
身延町の公共工事に係る発注の見通しに関する事項について公表します。

令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

NO 所轄所属
発注
方式 工事種別 工事名 工事場所 工事概要 工期(月数) 発注時期

1 交通防災課 指名 消防施設工事 消防団詰所新築工事 身延町小田船原 木造平屋建1棟　延床面積57.96ｍ3
電気、給排水、ガス、換気、合併浄化槽

約7ヶ月 第1四半期

2 交通防災課 指名 消防施設工事 耐震性貯水槽設置工事 身延町福原 耐震性貯水槽60ｍ3（二次製品） 約4ヶ月 第2四半期

3 交通防災課 指名 消防施設工事 耐震性貯水槽設置工事 身延町波木井 耐震性貯水槽60ｍ3（二次製品） 約4ヶ月 第2四半期

4 観光課 指名 造園工事 しだれ桜の里排水施設整備工事 身延町下山 側溝工　U240　L=447m　　側溝工　U300　L=190m
集水桝工　N=17箇所

約9カ月 第1四半期

5 建設課 指名 管工事 町営住宅榎田団地　電気温水器取替工事 身延町寺沢 取替工事　一式 約3ヶ月 第1四半期

6 建設課 指名 解体工事 町営住宅坂下団地　解体工事 身延町波木井 解体工事　一式 約3ヶ月 第1四半期

7 建設課 指名 土木一式 西嶋用排水路改良工事 身延町西嶋 水路工　Ｌ＝200ｍ 約5ヶ月 第3四半期

8 建設課 指名 土木一式 下山用排水路改良工事 身延町下山 水路工　Ｌ＝200ｍ 約5ヶ月 第3四半期

9 建設課 指名 土木一式 林道三石山線改良工事 身延町椿草里、丸滝 法面工　Ａ＝430ｍ2 約5ヶ月 第2四半期

10 建設課 指名 土木一式 林道富士見山線改良工事 身延町大塩 法面工　Ａ＝380ｍ2 約5ヶ月 第2四半期

11 建設課 指名 土木一式 町道大道市之瀬線道路改良工事 身延町市之瀬 道路改良工　Ｌ＝55ｍ 約5ヶ月 第1四半期

12 建設課 指名 ほ装工事 町道西谷線道路改良工事 身延町身延 As舗装工　Ｌ＝400ｍ　Ｗ＝6ｍ 約5ヶ月 第1四半期

13 建設課 指名 土木一式 町道矢細工間遠線道路改良工事 身延町矢細工 道路改良工　Ｌ＝67ｍ 約5ヶ月 第1四半期

14 建設課 指名 土木一式 町道塩之沢椿線道路改良工事 身延町帯金 道路改良工　Ｌ＝45ｍ 約5ヶ月 第1四半期

15 建設課 指名 土木一式 町道大崩線道路改良工事 身延町丸滝 道路改良工　Ｌ＝90ｍ 約5ヶ月 第1四半期

16 建設課 指名 土木一式 奥杯橋橋梁修繕工事 身延町三沢 橋梁修繕工事　一式 約6ヶ月 第2四半期

17 建設課 指名 土木一式 下田原通学橋梁修繕工事 身延町下田原 橋梁修繕工事　一式 約6ヶ月 第2四半期

18 建設課 指名 土木一式 山額1号橋橋梁修繕工事 身延町下山 橋梁修繕工事　一式 約6ヶ月 第2四半期

19 建設課 指名 土木一式 波木井南橋橋梁修繕工事 身延町梅平 橋梁修繕工事　一式 約6ヶ月 第2四半期

令和４年度　工事発注計画



NO 所轄所属
発注
方式 工事種別 工事名 工事場所 工事概要 工期(月数) 発注時期

20 環境上下水道
課

指名 下水道工事 中富浄化センター井戸水ポンプ取替修繕 身延町飯富 井戸水ポンプ取替修繕　一式 約6ヶ月 第1四半期

21 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 大炊平地内農道15号改良工事に伴う送配水管切廻修繕工事 身延町大炊平 送水管φ150 Ｌ＝29.2ｍ（14.6ｍ×2） 配水管φ150 Ｌ＝14.6ｍ 約2ヶ月 第1四半期

