
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3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 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
矢細工配水管布設工事（３工区）

身延町矢細工 配水管布設
HPPEφ10 L=370m、HPPEφ75 L=330m、HPPEφ50 L=260m

約6ヶ月 第1四半期

2 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
矢細工配水管布設工事（４工区）

身延町矢細工 配水管布設
HPPEφ150 L=16m、HPPEφ100 L=300m、HPPEφ75 L=310m、HPPEφ50
L=2m

約5ヶ月 第1四半期

3 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
矢細工着水井築造工事

身延町矢細工 着水井築造　SUS　V=6m3 約12ヶ月 第1四半期

4 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
矢細工配水池築造工事

身延町矢細工 配水池築造　SUS　V=45m3 約12ヶ月 第1四半期

5 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
矢細工地内町道舗装本復旧工事（１工区）

身延町矢細工 アスファルト舗装
L=350m　A=4,000m2

約4ヶ月 第1四半期

6 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
矢細工地内町道舗装本復旧工事（２工区）

身延町矢細工 アスファルト舗装
L=300m　A=2,000m2

約4ヶ月 第3四半期

7 環境上下水道
課

指名 水道施設工事 下山簡易水道事業
下山上沢配水管布設替工事

身延町下山 配水管布設
HPPEφ100 L=136.6m、HPPEφ75 L=0.4m、HPPEφ50 L=17.7m、PPφ
25 L=5.6m、PPφ20 L=43.4m

約4ヶ月 第1四半期

8 環境上下水道
課

指名 電気工事 マンホールポンプ監視装置改修工事（身延地区） 身延町身延、梅平、大野、波
木井

身延処理区　マンホールポンプ制御盤17か所 約12ヶ月 第1四半期

9 環境上下水道
課

指名 電気工事 マンホールポンプ監視装置改修工事（下部地区） 身延町下部、常葉、上之平 下部処理区　マンホールポンプ制御盤10か所 約12ヶ月 第1四半期

10 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 水路工　Ｌ＝１２０ｍ 約3ヶ月 第3四半期

11 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 水路工　Ｌ＝１３５ｍ 約3ヶ月 第3四半期

12 建設課 指名 土木一式工事 林道三石山線外道路改良工事 身延町内 道路改良工事　一式 約5ヶ月 第2四半期

13 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 舗装工　Ｌ＝１５０ｍ　Ａ＝４５０㎡ 約2ヶ月 第3四半期

