
平成２３年度　工事発注見通し一覧

発注時期 工　事　名 工事場所 期　間 種　別 概　要 入札及び契約方法 担当課

第１四半期 山保地区水道整備工事 市川三郷町山保地内 10か月 土木一式工事
①②取水施設工事【井戸２箇所】、③浄水施設工
事【L=350ｍ.】、④⑤⑥送水施設工事【L=2.250

ｍ】、⑦電気計装施設工事【一式】
指名競争入札 生活環境課

第１四半期 交通安全施設工事 市川三郷町地内 3か月 道路維持管理工
市川三郷町地内

区画・外側線等 一式
指名競争入札 建設課

第１四半期 市川南小学校空調設備改修工事 市川南小学校 4か月 空調設備改修工事
空調設備11室　室内機15機
　　　　　　　　　　室外機12機

指名競争入札 教育総務課

第１四半期 大塚小学校空調設備改修工事 大塚小学校 4か月 空調設備改修工事
空調設備12室　室内機17機
　　　　　　　　　　室外機13機

指名競争入札 教育総務課

第１四半期 六郷小学校空調設備改修工事 六郷小学校 4か月 空調設備改修工事
空調設備12室　室内機14機
　　　　　　　　　　室外機18機

指名競争入札 教育総務課

第１四半期 上野小学校空調設備改修工事 上野小学校 4か月 空調設備改修工事
空調設備14室　室内機19機
　　　　　　　　　　室外機16機

指名競争入札 教育総務課

第１四半期 市川小学校空調設備改修工事 市川小学校 4か月 空調設備改修工事
空調設備29室　室内機37機
　　　　　　　　　　室外機32機

指名競争入札 教育総務課

第１四半期 六郷小学校ベランダ手摺改修工事 六郷小学校 2か月 改修工事 手摺改修工事　27箇所 指名競争入札 教育総務課

第１四半期 上野小学校屋根改修工事 上野小学校 3か月 改修工事
旧館（450㎡）・新館（270㎡）・渡り廊下（50㎡）屋

根（計770㎡）防水工事一式
指名競争入札 教育総務課

第１四半期
三珠総合福祉センター非常用発電機交

換工事
市川三郷町上野　2714-2 3か月

非常用発電機交換
工事一式

ヤンマーキュービクル形
３０ＫＶＡディーゼル発電装置一式

指名競争入札 三珠支所

第１四半期 三珠総合福祉センター耐震補強工事 市川三郷町上野　2714-2 5か月
建築工事

耐震補強工事一式
鉄骨ブレース工法

対象面積A=902.86㎡
指名競争入札 三珠支所

第２四半期 防災備蓄倉庫設置工事 市川三郷町鴨狩津向地内 4か月 備蓄倉庫設置工事 軽量鉄骨・平屋建て 約40㎥ 指名競争入札 総務課

第２四半期 防災備蓄倉庫設置工事 市川三郷町網倉地内 4か月 備蓄倉庫設置工事 軽量鉄骨・平屋建て 約40㎥ 指名競争入札 総務課

第２四半期 耐震性貯水槽設置工事 市川三郷町藤田地内 4か月 貯水槽設置工事 鉄製二次製品 60㎥型 指名競争入札 総務課

第２四半期 耐震性貯水槽設置工事 市川三郷町上手方地内 4か月 貯水槽設置工事 鉄製二次製品 60㎥型 指名競争入札 総務課
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第２四半期 耐震性貯水槽設置工事 市川三郷町市川大門地内 4か月 貯水槽設置工事 鉄製二次製品 100㎥型 指名競争入札 総務課

