地域等直接支払交付
金対象農用地オルソ画像の
作成

第1四半期 随意契約
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農政課 144 農業振興地域整備計画変更業務 委託 木田1丁目
令和3年3月15日ま

で
その他

農振全体見直し県同意協議
に係る説明図面等作成

第2四半期 競争入札

農村振興課 145
雪中貯蔵施設新築工事施工監理業
務

委託 安塚区樽田 210日間 工事監理
雪中貯蔵施設新築工事に係
る工事監理業務

第1四半期 随意契約

農林水産整備課 146 農業用施設GISデータ整備業務 委託 市内一円 300日間 その他

農業用施設GISデータ整備
・農道L=239km
・用水L=45km
・災害復旧履歴N=450箇所

第2四半期 随意契約

農林水産整備課 147
上越第7地区　ため池廃止実施設計
業務

委託 向橋 60日間 測量・設計
農業用ため池廃止実施設計
N=1か所

第2四半期 競争入札

農林水産整備課 148 二貫寺の森　間伐・チップ敷均し業務 委託 杉野袋 60日間 その他
間伐　A=3,000㎡
チップ敷均し　V=19.8㎥

第3四半期 競争入札

農林水産整備課 149 松くい虫防除（春期衛生伐）業務 委託 西ヶ窪浜他 60日間 その他
松くい虫被害木伐倒駆除
一式

第1四半期 競争入札

農林水産整備課 150 松くい虫防除（無人ヘリ散布）業務 委託 西ヶ窪浜他
令和2年6月30日ま

で
その他 A=23.8ha 第1四半期 競争入札

農林水産整備課 151 松くい虫防除（秋期衛生伐）業務 委託 西ヶ窪浜他 60日間 その他
松くい虫被害木伐倒駆除
一式

第3四半期 競争入札

農林水産整備課 152 林道巡視業務 委託
合併前上越、
名立区、三和
区、頸城区

令和2年12月20日
まで

その他 林道巡視 L=75.5km 第1四半期 競争入札
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農林水産整備課 153 林道矢住線他除草業務 委託 頸城区矢住他
令和2年8月31日ま

で
その他 林道除草 A=9,101㎡ 第1四半期 競争入札

農林水産整備課 154 林道社地山線他除草業務 委託 三和区岡田他
令和2年8月31日ま

で
その他 林道除草 A=9,450㎡ 第1四半期 競争入札

農林水産整備課 155 林道南葉高原線除草業務 委託 後谷他
令和2年8月31日ま

で
その他 林道除草 A=21,595㎡ 第1四半期 競争入札

農林水産整備課 156 林道南葉山線除草業務 委託 名立区瀬戸
令和2年8月31日ま

で
その他 林道除草 A=14,636㎡ 第1四半期 競争入札

農林水産整備課 157 林道南葉山線路面清掃業務 委託 名立区瀬戸
令和2年9月30日ま

で
その他 路面清掃 L=1,837m 第2四半期 競争入札

農林水産整備課 158 林道南葉山線笊山橋補修設計業務 委託 名立区瀬戸 110日間 測量・設計
林道南葉山線笊山橋修繕実
施設計　N=1橋

第2四半期 競争入札

農林水産整備課 159 市営分収林わらびの団地整備業務 委託 中桑取
令和2年12月28日

まで
その他

利用間伐　A=5.0ha
作業道開設　L=500m

第2四半期 競争入札

農林水産整備課 160 未整備森林意向調査業務 委託 市内一円
令和3年2月28日ま

で
その他

意向調査業務　A=38ha
説明会の開催等、市の補助
的業務

第1四半期 競争入札

都市整備課 161 こどもプール 管理業務 委託 市内一円
令和2年9月18日ま

で
その他

市内12箇所のこどもプールの
管理・運営

第1四半期 随意契約
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都市整備課 162 頸城区 3公園樹木保守管理業務 委託 頸城区上吉
令和3年3月31日ま

