
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。

平成31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 建設課 指名 土木一式工事 町道大道市之瀬線道路改良舗装工事 身延町市之瀬地内 道路改良舗装工事L=70ｍ 約7ヶ月 第1四半期

2 建設課 指名 ほ装工事 林道三石山線改良工事 身延町大島地内 舗装工　Ｌ＝４３４ｍ　Ａ＝２，２２８㎡ 約3ヶ月 第1四半期

3 建設課 指名 ほ装工事 林道樋之上線舗装工事 身延町樋之上地内 舗装工　Ｌ＝１５０ｍ　Ａ＝４５０㎡ 約2ヶ月 第1四半期

4 学校教育課 指名 電気通信工事 校内ネットワークCAT６化修繕工事 身延清稜小学校、身延小学
校、身延中学校

ケーブル敷設・成端・撤去 約6ヶ月 第1四半期

5 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 大島簡易水道事業
大島配水管布設替工事（３工区）

身延町大島地内 配水管布設替
φ１００　Ｌ＝２５０ｍ　　φ７５　Ｌ＝５４ｍ

約5ヶ月 第1四半期

6 環境上下水道
課

指名 ほ装工事 久那土古関簡易水道事業
県道割子切石線舗装本復旧工事

身延町三澤地内 アスファルト舗装工
Ａ＝２，９８０㎡

約4ヶ月 第1四半期

7 環境上下水道
課

指名 ほ装工事 身延中央簡易水道事業
県道市川三郷身延線舗装本復旧工事

身延町帯金地内 アスファルト舗装工
Ａ＝２，６５０㎡

約4ヶ月 第1四半期

8 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 中富西部簡易水道事業
福原配水管布設工事

身延町福原地内 配水管布設
φ１００　Ｌ＝３４５ｍ　　φ７５　Ｌ＝６７ｍ

約6ヶ月 第1四半期

9 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 中富西部簡易水道事業
南部地区取水施設整備工事

身延町古長谷地内 取水施設整備
沈砂池　Ａ＝９０㎥　　φ５０　Ｌ＝３１１ｍ

約6ヶ月 第1四半期

10 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 大城簡易水道事業
門野湯平配水管布設工事（４工区）

身延町門野地内 配水管布設
φ１００　Ｌ＝２８０ｍ

約4ヶ月 第1四半期

11 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 身延中央簡易水道事業
帯金配水管布設工事（１工区）

身延町帯金地内 配水管布設
φ１５０～φ１００　Ｌ＝５００ｍ　　φ７５　Ｌ＝４００ｍ

約6ヶ月 第1四半期

12 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 身延中央簡易水道事業
帯金配水管布設工事（２工区）

身延町帯金地内 配水管布設
φ１５０～φ１００　Ｌ＝４７０ｍ　　φ７５　Ｌ＝３９０ｍ

約6ヶ月 第1四半期

13 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 大島簡易水道事業
大島配水管布設替工事（４工区）

身延町大島地内 配水管布設替
φ１００　Ｌ＝３５５ｍ

約6ヶ月 第1四半期

14 子育て支援課 指名 機械器具設置工
事

身延町立常葉保育所空調設備設置工事 身延町常葉地内 天吊り型ツインエアコン（1組）設置工事、電気設備工事　一式 約2ヶ月 第1四半期

15 子育て支援課 指名 機械器具設置工
事

身延町立久那土保育所空調設備設置工事 身延町三澤地内 床置型ツインエアコン（1組）設置工事、電気設備工事　一式 約2ヶ月 第1四半期

16 子育て支援課 指名 機械器具設置工
事

身延町立原保育所空調設備設置工事 身延町飯富地内 天吊り型ツインエアコン（1組）設置工事、電気設備工事　一式 約2ヶ月 第1四半期

17 子育て支援課 指名 機械器具設置工
事

身延町立静川保育所空調設備設置工事 身延町切石地内 天吊り型ツインエアコン（1組）設置工事、電気設備工事　一式 約2ヶ月 第1四半期

18 生涯学習課 指名 機械器具設置工
事

建設課空調設置工事 身延町切石地内 エアコン設置工事 約1ヶ月 第1四半期

19 生涯学習課 指名 ほ装工事 身延町総合文化会館駐車場舗装工事・区画線 身延町波木井地内 舗装工事　5,355㎡、区画線工　507ｍ 約2ヶ月 第1四半期

平成31年度　工事発注計画
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20 建設課 指名 土木一式工事 町道静川大須成曙線道路整備工事 身延町平須地内 水路工事L=400ｍ 約7ヶ月 第2四半期

