
部局名 課名 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間
発注・入札予定

時期※１

まちづくり部 公園緑地課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 緑が丘スポーツ公園テニスコートＡ整備工事 甲府市緑が丘二丁目地内

南側擁壁工、敷地造成工、高尺フェンス工
（南側）駐輪場整備工、舗装工、排水設備
工、施設整備工、給水設備工、
張芝工、砂入人工芝舗装工、付帯施設工

約9ヶ月 第１四半期

まちづくり部 公園緑地課 一般競争入札 建築工事一式
緑が丘スポーツ公園管理詰所建設（建築主
体）工事

甲府市緑が丘二丁目地内
管理詰所建設工事
S造2階建て　延べ面積51.18㎡

約5ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
建築工事一式

湯田小学校校舎リニューアルⅡ期（建築主体)
工事

甲府市湯田一丁目8-1
小学校校舎のリニューアル工事
ＲＣ造3階建て　2,397㎡

約5ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
建築工事一式

国母小学校校舎リニューアルⅡ期（建築主体)
工事

甲府市国母四丁目1-10
小学校校舎のリニューアル工事
ＲＣ造3階建て　2,402㎡

約5ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
建築工事一式

新田小学校校舎リニューアルⅡ期（建築主体)
工事

甲府市新田町12-28
小学校校舎のリニューアル工事
ＲＣ造3階建て　1,949㎡

約5ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
建築工事一式

西中学校校舎リニューアルⅡ期（建築主体)工
事

甲府市飯田五丁目13-1
中学校校舎のリニューアル工事
ＲＣ造3階建て　3,200㎡

約5ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課 指名競争入札 電気通信工事 南西中学校放送設備改修工事 甲府市上石田四丁目10-8 放送室放送設備改修　一式 約3ヶ月 第１四半期

教育部 生涯学習課 随意契約 電気工事 総合市民会館高圧ｹｰﾌﾞﾙ他改修工事 甲府市青沼3-5-44 高圧ケーブル引替工事 約2ケ月 第１四半期

上下水道局 水道課 一般競争入札 ほ装工事 （路4-9）路面復旧工事 甲府市千塚一丁目地内外 一層式2320㎡ 約4ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
ほ装工事 （路4-13）路面復旧工事 甲府市朝気一丁目地内外

三層式320㎡、二層式1840㎡、一層式160
㎡

約4ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 （街路-15）給水管仮設工事 甲府市城東二丁目地内

φ300･φ150 撤去
給水管φ20 仮設1箇所
給水管φ25 仮設1箇所

約12ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 （下甲-6）配水管布設替工事（特環・R4C-2） 甲府市下小河原町地内

DIP.GX　φ150　L=10ｍ
DIP.GX　φ100　L=125ｍ

約6ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課 指名競争入札 土木工事一式 下水道管布設工事(R4C-3) 甲府市和田町地内 φ200塩ビ管 L=62ｍ 約6ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課 一般競争入札 土木工事一式 下水道管布設工事(特環・R4C-2) 甲府市下小河原町地内 φ200塩ビ管 L=123ｍ 約6ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 下水道管工事(R4D-1) 甲府市城東二丁目地内 伏せ越し人孔、北幹線余水吐き築造 約12ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課 随意契約 土木工事一式 下水道管工事(R4D-4) 甲府市中央五丁目地内 φ200塩ビ管 L=202ｍ 約8ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課 一般競争入札 土木工事一式 下水道改良工事(公共R4-4) 甲府市千塚一丁目地内外 鉄蓋調整取替工 約5ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課 一般競争入札 土木工事一式 マンホールトイレ設置工事（R4-2） 甲府市上今井町地内 マンホールトイレシステム　1式 約5ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課 一般競争入札 土木工事一式 マンホールトイレ設置工事(特環甲府R4-1) 甲府市川田町地内 マンホールトイレシステム　1式 約5ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課 指名競争入札 ほ装工事 路面復旧工事(公共R4-1) 甲府市富士見二丁目地内外
一層式　A=　50.1㎡
インターロッキングA=46.1㎡

約3ヶ月 第１四半期

令和４年度  甲府市建設工事発注予定表（Ｓ1）
※１「発注・入札予定時期」欄について一般競争入札では「公告予定時期」、指名競争入札では「入札予定時期」、随意契約では「契約予定時期」を記載しています。　　　　総合評価：3000万円以上
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上下水道局 下水道課 指名競争入札 ほ装工事 路面復旧工事（R3-3） 甲府市池田三丁目地内外 一層式　A＝900㎡ 約4ヶ月 第１四半期

上下水道局
①下水道課
②水道課

一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式

合併工事
①下水道管布設工事（特環・R4C-2）
②（下甲-6）配水管布設替工事（特環・R4C-2）

甲府市下小河原町地内
①φ200塩ビ管 L=123ｍ
②DIP.GXφ150 L=10ｍ、DIP.GXφ100
L=125ｍ

約6ヶ月 第１四半期

上下水道局
①水道課
②下水道課

一般競争入札 ほ装工事
合併工事
①（路4-9）路面復旧工事
②下水道改良工事(公共R4-4)

甲府市千塚一丁目地内外
①一層式2320㎡
②鉄蓋調整取替工

約4ヶ月 第１四半期

上下水道局
①下水道課
②水道課

一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式

①下水道管工事(R4D-1)
②（街路-15）給水管仮設工事

甲府市城東二丁目地内
①伏せ越し人孔、北幹線余水吐き築造
②φ300･φ150撤去、給水管φ20仮設1箇
所、給水管φ25仮設1箇所

約12ヶ月 第１四半期

産業部 農政課 一般競争入札 ほ装工事 農道舗装工事（Ｒ４－１） 甲府市小曲町地内 表層工 A=3117㎡ 約4ヶ月 第１四半期

産業部 農政課 指名競争入札 鋼構造物工事 水門改良工事（四分川） 甲府市国母五丁目地内 水門改良N=1基 約3ヶ月 第１四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 土木工事一式 道路維持工事（Ｒ４－４） 甲府市荒川二丁目地内
場所打擁壁工　Ｌ＝7.0㎥
転落防止柵設置工　Ｌ＝9.0ｍ
付帯工　一式

約4ヶ月 第１四半期

まちづくり部 都市整備課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
ほ装工事

Ｒ4都市計画道路和戸町竜王線舗装工事
（中央四丁目工区）

甲府市中央四丁目地内外
舗装工事　Ｌ＝320ｍ　Ｗ＝22ｍ
Ａ＝6,571ｍ2

約6ヶ月 第１四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
交通安全施設整備工事（Ｒ４－１） 甲府市山宮町地内　外 区画線工 L=2991ｍ 約4ヶ月 第１四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 ほ装工事 道路維持工事（Ｒ４－３） 甲府市下飯田二丁目地内

排水管布設工（φ200）　Ｌ＝34.5ｍ
点検工設置工（φ200）　ｎ＝4箇所
街渠桝設置工　ｎ＝4箇所
排水管撤去工（φ300ＨＰ）　Ｌ＝5.0ｍ
付帯工　一式

約4ヶ月 第１四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 ほ装工事 市道舗装工事（Ｒ４－１） 甲府市西下条町地内　外
施工延長　L=481.4m、表層工　A=760㎡
付帯工　一式

約4ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課 一般競争入札 建築工事一式
大国小学校校舎トイレリニューアルⅠ期（建築
主体)工事

甲府市後屋町150
小学校校舎トイレのリニューアル工事
ＲＣ造4階建て　126㎡

約4ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課 一般競争入札 建築工事一式
上条中学校校舎トイレリニューアルⅠ期（建築
主体)工事

甲府市古上条町95
中学校校舎トイレのリニューアル工事
ＲＣ造3階建て　140㎡

約4ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課 一般競争入札 電気工事
湯田小学校校舎リニューアルⅡ期(電気設備）
工事

甲府市湯田一丁目8-1
小学校校舎のリニューアルに伴う電気設
備工事　ＲＣ造3階建て　2,397㎡

約5ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課 一般競争入札 電気工事
国母小学校校舎リニューアルⅡ期(電気設備）
工事

甲府市国母四丁目1-10
小学校校舎のリニューアルに伴う電気設
備工事　ＲＣ造3階建て　2,402㎡

約5ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課 一般競争入札 電気工事
新田小学校校舎リニューアルⅡ期(電気設備）
工事

甲府市新田町12-28
小学校校舎のリニューアルに伴う電気設
備工事　ＲＣ造3階建て　1,949㎡

約5ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課 一般競争入札 電気工事
西中学校校舎リニューアルⅡ期(電気設備）工
事