第２四半期 消防詰所新築工事 市川三郷町帯那地内 4か月 消防詰所新築工事 木造・２階建て 延６５㎡ 指名競争入札 総務課

第２四半期 配水管布設替工事 市川三郷町三珠地内 6か月 配水管布設替工事 配水管布設替　L=250ｍ 指名競争入札 生活環境課

第２四半期 （仮）管渠布設工事（流２工区） 市川三郷町黒沢地内 5か月 下水道工事
開削工法

φ２００　リブ管
Ｌ＝170ｍ

指名競争入札 生活環境課

第２四半期 下水道工事に伴う配水管布設替工事 市川三郷町市川大門地内 6か月 水道工事
開削工法

φ２５～１５０　塩化ビニル管
Ｌ＝２６２ｍ

随意契約 生活環境課

第２四半期 （仮）管渠布設工事（流１工区） 市川三郷町市川大門地内 6か月 下水道工事
開削工法

φ２００　リブ管
Ｌ＝290ｍ

指名競争入札 生活環境課

第２四半期 下水道工事に伴う配水管布設替工事 市川三郷町 黒沢地内 5か月 水道工事
開削工法

φ５０～１５０　塩化ビニル管
Ｌ＝３６３ｍ

随意契約 生活環境課

第２四半期 　町道網倉日向線道路改良工事 市川三郷町落居地内 4か月 道路改良工
　市川三郷町落居地内
Ｌ=３３ｍ　Ｗ=５．００ｍ

擁壁工等一式
指名競争入札 建設課

第２四半期 　町道(仮称)平塩５号線新設工事 市川三郷町市川大門地内 6か月 道路新設工
　市川三郷町市川大門地内

Ｌ=１３８ｍ　Ｗ=５．００ｍ
擁壁工等一式

指名競争入札 建設課

第２四半期 　町道細久保割石線道路改良工事 市川三郷町落居地内 6か月 道路改良工
　市川三郷町落居地内
Ｌ=６８ｍ　Ｗ=５．００ｍ

擁壁工等一式
指名競争入札 建設課

第２四半期 　町道町屋川浦線道路改良工事 市川三郷町上野地内 6か月 道路改良工
市川三郷町上野地内
Ｌ=４６ｍ　Ｗ=６．００ｍ

土留工等一式
指名競争入札 建設課

第２四半期 中央通り整備工事(23-1工区) 市川三郷町市川大門地内 6か月 道路工事
L=１３０ｍ　W=約７．０ｍ
VS側溝・石張工　一式

指名競争入札 建設課

第２四半期 中央通り整備工事(23-2工区) 市川三郷町市川大門地内 6か月 道路工事
L=１３０ｍ　W=約７．０ｍ
VS側溝・石張工　一式

指名競争入札 建設課

第２四半期 落合の道祖神前広場整備工事 市川三郷町市川大門地内 3か月 公園工事 広場整備工　一式 指名競争入札 建設課

第２四半期
町有住宅市川団地ネットフェンス改修工

事
市川大門地内 3か月 土木一式工事

メッシュフェンス
Ｈ800　　Ｌ＝160.5ｍ

指名競争入札 建設課
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第２四半期 　町道芦久保近萩線芦久保隧道開削工事市川三郷町黒沢地内 6か月 道路改良工
　市川三郷町黒沢地内
Ｌ=４５ｍ　Ｗ=５．００ｍ

隧道開削他一式
指名競争入札 建設課

第３四半期 高田地内水路改修工事 市川三郷町市川大門地内 3か月 水路改修工事
開渠水路設置工事L=101ｍ、路側擁壁工事L=34

ｍ、舗装工事A=70㎡
指名競争入札 産業振興課

第３四半期 鴨狩地内水路改修工事 市川三郷町鴨狩津向地内 6か月 水路改修工事 隧道水路改修工事L=104ｍ 指名競争入札 産業振興課

第３四半期 （仮）舗装本復旧工事（流１工区）
市川三郷町市川大門地内
の４

3か月 舗装工事 AS舗装：A=1800㎡ 指名競争入札 生活環境課

第３四半期 （仮）管渠布設工事（流３工区）
市川三郷町市川大門地内
の２

6か月 下水道工事
開削工法

φ２００　リブ管
Ｌ＝310ｍ

指名競争入札 生活環境課

第３四半期
（仮）マンホールポンプ設置工事（流５工

区）
市川三郷町市川大門地内
の３

6か月 下水道工事
マンホールポンプ設置

２箇所（４基）
指名競争入札 生活環境課

第３四半期 （仮）管渠布設工事（流４工区） 市川三郷町高田地内 6か月 下水道工事
開削工法

φ２００　リブ管
Ｌ＝180ｍ

指名競争入札 生活環境課

第３四半期 下水道工事に伴う配水管布設替工事 市川三郷町 高田地内 6か月 水道工事
開削工法

φ１００　塩化ビニル管
Ｌ＝１８１ｍ

随意契約 生活環境課

第３四半期 下水道工事に伴う配水管布設替工事
市川三郷町市川大門地内
の２

6か月 水道工事
開削工法

φ２５～１５０　塩化ビニル管
Ｌ＝３７７ｍ

随意契約 生活環境課

第３四半期 　下芦川地内河川改修工事 市川三郷町下芦川地内 4か月 河川改修工
　市川三郷町下芦川地内

河川改修工　Ｌ=207ｍ
護岸改修・河床整備等

指名競争入札 建設課

第３四半期 　町道宮原一本松広場線新設改良工事 市川三郷町宮原地内 6か月 道路改良工
　市川三郷町宮原地内

道路改良工　Ｌ=177ｍ　Ｗ=８．７５ｍ
擁壁工等一式

指名競争入札 建設課

第３四半期 帯名峠石かん改修工事 市川三郷町山保地内 1か月 土木工事 石棺の解体・組立て 指名競争入札 生涯学習課

第４四半期 中部横断道関連配水管布設替工事 市川三郷町全地内 6か月 配水管布設替工事 配水管布設替　L=230ｍ 指名競争入札 生活環境課

第４四半期 （仮）舗装本復旧工事（流２工区）
市川三郷町市川大門地内
の５

3か月 舗装工事 AS舗装：A=1800㎡ 指名競争入札 生活環境課