21 建設課 指名 土木一式工事 身延町中富地区道路整備事業 身延町伊沼地内他 道路工等　一式 約2ヶ月 第2四半期

22 建設課 指名 土木一式工事 身延町下部地区道路整備事業 身延町上之平地内他 道路工等　一式 約2ヶ月 第2四半期

23 建設課 指名 土木一式工事 身延町身延地区道路整備事業 身延町波木井地内他 道路工等　一式 約2ヶ月 第2四半期

24 建設課 指名 土木一式工事 町道田原鴨狩線道路改良工事 身延町下田原地内 道路改良舗装工事L=80ｍ 約7ヶ月 第2四半期

25 建設課 指名 土木一式工事 上之平小規模治山工事 身延町上之平地内 落石防護柵工　Ｌ＝１０．５ｍ　Ｈ＝５．０ｍ 約3ヶ月 第2四半期

26 企画政策課 指名 電気通信工事 曙系光ケーブル撤去工事 身延町飯富・遅沢・曙地内 光ケーブル撤去　Ｌ＝５，２００ｍ 約5ヶ月 第2四半期

27 観光課 指名 造園工事 しだれ桜の里づくり　景観等整備工事 身延町下山地内
（山梨県富士川クラフトパー
ク内）

獣害防止柵撤去190m・再設置、伐採工538本（土留再利用、処
分）、土留工、さくら既存樹移植75本、砕石舗装300m2・一部コン
クリート舗装、浸透側溝・集水枡設置・暗渠排水工、その他

約8ヵ月 第2四半期

28 交通防災課 指名 消防施設工事 耐震性貯水槽設置工事 身延町丸滝地内 耐震性貯水槽100ｍ3（二次製品） 約4ヵ月 第2四半期

29 交通防災課 指名 消防施設工事 耐震性貯水槽設置工事 身延町丸滝地内 耐震性貯水槽60ｍ3（二次製品） 約4ヵ月 第2四半期

30 建設課 指名 土木一式工事 町道西村平線道路改良舗装工事 身延町和田地内 道路改良舗装工事L=200ｍ 約6ヶ月 第3四半期

31 建設課 指名 土木一式工事 大橋橋梁修繕工事 身延町大塩地内 橋梁修繕工事　一式 約7ヶ月 第3四半期

32 建設課 指名 土木一式工事 観音橋橋梁修繕工事 身延町一色地内 橋梁修繕工事　一式 約6ヶ月 第3四半期

33 建設課 指名 土木一式工事 福原橋橋梁修繕工事 身延町福原地内 橋梁修繕工事　一式 約6ヶ月 第3四半期

34 建設課 指名 土木一式工事 上杉橋橋梁修繕工事 身延町福原地内 橋梁修繕工事　一式 約6ヶ月 第3四半期

35 建設課 指名 解体工事 飯富団地解体工事 身延町飯富地内 3棟12戸 約6ヶ月 第3四半期

36 建設課 指名 土木一式工事 西嶋用排水路改良工事 身延町西嶋地内 水路工　Ｌ＝４７ｍ 約3ヶ月 第3四半期

37 建設課 指名 土木一式工事 下山用排水路改良工事 身延町下山地内 水路工　Ｌ＝８０ｍ 約2ヶ月 第3四半期

38 建設課 指名 ほ装工事 生活関連林道維持工事 身延町地内 舗装工　Ｌ＝２００ｍ　Ａ＝６００㎡ 約2ヶ月 第3四半期
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39 財政課 指名 解体工事 旧豊岡小学校プール解体工事 身延町相又地内 プールの解体　ＲＣ造　132㎥ 約3ヶ月 第3四半期

