
平成２６年度 発注見通し一覧表(建設工事)

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
(仮)管渠布設工事（流26-1
工区）

市川三郷町市川大門
地内

４カ月 下水道工事 開削工　Φ 200　L=165ｍ 指名競争入札 生活環境課 補助・繰越

第１四半期
(仮)管渠布設工事（流26-2
工区）

市川三郷町黒沢地内 ４カ月 下水道工事 開削工　Φ 150　L=230ｍ 指名競争入札 生活環境課 補助・繰越

第１四半期
下水道工事に伴う配水管
布設替工事（26－1）工区

市川三郷町市川大門
地内

４カ月 水道工事 HPPE　φ １５０　L=１７０ｍ 随意契約 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 ８カ月 道路改良工事 橋梁上部工製作等一式 指名競争入札 建設課 補助

第１四半期 耐震性貯水槽設置工事 市川三郷町高田地内 ４カ月 土木一式工事 耐震性貯水槽６０㎥ 指名競争入札 総務課 補助・繰越

第１四半期 防災備蓄倉庫設置工事
市川三郷町鴨狩津向
地内

４カ月 建築工事一式 軽量鉄骨平屋　４０㎡ 指名競争入札 総務課 補助・繰越

第１四半期
三珠地区第2簡易水道施
設整備工事

市川三郷町高萩地内 ６カ月 施設整備 　ろ過施設整備 指名競争入札 生活環境課 単独

第１四半期
六郷地区既設監視ｼｽﾃﾑ
及びﾃﾚﾒｰﾀ装置改修工事

市川三郷町岩間地内 ６カ月 施設整備 　監視ｼｽﾃﾑ及びﾃﾚﾒｰﾀ装置改修 指名競争入札 生活環境課 単独

第１四半期 市川大門弓道場改修工事 市川大門地内 ２カ月 土木一式工事
上水道敷設　Ｌ＝５０ｍ
フェンス設置　Ｌ＝１２５ｍ

指名競争入札 生涯学習課 単独

第１四半期
橋梁長寿命化補修修繕工
事

市川三郷町内 ７カ月 道路維持管理工事 橋梁補修一式 指名競争入札 建設課 補助

第１四半期
役場本庁舎消防設備（誘
導灯）改修工事

市川三郷町役場
本庁舎

１０カ月 灯具取替等工事一式
1階18カ所、2階18カ所、３階13カ所、
倉庫6カ所

随意契約 総務課 単独

第１四半期
役場三珠庁舎及び六郷庁
舎執務室LED化工事

市川三郷町役場三珠
庁舎及び六郷庁舎

１０カ月 灯具取替等工事一式 三珠庁舎44台、六郷庁舎34台 随意契約 総務課 単独

第２四半期
(仮)管渠布設工事（流26-3
工区）

市川三郷町下大鳥居
地内

４カ月 下水道工事 開削工　Φ 200　L=180ｍ 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管
布設替工事（26－3）工区

市川三郷町下大鳥居
地内

４カ月 水道工事
HPPE　φ ７５　L=９７ｍ
　　　　 φ ２５　L=７４ｍ

随意契約 生活環境課 単独

第２四半期
市川三郷町小中学校屋内
運動場ガラス等改修工事

市川三郷町上野地内 ６カ月
飛散防止フィルム貼

付け工事
管内対象７施設飛散防止フィルム貼付け及
び非構造部材危険個所撤去

指名競争入札 教育総務課 単独

第２四半期
三珠中学校屋内運動場屋
根等改修工事

市川三郷町上野地内 ７カ月
屋内運動場屋根等改

修工事
屋根改修工事Ａ＝1,030.0㎡ 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 ６カ月 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 建設課 単独