甲府市飯田五丁目13-1
中学校校舎のリニューアルに伴う電気設
備工事　ＲＣ造3階建て　3,200㎡

約5ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課 一般競争入札 管工事
西中学校校舎リニューアルⅡ期（機械設備)工
事

甲府市飯田五丁目13-1
中学校校舎のリニューアルに伴う機械設
備工事　ＲＣ造3階建て　3,200㎡

約5ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （街路-5）配水管布設替工事 甲府市緑が丘一丁目地内 DIP.GXφ100L=153.5m 約8ヶ月 第１四半期
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令和４年度  甲府市建設工事発注予定表（Ｓ1）
※１「発注・入札予定時期」欄について一般競争入札では「公告予定時期」、指名競争入札では「入札予定時期」、随意契約では「契約予定時期」を記載しています。　　　　総合評価：3000万円以上

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （街路-13）配水管布設工事 甲府市和戸町地内
DIP.GXφ75L=13m
DIP.GXφ150L=199.5m

約7ヶ月 第１四半期

消防本部 警防課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 道路下防火水槽補強工事 甲府市古府中町地内　外 道路下防火水槽補強工事　Ｎ＝６箇所 約4ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課 一般競争入札 管工事
上条中学校校舎トイレリニューアルⅠ期（機械
設備)工事

甲府市古上条町95
中学校校舎トイレのリニューアルに伴う機
械設備工事　ＲＣ造3階建て　140㎡

約4ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （モ-4）配水管布設替工事
甲斐市島上条地内（第一工
区）

DIP.GXφ100L=436m 約10ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 （更新-1）送配水管布設替工事 甲府市愛宕町地内外

DIPGXφ300　L=290.6ｍ、DIP.GXφ150
L=315.7m、HPPEφ100　L=160.4ｍ

約11ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （モ-8）配水管布設替工事
甲斐市島上条地内（第三工
区）

DIP.GXφ100L=110m
DIP.GXφ150L=50m
DIP.NSφ300L=7.5m
DIP.NSφ350L=126m

約10ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （モ-7）配水管布設替工事
甲斐市島上条地内（第二工
区）

DIP.GXφ100L=247m
DIP.GXφ75L=7m

約10ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課 指名競争入札 ほ装工事 路面復旧工事（特環・R4-1） 甲府市上町地内 一層式　A＝1000㎡ 約4ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課 随意契約 土木工事一式 下水道管布設工事(特環・R4C-1) 甲府市和戸町地内 φ200塩ビ管 L=125ｍ 約8ヶ月 第１四半期

上下水道局 浄化センター 指名競争入札
機械器具設置

工事
甲府市浄化センター最終沈殿池2-2汚泥搔寄
機修繕工事

甲府市大津町地内 汚泥掻寄機修繕　一式 約5ヶ月 第１四半期

産業部 林政課 一般競争入札 土木工事一式 林道御岳線改良工事 甲府市黒平町地内
道路改良Ｌ＝60ｍ
ブロック積工Ａ＝240ｍ2舗装工A＝340ｍ2

約6ヶ月 第１四半期

まちづくり部 都市計画課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
塗装工事 旧山梨県社会福祉会館アスベスト除去工事 甲府市丸の内一丁目地内 アスベスト除去 約5ヶ月 第１四半期

まちづくり部 道路河川課 一般競争入札 土木工事一式 歩道改良工事（Ｒ４－１） 甲府市青沼三丁目地内

側溝工（300型） L=100ｍ、集水桝工（300
型）N=3基、
縁石工 L=104ｍ、歩道舗装工 A=87.0㎡、
車道舗装工 A=21.0㎡、付帯工 1式

約5ヶ月 第１四半期

まちづくり部 都市整備課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 ①Ｒ4歩道改良工事（市道浜下曽根線） 甲府市上曽根町地内 ①歩道設置工事　Ｌ＝141.1ｍ　Ｗ＝3ｍ 約9ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課 指名競争入札 電気工事 上条中学校受変電設備改修工事 甲府市古上条町95 受変電設備改修工事　一式 約3ヶ月 第１四半期

教育部 甲府商業高等学校 指名競争入札 消防施設工事 非常用放送設備改修工事 甲府市上今井町地内 非常用放送設備の改修 約4ケ月 第１四半期

教育部 生涯学習課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
防水工事 東面屋上防水改修工事【総合市民会館】 甲府市青沼3-5-44

劣化部分の撤去、シート防水、ウレタン塗
膜防水

約3ケ月 第１四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 （ブ-102）送配水管布設替工事 甲府市上曽根町地内

DIP.GXφ200　L=144.5ｍ
DIP.GXφ150　L=155.8m

約9ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課 指名競争入札 ほ装工事 （路4-2）路面復旧工事 甲府市北新一・二丁目地内 二層式11㎡、一層式1039㎡ 約4ヶ月 第１四半期



部局名 課名 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間
発注・入札予定

時期※１

令和４年度  甲府市建設工事発注予定表（Ｓ1）
※１「発注・入札予定時期」欄について一般競争入札では「公告予定時期」、指名競争入札では「入札予定時期」、随意契約では「契約予定時期」を記載しています。　　　　総合評価：3000万円以上

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （街路-1）配水管布設替工事 甲府市中央五丁目地内

DIP.GXφ100L=240m
DIP.GXφ150L=14m
DIP.GXφ200L=64m
DIP.NSφ400L=250m

約11ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （街路-12）配水管布設替工事 中央市下河東地内
DIP.GXφ100L=110.5m
DIP.GXφ150L=66m

約4ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課 指名競争入札 土木工事一式 （消甲-1）消火栓設置工事
甲府市千塚一丁目地内外2
箇所

消火栓設置　2基 約4ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
ほ装工事 （路4-42）路面復旧工事 甲府市大里町地内 一層式5022㎡ 約6ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課 一般競争入札 土木工事一式 下水道改良工事(スR4-7） 甲府市宝一丁目地内外 取付管取替工　50箇所 約4ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課 一般競争入札 土木工事一式 下水道修繕工事(公共R4-1) 甲府市青沼三丁目地内 公設桝調整・取付管取替工 約5ヶ月 第１四半期

上下水道局 浄化センター 随意契約
機械器具設置

工事
甲府市浄化センター送風機長寿命化工事 甲府市大津町地内 2号・3号送風機工場整備 約9ヶ月 第１四半期

まちづくり部
上下水道局

①都市整備課
②水道課

一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式

合併工事
①Ｒ4歩道改良工事（市道浜下曽根線）
②（ブ-102）送配水管布設替工事

甲府市上曽根町地内
①歩道設置工事　Ｌ＝141.1ｍ　Ｗ＝3ｍ
②DIP.GXφ200L=144.5m、
DIP.GX150L=155.8m

約9ヶ月 第１四半期

まちづくり部
上下水道局

①道路河川課
②下水道課

一般競争入札 土木工事一式
合併工事
①歩道改良工事
②下水道修繕工事(公共R4-1)

甲府市青沼三丁目地内
①歩道改良工　Ｌ＝50ｍ
②公設桝調整・取付管取替工

約5ヶ月 第１四半期

福祉保健部 総務課 指名競争入札 管工事 山宮福祉センター地下オイルタンク修繕工事 甲府市山宮町383-1 灯油・A重油タンク各1,900ℓ内面ライニング 約2ヶ月 第１四半期

福祉保健部
生活衛生薬務
課

指名競争入札
タイル・れんが・

ブロック工事
甲府市斎場火葬炉耐火物他改修工事 甲府市古府中町5079-6 4号炉、5号炉耐火物の積替　他 約3ヵ月 第１四半期

産業部 経営管理課 一般競争入札 管工事 市場青果棟事務所空調設備取替工事 甲府市国母六丁目5番1号 ガスエンジン式空調機　7台 190日 第１四半期

まちづくり部 区画整理課 指名競争入札 ほ装工事 区画道路舗装工事（5.5-31号線） 甲府市朝日三丁目地内
施工延長　1号箇所L=50.3ｍ　2号箇所L=41.0m
アスファルト舗装工A=200㎡　A=141㎡外 約3ヶ月 第１四半期

まちづくり部 道路河川課 一般競争入札 ほ装工事 市道舗装工事（Ｒ４－２） 甲府市相生三丁目地内　外
施工延長　L=30m、舗装工　A=112㎡
区画線工　一式

約5ヶ月 第１四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 ほ装工事 市道舗装工事（Ｒ４－３） 甲府市大手一丁目地内　外
施工延長　L=164m、舗装工　A=854㎡
区画線工　一式、付帯工　一式