40 環境上下水道
課

指名 ほ装工事 中富西部簡易水道事業
町道舗装本復旧工事

身延町古長谷地内 アスファルト舗装工
Ａ＝１，２４０㎡

約4ヶ月 第3四半期

41 環境上下水道
課

指名 ほ装工事 大城簡易水道事業
県道小田船原線舗装本復旧工事

身延町門野地内 アスファルト舗装工
Ａ＝２，０００㎡

約4ヶ月 第3四半期

42 環境上下水道
課

指名 ほ装工事 身延中央簡易水道事業
町道舗装本復旧工事

身延町帯金地内 アスファルト舗装工
Ａ＝１，８００㎡

約4ヶ月 第3四半期

43 環境上下水道
課

指名 ほ装工事 大島簡易水道事業
町道舗装本復旧工事

身延町大島地内 アスファルト舗装工
Ａ＝２，０００㎡

約4ヶ月 第3四半期

44 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 量水器取替工事（身延地区） 身延町下山地内 φ13ｍｍ　350箇所 約4ヶ月 第3四半期

45 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 量水器取替工事（下部地区） 身延町水船・道・久保・嶺・
山家地内

φ13ｍｍ　110箇所 約4ヶ月 第3四半期

46 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 量水器取替工事（中富地区） 身延町西嶋地内 φ13ｍｍ　120箇所 約4ヶ月 第3四半期

47 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 下山第1・宮之前配水池残留塩素計設置工事 身延町下山・丸滝地内 塩素計（自立形）1台ずつ 約4ヶ月 第3四半期

48 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 新宿旧配水池電動弁制御盤改修工事 身延町身延地内 制御盤改修１式　他 約4ヶ月 第3四半期

49 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 栃代浄水場水質計器改修工事 身延町栃代地内 原水濁度計改修１式　他 約4ヶ月 第3四半期

50 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 丸畑配水池残留塩素計設置工事 身延町丸畑地内 塩素計（自立形）1台 約4ヶ月 第3四半期

51 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 久那土配水池計装機器改修工事 身延町久那土地内 送水流量計1組　配水流量計1組 約4ヶ月 第3四半期

52 観光課 指名 造園工事 しだれ桜の里づくり　植栽工事 身延町下山地内 宝くじ桜（日本さくらの会）寄贈樹 200本植栽（支柱材共） 約4ヵ月 第4四半期



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。

平成31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 建設課 指名 その他の調査業
務

橋梁修繕詳細設計業務委託（４橋） 身延町地内 橋梁修繕詳細設計　一式 約7ヶ月 第1四半期

2 建設課 指名 建設コンサルタ
ント業務

農道橋梁点検業務 身延町地内 橋梁点検　6橋 約3ヶ月 第1四半期

3 建設課 指名 建設コンサルタ
ント業務

林道橋梁点検業務 身延町地内 橋梁点検　16橋 約5ヶ月 第1四半期

4 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 身延町西嶋地内 保守点検業務　1式 約8ヶ月 第1四半期

5 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 身延町八日市場地内 保守点検業務　1式 約8ヶ月 第1四半期

6 企画政策課 指名 その他の業務 ネットワーク機器保守管理委託 身延町地内 ネットワーク機器保守管理委託業務　1式 約12ヶ月 第1四半期

7 企画政策課 指名 その他の業務 各種サーバネットワーク機器保守管理委託 身延町地内 各種サーバネットワーク機器保守管理委託業務　1式 約12ヶ月 第1四半期

8 学校教育課 指名 その他の業務 身延中学校タブレット移設・再構築業務 身延清稜小学校・下山小学
校・身延小学校・身延中学校

ソフトウェア追加、OS再インストール・アップグレード 約6ヵ月 第1四半期

9 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 身延町地内 1基礎調査　2法適用基本計画策定　3固定資産調査　1式 約11ヶ月 第1四半期