14 建設課 指名 ほ装工事 生活関連林道維持工事 身延町内 舗装工　Ｌ＝２００ｍ　Ａ＝６００㎡ 約2ヶ月 第3四半期

15 建設課 指名 土木一式工事 林道相又線道路路側工事 身延町相又 道路路側工事　Ｌ＝９ｍ 約3ヶ月 第2四半期

16 建設課 指名 土木一式工事 町道塩之沢椿線外道路改良工事 身延町内 道路改良工事　一式 約4ヶ月 第2四半期

17 建設課 指名 土木一式工事 町道大道市之瀬線道路改良工事 身延町市之瀬 道路改良工事　Ｌ＝７０ｍ 約5ヶ月 第1四半期

18 建設課 指名 土木一式工事 町道大庭工業団地線道路改良工事 身延町下山 道路改良工事　Ｌ＝１９２ｍ 約6ヶ月 第1四半期

19 建設課 指名 土木一式工事 町道本町大庭線道路改良工事 身延町下山 道路改良工事　Ｌ＝８０ｍ 約6ヶ月 第1四半期

20 建設課 指名 土木一式工事 町道静川大須成曙線道路排水整備工事 身延町平須 道路改良舗装工事　Ｌ＝２４０ｍ 約4ヶ月 第1四半期

令和3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

21 建設課 指名 土木一式工事 堂の入橋橋梁修繕工事 身延町八日市場 橋梁修繕工事　1式 約3ヶ月 第2四半期

22 建設課 指名 土木一式工事 峡高橋橋梁修繕工事 身延町三澤 橋梁修繕工事　1式 約3ヶ月 第2四半期

23 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 橋梁修繕工事　1式 約6ヶ月 第2四半期

24 建設課 指名 土木一式工事 矢細工橋橋梁修繕工事 身延町矢細工 橋梁修繕工事　1式 約6ヶ月 第2四半期

25 建設課 指名 建築一式工事 町営八日市場団地浴室改修工事 身延町八日市場 浴室改修工事　1式 約4ヶ月 第1四半期

26 建設課 指名 建築一式工事 町営八日市場団地空き部屋改修工事 身延町八日市場 空き部屋改修工事　1式 約6ヶ月 第1四半期

27 建設課 指名 解体工事 町営梅平団地解体工事 身延町梅平 解体工事　1式 約3ヶ月 第2四半期

28 建設課 指名 建築一式工事 町有相又団地浴室改修工事 身延町相又 浴室改修工事　1式 約6ヶ月 第2四半期

29 施設整備課 指名 土木一式工事 身延中学校新校舎等建設予定地内農業用仮設水路工事 身延町下山地内 仮設水路工　L=120m 約3ヶ月 第1四半期

30 施設整備課 指名 解体工事 旧身延保健所解体工事 身延町丸滝地内 本体解体RC造2階建て　A=922.0㎡ 約3ヶ月 第1四半期

31 施設整備課 指名 解体工事 旧身延地区公民館大河内分館解体工事 身延町丸滝地内 本体解体木造2階建て　A=509㎡ 約3ヶ月 第1四半期

32 施設整備課 指名 管工事 健康増進施設奥の湯源泉管布設工事 身延町上之平地内 保温管φ40mm　L=683m 約7ヶ月 第1四半期

33 施設整備課 指名 管工事 健康増進施設雨河内源泉管布設工事 身延町常葉地内 保温管φ40mm　L=1,030m 約7ヶ月 第1四半期

34 施設整備課 指名 さく井工事 健康増進施設雨河内源泉水中ポンプ及び
　　ガスセパレーター設置工事

身延町常葉地内 源泉用水中ポンプ　1.0基
ガスセパレーター設置　1.0基
貯湯槽（受水槽）設置　1.0基

約5ヶ月 第3四半期

35 交通防災課 指名 消防施設工事 消防機庫設置工事 身延町丸滝 ガレージ豪雪型　1棟 約4ヶ月 第1四半期

36 交通防災課 指名 消防施設工事 消防機庫設置工事 身延町下部 ガレージ豪雪型　1棟（盛土工、路側擁壁工、舗装工、既設建築物
撤去工、スクールバス待合所設置、土棒用砂置場設置、ホース乾燥
塔設置含む）

約6ヶ月 第1四半期

37 観光課 指名 造園工事 しだれ桜の里植栽工事 身延町内 中低木植栽　中木・樹高200cm以上300cm未満　200本 約4カ月 第3四半期

38 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 排水構造物撤去工　22.1m　中低木移植工　83本　側溝工（U字側溝
+グレーチング）　778.1m　管渠工（雨水管）　3.1ｍ　集水桝・マ
ンホール工　22基　 流末処理工（かごマット）　2か所

約9カ月 第1四半期

39 生涯学習課 指名 建築or内装仕上 身延町民体育館アリーナ床面改修工事 身延町梅平 床面サンダー塗装、ウレタン塗装3回塗　1,387㎡
ライン工、防球ネット移設　椅子収納飾り板交換