約4ヶ月 第１四半期

まちづくり部 道路河川課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 歩道改良工事（市道　百石国母線） 甲府市相生一丁目地内 歩道改良工事 L=80m 約6ヶ月 第１四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 土木工事一式 側溝改良工事（Ｒ４－１） 甲府市白井町地内　外
［1号箇所］施工延長Ｌ＝44.0ｍ
自由勾配側溝工L=44.0m、付帯工　一式
［2号箇所］施工延長Ｌ＝13.0ｍ

約4ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課 一般競争入札 管工事
大国小学校校舎トイレリニューアルⅠ期（機械
設備)工事

甲府市後屋町150
小学校校舎トイレのリニューアルに伴う機
械設備工事　ＲＣ造4階建て　126㎡

約4ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課 指名競争入札 管工事
国母小学校校舎リニューアルⅡ期（機械設備)
工事

甲府市国母四丁目1-10
小学校校舎のリニューアルに伴う機械設
備工事　ＲＣ造3階建て　2,402㎡

約5ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課 指名競争入札 管工事
新田小学校校舎リニューアルⅡ期（機械設備)
工事

甲府市新田町12-28
小学校校舎のリニューアルに伴う機械設
備工事　ＲＣ造3階建て　1,949㎡

約5ヶ月 第１四半期



部局名 課名 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間
発注・入札予定

時期※１

令和４年度  甲府市建設工事発注予定表（Ｓ1）
※１「発注・入札予定時期」欄について一般競争入札では「公告予定時期」、指名競争入札では「入札予定時期」、随意契約では「契約予定時期」を記載しています。　　　　総合評価：3000万円以上

教育部 教育施設課 指名競争入札 建具工事 南中学校特別支援教室間仕切り改修工事 甲府市湯田二丁目21-24 既存間仕切撤去、新規間仕切設置　2ヶ所 約3ヵ月 第１四半期

教育部 教育施設課 指名競争入札 電気工事 里垣小学校受変電設備改修工事 甲府市善光寺二丁目7-1 受変電設備改修工事　一式 約5ヶ月 第１四半期

教育部 教育施設課 指名競争入札 電気工事 北西中学校受変電設備改修工事 甲府市山宮町538 受変電設備改修工事　一式 約3ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 （災対-2）配水管布設替工事 甲府市千塚一丁目地内 DIP.GXφ150　L=279ｍ 約6ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 （街路-11）配水管布設替工事 甲府市相生一丁目地内

DIP.GXφ100L=114m
DIP.GXφ250L=108.5m

約6ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課 一般競争入札 ほ装工事 （路4-12）路面復旧工事 甲府市相生一・三丁目地内 二層式51㎡、一層式1440㎡ 約4ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （モ-6）配水管布設替工事 甲府市湯村二・三丁目地内
DIP.GXφ100L=92m
DIP.GXφ200L=56m

約10ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課 一般競争入札 土木工事一式 マンホールトイレ設置工事（R4-3） 甲府市中央三丁目地内 マンホールトイレシステム　1式 約6ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 下水道改良工事（地震対策R4-1） 甲府市中町地内外 マンホール浮上抑制対策工 N＝30箇所 約7ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 下水道改良工事(公共R4-1) 甲府市相生一丁目地内 鉄蓋調整取替工・取付管取替工 約6ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課 指名競争入札 ほ装工事 舗装復旧工事（スR4-2） 甲府市宝二丁目地内 一層式　A＝584㎡ 約3ヶ月 第１四半期

上下水道局
まちづくり部

①水道課
②道路河川課

一般競争入札 ほ装工事
合併工事
①（路4-12）路面復旧工事
②市道舗装工事（Ｒ４－２）

甲府市相生一・三丁目地内
①二層式51㎡、一層式1440㎡
②施工延長　L=30m、舗装工　A=112㎡
区画線工　一式

約4ヶ月 第１四半期

まちづくり部
上下水道局

①道路河川課
②水道課
③下水道課

一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式

合併工事
①歩道改良工事
②(街路-11)配水管布設替工事
③下水道改良工事(公共R4-1)

甲府市相生一丁目地内

①歩道改良工　Ｌ＝80ｍ
②DIP.GXφ100L=114m DIP.GXφ
250L=108.5m
③鉄蓋調整取替工・取付管取替工

約6ヶ月 第１四半期

福祉保健部 総務課 指名競争入札 管工事 貢川福祉センタートイレ洋式化工事 甲府市徳行三丁目12-1 洋式化8か所・洗浄便座12か所 約3ヶ月 第１四半期

産業部 農政課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 水路改良工事（Ｒ４－１）（余フ） 甲府市小曲町地内 大型水路工 L=72m 約7ヶ月 第１四半期

まちづくり部 公園緑地課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
電気工事

緑が丘スポーツ公園屋外トイレ他建設（電気
設備）工事

甲府市緑が丘二丁目地内
屋外トイレ他建設工事に伴う電気設備工
事

約9ヶ月 第１四半期

まちづくり部 公園緑地課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
電気工事

緑が丘スポーツ公園テニスコートＡ附帯電気
設備工事

甲府市緑が丘二丁目地内 照明設備工 約9ヶ月 第１四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 土木工事一式 道路維持工事（Ｒ４－７） 甲府市後屋町地内 横断水路補修工 L=20m 約4ヶ月 第１四半期

まちづくり部 道路河川課 一般競争入札 ほ装工事 舗装修繕工事（Ｒ４－２） 甲府市上曽根町地内　外 舗装工 A=1950㎡ 約5ヶ月 第１四半期



部局名 課名 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間
発注・入札予定

時期※１

令和４年度  甲府市建設工事発注予定表（Ｓ1）
※１「発注・入札予定時期」欄について一般競争入札では「公告予定時期」、指名競争入札では「入札予定時期」、随意契約では「契約予定時期」を記載しています。　　　　総合評価：3000万円以上

まちづくり部 道路河川課 一般競争入札 ほ装工事 舗装修繕工事（Ｒ４－１） 甲府市大里町地内　外 舗装工 A=1500㎡ 約5ヶ月 第１四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
道路維持工事（Ｒ４－９） 甲府市酒折二丁目地内　外 薄層カラー舗装工 A=150㎡　外 約3ヶ月 第１四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 ほ装工事 道路維持工事（Ｒ４－５） 甲府市徳行二丁目地内　外 舗装工 A=300㎡　外 約4ヶ月 第１四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
通学路簡易整備工事（Ｒ４－１）

甲府市上石田三丁目地内
外

グリーン塗装工　Ａ＝777㎡
区画線工　Ｌ＝2390ｍ

約3ヶ月 第１四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 土木工事一式 水路改修工事（R4-1） 甲府市下曽根町地内
施工延長　L=90ｍ
自由勾配側溝工（600×500）　Ｌ＝90ｍ

約3ケ月 第１四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （街路-2）配水管布設替工事 甲府市城東二丁目地内
DIP.GXφ100L=12m
DIP.GXφ150L=90m
DIP.NSφ300L=90m

約10ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課 指名競争入札 ほ装工事 （路4-3）路面復旧工事 甲府市下石田二丁目地内 一層式776㎡ 約4ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （下昭-1）配水管布設替工事（4-3工区） 昭和町押越地内 HPPE　φ75　L=47ｍ 約6ヶ月 第１四半期

上下水道局 水道課 一般競争入札 土木工事一式 （災対-101）配水管布設替工事 甲府市心経寺町地内 DIP.GXφ100　L=330ｍ 約6ヶ月 第１四半期

上下水道局 浄水課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
水道施設工事 平瀬浄水場第3系列急速ろ過池更生工事 甲府市平瀬町地内

急速ろ過池更生工事(44.2㎡/池)　8池
ろ過池防水塗装工事　　　　　　　　 8池
排水渠堆積砂撤去及び清掃　　　 8池

約10ヶ月 第１四半期

上下水道局 浄水課 指名競争入札 管工事 千代田第１ポンプ場№2送水ポンプ更新工事 甲府市羽黒町地内 水中ポンプ15ｋｗ　1台 約2ヶ月 第１四半期

上下水道局 浄水課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
電気工事 昭和浄水場取水井制御盤ほか浸水対策工事 昭和町西条地内