で
その他

南川・南川1号・南川2号
整枝・害虫駆除　380本
冬囲い設置撤去　1740㎡

第1四半期 競争入札

都市整備課 163
直江津地区 都市公園遊具健全度調
査業務

委託 直江津地区 90日間
遊具健全
度調査

調査対象遊具　N=192基 第1四半期 競争入札

都市整備課 164
高田地区 都市公園遊具健全度調査
業務

委託 高田地区 90日間
遊具健全
度調査

調査対象遊具　N=140基 第1四半期 競争入札

都市整備課 165 たにはま公園 造成森林除草業務 委託 長浜他
令和2年10月30日

まで
その他 除草工　A=39,560㎡ 第1四半期 競争入札

都市整備課 166 スポーツ公園 側溝清掃業務 委託 佐内町 30日間 その他 側溝清掃工　L=370ｍ 第1四半期 競争入札

都市整備課 167 上越総合運動公園 除草・集草業務 委託
戸野目古新田

他
令和2年10月31日

まで
その他 除草工　A=129,780㎡ 第1四半期 競争入札

都市整備課 168 高田公園 桜伐採抜根業務 委託 本城町
令和3年3月15日ま

で
その他 伐採抜根 N=6本 第3四半期 競争入札

都市整備課 169 高田公園 桜植替え業務 委託 本城町
令和3年3月15日ま

で
その他

伐採抜根 N=3本
桜植栽 N=3本

第3四半期 競争入札

都市整備課 170 高田公園 桜剪定業務 委託 本城町
令和3年3月15日ま

で
その他 桜高所剪定 N=181本 第3四半期 競争入札
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都市整備課 171 高田公園 外堀カツボ除去業務 委託 本城町 90日間 その他 カツボ掘削処理工 一式 第3四半期 競争入札

都市整備課 172
高田公園 松くい虫防除（樹幹注入）
業務

委託 本城町
令和3年3月15日ま

で
その他 防除対象松　N=74本 第3四半期 競争入札

都市整備課 173 上越総合運動公園 樹木冬囲い業務 委託
戸野目古新田

他
令和3年3月25日ま

で
その他 公園内樹木冬囲い 一式 第3四半期 競争入札

都市整備課 174 やぶの川辺公園 公園管理業務 委託 東城町1丁目
令和2年9月30日ま

で
その他

機械除草（計8,100㎡）3回、
芝刈り（5,580㎡）3回、目砂1
回

第1四半期 競争入札

都市整備課 175 上越妙高駅西口 調整池清掃業務 委託 大和5丁目 60日間 その他
調整池の清掃
（堆積土収集、除草）

第1四半期 競争入札

都市整備課 176
まちなか居住推進検討会
（高田地区）運営業務

委託 本町6丁目他
令和3年3月22日ま

で
その他

モデル候補地区のワーク
ショップの開催支援、まちづく
りビジョン及びプランニング検
討

第1四半期 競争入札

都市整備課 177
まちなか居住推進検討会
（直江津地区）運営業務

委託 西本町1丁目他
令和3年3月22日ま

で
その他

庁内検討会議での検討にあ
たり、検討会運営支援および
検討成果のとりまとめ

第1四半期 競争入札

道路課 178 境界立会いGISデータ整備業務 委託 市内一円
令和3年3月15日ま

で
その他

平成3年度、平成30年度境界
立会データ整備　一式

第1四半期 随意契約

道路課 179 用地図GISデータ整備業務 委託 市内一円
令和3年3月15日ま

で
その他

用地図（旧上越市、三和区）
データ整備　一式

第1四半期 随意契約
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道路課 180
未登記市道用地測量業務（直江津高
校前通線）