約3ヶ月 第1四半期

40 生涯学習課 指名 塗装工事 身延町民体育館アリーナ壁面塗装工事 身延町梅平 アリーナ１階、壁面、格子、戸板等塗装 約2ヶ月 第1四半期

41 生涯学習課 指名 水道施設工事 身延町民体育館トイレ改修工事 身延町梅平 小便器、洗面台、汚垂石取替、壁面・天井塗装 約3ヶ月 第1四半期

42 学校教育課 指名 電気工事 身延小学校校内放送設備修繕 身延町梅平 音声調整卓本体、CDプレーヤー、壁掛スピーカー交換 約6ヶ月 第1四半期

43 学校教育課 指名 土木一式工事 身延小学校グラウンド整備工事　第1期 身延町梅平 フェンス撤去、防球ネット、バックフェンス、メッシュフェンス等
設置

約2ヶ月 第1四半期



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

44 学校教育課 指名 土木一式工事 身延小学校グラウンド整備工事　第2期 身延町梅平 グラウンド整備工　８，６４９ｍ2、遊具等設置 約2ヶ月 第1四半期

45 身延支所 指名 電気通信工事 身延支所電源・ＬＡＮ配線改修 身延町梅平 電源及びＬＡＮ配線改修　1式 約2ヶ月 第2四半期

46 下部支所 指名 井戸洗浄工 下部奥の湯温泉源泉井戸洗浄工工事 身延町下部 源泉井戸ケーシング洗浄工L=1,500ｍ
揚湯ポンプ及び揚湯管交換　1.0式

約6ヶ月 第1四半期

47 子育て支援課 指名 管工事 身延町立常葉保育所給水配管設備改修工事 身延町常葉 園舎給水配管設備改修工事　一式 約6カ月 第1四半期

48 子育て支援課 プロ
ポー
ザル

電気通信工事 非常通報装置システム新設工事 身延町内 非常通報システム新設工事　一式
非常通報システム用アナログ回線（1回線）新規工事　9箇所
　公立保育所：3箇所、学童保育室：6箇所、合計：9箇所

約6カ月 第1四半期

49 総務課 指名 鋼構造物工事 本庁舎Ａ重油タンク更新工事 身延町切石 重油用オイルタンク１基、格納庫１基設置、地下タンク撤去　一式 約4ヶ月 第２四半期



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

21 建設課 指名 土木一式工事 堂の入橋橋梁修繕工事 身延町八日市場 橋梁修繕工事　1式 約3ヶ月 第2四半期

22 建設課 指名 土木一式工事 峡高橋橋梁修繕工事 身延町三澤 橋梁修繕工事　1式 約3ヶ月 第2四半期

23 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 橋梁修繕工事　1式 約6ヶ月 第2四半期

24 建設課 指名 土木一式工事 矢細工橋橋梁修繕工事 身延町矢細工 橋梁修繕工事　1式 約6ヶ月 第2四半期

25 建設課 指名 建築一式工事 町営八日市場団地浴室改修工事 身延町八日市場 浴室改修工事　1式 約4ヶ月 第1四半期

26 建設課 指名 建築一式工事 町営八日市場団地空き部屋改修工事 身延町八日市場 空き部屋改修工事　1式 約6ヶ月 第1四半期

27 建設課 指名 解体工事 町営梅平団地解体工事 身延町梅平 解体工事　1式 約3ヶ月 第2四半期

28 建設課 指名 建築一式工事 町有相又団地浴室改修工事 身延町相又 浴室改修工事　1式 約6ヶ月 第2四半期

29 施設整備課 指名 土木一式工事 身延中学校新校舎等建設予定地内農業用仮設水路工事 身延町下山地内 仮設水路工　L=120m 約3ヶ月 第1四半期

30 施設整備課 指名 解体工事 旧身延保健所解体工事 身延町丸滝地内 本体解体RC造2階建て　A=922.0㎡ 約3ヶ月 第1四半期

31 施設整備課 指名 解体工事 旧身延地区公民館大河内分館解体工事 身延町丸滝地内 本体解体木造2階建て　A=509㎡ 約3ヶ月 第1四半期

32 施設整備課 指名 管工事 健康増進施設奥の湯源泉管布設工事 身延町上之平地内 保温管φ40mm　L=683m 約7ヶ月 第1四半期

33 施設整備課 指名 管工事 健康増進施設雨河内源泉管布設工事 身延町常葉地内 保温管φ40mm　L=1,030m 約7ヶ月 第1四半期

34 施設整備課 指名 さく井工事 健康増進施設雨河内源泉水中ポンプ及び
　　ガスセパレーター設置工事

身延町常葉地内 源泉用水中ポンプ　1.0基
ガスセパレーター設置　1.0基
貯湯槽（受水槽）設置　1.0基

約5ヶ月 第3四半期

35 交通防災課 指名 消防施設工事 消防機庫設置工事 身延町丸滝 ガレージ豪雪型　1棟 約4ヶ月 第1四半期

36 交通防災課 指名 消防施設工事 消防機庫設置工事 身延町下部 ガレージ豪雪型　1棟（盛土工、路側擁壁工、舗装工、既設建築物
撤去工、スクールバス待合所設置、土棒用砂置場設置、ホース乾燥
塔設置含む）