制御盤かさ上げ　　　２箇所
電動弁かさ上げ　　　３箇所
ほか浸水対策　　　　　１式

約7ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 下水道改良工事(スR3-1） 甲府市丸の内一丁目地内 φ250～500　管更生　L＝532ｍ 約7ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 下水道改良工事(スR4-3) 甲府市幸町地内外 φ250～500　管更生　L＝458ｍ 約5ヶ月 第１四半期

上下水道局 下水道課 随意契約 土木工事一式 下水道管工事(R4D-5) 甲府市城東二丁目地内 φ350塩ビ管 L=100ｍ 約8ヶ月 第１四半期

産業部 観光課 一般競争入札 建築工事一式 昇仙峡天神森トイレ建設（建築主体）工事 甲府市平瀬町地内 公衆トイレの建設工事 約5ヶ月 第２四半期

産業部 観光課 一般競争入札 管工事 昇仙峡天神森トイレ建設（機械設備）工事 甲府市平瀬町地内 公衆トイレの建設工事 約5ヶ月 第２四半期

産業部 林政課 一般競争入札 土木工事一式 判平小規模治山工事 甲府市黒平町地内 流路工L=45ｍ 約6ヶ月 第２四半期

産業部 経営管理課 一般競争入札 管工事 市場水産配送センター冷凍機取替工事 甲府市国母六丁目5番1号 冷凍機　2台　ユニットクーラー4台 約6ヶ月 第２四半期

まちづくり部 都市計画課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
解体工事 旧山梨県社会福祉会館解体工事 甲府市丸の内一丁目地内

建物解体（RC造、地下1階地上6階建て、
延べ面積1290㎡、他附属建物等　一式）

約10ヶ月 第２四半期



部局名 課名 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間
発注・入札予定

時期※１

令和４年度  甲府市建設工事発注予定表（Ｓ1）
※１「発注・入札予定時期」欄について一般競争入札では「公告予定時期」、指名競争入札では「入札予定時期」、随意契約では「契約予定時期」を記載しています。　　　　総合評価：3000万円以上

まちづくり部 公園緑地課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 遊亀公園附属動物園造成工事 甲府市太田町地内 池埋立、護岸、橋梁撤去、設備仮設切回し 約9ヶ月 第２四半期

まちづくり部 公園緑地課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
建築工事一式

緑が丘スポーツ公園野球場建設（建築主体）
工事

甲府市緑が丘二丁目地内
野球場本部棟建設工事
RC造2階建て　延べ面積780.18㎡
防球ネット、外構工事他　一式

約16ヶ月 第２四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
交通安全施設整備工事 甲府市右左口町地内

案内標識設置工事 N=2基
案内標識支柱設置工事 N=1基

約4ヶ月 第２四半期

教育部 教育施設課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 北中学校校庭整備工事 甲府市大和町4-35 校庭整備12,921㎡ 約6ヵ月 第２四半期

教育部 スポーツ課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式

緑が丘スポーツ公園競技場公認検定改修工
事

甲府市緑が丘2丁目地内
競技場の第2種公認検定に伴う走路等の
改修工事

約7ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 （鉛対4-1）配水管布設替工事 甲府市下石田三丁目地内 HPPEφ75　L=410ｍ 約6ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課 指名競争入札 ほ装工事 漏水修理に伴う路面復旧工事（路3-01)
甲府市上下水道局
給水区域一円

漏水修理箇所　30箇所程度 約4ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課 指名競争入札 ほ装工事 漏水修理に伴う路面復旧工事（路3-02)
甲府市上下水道局
給水区域一円

漏水修理箇所　30箇所程度 約4ヶ月 第２四半期

上下水道局 浄水課 一般競争入札 防水工事
平瀬浄水場第1系列急速ろ過池屋上防水修
繕工事

甲府市平瀬町地内 ウレタン塗膜防水　1式 約3ヶ月 第２四半期

上下水道局 下水道課 指名競争入札
機械器具設置

工事
下水道中継ポンプ場改築工事(特環甲府スR4-2) 甲府市増坪町地内 ポンプ取替　N＝1台 約5ヶ月 第２四半期

産業部 観光課 指名競争入札 建築工事一式 湯村山城跡烽火台整備工事 甲府市緑が丘二丁目地内 烽火台の建設工事 約2ヵ月 第２四半期

産業部 観光課 一般競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
湯村温泉郷名称看板撤去及び新設工事 甲府市湯村二丁目地内 既設看板の撤去及び新設工事 約5ヶ月 第２四半期

産業部 農政課 随意契約
機械器具設置

工事
玉諸右岸排水機場ポンプ更新工事（１号機） 甲府市蓬沢町地内  主ポンプ改造N=1基 約7ヶ月 第２四半期

産業部 林政課 一般競争入札 土木工事一式 林道池の平線改良工事（伝丈橋） 甲府市御岳町地内
橋梁補修Ｎ＝1　　塗替塗装工Ａ＝50ｍ2
断面補修工Ｎ＝1基

約6ヶ月 第２四半期

産業部 林政課 指名競争入札 ほ装工事 市営林道御岳線（２級）修繕工事 甲府市御岳町地内 舗装工 A=600m2 約3ヶ月 第２四半期

まちづくり部 住宅課 一般競争入札 塗装工事 南西団地６号棟外壁改修工事 甲府市上石田四丁目１９番 外壁塗装の改修工事 約5ヶ月 第２四半期

まちづくり部 住宅課 一般競争入札 土木工事一式 里吉団地駐車場整備工事 甲府市里吉二丁目４番 駐車場の整備工事 約5ヶ月 第２四半期

まちづくり部 区画整理課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 都市計画道路築造工事（北口2号線　外） 甲府市朝日一丁目地内

施工延長　L=120ｍ　（電線共同溝工、舗
装工　外）

約6ヶ月 第２四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 土木工事一式 側溝改良工事 甲府市下今井町地内 側溝工Ｌ＝30ｍ 約4ヶ月 第２四半期

教育部 教育施設課 指名競争入札 電気工事 相川小学校高圧気中負荷開閉器改修工事 甲府市古府中町1501 高圧負荷開閉器取替　一式 約4ヶ月 第２四半期

教育部 教育施設課 指名競争入札 機械器具設置工事
国母小学校校舎リニューアルⅡ期工事に伴う
小荷物昇降機改修工事

甲府市国母四丁目1-10
国母小学校校舎の小荷物昇降機改修工
事　一式

約9ヶ月 第２四半期



部局名 課名 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間
発注・入札予定

時期※１

令和４年度  甲府市建設工事発注予定表（Ｓ1）
※１「発注・入札予定時期」欄について一般競争入札では「公告予定時期」、指名競争入札では「入札予定時期」、随意契約では「契約予定時期」を記載しています。　　　　総合評価：3000万円以上

教育部 教育施設課 指名競争入札 機械器具設置工事
新田小学校校舎リニューアルⅡ期工事に伴う
小荷物昇降機改修工事

甲府市新田町12-28
新田小学校校舎の小荷物昇降機改修工
事　一式

約9ヶ月 第２四半期

教育部 教育施設課 指名競争入札 機械器具設置工事
湯田小学校校舎リニューアルⅡ期工事に伴う
小荷物昇降機改修工事

甲府市湯田一丁目8-1
湯田小学校校舎の小荷物昇降機改修工
事　一式

約9ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 （配区-1）配水管布設替工事 甲府市朝日一丁目地内 DIP.GXφ200L=33m, DIP.GX75L=80m 約6ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課 指名競争入札 ほ装工事 （路4-1）路面復旧工事 甲府市丸の内二丁目地内 一層式1100㎡ 約4ヶ月 第２四半期

上下水道局 浄水課 一般競争入札 電気工事
平瀬浄水場第2系列沈澱池流量計ほか更新
工事

甲府市平瀬町地内
φ1,000㎜超音波流量計　　1台
φ300㎜　超音波流量計　　1台

約7ヶ月 第２四半期

上下水道局 下水道課 指名競争入札 土木工事一式 下水道管布設工事（R3C-3） 甲府市宮原町地内 φ200塩ビ管 L=70ｍ 約6ヶ月 第２四半期

上下水道局 下水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 下水道改良工事（スR4-6） 甲府市幸町地内外 φ250～300 布設替え L=137m 約6ヶ月 第２四半期