委託 五智2丁目 70日間 用地測量
用地測量　A＝1,700㎡
面積計算　A＝1,700㎡

第1四半期 随意契約

道路課 181 用地測量業務 委託 石沢 75日間 用地測量
用地測量 A=2,000㎡
面積計算 A=600㎡

第1四半期 競争入札

道路課 182 測量設計業務 委託 塩屋新田 100日間 測量・設計
路線測量 L=35m
簡易設計 一式

第1四半期 競争入札

道路課 183 測量設計業務 委託 中通町 100日間 測量・設計
路線測量 L=30m
簡易設計 一式

第1四半期 競争入札

道路課 184 測量設計業務 委託 上源入 115日間 測量・設計
路線測量 L=180m
簡易設計 一式

第1四半期 競争入札

道路課 185 測量設計業務 委託 富岡 105日間 測量・設計
路線測量 L=190m
簡易設計 一式

第1四半期 競争入札

道路課 186 測量設計業務 委託 幸町 95日間 測量・設計
路線測量 L=29m
簡易設計 一式

第1四半期 競争入札

道路課 187 用地測量業務 委託 上源入 70日間 用地測量
用地測量 A=1,500㎡
面積計算 A=730㎡

第2四半期 競争入札

道路課 188 道路照明点検業務 委託 合併前上越市 200日間
道路照明

点検
道路照明点検N=150基 第1四半期 競争入札
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道路課 189 道路除草業務（その1） 委託 木田1丁目他
令和2年10月31日

まで
その他 除草　一式 第1四半期 競争入札

道路課 190 道路除草業務（その2） 委託 木田1丁目
令和2年10月31日

まで
その他 除草　一式 第1四半期 競争入札

道路課 191 道路草刈業務 委託 吉浦他
令和2年10月31日

まで
その他 機械除草　一式 第1四半期 随意契約

道路課 192 橋梁点検業務 委託 市内一円 160日間 橋梁点検 橋梁点検　N=53橋 第2四半期 競争入札

道路課 193 橋梁点検業務 委託 市内一円 160日間 橋梁点検 橋梁点検　N=29橋 第2四半期 競争入札

道路課 194 橋梁点検業務 委託 市内一円 160日間 橋梁点検 橋梁点検　N=29橋 第2四半期 競争入札

道路課 195 橋梁点検業務 委託 市内一円 160日間 橋梁点検 橋梁点検　N=111橋 第2四半期 競争入札

道路課 196 跨線橋点検・健全度判定業務 委託 市内一円 100日間 橋梁点検 橋梁点検　N=2橋 第2四半期 競争入札

道路課 197 橋梁詳細設計 委託 南高田町他 160日間 橋梁設計 橋梁詳細設計　L=40ｍ 第2四半期 競争入札



委　託（予定価格が50万円を超える案件）
発注見通し（業務委託）

（令和2年4月1日現在）23/33

課名又は
総合事務所名

整理
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場　所 期　間 種　別 概　要 発注時期
契約の
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名　称