約6ヶ月 第1四半期

37 観光課 指名 造園工事 しだれ桜の里植栽工事 身延町内 中低木植栽　中木・樹高200cm以上300cm未満　200本 約4カ月 第3四半期

38 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 排水構造物撤去工　22.1m　中低木移植工　83本　側溝工（U字側溝
+グレーチング）　778.1m　管渠工（雨水管）　3.1ｍ　集水桝・マ
ンホール工　22基　 流末処理工（かごマット）　2か所

約9カ月 第1四半期

39 生涯学習課 指名 建築or内装仕上 身延町民体育館アリーナ床面改修工事 身延町梅平 床面サンダー塗装、ウレタン塗装3回塗　1,387㎡
ライン工、防球ネット移設　椅子収納飾り板交換

約3ヶ月 第1四半期

40 生涯学習課 指名 塗装工事 身延町民体育館アリーナ壁面塗装工事 身延町梅平 アリーナ１階、壁面、格子、戸板等塗装 約2ヶ月 第1四半期

41 生涯学習課 指名 水道施設工事 身延町民体育館トイレ改修工事 身延町梅平 小便器、洗面台、汚垂石取替、壁面・天井塗装 約3ヶ月 第1四半期

42 学校教育課 指名 電気工事 身延小学校校内放送設備修繕 身延町梅平 音声調整卓本体、CDプレーヤー、壁掛スピーカー交換 約6ヶ月 第1四半期

43 学校教育課 指名 土木一式工事 身延小学校グラウンド整備工事　第1期 身延町梅平 フェンス撤去、防球ネット、バックフェンス、メッシュフェンス等
設置

約2ヶ月 第1四半期



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

44 学校教育課 指名 土木一式工事 身延小学校グラウンド整備工事　第2期 身延町梅平 グラウンド整備工　８，６４９ｍ2、遊具等設置 約2ヶ月 第1四半期

45 身延支所 指名 電気通信工事 身延支所電源・ＬＡＮ配線改修 身延町梅平 電源及びＬＡＮ配線改修　1式 約2ヶ月 第2四半期

46 下部支所 指名 井戸洗浄工 下部奥の湯温泉源泉井戸洗浄工工事 身延町下部 源泉井戸ケーシング洗浄工L=1,500ｍ
揚湯ポンプ及び揚湯管交換　1.0式

約6ヶ月 第1四半期

47 子育て支援課 指名 管工事 身延町立常葉保育所給水配管設備改修工事 身延町常葉 園舎給水配管設備改修工事　一式 約6カ月 第1四半期

48 子育て支援課 プロ
ポー
ザル

電気通信工事 非常通報装置システム新設工事 身延町内 非常通報システム新設工事　一式
非常通報システム用アナログ回線（1回線）新規工事　9箇所
　公立保育所：3箇所、学童保育室：6箇所、合計：9箇所

