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入札等の時
期

工　事　名 工事場所 工期 種　　　別 概　　　要 入札及び契約方法 担当課

補助・単
独の別
繰越の
有無

第１四半期 役場本庁舎空調設備改修工事
 市川三郷町役場

 本庁舎
２ヵ月 機械器具設置工事

本庁舎空調設備の入替え
203系統【2階　財政課、会議室１】

204系統【2階　会議室２】
指名競争入札 総務課 単独

第１四半期
中部横断道に係る配水管本設工

事（岩間平）
市川三郷町岩間地内 ３ヵ月 管渠工事 PEΦ75mm：L=140m　　消火栓：1基 随意契約 生活環境課 単独

第１四半期
大門碑林全国書道展

大会大賞刻碑移設工事
市川大門地区内 ４ヵ月 移設工事

・基礎・解体工事　２２基
・移設工事　石版台座

・運搬・据付工事　２２基
随意契約 生涯学習課 単独

第１四半期 折八林道地すべり対策工事
市川三郷町
下芦川地内

８ヵ月 土木工事一式
A=2.0ha

法面復旧工等一式
指名競争入札 土木整備課 単独

第１四半期 道林地区新規農道改良工事 市川三郷町上野地内 ６ヵ月 土木工事一式
L=95ｍ　W=4.0ｍ
擁壁工等一式

指名競争入札 土木整備課 単独

第１四半期 情報ネットワーク強靭化工事 市川三郷町地内 ６ヶ月 情報ネットワーク構築 ネットワーク分離、仮想基盤サーバ改修 指名競争入札 総務課
補助・繰

越

第１四半期
（仮）県道笛吹・市川三郷線配水

管布設工事
市川三郷町上野地内 ５ヵ月 管渠工事 PEΦ75～50mm：L=600m　消火栓：1基 指名競争入札 生活環境課 補助

第１四半期 （仮）広域農道配水管布設工事 市川三郷町上野地内 ５ヵ月 管渠工事 PEΦ75mm：L=700m 指名競争入札 生活環境課 補助

第１四半期
（仮）町道矢作上野線送・配水管

布設工事（１工区）
市川三郷町上野地内 ７ヵ月 管渠工事 仮設・本設、送・配水管布設　Φ200mm 指名競争入札 生活環境課 単独

第１四半期
（仮）町道矢作上野線送・配水管

布設工事（２工区）
市川三郷町上野地内 ５ヵ月 管渠工事 本設、送・配水管布設　Φ200mm 指名競争入札 生活環境課 単独

第１四半期 六郷小学校大規模改造工事 六郷小学校 ６ヵ月 建築主体工事 老朽化のはげしい校舎をリニューアル 一般競争入札 教育総務課 補助

第１四半期
市川南小中学校屋内運動場等屋

根改修工事
市川南小中学校 ３ヵ月 建築主体工事 屋内運動場・校舎の雨漏り対策。 指名競争入札 教育総務課 単独

第１四半期
つむぎの湯温泉水中ポンプ整備

工事
市川三郷町鴨狩

津向地内
９ヵ月 水中ポンプ１基 水中ポンプ１基及び送信ケーブル 指名競争入札 いきいき健康課 単独

第２四半期
町道矢作上野線道路改良工事（1

工区）
市川三郷町上野地内 ６ヵ月 道路改良工事

道路改良工　Ｌ＝１２０ｍ　Ｗ＝８．７５ｍ
擁壁工等一式

指名競争入札 土木整備課 補助

第２四半期
町道矢作上野線道路改良工事（2

工区）
市川三郷町上野地内 ６ヵ月 道路改良工事

道路改良工　Ｌ＝１３８ｍ　Ｗ＝８．７５ｍ
擁壁工等一式

指名競争入札 土木整備課 補助

第２四半期 町道矢作田2号線道路新設工事 市川三郷町上野地内 ６ヵ月 道路改良工事
道路改良工　Ｌ＝４４ｍ　Ｗ＝４．０ｍ

擁壁工等一式
指名競争入札 土木整備課 単独

第２四半期
公共下水道管渠布設工事（28-1

工区）
市川三郷町
高田地内

４ヵ月 土木工事一式 Ｌ＝180ｍ 指名競争入札 生活環境課 補助

第２四半期 公共下水道管渠耐震化工事
市川三郷町

市川大門地内
４ヵ月 土木工事一式 8箇所 指名競争入札 生活環境課 補助

第２四半期 市川中学校プール改修工事 市川中学校地内 7ヵ月 建築主体工事 老朽化のはげしいプールをリニューアル 指名競争入札 教育総務課 単独

第２四半期 交通安全施設工事 市川三郷町内全域 ５ヵ月 道路維持管理工事 交通安全施設・区画線等一式 指名競争入札 土木整備課 単独

第２四半期
28鳴沢川高田地区内水対策土木

工事
市川三郷町高田地内 ８ヵ月 排水機場工事

上屋工一式、外構工一式、吐水槽補強工一
式

一般競争入札 土木整備課 補助

第２四半期
28鳴沢川高田地区内水対策ポン

プ設備工事
市川三郷町高田地内 ８ヵ月 排水機場工事 配管類据付工一式 一般競争入札 土木整備課 補助

第２四半期
28鳴沢川高田地区内水対策除塵

設備工事