道路課 198 用地測量 委託 南高田町他 70日間 用地測量
用地測量　A=10,630㎡

第2四半期 競争入札

道路課 199 用地調査 委託 南高田町他 60日間 用地調査
用地調査　A=630㎡
地積測量図作成　A=10,630
㎡

第2四半期 競争入札

道路課 200 土質調査 委託 三ツ橋他 225日間 地質調査 土質調査　N=4孔 第2四半期 競争入札

道路課 201 軟弱地盤解析調査 委託 三ツ橋他 160日間 解析調査 解析調査　N=4孔 第2四半期 競争入札

道路課 202 橋梁修正設計 委託 稲田2丁目他 100日間 修正設計 修正設計　N=24基 第3四半期 競争入札

道路課 203
合併前上越市道路台帳附図整備業
務

委託
旧上越市内一

円
令和3年3月12日ま

で
その他 道路台帳附図の作成・修正 第3四半期 競争入札

道路課 204 道路台帳調書等作成業務 委託 市内一円
令和3年3月12日ま

で
その他 道路台帳調書の作成・修正 第3四半期 随意契約

道路課 205 三和区道路台帳附図整備業務 委託 三和区一円
令和3年3月12日ま

で
その他 道路台帳附図の作成・修正 第3四半期 競争入札

道路課
（雪対策室）

206 固定式防雪柵張出格納業務 委託 頸城区宮原他
令和3年3月25日ま

で
その他

固定式防雪柵の張出及び格
納
L=712ｍ

第3四半期 競争入札



委　託（予定価格が50万円を超える案件）
発注見通し（業務委託）

（令和2年4月1日現在）24/33
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総合事務所名

整理
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名　称

道路課
（雪対策室）

207 仮設式防雪柵設置撤去業務 委託 頸城区千原他
令和3年3月25日ま

で
その他

仮設式防雪柵の設置及び撤
去
L=287ｍ

第3四半期 競争入札

道路課
（雪対策室）

208 除雪管理システム整備 委託 市内一円
令和3年3月15日ま

で
その他

除雪管理システム整備
一式

第3四半期 随意契約

道路課
（雪対策室）

209 除雪管理システムデータ処理 委託 市内一円
令和3年3月31日ま

で
その他

除雪管理システムデータ処
理
一式

第3四半期 随意契約

道路課
（雪対策室）

210 消融雪消網板設置・撤去業務 委託 国府１丁目
令和3年3月25日ま

で
その他 消網板設置・撤去 N=185枚 第3四半期 競争入札

道路課
（雪対策室）

211
消融雪集中管理システム維持管理業
務

委託 市内一円
令和3年3月25日ま

で
その他

消融雪集中管理システム維
持管理　一式

第3四半期 随意契約

道路課
（雪対策室）

212 河川水加温消雪パイプ点検管理業務 委託 南城町3丁目他
令和3年3月25日ま

で
その他

加温消雪パイプ維持管理
L=5,327m

第3四半期 競争入札

道路課
（雪対策室）

213 流雪溝取水桝清掃業務 委託 仲町1丁目他
令和2年12月15日

まで
その他

流雪溝取水桝清掃　N=10箇
所

第3四半期 競争入札

道路課
（雪対策室）

214 消雪パイプ点検調整管理業務 委託 大町1丁目他
令和3年3月25日ま

で
その他

消雪パイプ維持管理
L=9,882m

第3四半期 競争入札

道路課
（雪対策室）

215 消雪パイプ点検調整管理業務 委託 大手町他
令和3年3月25日ま

で
その他

消雪パイプ維持管理
L=9,863m

第3四半期 競争入札
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発注見通し（業務委託）
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道路課
（雪対策室）