上下水道局 浄水課 指名競争入札 電気工事 千代田第１ポンプ場ほか制御盤更新工事 甲府市羽黒町地内外 ポンプ制御盤更新　３面 約7ヶ月 第２四半期

上下水道局 浄水課 指名競争入札 解体工事 北部第1配水池旧着水井解体工事 甲府市上曽根町地内
北部部第1配水池旧着水井外解体工事　1
式

約3ヶ月 第２四半期

上下水道局 浄化センター 指名競争入札 電気工事
甲府市浄化センター第2,3,4系列池上照明修
繕工事

甲府市大津町地内 LED照明器具撤去取替　一式 約5ヶ月 第２四半期

上下水道局 浄化センター 一般競争入札 鋼構造物工事
甲府市浄化センター最初沈殿池３－２覆蓋更
新工事

甲府市大津町地内 最初沈殿池３－２覆蓋更新　一式 約6ヶ月 第２四半期

まちづくり部
上下水道局

①区画整理課
②水道課

一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式

合併工事
①区画道路築造工事（10-1号線）
②（配区-1）配水管布設替工事

甲府市朝日一丁目地内
①施工延長　L=120ｍ（電線共同溝工 外）
②DIP.GXφ200L=33m, DIP.GX75L=80m

約6ヶ月 第２四半期

子ども未来 子ども保育課 指名競争入札 管工事
羽黒小学校放課後児童クラブ空調設備取替
工事

甲府市羽黒町地内 空調設備取替  1式 約3ヶ月 第２四半期

産業部 農政課 指名競争入札 さく井工事 西下条揚水ポンプ圧力タンク更新工事 甲府市西下条町地内 圧力タンク更新N=１基 約7ヶ月 第２四半期

産業部 経営管理課 指名競争入札 電気工事 市場定温倉庫照明器具取替工事 甲府市国母六丁目5番1号 ＬＥＤ化　約60台 約4ヶ月 第２四半期

まちづくり部 公園緑地課 指名競争入札 電気工事 さくら公園他照明灯改修工事 甲府市大里町5349外 照明器具ＬＥＤ化　６基他 約5ヶ月 第２四半期

まちづくり部 公園緑地課 一般競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
遊具改修工事（朝日公園外） 甲府市朝日町地内外 遊具更新工事 約6ヶ月 第２四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
交通安全施設整備工事 甲府市池田一丁目地内　外

視覚障害者誘導用ブロック設置工事
L=80m

約4ヶ月 第２四半期

まちづくり部 道路河川課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 橋梁補修工事 甲府市心経寺町地内

橋梁補修工１橋
（心経寺橋・橋長L=42.6m）

約10ヶ月 第２四半期

まちづくり部 道路河川課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 水路改修工事（R4-2） 甲府市西高橋町地内 水路改修工　L=40ｍ 約6ケ月 第２四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 土木工事一式 側溝改良工事 甲府市丸の内三丁目地内 側溝工Ｌ＝50ｍ 約4ヶ月 第２四半期



部局名 課名 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間
発注・入札予定

時期※１

令和４年度  甲府市建設工事発注予定表（Ｓ1）
※１「発注・入札予定時期」欄について一般競争入札では「公告予定時期」、指名競争入札では「入札予定時期」、随意契約では「契約予定時期」を記載しています。　　　　総合評価：3000万円以上

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 （更新-3）配水管布設替工事 甲府市住吉五丁目地内

DIP.GXφ100　L=220ｍ
HPPEφ75　L=640ｍ

約8ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 （更新-4）配水管布設替工事 昭和町西条地内

DIP.GXφ100　L=180ｍ
HPPEφ75　L=355ｍ

約5ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課 指名競争入札 土木工事一式 （雨-2）給水管布設替工事（R4-7） 甲府市青葉町地内 給水管　1式 約5ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課 一般競争入札 土木工事一式 （鉛対4-2）配水管布設替工事 甲府市住吉三丁目地内 HPPEφ75　L=295ｍ 約6ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 （更新-7）配水管布設替工事 甲府市下石田二丁目地内 HPPEφ75　L=620ｍ 約6ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課 指名競争入札 ほ装工事 漏水修理に伴う路面復旧工事（路3-03)
甲府市上下水道局
給水区域一円

漏水修理箇所　30箇所程度 約4ヶ月 第２四半期

上下水道局 下水道課 一般競争入札 土木工事一式 マンホールトイレ設置工事（R4-1） 甲府市北新一丁目地内 マンホールトイレシステム　1式 約5ヶ月 第２四半期

上下水道局 下水道課 指名競争入札 土木工事一式 雨水渠工事（R4-7） 甲府市青葉町地内 自由勾配側溝(300型) L=35ｍ 約5ヶ月 第２四半期

上下水道局 下水道課 随意契約 土木工事一式 下水道管工事(R4D-6) 甲府市緑が丘二丁目地内 φ200塩ビ管撤去 L=100 布設替え L=20m 約10ヶ月 第２四半期

上下水道局
①下水道課
②水道課

指名競争入札 土木工事一式
合併工事
①雨水渠工事（R4-7）
②（雨-2）給水管布設替工事（R4-7）

甲府市青葉町地内
①自由勾配側溝（300型） L=35ｍ
②給水管　1式

約5ヶ月 第２四半期

産業部 農政課 指名競争入札 土木工事一式 農道改良工事（農道１９０４号線） 甲府市平瀬町地内 擁壁工 L=53m 約4ヶ月 第２四半期

まちづくり部 住宅課 一般競争入札 塗装工事 南西団地２号棟外壁改修工事 甲府市上石田四丁目１９番 外壁塗装の改修工事 約4ヶ月 第２四半期

まちづくり部 住宅課 一般競争入札 塗装工事 南西団地４号棟外壁改修工事 甲府市上石田四丁目１９番 外壁塗装の改修工事 約4ヶ月 第２四半期

まちづくり部 住宅課 一般競争入札 防水工事 南西団地６号棟屋上防水改修工事 甲府市上石田四丁目１９番 屋上防水の改修工事 約2ヶ月 第２四半期

まちづくり部 公園緑地課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
建築工事一式

緑が丘スポーツ公園屋外トイレ建設（建築主
体）工事

甲府市緑が丘二丁目地内
屋外トイレ他建設工事
RC造平屋建て　延べ面積54.0㎡

約7ヶ月 第２四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
交通安全施設整備工事 甲府市内一円 区画線設置工事 L=７km 約4ヶ月 第２四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
通学路簡易整備工事 甲府市内一円 グリーン塗装工　1式、外側線工　1式　外 約3ヶ月 第２四半期

まちづくり部 道路河川課 一般競争入札 土木工事一式 浚渫工事（R4-1） 甲府市上曽根町地内外 浚渫工　L=850ｍ 約5ケ月 第２四半期

まちづくり部 道路河川課 一般競争入札 ほ装工事 市道舗装工事 甲府市小曲町地内 舗装工Ａ＝2390㎡ 約3ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 （災対-3）配水管布設替工事 昭和町西条地内 DIP.NSφ600　L=130ｍ 約8ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課 一般競争入札 土木工事一式 （雨-1）配水管布設替工事（R4-1） 甲府市長松寺町地内 DIP.GX　φ75　L=10ｍ 約6ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課 一般競争入札 ほ装工事 （路4-41）路面復旧工事
甲府市青沼二丁目・三丁目
地内

一層式2206㎡ 約4ヶ月 第２四半期



部局名 課名 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間
発注・入札予定

時期※１

令和４年度  甲府市建設工事発注予定表（Ｓ1）
※１「発注・入札予定時期」欄について一般競争入札では「公告予定時期」、指名競争入札では「入札予定時期」、随意契約では「契約予定時期」を記載しています。　　　　総合評価：3000万円以上

教育部 教育施設課 一般競争入札 管工事 湯田小学校受水槽更新工事 甲府市湯田一丁目8-1 受水槽の更新工事　一式 約4か月 第２四半期

上下水道局 水道課 指名競争入札 ほ装工事 漏水修理に伴う路面復旧工事（路3-04)
甲府市上下水道局
給水区域一円

漏水修理箇所　30箇所程度 約4ヶ月 第２四半期

上下水道局 浄水課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式

湯村山隧道配水池下口落石防止及び法面補
強工事

甲府市和田町地内
落石防止工事　1式
法面補強工事　1式

約14ヶ月 第２四半期

上下水道局 浄化センター 随意契約 電気工事
甲府市浄化センター非常用搬出コンベヤほか
機能増設工事

甲府市大津町地内
中央監視設備機能増設（非常用搬出コン
ベヤ、非常用ホッパ）

約10ヶ月 第２四半期

上下水道局 下水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）

機械器具設置
工事

濁川北第一幹線スクリーン設置工事(R4D-2) 甲府市城東二丁目地内 ｽｸﾘｰﾝ設置 約11ヶ月 第２四半期

上下水道局 下水道課 指名競争入札 電気工事 下水道中継ポンプ場改築工事（公共スR4-1） 甲府市大里町地内外 自動通報装置取替　N＝4台 約4ヶ月 第２四半期

上下水道局 下水道課 一般競争入札 土木工事一式 雨水渠工事（R4-1） 甲府市長松寺町地内
自由勾配側溝（1000型）L＝43ｍ
自由勾配側溝（300型）L=43ｍ

