
平成３０年度 発注見通し一覧表（工事）
(円単位)

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 新施設造成工事
市川三郷町市川大門地
内

４カ月 土木工事一式

可変勾配側溝　L=412m
L型擁壁工　L=197m
フェンス工　L=108m
整地工　一式

一般競争入札 施設建設課 単独

第１四半期 町道落合1号線新設工事
市川三郷町市川大門地
内

３カ月 土木工事一式 L=60m、W=6.0m 指名競争入札 施設建設課 単独

第１四半期
新施設（生涯学習館・図書
館）  建築主体工事

市川三郷町市川大門地
内

１３カ月 建築工事一式 RC造2階建て　延へ床 3,631㎡ 一般競争入札 施設建設課 単独・繰越

第１四半期
新施設（体育館）建築主体工
事

市川三郷町市川大門地
内

１３カ月 建築工事一式
S造一部2階建て
延べ床 2,597㎡

一般競争入札 施設建設課 単独・繰越

第１四半期 新施設 電機設備工事
市川三郷町市川大門地
内

１３カ月
電気設備工事

一式
生涯学習館・図書館・体育館
電気設備　一式

一般競争入札 施設建設課 単独・繰越

第１四半期 新施設 機械設備工事
市川三郷町市川大門地
内

１３カ月
機械設備工事

一式
生涯学習館・図書館・体育館
機械設備　一式

一般競争入札 施設建設課 単独・繰越

第１四半期 新施設 舞台設備工事
市川三郷町市川大門地
内

１３カ月
電気設備・機械
設備工事 一式

生涯学習館・体育館
舞台設備等　一式

一般競争入札 施設建設課 単独・繰越

第１四半期 防災備蓄倉庫設置工事
市川三郷町上野地内

３カ月
防災備蓄倉庫設

置工事
防災備蓄倉庫の設置 指名競争入札 防災課 補助

第１四半期 耐震性貯水槽設置工事
市川三郷町（仮称）生
涯学習センター敷地内

３ヵ月
耐震性貯水槽設

置工事
耐震性貯水槽の設置 一般競争入札 防災課 補助

第１四半期
防災無線Ｊアラート機器更新
工事

市川三郷町役場本庁舎 ４カ月
防災無線Ｊア

ラート機器更新
工事

防災無線Ｊアラート機器の更新 随意契約 防災課 単独



第１四半期
役場本庁舎非常用発電設備部
品取替工事

市川三郷町役場本庁舎 １カ月 機械器具設置
本庁舎屋上に設置された非常用発電
設備の部品取替

随意契約 総務課 単独

第１四半期 本庁舎空調設備改修工事 市川三郷町役場本庁舎 ２カ月 機械器具設置
本庁舎空調設備取り換え
103系統（大会議室）

指名競争入札 総務課 単独

第１四半期
温泉水中ポンプ入替及びオー
バーホール

市川三郷町六郷の里
（つむぎの湯・いきい
きセンター）地内

４カ月
水中ポンプ整備

工事

既設ポンプを引揚、ポンプのオー
バーホールを行う。予備ポンプを設
置する。

随意契約 いきいき健康課 単独

第１四半期
歌舞伎文化公園ふれあい広場
内トイレ改修工事

市川三郷町歌舞伎文化
公園地内

１カ月
トイレ洋式化

改修工事
和式便器の洋式化改修及び老朽化設
備の改修

随意契約 商工観光課 補助

第１四半期 矢作上野線補償工事 市川三郷町上野地内 ６カ月 管渠布設工
下水道用ポリ管：L=54.0m

塩化ビニル管撤去：L=52.0m
随契契約 生活環境課 単独

第１四半期
富士見スポーツ公園弓道場解
体工事

市川三郷町岩間地内 ４カ月 解体工事 既存の弓道場の解体 指名競争入札 生涯学習課 単独

第１四半期
藤田分水槽配水流量計設置工
事

市川三郷町山保地内 ６カ月 水道施設 流量計　1基 指名競争入札 生活環境課 単独

第１四半期 原因者負担舗装本復旧工事 市川三郷町上野地内 ３カ月 舗装工事 As舗装A=1970㎡　L=530m 指名競争入札 生活環境課 単独

第１四半期 広域農道送水管布設替工事 市川三郷町大塚地内 ３カ月 水道施設 送水管　DIP　φ100　L=115m 指名競争入札 生活環境課 単独