216
消雪パイプ電気計装設備点検管理業
務

委託 仲町1丁目他
令和3年3月25日ま

で
その他

消雪施設用電気設備維持管
理　N=44箇所

第3四半期 競争入札

道路課
（雪対策室）

217 無散水歩道融雪施設点検管理業務 委託 大手町他
令和3年3月25日ま

で
その他

無散水歩道融雪施設点検管
理　L=455m

第3四半期 競争入札

道路課
（雪対策室）

218 消融雪消網板設置・撤去業務 委託 北城町2丁目他
令和3年3月25日ま

で
その他 消網板設置・撤去 N=177枚 第3四半期 競争入札

道路課
（雪対策室）

219 消雪パイプ点検調整管理業務 委託 三和区野
令和3年3月25日ま

で
その他

消雪パイプ維持管理
L=1,694m

第3四半期 競争入札

道路課
（雪対策室）

220 儀明川等流量観測業務 委託 仲町2丁目他
令和3年3月31日ま

で
その他 河川流量観測　N=3箇所 第3四半期 競争入札

道路課
（雪対策室）

221 降雪予報情報提供業務 委託 市内一円
令和3年3月31日ま

で
その他 降雪予報情報の提供 第3四半期 競争入札

道路課
（雪対策室）

222 消雪パイプ点検調整管理業務 委託 中郷区一円
令和3年3月31日ま

で
その他

消雪パイプ維持管理
L=22,118m

第3四半期 競争入札

道路課
（雪対策室）

223 消雪パイプ電気計装設備点検業務 委託 中郷区一円
令和2年12月31日

まで
その他

消雪施設用電気設備維持管
理　N=52箇所

第3四半期 競争入札

道路課
（雪対策室）

224 消雪パイプ点検調整管理業務 委託 板倉区一円
令和3年3月31日ま

で
その他

消雪パイプ維持管理
L=12,015m

第3四半期 競争入札
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道路課
（雪対策室）

225 消雪パイプ点検調整管理業務 委託 清里区一円
令和3年3月31日ま

で
その他

消雪パイプ維持管理
L=8,973m

第3四半期 競争入札

道路課
（雪対策室）

226 消雪井戸カメラ調査 委託 板倉区針 60日間 その他 消雪井戸カメラ調査　N=1式 第1四半期 競争入札

河川海岸砂防課 227 災害防止対策設計業務 委託 下吉野他 100日間 設計 設計業務　L=1.2km 第1四半期 競争入札

河川海岸砂防課 228 災害防止対策設計業務 委託 福田他 100日間 設計 設計業務　L=0.9km 第1四半期 競争入札

河川海岸砂防課 229 災害防止対策測量業務 委託
三和区上広田

他
100日間 測量 測量業務　一式 第1四半期 競争入札

河川海岸砂防課 230 災害防止対策設計業務 委託
三和区上広田

他
100日間 設計 設計業務　一式 第1四半期 競争入札

建築住宅課 231 町家活用PR業務 委託 市内
令和3年1月29日ま

で
その他

セミナー開催及びパンフレッ
ト作成

第1四半期 随意契約

建築住宅課 232 木造住宅耐震診断業務 委託 市内
令和3年3月31日ま

で
耐震診断 木造住宅の耐震診断 第1四半期 随意契約

生活排水対策課 233 非常用発電機点検業務 委託 藤野新田 120日間 設備点検
ガスタービン発電機875kVA
1台

第1四半期 随意契約
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生活排水対策課 234 消化ガス発電設備点検業務 委託 藤野新田 180日間 設備点検 ガス発電設備200ｋW　一式 第1四半期 随意契約

生活排水対策課 235 計装設備点検業務 委託 藤野新田 150日間 設備点検 計装設備点検　一式 第2四半期 随意契約

生活排水対策課 236 No.1-2ケーキ搬出機点検業務 委託 藤野新田 150日間 設備点検
No.1-2ケーキ搬出機点検
一式

第2四半期 随意契約

生活排水対策課 237 No.5送風機点検業務 委託 藤野新田 180日間 設備点検
送風機点検、消耗品交換
一式

第2四半期 随意契約

生活排水対策課 238 黒井雨水幹線清掃業務 委託 黒井 120日間 その他 清掃、汚泥処理　一式 第2四半期 競争入札

生活排水対策課 239 御殿山雨水幹線清掃業務 委託 御殿山 120日間 その他 清掃、汚泥処理　一式 第2四半期 競争入札

生活排水対策課 240 公共下水道管渠調査業務 委託 中央5丁目他 120日間 調査業務 管渠調査　一式 第1四半期 競争入札

生活排水対策課 241 公共下水道管渠調査業務 委託 本町6丁目他 120日間 調査業務 管渠調査　一式 第1四半期 競争入札

生活排水対策課 242 公共下水道管渠調査業務 委託 市内一円 60日間 調査業務 管渠調査　一式 第1四半期 競争入札
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生活排水対策課 243 最適整備構想策定業務 委託 市内一円
令和3年3月15日ま

