
※１「発注・入札予定時期」欄について、一般競争入札においては「公告予定時期」、指名競争入札については「入札予定時期」を記載しています。
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発注時期

水道課 一般競争入札 水道施設工事 くぬぎ平水源池揚水ポンプ更新工事
南都留郡富士河口湖町小立地
内

取水ポンプ入替工事
配管改修工事

約8ヶ月 第1四半期

水道課 指名競争入札 管工事 大石・農道幹線２号線配水本管布設工事
南都留郡富士河口湖町大石地
内

配水管布設工
HPPEΦ75×150ｍ

約4ヶ月 第1四半期

水道課 一般競争入札 管工事 町道2128号線配水本管布設替工事
南都留郡富士河口湖町河口地
内

配水管布設工
HPPEΦ75×91ｍ

約4ヶ月 第1四半期

水道課 指名競争入札 管工事 寺川護岸に伴う町道2121号線配水本管布設工事
南都留郡富士河口湖町河口地
内

配水管布設工
HPPEΦ75×166ｍ

約4ヶ月 第1四半期

水道課 一般競争入札 削井工事 富士ヶ嶺第５水源さく井工事
南都留郡富士河口湖町富士ヶ嶺
地内

掘削径Φ445㎜
ケーシング口径Φ300㎜　深度300m

約7ヵ月 第1四半期

政策企画課 一般競争入札 電気工事 電気自動車用急速充電器入替工事
南都留郡富士河口湖町船津・大
石・勝山地内

急速充電器入替工事　各１基×4箇所 約6ヵ月 第1四半期

都市整備課 一般競争入札 土木一式工事 町道4241号線道路改良工事（3工区）
南都留郡富士河口湖町小立地
内

可変式側溝工　L=185m　舗装工　A=1250
㎡

約3ヵ月 第1四半期

学校教育課 一般競争入札 建築一式 勝山小学校特別教室棟増築工事
南都留郡富士河口湖町勝山
1047番地

特別教室棟増築　A=567㎡
渡り廊下設置　既存特別教室改修1室

約9ヵ月 第1四半期

水道課 指名競争入札 土木一式工事 町道4178号線汚水管渠布設工事
南都留郡富士河口湖町小立地
内

汚水管渠布設工　　φ200　  L=60ｍ 約3ヶ月 第1四半期

水道課 一般競争入札 土木一式工事 谷倉水源池取水室築造及び施設内配管工事
南都留郡富士河口湖町船津地
内

導水管布設Φ150×20ｍ
流量計室築造工　一式

約5ヵ月 第2四半期

水道課 一般競争入札 土木一式工事 三階配水池非常用発電機設置工事
南都留郡富士河口湖町小立地
内

非常用発電機（移設）
油庫設置　場内整備工
発電機室築造工　基礎工　電気設備工事　一式

約6ヵ月 第2四半期

水道課 一般競争入札 管工事 町道0153線送配水本管布設替工事（その1）
南都留郡富士河口湖町勝山地
内

送配水管布設替工
（送）HPPEΦ150×120m
（配）Φ150×120ｍ

約4ヶ月 第2四半期

水道課 一般競争入札 管工事 町道0153線送配水本管布設替工事（その２）
南都留郡富士河口湖町勝山地
内

送配水管布設替工
（送）HPPEΦ150×120m
（配）Φ150×120ｍ

約4ヶ月 第2四半期

水道課 一般競争入札 土木一式工事 あかつき水源池土木建築機械設備工事
南都留郡富士河口湖町勝山地
内

土工　場内整備工事　取水ポンプ室築造
導水管布設工　取水ポンプ室設備工
機械設備工　滅菌室築造工

約8ヶ月 第2四半期

水道課 一般競争入札 電気工事 あかつき水源池電気・計装設備工事
南都留郡富士河口湖町勝山地
内

電気計装設備工事 約8ヶ月 第2四半期

水道課 一般競争入札 管工事 中沢配水池送水管布設替工事(その２）
南都留郡富士河口湖町大石地
内

送水管布設替工
高密度PEΦ150×80ｍ

約4ヶ月 第2四半期

水道課 一般競争入札 管工事 町道2075・2088号線配水本管布設替工事
南都留郡富士河口湖町河口地
内

配水管布設替工
HPPEΦ75×200ｍ

約4ヶ月 第2四半期

都市整備課 指名競争入札 土木一式工事 町道5008号橋修繕工事
南都留郡富士河口湖町小立地
内

断面修復工　1式　橋台補修工　1式
舗装打換工　1式

約3ヵ月 第2四半期

令和４年度発注予定工事等調
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学校教育課 指名競争入札 建築一式 富士豊茂小学校教員住宅改修工事
南都留郡富士河口湖町富士ヶ嶺
1209番地

教員住宅上下水道及び機械設備改修
1棟4部屋

約3ヵ月 第2四半期

学校教育課 指名競争入札 建築一式 河口小学校児童トイレ改修工事 南都留郡富士河口湖町河口1560番地
児童トイレ床ドライ化
便器・パーテーション取替　一式

約3ヵ月 第2四半期

水道課 指名競争入札 管工事 農道37号線配水本管布設工事
南都留郡富士河口湖町河口地
内

配水管布設工
HPPEΦ75×83ｍ

約3ヶ月 第3四半期

水道課 一般競争入札 管工事 町道2122号線配水本管布設替工事
南都留郡富士河口湖町河口地
内

配水管布設工
HPPEΦ75×220ｍ

約4ヶ月 第3四半期

都市整備課 一般競争入札 土木一式工事 町道4148号線道路改良工事 南都留郡富士河口湖町小立地内
舗装止工 L=79m　可変式側溝工　L=57m
舗装工 A=490㎡

約3ヵ月 第3四半期

都市整備課 一般競争入札 舗装工事 町道0153号線舗装修繕工事
南都留郡富士河口湖町勝山地
内

舗装工　A=1750㎡ 約3ヵ月 第3四半期

都市整備課 一般競争入札 舗装工事 町道0204号線舗装修繕工事
南都留郡富士河口湖町小立地
内

舗装工　A=1650㎡ 約3ヵ月 第3四半期

都市整備課 一般競争入札 舗装工事 町道5009号線舗装修繕工事 南都留郡富士河口湖町小立地内 舗装工　A=1600㎡ 約3ヵ月 第3四半期

都市整備課 指名競争入札 舗装工事 町道0114号線舗装修繕工事（2工区）
南都留郡富士河口湖町小立地
内

舗装工A=260㎡ 約2ヵ月 第3四半期

都市整備課 指名競争入札 土木一式工事 町道6232号線道路改良工事
南都留郡富士河口湖町勝山地
内

道路改良工　L=110m 約3ヵ月 第3四半期

都市整備課 指名競争入札 土木一式工事 町道3145号線外道路改良工事 南都留郡富士河口湖町船津地内 道路改良工　L=100m 約2ヵ月 第3四半期

都市整備課 一般競争入札 土木一式工事 町道0109号線支線改良工事 南都留郡富士河口湖町小立地内
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工　L=8.0m 舗装止工
L=53.0m

約3ヵ月 第3四半期

水道課 指名競争入札 土木一式工事 農道37号線汚水管渠布設工事
南都留郡富士河口湖町河口地
内

汚水管渠布設工　　φ200　  L=60ｍ 約3ヶ月 第3四半期

農林課 一般競争入札 土木一式工事 大石農道幹線２号線道路改良工事
南都留郡富士河口湖町大石地
内

アスファルト舗装工　A＝609.43㎡
舗装止工I型　L＝55.83m

約6ヶ月 第3四半期