第１四半期
県道笛吹市川三郷線拡幅に伴
う移設工事

市川三郷町下芦川地内 ３カ月 水道施設 配水管　PE　φ100　L=８２m 指名競争入札 生活環境課 単独

第１四半期 第一簡水残留塩素計設置工事 市川三郷町上野地内 ６カ月 水道施設 残留塩素計　1基 指名競争入札 生活環境課 単独

第１四半期
三珠陸橋建設水道管布設替工
事

市川三郷町上野地内 ６カ月 水道施設 送配水管　DIP　φ200　L=60m 指名競争入札 生活環境課 単独



第１四半期 町道矢作上野線道路改良工事 市川三郷町上野地内 ７カ月 土木一式 道路工L=100ｍ 一般競争入札 土木整備課 補助

第１四半期
道林地区新規農道改良工事
（鳥獣害）

市川三郷町上野字一城
林地内

４カ月 土木一式工事 鳥獣害フェンス設置L=400m 指名競争入札 土木整備課 単独

第１四半期
下大鳥居地区揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ井戸孔
内更生工事

市川三郷町下大鳥居地
内他

９カ月 土木一式工事 ﾎﾟﾝﾌﾟ井戸孔内更生　1式 指名競争入札 土木整備課 補助

第１四半期 六郷庁舎空調設備改修事業 市川三郷町六郷庁舎 ６カ月 改修工事一式
電気式高効率冷暖房マルチエアコン
への移行　一式

指名競争入札 六郷支所 単独

第１四半期
六郷町民会館消防設備改修事
業

市川三郷町六郷庁舎敷
地内

６カ月 取替工事一式 消防用設備増設取替　一式 指名競争入札 六郷支所 単独

第１四半期 八乙女自治公民館建設工事
市川三郷町市川大門地
内

４カ月 建設工事

木造平屋建て
延べ床面積160㎡
部屋：会議室・和室・調理実習室
バリアフリー化と多目的トイレ設置

一般競争入札 生涯学習課 単独

第２四半期 新施設 光ケーブル工事
市川三郷町市川大門地
内

１２カ月
通信設備工事

一式
新施設光ケーブル工　一式 指名競争入札 施設建設課 単独・繰越

第２四半期 新施設 IP電話設置工事
市川三郷町市川大門地
内

１２カ月
通信設備工事

一式
IP電話設置工　一式 指名競争入札 施設建設課 単独・繰越

第２四半期 新施設 地中熱設備工事
市川三郷町市川大門地
内

１１カ月
機械設備工事

一式
図書館空調設備工事　一式 指名競争入札 施設建設課 補助・繰越

第２四半期 市川保育所解体工事
市川三郷町市川大門地
内

３カ月 解体工事一式
RC造2階建て　建築面積820㎡
他　一式

指名競争入札 保育課 単独

第２四半期
下水道管渠耐震化工事（その
２）

市川三郷町市川大門地
内

５カ月 管渠耐震化 継手可とう化：N=５箇所 指名競争入札 生活環境課 補助



第２四半期 道路舗装本復旧工事費 市川三郷町黒沢地内 ５カ月 舗装工 舗装本復旧：A=1640㎡ 指名競争入札 生活環境課 補助

第２四半期
下水道工事に伴う配水支管布
設（替）工事
（30-1）

市川三郷町黒沢地内 ５カ月
配水支管の布設

工事ほか
配水支管
１３０5ｍほか

随意契約 生活環境課 単独

第２四半期 芦川駅東側水路設置工事 上野地内 ３カ月 土木一式 水路工L=90ｍ 指名競争入札 土木整備課 単独

第２四半期 市川大門地内水路改修工事 市川大門地内 ３カ月 土木一式 水路工L=65ｍ 指名競争入札 土木整備課 単独

第２四半期 市川小西側水路改修工事 市川大門地内 ３カ月 土木一式 水路工L=70ｍ 指名競争入札 土木整備課 単独

第２四半期 交通安全施設設置工事
市川三郷町市川三郷町
内

５カ月 土木一式 区画線工1式、道路安全施設工1式 指名競争入札 土木整備課 単独

第２四半期 町屋地内側溝改修工事 市川三郷町上野地内 ３カ月 土木一式 側溝工L=60ｍ 指名競争入札 土木整備課 単独