22 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 中富西部簡水配水管布設工事（5工区） 身延町矢細工 配水管　一式 約5ヶ月 第2四半期

23 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 中富西部簡水配水管布設工事（6工区） 身延町矢細工 導水管・配水管　一式 約5ヶ月 第1四半期

24 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 矢細工配水池場内整備工事 身延町矢細工 配管・擁壁他　場内整備一式 約6ヶ月 第1四半期

25 環境上下水道
課

一般 水道施設工事 矢細工配水池機械設備工事 身延町矢細工 機械設備（ろ過機 他）一式 約6ヶ月 第1四半期

26 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 矢細工配水池電気計装設備工事 身延町矢細工 電気計装設備 一式 約6ヶ月 第1四半期

27 身延支所 指名 機械器具設置工
事

自動火災報知設備・非常放送設備更新修繕 身延町門野 自動火災報知設備及び非常放送設備更新修繕 約3ヶ月 第1四半期

28 学校教育課 指名 タイル　・　レ
ンガ　・　ブ
ロック工事

下山小学校外壁タイル張替修繕工事 身延町下山 外壁タイル張替修繕一式 約2ヶ月 第1四半期

29 生涯学習課 指名 管工事 和紙の里空調設備等改修工事 身延町西嶋 空調設備改修
　活性化施設、みすきふれあい館、味菜庵

約7ヶ月 第1四半期

30 生涯学習課 指名 ほ装工事 和紙の里第1駐車場補修工事 身延町西嶋 オーバーレイ工　A=401㎡　平均厚3cm
区画線工　W=15cm　L=129ｍ
障碍者マーク　3カ所

約1ヶ月 第2四半期

31 生涯学習課 指名 水道施設工事 下部町民グラウンド浄化槽設置及びトイレユニット設置工
事

身延町市之瀬 ・浄化槽10人槽　1ヵ所
・屋外トイレユニット（3室タイプ：小∔手∔洋）+（2室タイプ：手∔
洋）
・給水設備一式

約4ヶ月 第1四半期

32 生涯学習課 指名 機械器具設置工
事

舞台照明設備修繕（調光特性発生器修繕） 身延町波木井 サイリスタ―盤取替 約7ヶ月 第1四半期

33 施設整備課 一般 建築一式工事 身延中学校新校舎建設工事 身延町大字下山地内 建築工事　1式
木造（一部RC造）2階建て　延べ面積 5,942㎡

約18ヶ月 第1四半期

34 施設整備課 一般 電気設備工事 身延中学校新校舎電気設備工事 身延町大字下山地内 電気設備工事　1式
木造（一部RC造）2階建て　延べ面積 5,942㎡

約18ヶ月 第1四半期

35 施設整備課 一般 機械設備工事 身延中学校新校舎機械設備工事 身延町大字下山地内 機械設備工事　1式
木造（一部RC造）2階建て　延べ面積 5,942㎡

約18ヶ月 第1四半期

36 施設整備課 指名 ほ装工事 水道管布設工事に伴う舗装本復旧工事 身延町大字下山地内 国道部：W=6.50～7.35m　L=20.0m　A=133㎡
町道部：W=1.50～8.30m　L=223.8m　A=580㎡

約3ヶ月 第1四半期

37 施設整備課 一般 建築一式工事 身延町学校給食センター建設工事 身延町大字下山地内 建築工事　1式
鉄骨造平屋建て　延べ面積 695㎡

約9ヶ月 第1四半期

38 施設整備課 一般 電気設備工事 身延町学校給食センター電気設備工事 身延町大字下山地内 電気設備工事　1式
鉄骨造平屋建て　延べ面積 695㎡

約9ヶ月 第1四半期

39 施設整備課 一般 機械設備工事 身延町学校給食センター機械設備工事 身延町大字下山地内 機械設備工事　1式
鉄骨造平屋建て　延べ面積 695㎡

約9ヶ月 第1四半期

40 施設整備課 指名 管工事 健康増進施設奥の湯温泉管布設工事 身延町大字下部地内 温泉管布設工　GNGRT　φ65㎜　L=1,300m 約10ヶ月 第1四半期