で
計画策定 計画策定　一式 第2四半期 競争入札

生活排水対策課 244 ストックマネジメント計画策定業務 委託 市内一円
令和3年3月15日ま

で
計画策定 計画策定　一式 第2四半期 競争入札

生活排水対策課 245 頸城中部地区施工監理業務 委託 頸城区百間町
令和3年3月15日ま

で
その他 施工監理　一式 第2四半期 競争入札

生活排水対策課 246
上越市公共下水道ストックマネジメン
ト実施計画策定業務

委託 藤野新田他
令和3年3月15日ま

で
計画策定 計画策定　一式 第2四半期 競争入札

生活排水対策課 247
下水道センター分水槽耐震補強工事
監理業務

委託 藤野新田 150日間 工事監理 工事監理一式 第1四半期 随意契約

下水道建設課 248 高田南部処理地区実施設計業務 委託 西田中他 220日間 下水設計
推進　L=  774m φ250～300
開削　L=1,896m φ150～250

第1四半期 競争入札

下水道建設課 249 高田南部処理地区地質調査業務 委託 西田中他 90日間 地質調査 地質調査　N=6孔 第1四半期 競争入札

下水道建設課 250 雨水排水現況調査業務 委託 南高田町他 180日間 測量・設計
雨水排水現況調査　N=1地
区

第1四半期 競争入札

下水道建設課 251 用地測量業務 委託 北城町1丁目 180日間 用地測量 用地測量　A=15,400㎡ 第1四半期 競争入札
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下水道建設課 252 用地調査業務 委託 北城町1丁目 180日間 用地調査 用地調査　A=1,700㎡ 第1四半期 競争入札