10 環境上下水道
課

指名 その他の業務 身延町下水道事業　公営企業会計移行業務委託 身延町地内 5処理区　基礎調査 約11ヶ月 第1四半期

11 環境上下水道
課

指名 その他の業務 身延町下水道事業　ストックマネジメント全体計画策定業
務委託

身延町地内 5処理区　現況調査・分析・更新全体計画策定 約11ヶ月 第1四半期

12 観光課 指名 その他の業務 しだれ桜の里植栽管理委託 身延町下山地内
（山梨県富士川クラフトパー
ク内）

剪定1,353本、寄植剪定4,600m2、中高木施肥5,043本、寄植施肥4,600m2、
高木防除5,043本、灌水5～10月・6回、除草（草地81,700m2、機械除草
74,580m2・3回、手取除草7,120m2・3回）、園路除草剤散布4,200m2

約11ヶ月 第1四半期

13 交通防災課 指名 その他の業務 身延町ハザードマップ作成業務 身延町切石地内 身延町ハザードマップ作成業務　一式 約4ヶ月 第1四半期

14 子育て支援課 指名 その他調査業務 身延町子ども・子育て支援事業計画策定支援業務 身延町全域 子ども・子育て支援事業計画策定支援業務　一式 約10ヶ月 第1四半期

15 施設整備課 指名 その他調査業務 身延中学校新校舎等建設予定地補償調査業務 身延町下山地内 木造建物C、附帯工作物・立竹木・動産・その他通損調査及び算
定、打合せ協議

約6ヶ月 第1四半期

16 施設整備課 指名 その他調査業務 身延中学校校舎耐力度調査業務 身延町梅平地内 耐力度調査業務一式、既存図調査、準備作業、現地調査、耐力度算
出、作図、調査報告書作成

約6ヶ月 第1四半期

17 生涯学習課 指名 その他の業務 身延町立図書館情報システムリース及び保守委託業務 身延町立図書館、町内公民館
図書室

身延町立図書館情報システムリース及び保守委託業務　一式 約12ヶ月 第1四半期

18 土地対策課 指名 測量業務 市之瀬第1計画区地籍調査測量業務委託 身延町市之瀬地内 C,E,FⅠ,FⅡ-1工程 約9ヶ月 第1四半期

19 土地対策課 指名 測量業務 宮木第3計画区地籍調査測量業務委託 身延町宮木地内 C,E,FⅠ,FⅡ-1工程 約9ヶ月 第1四半期

平成31年度　業務発注計画



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。

平成31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

平成31年度　業務発注計画

20 土地対策課 指名 測量業務 大城第2計画区地籍調査測量業務委託 身延町大城地内 C,E,FⅠ,FⅡ-1工程 約9ヶ月 第1四半期

21 建設課 指名 その他の調査業
務

町道下粟倉線詳細設計業務委託 身延町粟倉地内 詳細設計業務　一式 約7ヶ月 第2四半期

22 環境上下水道
課

指名 その他の業務 身延町簡易水道事業　水道管路図作成業務委託 身延町地内 管路図作成業務　Ｌ＝10ｋｍ 約4ヶ月 第3四半期



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。

平成31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 学校教育課 指名 タブレット用ソフトウェア購入 身延中学校 タブレット用ソフトウェア1式（future瞬快v2 Basic Grade） 約6ヶ月 第1四半期

2 交通防災課 指名 町営バス古関線車両購入 身延町役場 １０人乗りディーゼル車両　１台 約3ヶ月 第1四半期

3 交通防災課 指名 消防団員新基準活動服購入 身延町役場 消防団員新基準活動服一式　696着 約2ヶ月 第1四半期

4 交通防災課 指名 普通・軽消防積載車購入 身延町役場 普通四輪駆動積載車　１台
軽四輪駆動積載車　１台

約8ヶ月 第1四半期

5 交通防災課 指名 消防小型動力ポンプ購入 身延町役場 小型動力ポンプＢ-3級　5台 約3ヶ月 第1四半期

6 交通防災課 指名 備蓄用食料等購入 身延町役場 備蓄食料等　一式 約4ヶ月 第2四半期

7 交通防災課 指名 消防用ホース購入 身延町役場 消防用ホース　82本 約2ヶ月 第3四半期

平成31年度　物品発注計画