第２四半期 大塚浅利線舗装改修工事 市川三郷町大塚地内 ３カ月 舗装 アスファルト舗装工A=960㎡ 指名競争入札 土木整備課 単独

第２四半期 町内舗装補修工事
市川三郷町市川三郷町
内

３カ月 舗装 アスファルト舗装工A=500㎡ 指名競争入札 土木整備課 単独

第２四半期 印沢地内側溝改修工事 市川三郷町印沢地内 ３カ月 土木一式 側溝工L=46ｍ 指名競争入札 土木整備課 単独

第２四半期 楠甫地内側溝改修工事 市川三郷町楠甫地内 ３カ月 土木一式 側溝工L=40ｍ 指名競争入札 土木整備課 単独

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カ月 土木一式
場所打函渠工L=8ｍ、地盤改良工1
式

一般競争入札 土木整備課 補助



第２四半期 椚田大正2号線道路改良工事
市川三郷町高田字大正
地内

６カ月 土木一式工事 道路改良L=240m　W=5.0m 一般競争入札 土木整備課 単独

第２四半期
県営中山間地域総合整備事業
付帯工事

市川三郷町下大鳥居地
内他

６カ月 土木一式工事 農業用水循環用ﾎﾟﾝﾌﾟ他1式 指名競争入札 土木整備課 単独

第２四半期 県単大正田地区農道改良工事
市川三郷町高田字大正
地内

４カ月 土木一式工事 農道改良L=50m 指名競争入札 土木整備課 補助

第２四半期
(仮称)若者定住促進住宅分譲
造成工事

市川三郷町大塚地内 ４カ月 造成工事 宅地分譲造成工事（３区画） 一般競争入札
まちづくり推進

課
単独

第３四半期 耐震性貯水槽設置工事
市川三郷町役場本庁舎
駐車場内

３ヵ月
耐震性貯水槽設

置工事
耐震性貯水槽の設置 一般競争入札 防災課 補助

第３四半期 消火栓設置工事
市川三郷町六郷地内ほ
か、2箇所

４カ月 消火栓設置工事 消火栓の設置 随意契約 防災課 単独

第３四半期 公衆無線ＬＡＮ環境構築工事
市川三郷町役場本庁舎
及び出先機関

５カ月
ネットワーク
環境構築工事

公衆無線ＬＡＮ環境の構築工事
・ＡＰ設置（１０ヶ所）
・管理サーバ設置及び設定一式
・ＮＷ環境構築一式

指名競争入札 総務課 補助

第３四半期
下水道管渠布設工事（その
２）

市川三郷町黒沢地内 ４カ月 管渠布設工 管渠布設工：L=180.0m 指名競争入札 生活環境課 補助

第３四半期
下水道管渠耐震化工事（その
１）

市川三郷町市川大門地
内

４カ月 管渠耐震化 継手可とう化：N=５箇所 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支管布
設（替）工事
（３０-２）

市川三郷町黒沢地内 ４カ月
配水支管の布設

工事ほか
配水支管
　１８０5ｍ　　　ほか

随意契約 生活環境課 単独

第３四半期
下水道管渠布設工事（その
１）

市川三郷町黒沢地内 ５カ月 管渠布設工 管渠布設工：L=130.0m 指名競争入札 生活環境課 補助

第３四半期 向新田水路改修工事
市川三郷町市川大門字
向新田地内

４カ月 土木一式工事 水路工L=180m 指名競争入札 土木整備課 単独



第３四半期 県単黒沢地区水路改良工事
市川三郷町黒沢字開田
地内

４カ月 土木一式工事 水路工L=180m 指名競争入札 土木整備課 補助

第３四半期
県単篭鼻地区農道・水路改良
工事

市川三郷町上野字篭鼻
地内

４カ月 土木一式工事
農道改良L=80m
水路工L=110m

指名競争入札 土木整備課 補助

第３四半期
三珠総合福祉センター２F・３
F空調設備工事

市川三郷町上野地内 ５カ月 電気設備工事 空調機器７台設置 指名競争入札 三珠支所 補助

第４四半期 新施設 外構・植栽工事
市川三郷町市川大門地
内

１０カ月 土木工事一式 　外構・植栽工　一式 一般競争入札 施設建設課 単独・繰越

一般競争入札について、入札等の時期は公告予定時期です。