約6カ月 第1四半期

49 総務課 指名 鋼構造物工事 本庁舎Ａ重油タンク更新工事 身延町切石 重油用オイルタンク１基、格納庫１基設置、地下タンク撤去　一式 約4ヶ月 第２四半期



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

21 建設課 指名 土木一式工事 堂の入橋橋梁修繕工事 身延町八日市場 橋梁修繕工事　1式 約3ヶ月 第2四半期

22 建設課 指名 土木一式工事 峡高橋橋梁修繕工事 身延町三澤 橋梁修繕工事　1式 約3ヶ月 第2四半期

23 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 橋梁修繕工事　1式 約6ヶ月 第2四半期

24 建設課 指名 土木一式工事 矢細工橋橋梁修繕工事 身延町矢細工 橋梁修繕工事　1式 約6ヶ月 第2四半期

25 建設課 指名 建築一式工事 町営八日市場団地浴室改修工事 身延町八日市場 浴室改修工事　1式 約4ヶ月 第1四半期

26 建設課 指名 建築一式工事 町営八日市場団地空き部屋改修工事 身延町八日市場 空き部屋改修工事　1式 約6ヶ月 第1四半期

27 建設課 指名 解体工事 町営梅平団地解体工事 身延町梅平 解体工事　1式 約3ヶ月 第2四半期

28 建設課 指名 建築一式工事 町有相又団地浴室改修工事 身延町相又 浴室改修工事　1式 約6ヶ月 第2四半期

29 施設整備課 指名 土木一式工事 身延中学校新校舎等建設予定地内農業用仮設水路工事 身延町下山地内 仮設水路工　L=120m 約3ヶ月 第1四半期

30 施設整備課 指名 解体工事 旧身延保健所解体工事 身延町丸滝地内 本体解体RC造2階建て　A=922.0㎡ 約3ヶ月 第1四半期

31 施設整備課 指名 解体工事 旧身延地区公民館大河内分館解体工事 身延町丸滝地内 本体解体木造2階建て　A=509㎡ 約3ヶ月 第1四半期

32 施設整備課 指名 管工事 健康増進施設奥の湯源泉管布設工事 身延町上之平地内 保温管φ40mm　L=683m 約7ヶ月 第1四半期

33 施設整備課 指名 管工事 健康増進施設雨河内源泉管布設工事 身延町常葉地内 保温管φ40mm　L=1,030m 約7ヶ月 第1四半期

34 施設整備課 指名 さく井工事 健康増進施設雨河内源泉水中ポンプ及び
　　ガスセパレーター設置工事

身延町常葉地内 源泉用水中ポンプ　1.0基
ガスセパレーター設置　1.0基
貯湯槽（受水槽）設置　1.0基

約5ヶ月 第3四半期

35 交通防災課 指名 消防施設工事 消防機庫設置工事 身延町丸滝 ガレージ豪雪型　1棟 約4ヶ月 第1四半期

36 交通防災課 指名 消防施設工事 消防機庫設置工事 身延町下部 ガレージ豪雪型　1棟（盛土工、路側擁壁工、舗装工、既設建築物
撤去工、スクールバス待合所設置、土棒用砂置場設置、ホース乾燥
塔設置含む）

約6ヶ月 第1四半期

37 観光課 指名 造園工事 しだれ桜の里植栽工事 身延町内 中低木植栽　中木・樹高200cm以上300cm未満　200本 約4カ月 第3四半期

38 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 排水構造物撤去工　22.1m　中低木移植工　83本　側溝工（U字側溝
+グレーチング）　778.1m　管渠工（雨水管）　3.1ｍ　集水桝・マ
ンホール工　22基　 流末処理工（かごマット）　2か所

約9カ月 第1四半期

39 生涯学習課 指名 建築or内装仕上 身延町民体育館アリーナ床面改修工事 身延町梅平 床面サンダー塗装、ウレタン塗装3回塗　1,387㎡
ライン工、防球ネット移設　椅子収納飾り板交換

約3ヶ月 第1四半期

40 生涯学習課 指名 塗装工事 身延町民体育館アリーナ壁面塗装工事 身延町梅平 アリーナ１階、壁面、格子、戸板等塗装 約2ヶ月 第1四半期

41 生涯学習課 指名 水道施設工事 身延町民体育館トイレ改修工事 身延町梅平 小便器、洗面台、汚垂石取替、壁面・天井塗装 約3ヶ月 第1四半期

42 学校教育課 指名 電気工事 身延小学校校内放送設備修繕 身延町梅平 音声調整卓本体、CDプレーヤー、壁掛スピーカー交換 約6ヶ月 第1四半期

43 学校教育課 指名 土木一式工事 身延小学校グラウンド整備工事　第1期 身延町梅平 フェンス撤去、防球ネット、バックフェンス、メッシュフェンス等
設置

約2ヶ月 第1四半期



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

44 学校教育課 指名 土木一式工事 身延小学校グラウンド整備工事　第2期 身延町梅平 グラウンド整備工　８，６４９ｍ2、遊具等設置 約2ヶ月 第1四半期

45 身延支所 指名 電気通信工事 身延支所電源・ＬＡＮ配線改修 身延町梅平 電源及びＬＡＮ配線改修　1式 約2ヶ月 第2四半期

46 下部支所 指名 井戸洗浄工 下部奥の湯温泉源泉井戸洗浄工工事 身延町下部 源泉井戸ケーシング洗浄工L=1,500ｍ
揚湯ポンプ及び揚湯管交換　1.0式

約6ヶ月 第1四半期

47 子育て支援課 指名 管工事 身延町立常葉保育所給水配管設備改修工事 身延町常葉 園舎給水配管設備改修工事　一式 約6カ月 第1四半期

48 子育て支援課 プロ
ポー
ザル

電気通信工事 非常通報装置システム新設工事 身延町内 非常通報システム新設工事　一式
非常通報システム用アナログ回線（1回線）新規工事　9箇所
　公立保育所：3箇所、学童保育室：6箇所、合計：9箇所