約6ヶ月 第２四半期

上下水道局 浄化センター 指名競争入札 電気工事
甲府市浄化センター管理本館直流電源装置
蓄電池修繕工事

甲府市大津町地内 蓄電池取替　１式 約5ヶ月 第２四半期

上下水道局
①下水道課
②水道課

一般競争入札 土木工事一式
合併工事
①雨水渠工事（R4-1）
②（雨-1）配水管布設替工事（R4-1）

甲府市長松寺町地内
①自由勾配側溝（1000型） L=43ｍ　自由
勾配側溝（300型） L=43ｍ
②DIP.GX　φ75　L=10ｍ

約6ヶ月 第２四半期

福祉保健部 総務課 指名競争入札 管工事 相川福祉センタートイレ洋式化工事 甲府市古府中町6019 洋式化8か所・洗浄便座13か所 約3ヶ月 第２四半期

産業部 農政課 一般競争入札 土木工事一式 水路改良工事（Ｒ４－２） 甲府市東下条町地内他 水路工 L=350m 約5ヶ月 第２四半期

産業部 経営管理課 一般競争入札 管工事 市場水産低温まぐろ売場冷凍機取替工事 甲府市国母六丁目5番1号 冷凍機　2台　ユニットクーラー6台 約6ヶ月 第２四半期

産業部 経営管理課 指名競争入札 建築工事一式
市場水産塩干物売場シートシャッター取替工
事

甲府市国母六丁目5番1号 シート式シャッター　4箇所 約3ヶ月 第２四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
道路維持工事 甲府市小曲町地内 防護柵設置工 L=70m 約5ヶ月 第２四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 土木工事一式 道路維持工事 甲府市新田町地内 横断水路補修工　L=8m 約3ヶ月 第２四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
交通安全施設整備工事 甲府市伊勢一丁目地内　外 防護柵設置工事 L=70m 約6ヶ月 第２四半期

教育部 図書館 指名競争入札 消防施設工事 自動火災報知設備改修工事 甲府市城東1-12-33 自動火災報知設備改修 約6ヵ月 第２四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 （ブ-101）配水管布設替工事 甲府市上曽根町地内

DIP.GXφ200　L=310ｍ
HPPEφ100　L=275ｍ

約5ヶ月 第２四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 土木工事一式 水路改修工事（R4-3） 甲府市上帯那町地内外 水路改修工　L=5ｍ 約3ケ月 第２四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 （更新-5）配水管布設替工事 中央市下三條地内 DIP.GXφ200　L=350ｍ 約6ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課 一般競争入札 ほ装工事 （路4-5）路面復旧工事 甲府市中央三丁目地内外 一層式2630㎡ 約6ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （街路-14）配水管布設替工事 甲府市和田町地内
DIP.GXφ100L=100m
DIP.NSφ450L=70m

約7ヶ月 第２四半期



部局名 課名 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間
発注・入札予定

時期※１

令和４年度  甲府市建設工事発注予定表（Ｓ1）
※１「発注・入札予定時期」欄について一般競争入札では「公告予定時期」、指名競争入札では「入札予定時期」、随意契約では「契約予定時期」を記載しています。　　　　総合評価：3000万円以上

上下水道局 水道課 一般競争入札 土木工事一式
（下甲-3）配水管布設替工事（濁川東一処理
分区・R4-2）

甲府市横根町地内 HPPE　φ75　L=62ｍ 約6ヶ月 第２四半期

上下水道局 浄水課 指名競争入札 管工事 北部第1配水池№1配水ポンプほか更新工事 甲府市上曽根町地内
水中ポンプ15ｋｗ　1台
水中ポンプ7.5ｋｗ　1台

約6ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課 一般競争入札 ほ装工事 （路3-11）路面復旧工事 甲府市伊勢四丁目地内 一層式2140㎡ 約4ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課 一般競争入札 塗装工事 水道水管橋塗装工事
甲府市音羽町、荒川一丁目
地内

SPφ600　１箇所 約5ヶ月 第２四半期

上下水道局 下水道課 一般競争入札 土木工事一式 下水道改良工事（スR4-9） 甲府市高畑一丁目地内外 鉄蓋調整取替工 Ｎ＝50箇所 約5ヶ月 第２四半期

上下水道局 下水道課 一般競争入札 土木工事一式 下水道改良工事(公共R4-3) 甲府市中央三丁目地内外 鉄蓋調整取替工 約6ヶ月 第２四半期

上下水道局 下水道課 指名競争入札 電気工事 下水道中継ポンプ場改築工事(特環甲府スR4-1) 甲府市横根町地内外 自動通報装置取替　N＝3台 約4ヶ月 第２四半期

上下水道局 下水道課 一般競争入札 土木工事一式 濁川東一処理分区下水道管布設工事(R4-2) 甲府市横根町地内 φ200塩ビ管 L=152ｍ 約6ヶ月 第２四半期

上下水道局 下水道課 一般競争入札 土木工事一式 雨水渠工事（R4-8） 甲府市上石田四丁目地内外
自由勾配側溝（400型）L=125ｍ
自由勾配側溝（300型）L=28m

約6ヶ月 第２四半期

上下水道局 給排水課 指名競争入札 ほ装工事
汚水桝設置工事に伴う舗装本復旧工事（その
１）

甲府市貢川本町地内外 汚水桝設置箇所の本復旧　25箇所程度 約4ヶ月 第２四半期

上下水道局
①下水道課
②水道課

一般競争入札 土木工事一式

合併工事
①濁川東一処理分区下水道管布設工事（R4-
2）
②（下甲-3）配水管布設替工事（濁川東一処
理分区・R4-2）

甲府市横根町地内
①φ200塩ビ管 L=152ｍ
②HPPEφ75 L=62ｍ

約6ヶ月 第２四半期

上下水道局
①水道課
②下水道課

一般競争入札 ほ装工事
合併工事
①（路4-5）路面復旧工事
②下水道改良工事(公共R4-3)

甲府市中央三丁目地内外
①一層式2630㎡
②鉄蓋調整取替工

約6ヶ月 第２四半期

子ども未来 子ども保育課 一般競争入札 解体工事 甲運第二保育所解体工事 甲府市横根町地内 建物解体工事 約5ヶ月 第２四半期

まちづくり部 住宅課 一般競争入札 防水工事 南西団地４号棟屋上防水改修工事 甲府市上石田四丁目１９番 屋上防水の改修工事 約2ヶ月 第２四半期

まちづくり部 都市整備課 一般競争入札 土木工事一式 ①Ｒ4歩道設置工事（市道宿・下曽根線） 甲府市右左口町地内 ①歩道設置工事　Ｌ＝40ｍ　Ｗ＝3.5ｍ 約5ヶ月 第２四半期

まちづくり部 公園緑地課 指名競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
甲府駅北口多目的広場　石張り等改修工事 甲府市北口二丁目地内 石張り等改修　Ａ＝７４㎡ 約4ヶ月 第２四半期

まちづくり部 公園緑地課 指名競争入札 管工事
緑が丘スポーツ公園屋外トイレ建設（機械設
備）工事

甲府市緑が丘二丁目地内
屋外トイレ他建設工事に伴う機械設備工
事

約7ヶ月 第２四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 土木工事一式 道路維持工事 甲府市上曽根町地内 道路擁壁補修工 L=15m 約4ヶ月 第２四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
通学路簡易整備工事 甲府市内一円 グリーン塗装工　1式、外側線工　1式　外 約3ヶ月 第２四半期

まちづくり部 道路河川課 一般競争入札 土木工事一式 側溝改良工事 甲府市国母七丁目地内 側溝工Ｌ＝75ｍ 約5ヶ月 第２四半期

消防本部 警防課 一般競争入札 土木工事一式 耐震性貯水槽100㎥型設置工事 甲府市富竹四丁目地内 100㎥型耐震性貯水槽設置　Ｎ＝1箇所 約4ヶ月 第２四半期



部局名 課名 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間
発注・入札予定

時期※１

令和４年度  甲府市建設工事発注予定表（Ｓ1）
※１「発注・入札予定時期」欄について一般競争入札では「公告予定時期」、指名競争入札では「入札予定時期」、随意契約では「契約予定時期」を記載しています。　　　　総合評価：3000万円以上

