
工　 事　 名 工事場所 工 期（月数） 工事種別 工　事　概　要 発注時期 発注方式

甲州市立奥野田小学校プール水槽底面塗装改修工事 甲州市塩山熊野地内 3ヶ月 建築一式
プール水槽底面の塗装

第1四半期 指名競争

甲州市立塩山北小学校進入路改修工事 甲州市塩山千野地内 4ヶ月 土木一式工事
進入路工

第1四半期 指名競争

甲州市立勝沼中学校大規模改造工事（建築主体工事） 甲州市勝沼町勝沼地内 17ヶ月（～R5.10） 建築主体工事

外壁改修工事：一式、屋上防水改修工
事：一式、内装改修工事：一式、塗装
改修工事：一式、特別教室移設工事：
一式　等

第1四半期 一般競争

甲州市立勝沼中学校大規模改造工事（電気設備工事） 甲州市勝沼町勝沼地内 17ヶ月（～R5.10） 電気設備工事

照明設備改修工事：一式（LED改修）、
幹線動力設備工事：一式、電話設備工
事：一式、放送設備工事：一式、自動
火災報知設備工事：一式

第1四半期 一般競争

甲州市立勝沼中学校大規模改造工事（機械設備工事） 甲州市勝沼町勝沼地内 17ヶ月（～R5.10） 機械設備工事

衛生器具設備取替工事：一式、給水設
備工事：一式、排水設備工事：一式、
冷暖房設備工事：一式

第1四半期 一般競争

甲州市立勝沼中学校倉庫設置工事 甲州市勝沼町勝沼地内 3ヶ月 建築一式
倉庫設置

第1四半期 指名競争

甲州市立大和小学校給食搬入口及び付帯道路改修工事 甲州市大和町初鹿野地内 4ヶ月 建築一式
給食搬入口・ランチルーム、
市道改修　施工延長L＝23.0ｍ 第1四半期 一般競争

穴田橋耐震補強・補修工事（2工区） 甲州市勝沼町小佐手地内 10ヶ月 土木一式工事

橋梁耐震補強・補修工事・落橋防止装
置・縁端拡幅・塗装塗替・舗装打換・
橋面防水

第1四半期 一般競争

湯の橋耐震補強補修工事 甲州市塩山上於曽地内 10ヶ月 土木一式工事
橋梁耐震補強・補修工事

第1四半期 一般競争

市道等々力24号線グリーンベルト設置工事 甲州市勝沼町下岩崎地内 6ヶ月 土木一式工事
側溝改修・グリーンベルト設置工
区画線工（外側線） 第1四半期 指名競争

市道上於曽81号線舗装工事 甲州市塩山下於曽地内 6ヶ月 舗装工事
舗装工事

第2四半期 一般競争

市道上於曽81号線歩道改修工事 甲州市塩山下於曽地内 6ヶ月 土木一式工事
歩道改修工事

第1四半期 一般競争

市道勝沼23号線道路改修工事 甲州市勝沼町等々力地内 6ヶ月 土木一式工事
改良工事

第2四半期 指名競争

市道中萩原31号線改修工事 甲州市塩山中萩原地内 4ヶ月 土木一式工事
L＝20ｍ　Ｗ＝4.0ｍ

第1四半期 一般競争

市道福生里5号線改修工事 甲州市塩山福生里地内 4ヶ月 土木一式工事
L＝50ｍ　Ｗ＝2.5ｍ

第1四半期 指名競争

塩山北地区路面補修工事 甲州市塩山北地区 11ヶ月 舗装工事
路面補修　一式

第1四半期 指名競争

塩山南地区路面補修工事 甲州市塩山南地区 11ヶ月 舗装工事
路面補修　一式

第1四半期 指名競争

勝沼・大和地区路面補修工事 甲州市勝沼・大和地区 11ヶ月 舗装工事
路面補修　一式

第1四半期 指名競争

久保田水路改修工事 甲州市勝沼町山地内 7ヶ月 土木一式工事
L＝190ｍ　Ｗ＝1.0ｍ

第1四半期 一般競争

令和４年度　発注予定工事　（工事費　２５０万円以上）
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玉崎水路改修工事 甲州市塩山中萩原地内 4ヶ月 土木一式工事
L＝50ｍ　Ｗ＝0.3ｍ