約6カ月 第1四半期

49 総務課 指名 鋼構造物工事 本庁舎Ａ重油タンク更新工事 身延町切石 重油用オイルタンク１基、格納庫１基設置、地下タンク撤去　一式 約4ヶ月 第２四半期



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3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 環境上下水道
課

指名 その他調査業務 水質検査業務委託 身延町全域 水質検査　１式 12ヶ月 第1四半期

2 環境上下水道
課

指名 その他の業務 公営企業会計移行業務 身延町全域 公営企業会計移行業務　１式 10ヶ月 第1四半期

3 環境上下水道
課

指名 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　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

12ヶ月 第1四半期

4 環境上下水道
課

指名 その他の業務 身延町下水道事業　公営企業会計移行固定資産調査業務委
託（特定環境公共下水道）中富処理区

身延町内 公営企業法的化に伴う固定資産台帳作成業務（特定環境公共下水
道）中富処理区

約11ヶ月 第1四半期

5 環境上下水道
課

指名 その他の業務 身延町下水道事業　公営企業会計移行固定資産調査業務委
託（特定環境公共下水道）帯金・塩之沢処理区

身延町内 公営企業法的化に伴う固定資産台帳作成業務（特定環境公共下水
道）帯金・塩之沢処理区

約11ヶ月 第1四半期

6 環境上下水道
課

指名 その他の業務 身延町下水道事業　公営企業会計移行固定資産調査業務委
託（特定環境公共下水道）下部処理区

身延町内 公営企業法的化に伴う固定資産台帳作成業務（特定環境公共下水
道）下部処理区

約11ヶ月 第1四半期

7 環境上下水道
課

指名 その他の業務 身延町下水道事業　公営企業会計移行固定資産調査業務委
託（農業集落排水事業）

身延町内 公営企業法的化に伴う固定資産台帳作成業務（農業集落排水事業） 約11ヶ月 第1四半期

8 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 保守点検業務　1式 約8ヶ月 第1四半期

9 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 保守点検業務　1式 約8ヶ月 第1四半期

10 建設課 指名 測量業務 林道三石山線測量業務委託 身延町内 測量業務　1式 約3ヶ月 第1四半期

11 建設課 指名 測量業務 林道富士見山線測量業務委託 身延町内 測量業務　1式 約3ヶ月 第1四半期

12 建設課 指名 測量業務 道路台帳修正業務委託 身延町内 道路改良等に伴う台帳修正 約3ヶ月 第3四半期

13 建設課 指名 測量業務 町道塩之沢椿線外測量業務委託 身延町内 測量業務　1式 約4ヶ月 第1四半期

14 建設課 指名 建設コンサルタ
ント業務

橋梁撤去及び修繕詳細設計業務委託 身延町内 詳細設計業務　1式 約6ヶ月 第1四半期

15 建設課 指名 その他調査業務 都市計画基礎調査業務委託（身延都市計画区域） 都市計画区域内 基礎調査業務　1式 約9ヶ月 第1四半期

16 建設課 指名 その他の業務 身延町公営住宅等長寿命化計画業務委託 身延町内 計画業務　1式 約7ヶ月 第1四半期

17 建設課 プロ
ポー
ザル

その他の業務 民間資金等活用事業導入可能性調査業務委託 身延町内 アドバイザー業務　1式 約10ヶ月 第1四半期

18 施設整備課 指名 測量業務 旧身延地区公民館大河内分館跡地用地測量業務 身延町大字丸滝地内 用地測量　A=1,500㎡ 約7ヶ月 第2四半期

19 交通防災課 指名 その他の業務 消防詰所新築工事設計業務 身延町小田船原 消防詰所新築工事設計　1式 約6ヶ月 第2四半期

20 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　灌水　5月～10月、3回　除草
草地　81700㎡　園路除草剤散布　7200㎡　支柱組み換え　250本

約11ヶ月 第1四半期

21 観光課 指名 その他の業務 本栖湖公衆トイレ駐車場案内看板及び本栖湖説明案内看板
作成業

身延町中ノ倉 本栖湖公衆トイレ駐車場案内看板　表面サイズ　H1800*W2450mm　裏
面サイズ　H1530*W2450mm　基礎設置（舗装撤去、復旧含む）
本栖湖説明案内看板　表面サイズ　H1100*W900mm　基礎設置（舗装
撤去、復旧含む）