第２四半期 交通安全施設工事
市川三郷町鴨狩津向
地内

６カ月 道路維持管理工事 交通安全施設・防護柵一式 指名競争入札 建設課 単独



第２四半期
中央通り整備工事（8工
区）

市川三郷町市川大門
地内

５カ月 土木一式工事
Ｌ＝８４ｍ　Ｗ＝８．００ｍ
側溝工等一式

指名競争入札 建設課 補助

第２四半期
中央通り整備工事（9工
区）

市川三郷町市川大門
地内

５カ月 土木一式工事
Ｌ＝６９ｍ　Ｗ＝８．００ｍ
側溝工等一式

指名競争入札 建設課 補助

第２四半期
中央通り整備工事（10工
区）

市川三郷町市川大門
地内

５カ月 土木一式工事
Ｌ＝８４ｍ　Ｗ＝８．００ｍ
側溝工等一式

指名競争入札 建設課 補助

第２四半期
中央通り整備工事（8・9.10
工区舗装）

市川三郷町市川大門
地内

６カ月 土木一式工事
Ｌ＝２３７ｍ　Ｗ＝８．００ｍ
舗装工一式

指名競争入札 建設課 補助

第２四半期
町道黒沢1号線他道路工
事（1工区）

市川三郷町黒沢地内 ５カ月 土木一式工事
Ｌ＝２００ｍ　Ｗ＝６．００ｍ
側溝工等一式

指名競争入札 建設課 補助

第２四半期
町道黒沢1号線他道路工
事（2工区）

市川三郷町黒沢地内 ５カ月 土木一式工事
Ｌ＝２００ｍ　Ｗ＝６．００ｍ
側溝工等一式

指名競争入札 建設課 補助

第２四半期
大塚保育所再生エネル
ギー等導入工事

大塚保育所 ２カ月
太陽光発電設備設置

工事
太陽光発電設備設置工事
太陽光発電及び蓄電池容量10ｋｗｈ

指名競争入札 保育課 補助

第２四半期
帯那地区石綿管布設替工
事

市川三郷町帯那地内 ３カ月 配管工事 　　L=142m　φ ７５ 指名競争入札 生活環境課 単独

第２四半期
（仮称）定住促進住宅建築
工事

市川三郷町山保地内 ８カ月 建築工事 木造２階建て：3棟（延床100㎡） 指名競争入札 建設課 単独

第２四半期
六郷地区葛籠沢地内葛籠
沢大橋添架工事

市川三郷町葛籠沢地
内

2カ月 配管工事 　　L=10m　φ １００ 指名競争入札 生活環境課 単独

第２四半期 防災無線マスト移設工事
市川三郷町黒沢地内
市川三郷町下大鳥居
地内

３カ月 土木一式工事
旧大同公民館敷地内　防災無線マスト移設
下大鳥居地内　防災無線マスト移設

随意契約 総務課 単独

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 ５カ月 道路改良工事
道路改良工　Ｌ＝１１０ｍ　Ｗ＝５．００ｍ
コンクリートブロック積工等一式

指名競争入札 建設課 単独

第２四半期
町道(仮称)平塩５号線道
路改良工事

市川三郷町市川大門
地内

６カ月 道路改良工事
道路改良工　Ｌ＝１００ｍ　Ｗ＝５ｍ
土留擁壁工・水路工等一式

指名競争入札 建設課 単独

第２四半期
ドクターヘリ地域緊急搬送
拠点整備事業

市川三郷町高萩地内 ６カ月 土木一式工事
ドクターヘリ地域緊急搬送拠点整備工等一

式
指名競争入札 いきいき健康課 補助・繰越

第３四半期
旧大同地区公民館解体工
事

市川三郷町黒沢地内 １カ月 解体工事 竣工床面積３５５．５６㎡（１０７．５４坪） 指名競争入札 生涯学習課 単独

第３四半期
(仮)管渠布設工事（流26-4
工区）

市川三郷町高田大正
地内

５カ月 下水道工事 開削工　Φ 200　L=110ｍ 指名競争入札 生活環境課 補助

　
第３四半期

(仮)管渠布設工事（流26-5
工区）

市川三郷町黒沢地内 ５カ月 下水道工事 開削工　Φ 200　L=230ｍ 指名競争入札 生活環境課 補助

第３四半期 町道町屋川浦線改良工事 市川三郷町上野地内 ５カ月 道路改良工事
道路改良工　Ｌ＝８０ｍ　Ｗ＝６．００ｍ
排水工等一式

指名競争入札 建設課 単独

第３四半期
下水道工事に伴う配水管
布設替工事（26－4）工区

市川三郷町高田大正
地内

５カ月 水道工事
HPPE　φ １００　L=１０２ｍ
DIP 　　φ １００　L=５ｍ

随意契約 生活環境課 単独

第３四半期
下水道工事に伴う配水管
布設替工事（26－5）工区

市川三郷町黒沢地内 ５カ月 水道工事
HPPE　φ １００　L=１４９ｍ
HPPE　φ ７５　　L=８０ｍ

随意契約 生活環境課 単独



第３四半期
鰍沢口駅JR 横断送水管
布設替工事

市川三郷町黒沢地内 ４カ月 水道工事 HPPE　φ ７５　　L=８０ｍ 指名競争入札 生活環境課 単独

第３四半期
町道宮原一本松線道路改
良工事

市川三郷町宮原地内 ６カ月 道路改良工事
道路改良工　Ｌ＝２８ｍ　Ｗ＝８．７５ｍ
土工等一式

指名競争入札 建設課 補助

第３四半期
鳴沢川高田地区内水対策
工事

市川三郷町高田地内 ６カ月 排水機場工事 土工一式、ポンプ施設工一式 指名競争入札 建設課 補助

第３四半期
公共下水道舗装本復旧工
事（流1工区）

市川三郷町市川大門
地内

３カ月 舗装工事 舗装工　A=3300ｍ２ 指名競争入札 生活環境課 補助

第３四半期
孤立集落対策用備蓄倉庫
設置工事

市川三郷町下九一色
地内

３カ月 建築工事一式 物置（一般型） 指名競争入札 総務課 補助

第３四半期 耐震性貯水槽設置工事 未定 ４カ月 土木一式工事 耐震性貯水槽６０㎥ 指名競争入札 総務課 補助

第３四半期 防災備蓄倉庫設置工事 未定 ４カ月 建築工事一式 軽量鉄骨平屋　４０㎡ 指名競争入札 総務課 補助

第３四半期
（仮）下水道耐震対策工事
（26-1工区）

市川三郷町市川大門
地内

３カ月 下水道工事 管渠可とう化工事　１５箇所 指名競争入札 生活環境課 補助