第1四半期 指名競争

西畑水路改修工事 甲州市塩山赤尾地内 4ヶ月 土木一式工事
L＝80ｍ　Ｗ＝0.5ｍ

第1四半期 指名競争

観音堂西水路改修工事 甲州市塩山千野地内 4ヶ月 土木一式工事
L＝50ｍ　Ｗ＝0.3ｍ

第1四半期 指名競争

市道一ノ瀬高橋6号線舗装工事 甲州市塩山一ノ瀬高橋地内 4ヶ月 舗装工事
L＝100ｍ　W＝4.0ｍ

第2四半期 指名競争

市道熊野4号線改修工事 甲州市塩山熊野地内 4ヶ月 土木一式工事
L＝40ｍ　W＝4.0ｍ

第2四半期 指名競争

通学路安全施設設置工事 甲州市内 4ヶ月 土木一式工事
区画線設置　一式

第2四半期 指名競争

大花堂水路改修工事 甲州市塩山上井尻地内 4ヶ月 土木一式工事
L＝110ｍ　Ｗ＝0.3ｍ

第2四半期 指名競争

宮原水路改修工事 甲州市塩山牛奥地内 4ヶ月 土木一式工事
L＝70ｍ　Ｗ＝0.3ｍ

第2四半期 指名競争

上原水路改修工事 甲州市塩山上萩原地内 4ヶ月 土木一式工事
L＝100ｍ　Ｗ＝0.3ｍ

第2四半期 指名競争

小泓水路改修工事 甲州市塩山上於曽地区 4ヶ月 土木一式工事
L＝100ｍ　Ｗ＝0.3ｍ

第2四半期 指名競争

市道上井尻2号線改修工事 甲州市塩山上井尻地内 4ヶ月 土木一式工事
L＝50ｍ　Ｗ＝2.5ｍ

第3四半期 指名競争

市道三日市場27号線舗装工事 甲州市塩山三日市場地内 4ヶ月 舗装工事
L＝30ｍ　Ｗ＝4.0ｍ

第3四半期 指名競争

市道等々力1号線舗装工事 甲州市勝沼町等々力地内 4ヶ月 舗装工事
L＝100ｍ　W＝4.0ｍ

第3四半期 指名競争

市道初鹿野6号線側溝改修工事 甲州市大和町初鹿野地内 4ヶ月 土木一式工事
L＝40ｍ　Ｗ＝０．３ｍ

第3四半期 指名競争

市道山20号線改修工事 甲州市勝沼町山地内 4ヶ月 土木一式工事
L＝30ｍ　Ｗ＝２．０ｍ

第3四半期 指名競争

市道下塩後22号線交差点区画線設置工事 甲州市塩山下塩後地内 3ヶ月 土木一式工事
区画線設置　一式

第3四半期 指名競争

町屋水路改修工事 甲州市勝沼町上岩崎地内 4ヶ月 土木一式工事
L＝30ｍ　Ｗ＝0.3ｍ

第3四半期 指名競争

塩山駅南口ロータリー舗装工事 甲州市塩山上於曽地内 5ヶ月 土木一式工事
駅前ロータリー舗装A＝1675㎡
県道舗装　A=464㎡

第2四半期 一般競争

塩山駅南口歩道舗装工事 甲州市塩山上於曽地内 6ヶ月 土木一式工事
駅前広場歩道舗装A＝1442㎡

第2四半期 一般競争

塩山駅北口駐車場舗装工事 甲州市塩山上於曽地内 4ヶ月 舗装工事
駐車場舗装A＝920㎡

第3四半期 一般競争

市営住宅上塩後K9号棟外壁改修工事 甲州市塩山上塩後地内 6ヶ月 建築一式
直接仮設、防水改修（外壁）、外壁改
修工事一式

第3四半期 指名競争

市道西広門田33号線配水管布設工事 甲州市塩山下塩後地内 4.5ヶ月 管工事
工事延長L=135m　φ50

第1四半期 指名競争

農道山14号線配水管本設工事 甲州市勝沼町山地内 4ヶ月 管工事
工事延長L=209m　φ50

第1四半期 指名競争

市道上於曽81号線配水管布設替工事 甲州市塩山下於曽地内 7ヶ月 管工事
工事延長L=243m　φ150・75

第1四半期 一般競争



工　 事　 名 工事場所 工 期（月数） 工事種別 工　事　概　要 発注時期 発注方式

菱山浄水場電気・機械設備工事 甲州市勝沼町菱山地内 6ヶ月 電気工事
電気・機械設備一式

第1四半期 一般競争

千野浄水場1系緩速攪拌機更新工事 甲州市塩山千野地内 6ヶ月 機械器具設置工事