消防本部 警防課 一般競争入札 土木工事一式 耐震性貯水槽60㎥型設置工事 甲府市池田二丁目地内 60㎥型耐震性貯水槽設置　Ｎ＝1箇所 約4ヶ月 第２四半期

消防本部 警防課 指名競争入札 土木工事一式 耐震性貯水槽40㎥型撤去工事 甲府市下飯田四丁目地内 40㎥型耐震性貯水槽撤去　Ｎ＝1箇所 約4ヶ月 第２四半期

環境部 減量課 指名競争入札 電気工事 甲府市リサイクルプラザ照明LED化工事 甲府市上町601-2 プール照明LED化　1式 約5ヶ月 第２四半期

甲府地区広域
行政組合

事務局 指名競争入札 建築工事一式 国母公園屋外トイレ改修工事 昭和町紙漉阿原1017 外壁塗装、屋外防水、建具取替　1式 約2ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課 一般競争入札 ほ装工事 （路4-8）路面復旧工事
甲府市古府中町・塚原町地
内

一層式3340㎡ 約5ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 （ブ-1）配水管布設替工事 中央市中楯地内 DIP.NSφ400　L=270ｍ 約5ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式

（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分
区・R4-1）

甲府市古府中町地内 DIP.GX　φ100　L=210ｍ 約7ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課 指名競争入札 土木工事一式 （消甲-2）消火栓設置工事
甲府市朝気二丁目地内外4
箇所

消火栓設置　5基 約4ヶ月 第２四半期

上下水道局 水道課 指名競争入札 ほ装工事 漏水修理に伴う路面復旧工事（路3-05)
甲府市上下水道局
給水区域一円

漏水修理箇所　30箇所程度 約4ヶ月 第２四半期

上下水道局 浄水課 一般競争入札 電気工事 平瀬浄水場外灯更新工事 甲府市平瀬町地内 外灯更新　４１台 約5ヶ月 第２四半期

上下水道局 水保全課 指名競争入札 管工事
古関・梯町簡易水道減圧弁取替工事（本郷地
区）

甲府市古関町地内 減圧弁取替工　１基 約3ヶ月 第２四半期

上下水道局 下水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 積翠寺処理分区下水道管布設工事(R4-1) 甲府市古府中町地内 φ200塩ビ管 L=210ｍ 約7ヶ月 第２四半期

上下水道局 下水道課 一般競争入札 土木工事一式 下水道修繕工事（特環中道R4－1） 甲府市右左口町地内 公設桝移設工 約5ヶ月 第２四半期

上下水道局 下水道課 指名競争入札 電気工事 下水道中継ポンプ場改築工事（特環中道スR4-2） 甲府市上向山地内外 自動通報装置取替　N＝3台 約4ヶ月 第２四半期

上下水道局 浄化センター
一般競争入札
（総合評価落

札方式）

機械器具設置
工事

甲府市浄化センタースクリーンポンプ棟ほか
（土木部分）耐震補強工事

甲府市大津町地内 ポンプ撤去再設置及び耐震補強工事一式 約5ヶ月 第２四半期

上下水道局 浄化センター
一般競争入札
（総合評価落

札方式）

機械器具設置
工事

住吉中継ポンプ場沈砂池設備更新(機械設備)
工事

甲府市住吉三丁目地内

高段自動除塵機3台　　低段自動除塵機2
台　　高段しさ洗浄機1台　　低段しさ洗浄
機1台　　　しさ洗浄装置1台　　しさホッパ1
台

約28ヶ月 第２四半期

上下水道局 浄化センター
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
電気工事

住吉中継ポンプ場沈砂池設備更新(電気設備)
工事

甲府市住吉三丁目地内 沈砂池電気設備工事　　　一式 約28ヶ月 第２四半期

上下水道局 給排水課 指名競争入札 ほ装工事
汚水桝設置工事に伴う舗装本復旧工事（その
2）

甲府市青葉町地内外 汚水桝設置箇所の本復旧　25箇所程度 約4ヶ月 第２四半期

上下水道局
①下水道課
②水道課

一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式

合併工事
①積翠寺処理分区下水道管布設工事（R4-1）
②（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理
分区・R4-1）

甲府市古府中町地内
①φ200塩ビ管 L=210ｍ
②DIP.GXφ100 L=210ｍ

約7ヶ月 第２四半期

まちづくり部
上下水道局

①都市整備課
②下水道課

一般競争入札 土木工事一式
合併工事
①Ｒ4歩道設置工事（市道宿・下曽根線）
②下水道修繕工事（特環中道Ｒ4－1）

甲府市右左口町地内
①歩道設置工事 Ｌ＝40ｍ Ｗ＝3.5ｍ
②公設桝移設工

約5ヶ月 第２四半期

子ども未来 子ども保育課 指名競争入札 管工事 朝気児童館和式トイレ改修工事 甲府市朝気1丁目地内 トイレ洋式化工事 約3ヶ月 第３四半期



部局名 課名 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間
発注・入札予定

時期※１

令和４年度  甲府市建設工事発注予定表（Ｓ1）
※１「発注・入札予定時期」欄について一般競争入札では「公告予定時期」、指名競争入札では「入札予定時期」、随意契約では「契約予定時期」を記載しています。　　　　総合評価：3000万円以上

産業部 観光課 一般競争入札 解体工事 昇仙峡天神森トイレ解体工事 甲府市平瀬町地内 公衆便所の解体工事 約4ヶ月 第３四半期

産業部 農政課 指名競争入札 土木工事一式 水路改良工事（その１） 甲府市高室町地内外 水路工 L=70m 約4ヶ月 第３四半期

まちづくり部 都市整備課 一般競争入札 土木工事一式 Ｒ4道路改良工事（市道御所堰下丸山線） 甲府市下積翠寺町地内 道路改良工事　Ｌ＝50ｍ　Ｗ＝5ｍ 約5ヶ月 第３四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 土木工事一式 側溝改良工事 甲府市羽黒町地内 側溝工Ｌ＝20ｍ 約4ヶ月 第３四半期

教育部 教育施設課 指名競争入札 鋼構造物工事 北西中学校バックネット改修工事 甲府市山宮町538
ネット張替及び鉄部一部取替のうえ塗装
一式

約2ヵ月 第３四半期

教育部 歴史文化財課 指名競争入札 造園工事
史跡武田氏館跡西曲輪北馬出整備工事(第1
次)

甲府市古府中町地内 仮設道設置、樹木伐採工事 約3ケ月 第３四半期

教育部 教育施設課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
防水工事 西中学校校舎リニューアルⅡ期工事に伴う防水改修工事 甲府市飯田五丁目13-1

西中学校校舎の防水改修工事
1440.0㎡

約4ヶ月 第３四半期

上下水道局 水道課 一般競争入札 ほ装工事 （路4-10）路面復旧工事 甲府市上曽根町地内 一層式3740㎡ 約5ヶ月 第３四半期

上下水道局 水道課 一般競争入札 土木工事一式
（下甲-2）配水管布設替工事（濁川東一処理
分区・R4-1）

甲府市向町地内 HPPE　φ75　L=88ｍ 約5ヶ月 第３四半期

上下水道局 水道課 指名競争入札 塗装工事 水道添架管塗装工事 甲府市小瀬町地内 SPφ200　1箇所 約4ヶ月 第３四半期

上下水道局 水道課 指名競争入札 ほ装工事 漏水修理に伴う路面復旧工事（路3-06)
甲府市上下水道局
給水区域一円

漏水修理箇所　30箇所程度 約4ヶ月 第３四半期

上下水道局 下水道課 一般競争入札 土木工事一式 濁川東一処理分区下水道管布設工事(R4-1) 甲府市向町地内 φ200塩ビ管 L=85ｍ 約5ヶ月 第３四半期

上下水道局 下水道課 一般競争入札 土木工事一式 下水道改良工事（スR4-8） 甲府市伊勢二丁目地内外 鉄蓋調整取替工　50箇所 約4ヶ月 第３四半期

上下水道局 給排水課 指名競争入札 ほ装工事
汚水桝設置工事に伴う舗装本復旧工事（その
3）

甲府市国玉町地内外 汚水桝設置箇所の本復旧　20箇所程度 約4ヶ月 第３四半期

上下水道局
①下水道課
②水道課

一般競争入札 土木工事一式

合併工事
①濁川東一処理分区下水道管布設工事（R4-
1）
②（下甲-2）配水管布設替工事（濁川東一処

甲府市向町地内
①φ200塩ビ管 L=85ｍ
②HPPEφ75 L=88ｍ

約5ヶ月 第３四半期

福祉保健部 総務課 一般競争入札 管工事 山宮福祉センタートイレ洋式化工事 甲府市山宮町383-1 洋式化12か所・洗浄便座9か所 約4ヶ月 第３四半期

産業部 農政課 指名競争入札 土木工事一式 農道改良工事（農道１６５９号線外） 甲府市七沢町地内外 側溝工 L=50m、ブロック積工 L=15m 約3ヶ月 第３四半期