身延町の業務に係る発注の見通しに関する事項について公表します。

令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない業務が発注される場合があります。

NO 所轄所属
発注
方式 委託種別 業務名 業務場所 概要

履行期間
(月数) 発注時期

1 観光課 指名 その他の業務 しだれ桜の里植栽管理業務 身延町下山 低木剪定　1353本　寄植剪定　4600㎡　中高木施肥　5071本　寄植
施肥　4600㎡　高木防除　5071本　除草　草地　81700㎡　園路除
草剤散布　7200㎡　支柱組み換え　230本　生育状況調査　一式

約11ヶ月 第1四半期

2 観光課 指名 その他の業務 河川包括占用許可支援業 身延町下部・中ノ倉 計画策定業務　一式　測量業務　一式　申請業務　一式 約10ヶ月 第1四半期

3 産業課 一般 建設コンサルタ
ント業務

農山漁村振興交付金計画設計 身延町切石 建設コンサルタント　一式 約10ヶ月 第1四半期

4 建設課 指名 その他の業務 町営住宅西嶋第2団地　街路樹伐採・処分業務委託 身延町西嶋 伐採・処分業務　一式 約1ヶ月 第1四半期

5 建設課 指名 その他調査業務 身延町都市計画マスタープラン作成業務委託 身延町全域 作成業務　一式 約20ヶ月 第1四半期

6 建設課 指名 その他調査業務 身延山門内地区景観づくりプラン作成業務委託 身延山門内地区 作成業務　一式 約10ヵ月 第1四半期

7 建設課 指名 その他の業務 西嶋排水機場保守及び機械電気設備点検業務委託 身延町西嶋 保守・機械電気設備点検　一式 約9ヶ月 第1四半期

8 建設課 指名 その他の業務 八日市場排水機場保守及び機械電気設備点検業務委託 身延町八日市場 保守・機械電気設備点検　一式 約9ヶ月 第1四半期

9 建設課 指名 その他の業務 林道除草作業業務委託（身延地区） 身延町 5路線 約3ヶ月 第2四半期

10 建設課 指名 その他の業務 林道除草作業業務委託（下部地区） 身延町 6路線 約3ヶ月 第2四半期

11 建設課 指名 その他の業務 林道除草作業業務委託（中富地区） 身延町 1路線 約3ヶ月 第2四半期

12 建設課 指名 測量業務 町道本町大庭線測量業務委託 身延町下山 用地測量　1式 約3ヶ月 第1四半期

13 建設課 指名 建設コンサルタ
ント業務

橋梁修繕詳細設計業務委託 身延町 4橋 約8ヶ月 第2四半期

14 建設課 指名 建設コンサルタ
ント業務

橋梁長寿命化実施計画策定業務委託 身延町 橋梁・トンネル・道路附属物（歩道橋）策定計画　一式 約8ヶ月 第2四半期

15 土地対策課 指名 測量業務 北川第2計画区地籍調査測量業務委託 身延町大字北川地内 C,E,FⅠ,FⅡ工程 約10ヶ月 第1四半期

16 土地対策課 指名 測量業務 伊沼第1計画区地籍調査測量業務委託 身延町大字伊沼地内 C,E,FⅠ,FⅡ工程 約10ヶ月 第1四半期

17 土地対策課 指名 測量業務 相又第2計画区地籍調査測量業務委託 身延町大字相又地内 C,E,FⅠ,FⅡ工程 約10ヶ月 第1四半期

18 環境上下水道
課

一般 その他の業務 一般家庭ごみ収集運搬業務委託 身延町全域 一般家庭ごみ収集運搬業務委託　1式　ごみステ－ション数562基
可燃・古紙・ペットボトル・金物・ビン・セトモノ