緩速攪拌機更新　１基

第1四半期 指名競争

祝浄水場№2急速ろ過機改修工事 甲州市勝沼町山林地内 6ヶ月 機械器具設置工事
急速ろ過機改修

第1四半期 一般競争

祝浄水場水質計器設置工事 甲州市勝沼町山林地内 6ヶ月 機械器具設置工事
水質計器設置１式

第1四半期 一般競争

中原浄水場フラッシュミキサー及び原水濁度計更新工
事

甲州市勝沼町中原地内 6ヶ月 機械器具設置工事
フラッシュミキサー、原水濁度計更新

第1四半期 指名競争

旧古部配水池配水流量計更新工事 甲州市大和町初鹿野地内 5ヶ月 機械器具設置工事
配水流量計更新　１台

第1四半期 指名競争

新古部配水池配水流量計更新工事 甲州市大和町初鹿野地内 5ヶ月 機械器具設置工事
配水流量計更新　１台

第1四半期 指名競争

国道411号線配水管布設工事 甲州市塩山上粟生野地内 3.5ヶ月 管工事
工事延長L=52m　φ50

第2四半期 指名競争

上町配水池流量計室排水施設設置工事 甲州市勝沼町菱山地内 4ヶ月 機械器具設置工事
排水施設　1式

第2四半期 指名競争

市道小屋敷16・19号線配水管本設工事 甲州市塩山小屋敷地内 4.5ヶ月 管工事
工事延長L=117m　φ150・50

第2四半期 指名競争

市道下塩後15号線配水管本設工事 甲州市塩山下塩後地内 4ヶ月 管工事
工事延長L=80m　φ75

第2四半期 指名競争

農道赤尾27号線配水管本設工事 甲州市塩山赤尾地内 3ヶ月 管工事
工事延長L=66m　φ50

第2四半期 指名競争

県道下萩原三日市場線配水管布設替工事 甲州市塩山下柚木地内 5ヶ月 管工事
工事延長L=120m　φ75

第2四半期 指名競争

上下小田原配水管布設工事（1工区） 甲州市塩山上小田原地内 4ヶ月 管工事
工事延長L=376m　φ150

第2四半期 一般競争

上下小田原配水管布設工事（2工区） 甲州市塩山上小田原地内 4ヶ月 管工事
工事延長L=340m　φ150

第2四半期 一般競争

国道411号線舗装本復旧工事 甲州市塩山上小田原地内 3ヶ月 舗装工事
舗装工A=2520㎡

第2四半期 一般競争

市道小屋敷13号線配水管布設替工事 甲州市塩山小屋敷地内 5ヶ月 管工事
工事延長L=160m　φ100

第2四半期 指名競争

県道休息山梨線配水管仮設工事 甲州市勝沼町山地内 4ヶ月 管工事
工事延長L=230m　φ50

第2四半期 指名競争

市道中萩原28号線配水管布設替工事 甲州市塩山上粟生野地内 4ヶ月 管工事
工事延長L=210m　φ100

第2四半期 一般競争

遠隔監視システム整備工事 甲州市塩山千野地内 6ヶ月 機械器具設置工事
遠隔監視システム子局設置　2箇所

第2四半期 随意契約

深沢浄水場膜ろ過循環ポンプ更新工事 甲州市勝沼町深沢地内 6ヶ月 機械器具設置工事
膜ろ過循環ポンプ更新

第2四半期 指名競争

裂石配水池配水流量計更新工事 甲州市塩山上萩原地内 5ヶ月 機械器具設置工事
配水流量計更新　１台

第2四半期 指名競争

市道等々力1号線配水管布設替工事（1工区） 甲州市勝沼町綿塚・等々力地内 4ヶ月 管工事
工事延長L100m　φ100

第3四半期 指名競争

市道等々力1号線配水管布設替工事（2工区） 甲州市勝沼町綿塚・等々力地内 4ヶ月 管工事
工事延長L152m　φ100

第3四半期 指名競争
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千野1号マンホールポンプ場他4機場通報装置交換工事 甲州市塩山千野地内他 4.5ヶ月 電気工事
通報装置交換5箇所