下水道建設課 253
五智北排水区軌道横断実施設計業
務

委託 五智1丁目他 250日間 下水設計 軌道横断実施設計一式 第1四半期 競争入札

下水道建設課 254 排水ポンプ計画検討業務 委託 春日新田2丁目 200日間 下水設計 排水ポンプ計画検討一式 第1四半期 競争入札

下水道建設課 255 広域化共同化計画策定業務 委託 市内一円
令和3年2月26日ま

で
下水設計

広域化共同化計画策定業務
一式

第1四半期 競争入札

下水道建設課 256
上越市公共下水道（上越、大潟処理
区）事業計画変更業務

委託 大貫4丁目他
令和3年2月26日ま

で
下水設計

下水道事業計画変更業務一
式

第1四半期 競争入札

教育総務課 257 解説板作製 委託 水族博物館 60日間 その他 展示解説板作製一式 第2四半期 競争入札

教育総務課 258 城西中学校樹木伐採処理業務 委託 南新町 60日間 その他 中庭の樹木伐採（3本） 第1四半期 競争入札

教育総務課 259
小学校貯水槽清掃業務（合併前上越
市A地区）

委託
大手町小学校

他
令和2年8月31日ま

で
その他

学校貯水槽（受水槽・高置水
槽）の定期清掃及び設備点
検

第1四半期 競争入札

教育総務課 260
小学校貯水槽清掃業務（合併前上越
市B地区）

委託 春日小学校他
令和2年8月31日ま

で
その他

学校貯水槽（受水槽・高置水
槽）の定期清掃及び設備点
検

第1四半期 競争入札



委　託（予定価格が50万円を超える案件）
発注見通し（業務委託）

（令和2年4月1日現在）30/33

課名又は
総合事務所名

整理
番号

場　所 期　間 種　別 概　要 発注時期
契約の
方法

名　称

教育総務課 261
中学校貯水槽清掃業務（合併前上越
市）

委託 城西中学校他
令和2年8月31日ま

で
その他

学校貯水槽（受水槽・高置水
槽）の定期清掃及び設備点
検

第1四半期 競争入札

教育総務課 262 貯水槽清掃業務（13区A地区） 委託 里公小学校他
令和2年8月31日ま

で
その他

学校貯水槽（受水槽・高置水
槽）の定期清掃及び設備点
検

第1四半期 競争入札

教育総務課 263 貯水槽清掃業務（13区B地区） 委託 柿崎小学校他
令和2年8月31日ま

で
その他

学校貯水槽（受水槽・高置水
槽）の定期清掃及び設備点
検

第1四半期 競争入札

社会教育課 264
令和2年度　謙信ＫＩＤＳプロジェクト
「しぜん」の講座実施

委託
中ノ俣地球環

境学校他
令和2年12月28日

まで
その他

謙信ＫＩＤＳプロジェクト「しぜ
ん」の講座実施

第1四半期 随意契約

社会教育課 265 公民館施設定期点検業務 委託 春日新田他 90日間 建物点検
建築基準法に基づき、公民
館20館の損傷、腐食その他
の劣化の状況の点検を行う

第1四半期 随意契約

社会教育課 266
オーレンプラザ　バンドコンテスト　音
響照明

委託
高田城址公園
オーレンプラザ

令和2年12月6日ま
で

その他
アマチュアバンドによるコンテ
スト開催に際し、音響照明業
務を行う

第2四半期 随意契約

社会教育課 267 上越科学館定期点検業務 委託 上越科学館 90日間 建物点検
建築基準法に基づき、建築
物の損傷、腐食その他の劣
化の状況の点検を行う

第1四半期 随意契約

社会教育課
（高田城址公園オー
レンプラザ）

268 芝生整備業務 委託
高田城址公園
オーレンプラザ

令和3年3月31日ま
で

その他
オーレンプラザ周辺の芝生を
適切に維持管理する

第1四半期 随意契約

文化行政課 269 原山遺跡発掘調査業務 委託 三和区末野
令和3年2月28日ま

で
その他 発掘調査5,800㎡ 第1四半期 競争入札
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文化行政課 270 釜蓋遺跡出土石器実測業務 委託 受託業者内
令和2年8月31日ま

で
その他 石器実測200点 第1四半期 競争入札

文化行政課 271 釜蓋遺跡草刈業務 委託 大和5丁目
令和2年10月31日

まで
その他

対象面積＝約34,800㎡
工期内に5回実施

第1四半期 競争入札

文化行政課 272 春日山城跡景観整備業務 委託 春日山城跡
令和2年11月30日

まで
その他 低木伐採、除草 第1四半期 競争入札

文化行政課
（小林古径記念美術
館）

273 本館、受付監視業務 委託 本城町7丁目
令和3年3月31日ま

で
その他

小林古径記念美術館の受
付、索引監視、施設清掃

第2四半期 競争入札

文化行政課
（小林古径記念美術
館）

274 リニューアル記念展看板作成業務 委託 本城町7丁目
令和3年3月23日ま

で
看板作成・

設置

展示室入口・展示室内の看
板の作成・設置、立看板の作
成・市内5か所への設置

第2四半期 競争入札

文化行政課
（小林古径記念美術
館）

275
リニューアル記念展作品展示替・整理
業務

委託 本城町7丁目
令和3年3月24日ま

で
その他 美術作品の運搬・展示 第2四半期 競争入札

文化行政課
（小林古径記念美術
館）

276
リニューアル記念展展示台等作成業
務

委託 本城町7丁目 45日間 その他
展示台とアクリルカバーの製
作

第2四半期 競争入札

文化行政課
（小林古径記念美術
館）

277 館名看板作成設置業務 委託 本城町7丁目 90日間
看板作成・

設置
看板作成・設置 第1四半期 競争入札

文化行政課
（小林古径記念美術
館）

278 誘導看板サイン整備業務 委託 本城町7丁目他
令和2年9月18日ま

で
看板作成・

設置
誘導看板作成・設置 第2四半期 競争入札
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文化行政課
（小林古径記念美術
館）