約6ヶ月 第1四半期

令和3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

22 観光課 指名 測量業務 本栖湖いこいの森キャンプ場使用範囲拡大申請用測量業務 身延町釜額 測量業務　1式 約3ヶ月 第1四半期

23 生涯学習課 指名 その他調査業務 体育館劣化状況調査 身延町市之瀬他5カ所 【対象】耐用年数を超過している社会体育体育館
下部町民体育館他5カ所の老朽度調査

約6ヶ月 第2四半期

24 生涯学習課 指名 その他の業務 和紙の里ホームぺージ更新作業業務 身延町西嶋 更新作業　1式 約6ヶ月 第1四半期

25 生涯学習課 指名 その他の業務 和紙の里名称変更に伴う案内看板修正等業務 身延町西嶋 看板修正等業務　1式 約2ヶ月 第1四半期

26 土地対策課 指名 測量業務 市之瀬第3・北川第1計画区地籍調査測量業務委託 身延町大字市之瀬・北川地内 C,E,FⅠ,FⅡ工程 約10ヶ月 第1四半期

27 土地対策課 指名 測量業務 下田原第2計画区地籍調査測量業務委託 身延町大字下田原地内 C,E,FⅠ,FⅡ工程 約10ヶ月 第1四半期

28 土地対策課 指名 測量業務 小田船原第6・相又第1計画区地籍調査測量業務委託 身延町大字小田船原・相又地
内

C,E,FⅠ,FⅡ工程 約10ヶ月 第1四半期

29 企画政策課 プロ
ポー
ザル

その他の業務 第２次総合計画後期基本計画策定支援業務 身延町切石 後期基本計画策定支援　1式 約11ケ月 第1四半期

30 企画政策課 指名 その他の業務 企業誘致候補地調査業務 身延町内 企業誘致候補地調査　10箇所 約7ケ月 第1四半期

31 企画政策課 指名 その他の業務 区長組長宛配布物送料 身延町内 年24回 約12ヶ月 第1四半期

32 企画政策課 指名 その他の業務 キャラクターページ作成業務 身延町切石 キャラクターページ作成　1式 約3ヶ月 第1四半期

33 企画政策課 指名 その他の業務 キャラクターデザインポージング作成業務 身延町内 キャラクターポージング作成　1式 約3ケ月 第1四半期

34 企画政策課 プロ
ポー
ザル

その他の業務 キャラクター周知宣伝業務 身延町内 キャラクター周知宣伝　1式 約11ケ月 第1四半期

35 学校教育課 指名 その他の業務 特定建築物及び建築設備・防火設備及び非構造部材検査業
務委託

身延清稜小学校・下山小学校
身延小学校・身延中学校

特定建築物及び建築設備・防火設備及び非構造部材検査・報告 約10ヶ月 第1四半期



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。

令和3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 消防団用雨衣購入 身延町切石 消防団用雨衣　660着 約4ヶ月 第1四半期

2 交通防災課 指名 普通・軽消防積載車購入 身延町切石 普通消防積載車　1台
軽消防積載車　2台

約8ヶ月 第1四半期

3 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）　4台 約8ヶ月 第1四半期

4 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 約2ヶ月 第3四半期

5 交通防災課 指名 災害時職員着用アポロキャップ購入 身延町切石 アポロキャップ　223個 約2ヶ月 第1四半期

6 交通防災課 指名 蓄電池・ソーラーパネル購入 身延町内 蓄電池・ソーラーパネル　22セット 約4ヶ月 第2四半期

7 交通防災課 指名 投光器購入 身延町内 投光器　58台 約4ヶ月 第2四半期

8 観光課 指名 しだれ桜の里づくり事業用原材料 身延町内 しだれ桜配布用（H＝2.5ｍ）100本　設置用（添木用竹・縄）100セット　運搬　1
式

約3ヶ月 第4四半期

9 観光課 指名 軽トラック購入 身延町梅平 軽トラック　1台 約4ヶ月 第1四半期

10 福祉保健課 指名 業務用冷凍冷蔵庫 身延町切石 業務用冷凍冷蔵庫 １台 約6ヶ月 第2四半期

令和3年度　物品発注計画