約12ヶ月 第1四半期

19 環境上下水道
課

指名 その他の業務 身延町下水道事業　総合地震対策計画策定業務
（公共下水道・特定環境公共下水道）

身延町内 総合地震対策計画策定業務
（身延、角打・丸滝、中富、帯金・塩之沢、下部処理区）

約11ヶ月 第1四半期

令和４年度　業務発注計画



NO 所轄所属
発注
方式 委託種別 業務名 業務場所 概要

履行期間
(月数) 発注時期

20 環境上下水道
課

指名 その他の業務 身延町下水道事業　公営企業会計移行事務支援業務
（公共下水道・特定環境公共下水道）

身延町内 公営企業法的化に伴う会計移行事務支援業務
（身延、角打・丸滝、中富、帯金・塩之沢、下部処理区）

約11ヶ月 第1四半期

21 環境上下水道
課

指名 その他の業務 令和4年度 身延町簡易水道水質検査業務委託 身延町内 町営水道29箇所 組合水道4箇所 小規模水道5箇所 約12ヶ月 第1四半期

22 環境上下水道
課

指名 その他の業務 身延町水道管路図作成業務委託 身延町内 Ｌ＝5ｋｍ 約9ヶ月 第2四半期

23 環境上下水道
課

指名 その他の業務 身延町簡易水道事業 公営企業会計移行業務委託 身延町内 公営企業会計移行業務（経営認可等申請手続等事務支援） 約9ヶ月 第2四半期

24 環境上下水道
課

指名 建設コンサルタ
ント業務

矢細工配水池機械設備/電気計装設備等 積算及び工事監理
業務委託

身延町内 機械設備/電気計装設備等にかかる積算及び工事監理業務 一式 約12ヶ月 第1四半期

25 学校教育課 プロ
ポー
ザル

その他の業務 身延町学校ICT支援業務委託 身延町内 身延町立小中学校4校のICT支援業務 約34ヶ月 第1四半期

26 学校教育課 プロ
ポー
ザル

その他の業務 身延町学校給食センター調理等業務委託 身延町下山 給食調理に関する業務　1式 約36ヶ月 第3四半期

27 生涯学習課 指名 その他の業務 湯之奥金山博物館空調設備改修設計業務委託 身延町上之平 既存空調機更新に関わる設計業務
また、それに伴う建築改修及び電気設備改修の設計　一式

約3ヶ月 第1四半期

28 生涯学習課 指名 建設コンサルタ
ント業務

和紙の里空調設備等改修工事監理業務 身延町西嶋 工事監理　1式 約7ヶ月 第1四半期

29 施設整備課 指名 建設コンサルタ
ント業務

身延中学校新校舎建設工事現場監理業務委託 身延町大字下山地内 工事監理業務　1式 約18ヶ月 第1四半期

30 施設整備課 指名 測量業務 身延中学校新校舎建設用地確定測量業務委託 身延町大字下山地内 復元測量、用地現況測量　A=8,789㎡ 約4ヶ月 第1四半期

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



身延町の物品に係る発注の見通しに関する事項について公表します。

令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する物品がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない物品が発注される場合があります。

NO 所轄所属
発注
方式 物品名 納入場所 概要 納期(月数) 発注時期

1 交通防災課 指名 青色防犯パトロールカーリース 身延町切石 軽自動車　1台　長期継続（5年）契約 約6ヶ月 第1四半期

2 交通防災課 指名 消防用ホース購入 身延町切石 消防用ホース　80本
使用圧1.3Mpa、65mm

約2ヶ月 第3四半期

3 交通防災課 指名 消防ポンプ自動車購入 身延町切石 消防ポンプ自動車　ＣＤ-1型 約9ヶ月 第1四半期

4 交通防災課 指名 普通消防積載車購入 身延町切石 普通消防積載車　1台 約9ヶ月 第1四半期

5 交通防災課 指名 可搬式消防ポンプ購入 身延町切石 可搬式消防ポンプ（Ｂ-3級）　7台
2ストローク、インジェクションタイプ

約9ヶ月 第1四半期

6 交通防災課 指名 防災備蓄品購入 身延町切石 アルファ米化米、備蓄水、ミルク 約4ヶ月 第2四半期

7 交通防災課 指名 防災備蓄品購入 身延町切石 オムツ（大人用、子ども用） 約4ヶ月 第2四半期

8 交通防災課 指名 防災備蓄品購入 身延町切石 生理用品、ウェットティッシュ、トイレ処理剤 約4ヶ月 第2四半期

9 税務課 指名 家屋評価システム（ＨＯＵＳＡＳ）リース 身延町切石 家屋評価システム（ＨＯＵＳＡＳ）5年リース 約3ヶ月 第1四半期

10 学校教育課 指名 オンライン授業対応備品購入 身延町内 WEBカメラほか 約2ヶ月 第2四半期

11 学校教育課 指名 身延町学校給食センター給食配送車購入 身延町下山 給食配送車　2台 約12ヶ月 第1四半期
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