279 管理棟空調機移設業務 委託 本城町7丁目 30日間 その他 空調機の移設 第1四半期 競争入札

文化行政課
（小林古径記念美術
館）

280
小林古径記念美術館増改築事業施
工監理

委託 本城町7丁目 90日間 工事監理
小林古径記念美術館増改築
工事施工監理

第1四半期 随意契約

文化行政課
（小林古径記念美術
館）

281
小林古径塔・小川未明文学碑移設業
務

委託 本城町7丁目
令和2年8月31日ま

で
その他 石碑の移設 第1四半期 競争入札

スポーツ推進課 282
上越総合運動公園整備計画図作成
業務

委託 戸野目古新田
令和2年8月7日ま

で
その他

上越総合運動公園整備計画
図を作成するもの。

第1四半期 競争入札

スポーツ推進課 283
上越市総合体育館大規模改修工事
設計業務

委託 木田
令和2年9月30日ま

で
建築設計

上越市総合体育館の大規模
改修工事を見据え実施設計
業務を行うもの。

第1四半期 競争入札

スポーツ推進課 284
市内体育施設建築物、建築設備等定
期点検業務

委託 本城町他 150日間 建物点検

建築基準法第12条第2項及
び第4項の規定（以下法令）
に基づき、損傷、腐食その他
の劣化の状況の点検をする。

第1四半期 随意契約

スポーツ推進課 285
上越市立上越体操場消防用設備点
検業務

委託 大潟区九戸浜
令和3年3月15日ま

で
設備点検

上越市立上越体操場の消防
用設備を点検するもの。

第1四半期 競争入札

スポーツ推進課 286
上越市立上越体操場緑地帯維持管
理業務

委託 大潟区九戸浜
令和3年3月15日ま

で
その他

上越市立上越体操場の緑地
帯を維持管理するもの。

第1四半期 競争入札

スポーツ推進課 287
上越市立大潟体操アリーナ体操器具
点検業務

委託 大潟区潟町
令和2年8月31日ま

で
設備点検

上越市立大潟体操アリーナ
の体操器具一式を点検する
もの。

第1四半期 競争入札
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オリンピック・パラリン
ピック推進室

288
ドイツ体操チーム事前合宿受入にか
かる旅行等手配業務

委託 市内 60日間 その他
ドイツ体操チームの合宿にお
ける旅行等手配業務

第1四半期 随意契約

オリンピック・パラリン
ピック推進室

289 トレーニングマシン運搬設置業務 委託 市内 30日間 その他
トレーニングマシンの運搬設
置業務

第2四半期 随意契約

オリンピック・パラリン
ピック推進室

290
ドイツジュニア柔道チーム合宿受入に
かかる旅行等手配業務

委託 市内 60日間 その他
ドイツジュニア柔道チームの
合宿における旅行等手配業
務

第3四半期 随意契約

オリンピック・パラリン
ピック推進室

291 ドイツビアフェス2020出展業務 委託 市内
令和2年8月31日ま

で
その他

市内イベントにおけるPRブー
スの設置運営業務委託

第2四半期 随意契約

オリンピック・パラリン
ピック推進室

292
東京オリンピック聖火リレーモニュメン
ト作成・設置業務

委託 市内
令和2年11月30日

まで
その他

聖火リレーにおける記念モ
ニュメント作成設置業務委託

第2四半期 競争入札

議会事務局 293
議会インターネット中継更新システム
構築

委託 上越市役所
令和2年9月30日ま

で
その他

・公開用ホームページ環境構
築作業
・映像変換機能（エンコーダ）
環境構築作業
・拠点間NW環境構築作業
・交通費等諸経費及び事務
管理費

第1四半期 随意契約

議会事務局 294
令和2年度（後期）議会インターネット
中継・ビデオライブラリ化業務

委託 上越市役所
令和2年10月1日

から令和3年3月31
日まで

その他
・LIVE映像配信サービス費
・VOD映像配信サービス費
・映像配信運用管理費

第2四半期 随意契約

農業委員会事務局 295 農地地番図現況図更新業務 委託
農業委員会事

務局
令和3年3月31日ま

で
地番図作

成
農地地番現況図の異動修
正、データ編集

第1四半期 随意契約