第1四半期 指名競争

田野6マンホールポンプ場他13機場シーケンサ交換工事 甲州市大和町田野地内他 4ヶ月 電気工事
シーケンサ交換14箇所

第2四半期 指名競争

塩-2-2処理分区51路線他工事 甲州市塩山小屋敷地内 5ヶ月 土木一式工事
工事延長L=117.00m　管径φ200

第2四半期 一般競争

塩-7処理分区802-5路線工事 甲州市塩山上於曽地内 5ヶ月 土木一式工事
工事延長L=128.90m　管径φ200

第2四半期 一般競争

塩-7処理分区1111-1路線工事 甲州市塩山下塩後地内 5ヶ月 土木一式工事
工事延長L=79.55m　管径φ200

第2四半期 指名競争

塩-8処理分区1012路線工事 甲州市塩山赤尾地内 3ヶ月 土木一式工事
工事延長L=40.20m　管径φ200

第1四半期 指名競争

塩-6処理分区518-2路線工事 甲州市塩山上於曽地内 4ヶ月 土木一式工事
工事延長L=35.00m　管径φ150

第3四半期 指名競争

塩-8処理分区1095路線工事 甲州市塩山赤尾地内 5ヶ月 土木一式工事
工事延長L=66.00m　管径φ200

第2四半期 指名競争

勝-1処理分区210-1路線他工事 甲州市勝沼町菱山地内 6ヶ月 土木一式工事
工事延長L=191.10m　管径φ150

第2四半期 一般競争

勝-1処理分区37-a路線工事 甲州市勝沼町小佐手地内 4ヶ月 土木一式工事
工事延長L=51.50m　管径φ200

第2四半期 指名競争

勝-5処理分区47路線工事 甲州市勝沼町上岩崎地内 3ヶ月 土木一式工事
工事延長L=34.90m　管径φ200

第1四半期 指名競争

勝-1処理分区85-1路線工事 甲州市勝沼町休息地内 4ヶ月 土木一式工事
工事延長L=50.00m　管径φ200

第2四半期 指名競争

勝-3処理分区39-3路線工事 甲州市勝沼町勝沼地内 4ヶ月 土木一式工事
工事延長L=23.00m　管径φ200

第2四半期 指名競争

勝-1処理分区11-3路線舗装復旧工事 甲州市勝沼町小佐手地内 3ヶ月 舗装工事
工事延長L=121.70m　舗装工A=406.00㎡

第1四半期 指名競争

国道411号改良工事に伴う既設マンホール移設補償工事 甲州市勝沼町等々力地内 2ヶ月 土木一式工事
既設マンホール移設　1基

第3四半期 指名競争

塩山テニスコート人工芝張替工事 甲州市塩山下於曽地内 3ヶ月 土木一式工事
1,818㎡、テニスコート人工芝張替工事

第3四半期 一般競争

甲州市中央公民館変圧器１台取替え及び付帯工事 甲州市塩山上塩後地内 3ヵ月 電気工事
変圧器１台取替え工事その他付帯工事

第2四半期 一般競争

農道上下粟生野83号線改良工事 甲州市塩山下粟生野地内 6ヶ月 土木一式工事
延長190m・幅員3m・道路改良

第2四半期 一般競争入札

農道小佐手34号線改良工事 甲州市勝沼町小佐手地内 4ヶ月 土木一式工事
延長50m・幅員4m・道路改良

第1四半期 指名競争入札

塩後水路改修工事 甲州市塩山上塩後地内 5ヶ月 土木一式工事
延長100m・水路改修

第2四半期 一般競争入札

今蔵沢護岸改修工事 甲州市大和町初鹿野地内 4ヶ月 土木一式工事
延長40ｍ・護岸工

第3四半期 指名競争入札

農道勝沼64号線舗装改修工事 甲州市塩山下萩原地内 4ヶ月 土木一式工事
舗装改修

第3四半期 指名競争入札

甲州市役所本庁舎電話交換設備更新工事 甲州市塩山上於曽地内 3ヶ月 電気工事
電話交換設備更新

第1四半期 指名競争入札


