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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 高田農水井戸No,1井戸孔内更生作業 市川三郷町 高田地内 ３カ月 井戸一式工事 井戸孔内更生等一式 随意契約 産業振興課 単独

第１四半期 道林地内農道新設改良工事 市川三郷町 上野地内 ８カ月 土木一式工事
L=70.0m　W=4.0m
ブロック積み、水路工等一式 指名競争入札 産業振興課 単独

第１四半期 みたまの湯大規模改修工事 みたまの湯 ６か月 建築一式工事 機械設備、浴室内装、壁クロス、防犯カメラ 随意契約 産業振興課 単独

第１四半期 第2分団第1部消防詰所新築工事 市川三郷町 上野地内 ６カ月 建築一式工事 消防詰所新築工事 指名競争入札 総務課 単独

第１四半期 役場庁舎非常用放送設備取替工事
 市川三郷町役場
 本庁舎

４カ月 機械器具設置工事 守衛室非常放送設備取替：一式 指名競争入札 総務課 単独

第１四半期 市川南小学校職員室等床改修工事 市川南小学校 １ヵ月 建築主体工事 職員室等床OAフロア化 指名競争入札 教育総務課 単独

第１四半期 上野小学校大規模改造工事 上野小学校 ８ヵ月 建築主体工事等 老朽化のはげしい校舎をリニューアルする。 一般競争入札 教育総務課 補助

第１四半期 町道黒沢山王１号線他舗装工事 市川三郷町 黒沢地内 ３カ月 舗装工事
Ｌ＝４３９ｍ　Ｗ＝４．０ｍ　６．０ｍ
舗装工事等一式 指名競争入札 建設課 補助

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 （仮）楠甫地内舗装本復旧工事 市川三郷町 楠甫地内 ３ヶ月 舗装工事 Con舗装　A=230㎡ 指名競争入札 生活環境課 単独

第１四半期 公共下水道管渠布設工事（27-1工区）
市川三郷町
下大鳥居地内

４カ月 土木工事一式 Ｌ＝240ｍ 指名競争入札 生活環境課 補助

第１四半期 下水道工事に伴う配水管布設替工事  （26-1）
市川三郷町
下大鳥居地内

４か月 水道工事 Ｌ＝240ｍ 随意契約 生活環境課 単独

第１四半期 公共下水道管渠布設工事（27-1工区）
市川三郷町
下大鳥居地内

４カ月 土木工事一式 Ｌ＝240ｍ 指名競争入札 生活環境課 補助

第２四半期 孤立集落防災備蓄倉庫設置工事 市川三郷町大同地内 ２カ月 建築一式工事 八之尻地内防災倉庫設置 指名競争入札 総務課 単独



第２四半期 （仮）上野地内配水管布設工事 市川三郷町上野地内 ４ヶ月 管工事 HIVPΦ75mm　L=93ｍ 指名競争入札 生活環境課 単独

第２四半期 町営住宅富士見団地１６号棟外壁・屋上補修工事
市川三郷町
市川大門地内

６カ月 建築工事
ＲＣ造　４階建　居室１６戸
Ｗ＝４８．９６ｍ Ｄ＝１０．５８ｍ Ｈ＝１２．３０
ｍ

指名競争入札 建設課 補助

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＝５０ｍ　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 甲斐上野駅駐輪場等整備事業 市川三郷町 上野地内 ３ヶ月 建設工事一式
甲斐上野駅駐輪場と甲斐上野駅・芦川駅駐
車場の区画線整備 指名競争入札 三珠支所 単独

第２四半期 水の郷前農道改良工事 市川三郷町 高田地内 ５カ月 土木一式工事
L=35.0m　W=4.0m
水路工等一式 指名競争入札 産業振興課 単独

第２四半期 山保農村広場防球ネット設置工事 市川三郷町 山保地内 ３カ月 防球ネット工事
３塁側側面ネットH＝14.9m×10m
H=12.0m×30m

指名競争入札 生涯学習課 単独

第２四半期 市川中学校テニスコート改修工事 市川中学校 ５ヵ月 土木工事一式 土改良、フェンス補修、擁壁舗装等 指名競争入札 教育総務課 単独

第２四半期 （仮）帯那地内配水管布設替工事 市川三郷町 山保地内 ４ヶ月 管工事 HIVPΦ75mm　L=85ｍ 指名競争入札 生活環境課 単独

第３四半期 防災備蓄倉庫設置工事 市川三郷町 岩間地内 ４カ月 建築一式工事 細田地区内防災備蓄倉庫設置 指名競争入札 総務課 補助

第３四半期 県単篭鼻地内水路改良工事 市川三郷町 上野地内 ５カ月 土木一式工事
L=350.0m
水路工等一式 指名競争入札 産業振興課 補助

第３四半期 県単大正田水路改良工事 市川三郷町 高田地内 ５カ月 土木一式工事
L=300.0m
水路工等一式 指名競争入札 産業振興課 補助

第３四半期 鳥獣害侵入防止柵設置工事 市川三郷町 山保地内 ５カ月 土木一式工事
L=300.0m
防止柵設置等一式 指名競争入札 産業振興課 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＝１４０ｍ　Ｗ＝８．７５ｍ
土工等一式 指名競争入札 建設課 補助

第３四半期 町道宮原一本松線（支線部）道路改良工事 市川三郷町 宮原地内 ６カ月 橋梁下部工 橋台1基、仮設工一式 指名競争入札 建設課 補助

第３四半期 27鳴沢川高田地区内水対策土木工事 市川三郷町 高田地内 ６カ月 排水機場工事 本体工一式、地盤改良工一式、護岸工一式 指名競争入札 建設課 補助

第３四半期 27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 ６カ月 排水機場工事 配管類製作工一式 指名競争入札 建設課 補助



第３四半期 町道矢作上野線道路改良工事 市川三郷町 上野地内 ４カ月 道路改良工事 カルバート工一式、擁壁工一式 指名競争入札 建設課 補助

第３四半期 （仮）中部横断道建設に伴う配水管移設工事 市川三郷町 岩間地内他 ５ヶ月 管工事 PEΦ75～50mm　L=205ｍ 指名競争入札 生活環境課 単独

第３四半期 公共下水道管渠布設工事（27-2工区） 市川三郷町 高田地内 ４カ月 土木工事一式 Ｌ＝220ｍ 指名競争入札 生活環境課 補助

第３四半期 公共下水道管渠布設工事（27-3工区） 市川三郷町 黒沢地内 ５カ月 土木工事一式 Ｌ＝300ｍ 指名競争入札 生活環境課 補助

第３四半期 公共下水道舗装本復旧工事（1工区）
市川三郷町
下大鳥居地内他

２カ月 土木工事一式 Ａ＝990㎡ 指名競争入札 生活環境課 補助

第３四半期 公共下水道管渠耐震化工事
市川三郷町
市川大門地内他

３カ月 土木工事一式 20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管布設替工事（26-2） 市川三郷町 高田地内 ４か月 水道工事 Ｌ＝220ｍ 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（26-3） 市川三郷町 黒沢地内 ５か月 水道工事 Ｌ＝300ｍ 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（2工区）
市川三郷町
市川大門地内他

２カ月 土木工事一式 Ａ＝2,170㎡ 指名競争入札 生活環境課 補助