市川三郷町高田地内 ８ヵ月 排水機場工事 除塵機据付工一式 一般競争入札 土木整備課 補助

第２四半期
町道葛篭沢岩下線他舗装補修工

事
市川三郷町
葛篭沢地内

５ヵ月 舗装工事 舗装工　A＝８００㎡ 指名競争入札 土木整備課 単独

第２四半期
町道岩下寺所四尾連湖線舗装補

修工事
市川三郷町寺所地内 ５ヵ月 舗装工事 舗装工　A＝４００㎡ 指名競争入札 土木整備課 単独

第２四半期
町道日向山1号線・2号線舗装工

事
市川三郷町岩間地内 ５ヵ月 舗装工事 舗装工　A＝１,０００㎡ 指名競争入札 土木整備課 単独

第２四半期 谷津川護岸改修工事
市川三郷町下大鳥居地

内
５ヵ月 河川工事 護岸工　Ｌ＝３０ｍ　H＝３．０ｍ 指名競争入札 土木整備課 単独

第２四半期 28春日町地内道路側溝改修工事
市川三郷町市川大門地

内
８ヵ月 道路維持管理工事 側溝工　Ｌ＝８６ｍ 指名競争入札 土木整備課 単独

第２四半期
上野排水機場自家用発電機交換

作業
市川三郷町上野地内 ６ヵ月 土木工事一式 自家用発電機交換等一式 指名競争入札 土木整備課 補助

第２四半期 （仮）樋田地内配水管布設工事 市川三郷町上野地内 ４ヵ月 管渠工事 PEΦ75～50mm：L=400m 指名競争入札 生活環境課 補助

第２四半期 （仮）送水ポンプ設置工事 市川三郷町上野地内 ４ヵ月 電気機械工事 送水ポンプ設置：2基　　場内配管：1式 指名競争入札 生活環境課 補助

第２四半期
（仮）第一簡易水道計装設備更新

工事
市川三郷町上野地内 ５ヵ月 電気機械工事 通報・監視システム・テレメータ等更新：1式 指名競争入札 生活環境課 補助

第２四半期 町道宮原一本松線道路改良工事 市川三郷町宮原地内 ７ヵ月 道路改良工事
道路改良工　Ｌ＝１４０ｍ　Ｗ＝８．７５ｍ

土工等一式
指名競争入札 土木整備課 補助

第２四半期
町道岩間一本松2号線道路改良

工事
市川三郷町宮原地内 ７ヵ月 橋梁下部工 橋台1基、仮設工一式 指名競争入札 土木整備課 補助

第２四半期 みたまの湯大規模改修工事 みたまの湯地内 ２ヵ月 土木工事 空調・電気設備・非常灯の改修 随意契約 商工観光課 単独

第２四半期 （仮）広域農道送水管布設工事 市川三郷町上野地内 ５ヵ月 管渠工事 送水管Φ100mm：L=200m 指名競争入札 生活環境課 単独

第３四半期 県単・篭鼻地区農道改良工事 市川三郷町上野地内 ５ヵ月 土木一式工事
L=120ｍ　W=4.0ｍ

水路工等一式
指名競争入札 土木整備課 補助



第３四半期 県単・大正田地区農道改良工事 市川三郷町高田地内 ５ヵ月 土木一式工事
L=180ｍ　W=4.0ｍ

水路工等一式
指名競争入札 土木整備課 補助

第３四半期 鳥獣害侵入防止柵設置工事 市川三郷町下鳥居地内 ３ヵ月 防護柵設置工事 　　　Ｌ＝400ｍ 一般競争入札 農林課 補助

第３四半期 防災備蓄倉庫新築工事
市川三郷町市川大門地

内
４ヵ月 土木工事一式

防災備蓄倉庫新築
軽量鉄骨平屋　４０㎡

指名競争入札 企画防災課 単独

第３四半期
公共下水道管渠布設工事（28-2

工区）
市川三郷町
高田地内

４ヵ月 土木工事一式 Ｌ＝170ｍ 指名競争入札 生活環境課 補助

第３四半期
公共下水道マンホールポンプ設置

工事（28-3工区）
市川三郷町
高田地内

４ヵ月 土木工事一式 1箇所 指名競争入札 生活環境課 補助

第３四半期 黒沢開田農道改修工事 市川三郷町黒沢地内 ４ヵ月 土木工事一式
L=35ｍ　A=500m2

舗装工等一式
指名競争入札 土木整備課 単独

第３四半期 向新田農道拡幅工事
市川三郷町市川大門

地内
５ヵ月 土木工事一式

L=50ｍ　W=4.0ｍ
擁壁工等一式

指名競争入札 土木整備課 単独

第３四半期 下九一色地内消火栓敷設替工事
市川三郷町

下九一色地内
４ヵ月 消火栓工事 消火栓（５基）の敷設替え 指名競争入札 企画防災課 補助

第３四半期
公共下水道管渠布設工事（28-4

工区）
市川三郷町
高田地内

４ヵ月 土木工事一式 Ｌ＝170ｍ 指名競争入札 生活環境課 補助

第３四半期
下水道工事に伴う配水管布設替

え等工事（28-2）
市川三郷町高田地内 ４ヵ月 水道工事 Ｌ＝144ｍ 随意契約 生活環境課 単独

第３四半期 公共下水道舗装本復旧工事
市川三郷町
黒沢地内他

２ヵ月 土木工事一式 Ａ＝1,000㎡ 指名競争入札 生活環境課 補助

第３四半期
下水道工事に伴う配水管等布設

替え工事（28-3）
市川三郷町高田地内 ４ヵ月 水道工事 Ｌ＝258ｍ 随意契約 生活環境課 単独