産業部 農政課 指名競争入札 鋼構造物工事 水門設置工事 甲府市里吉三丁目地内 スライドゲートN=1門 約4ヶ月 第３四半期

まちづくり部 道路河川課 一般競争入札 土木工事一式 橋梁補修工事 甲府市相生二丁目地内

橋梁補修工３橋
（相生橋・橋長L=3.6m、三吉橋・橋長
L=2.9m、佐渡橋・橋長L=2.4m）

約6ヶ月 第３四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 土木工事一式 側溝改良工事 甲府市池田一丁目地内 側溝工Ｌ＝35ｍ 約4ヶ月 第３四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （街路-3）配水管布設替工事 甲府市千塚四丁目地内 DIP.GXφ100L=210m 約9ヶ月 第３四半期

上下水道局 水道課 一般競争入札 土木工事一式 （更新-6）配水管布設替工事 甲府市上曽根町地内
DIP.GXφ75　L=15ｍ、HPPEφ75　L=35ｍ
既設管撤去工

約4ヶ月 第３四半期



部局名 課名 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間
発注・入札予定

時期※１

令和４年度  甲府市建設工事発注予定表（Ｓ1）
※１「発注・入札予定時期」欄について一般競争入札では「公告予定時期」、指名競争入札では「入札予定時期」、随意契約では「契約予定時期」を記載しています。　　　　総合評価：3000万円以上

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 （災対-1）導水管布設替工事 昭和町西条、西条新田地内 DIP.NSφ500　L=100ｍ 約9ヶ月 第３四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （街路-9）配水管布設替工事 甲府市中央四丁目地内 DIP.GXφ250L=120m 約7ヶ月 第３四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （モ-2）配水管布設替工事 甲斐市島上条地内
DIP.GXφ150L=400m
DIP.GXφ200L=27m
DIP.NSφ450L=144m

約11ヶ月 第３四半期

上下水道局 水道課 一般競争入札 土木工事一式 （リ-1）配水管布設替工事 中央市成島地内
HPPEφ50L=60m
VPφ100撤去L=100m

約5ヶ月 第３四半期

上下水道局 水道課 指名競争入札 土木工事一式 （リ-2）配水管布設替工事 甲府市大津町地内 RRVPφ100L=50m 約3ヶ月 第３四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （下昭-2）配水管布設替工事（4-4工区） 昭和町押越地内 HPPE　φ75　L=145ｍ 約6ヶ月 第３四半期

上下水道局 下水道課 指名競争入札 土木工事一式 雨水渠工事（R4-3） 甲府市池田一丁目地内 自由勾配側溝(300型) L=8ｍ 約4ヶ月 第３四半期

まちづくり部
上下水道局

①道路河川課
②下水道課

指名競争入札 土木工事一式
合併工事
①側溝改良工事
②雨水渠工事（R4-3）

甲府市池田一丁目地内
①側溝工Ｌ＝35ｍ
②自由勾配側溝（300型）　L＝8ｍ

約4ヶ月 第３四半期

福祉保健部 総務課 指名競争入札 管工事 上九の湯ふれあいセンタートイレ洋式化工事 甲府市古関町1174 洋式化9か所・洗浄便座10か所 約4ヶ月 第３四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 ほ装工事 市道舗装工事 甲府市小瀬町地内 舗装工Ａ＝660㎡ 約4ヶ月 第３四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 土木工事一式 落石防止工事 甲府市高成町地内 モルタル注入工　１式 約5ヶ月 第３四半期

消防本部 総務課 指名競争入札 管工事
消防本部、各消防署、出張所自動水栓化工
事

甲府市伊勢三丁目地内外
洗面台、トイレ等の水栓を非接触型自動水
栓への改修。

約3ヶ月 第３四半期

上下水道局 水道課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 （更新-2）配水管布設替工事 甲府市朝気一丁目地内 DIP.GXφ300　L=300ｍ 約7ヶ月 第３四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （街路-10）配水管布設替工事 甲府市太田町・幸町地内
DIP.GXφ100L=170m
DIP.GXφ150L=120m

約10ヶ月 第３四半期

上下水道局 浄水課 指名競争入札 防水工事 相川第1配水池ほか防水修繕工事 甲府市下積翠寺町地内外 相川第1配水池ほか防水改修工事　1式 約3ヶ月 第３四半期

上下水道局 下水道課 指名競争入札 ほ装工事 舗装復旧工事（スR4-1） 甲府市湯田二丁目地内 二層式　A=700㎡ 約3ヶ月 第３四半期

子ども未来 子ども保育課 指名競争入札 塗装工事 甲運第一保育所厨房塗装他改修工事 甲府市川田町地内 天井材の張替え・塗装他 約2ヶ月 第３四半期

まちづくり部 公園緑地課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
電気工事

緑が丘スポーツ公園野球場建設（電気設備）
工事

甲府市緑が丘二丁目地内
野球場本部棟建設工事に伴う電気設備工
事

約12ヶ月 第３四半期

まちづくり部 公園緑地課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
管工事

緑が丘スポーツ公園野球場建設（機械設備）
工事

甲府市緑が丘二丁目地内
野球場本部棟建設工事に伴う機械設備工
事

約12ヶ月 第３四半期

まちづくり部 道路河川課 指名競争入札 ほ装工事 市道舗装工事 甲府市青沼三丁目地内 舗装工Ａ＝450㎡ 約3ヶ月 第３四半期

環境部 減量課 指名競争入札 管工事 甲府市リサイクルプラザトイレ洋便器化工事 甲府市上町601-2 5台分洋便器化　1式 約4ヶ月 第３四半期

消防本部 総務課 一般競争入札 管工事 消防本部及び南消防署庁舎浴室改修工事 甲府市伊勢三丁目地内
浴室の大浴場からユニットバスタイプへ改
修及び脱衣所の改修。

約5ヶ月 第３四半期



部局名 課名 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期間
発注・入札予定

時期※１

令和４年度  甲府市建設工事発注予定表（Ｓ1）
※１「発注・入札予定時期」欄について一般競争入札では「公告予定時期」、指名競争入札では「入札予定時期」、随意契約では「契約予定時期」を記載しています。　　　　総合評価：3000万円以上

教育部 スポーツ課 指名競争入札 鋼構造物工事
緑が丘スポーツ公園庭球場防砂ネット設置工
事

甲府市緑が丘2丁目地内
緑が丘庭球場（Aコート）への防砂ネットの
設置

約2ヶ月 第３四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （街路-6）配水管布設替工事 甲府市緑が丘二丁目地内
DIP.GXφ100L=90m
DIP.GXφ250L=105m

約8ヶ月 第３四半期

まちづくり部 公園緑地課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）

とび・土工・コン
クリート工事

遊具改修工事（池田公園外） 甲府市新田町地内外 遊具更新工事 約6ヶ月 第４四半期

まちづくり部 区画整理課
一般競争入札
（総合評価落

札方式）
土木工事一式 都市計画道路築造工事（北口２号線） 甲府市朝日一丁目地内

北口2号線　　電線共同溝工L=80.0m
区画10-1号線　舗装工　車道800㎡　歩道
200㎡

約6ヶ月 第３四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （街路-4）配水管布設替工事 甲府市千塚五丁目地内 DIP.GXφ200L=110m 約7ヶ月 第４四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （街路-7）配水管布設替工事 甲府市緑が丘二丁目地内
DIP.GXφ100L=178m
DIP.GXφ200L=37m

約9ヶ月 第４四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （モ-1）配水管布設替工事 甲府市千塚一・三丁目地内
DIP.GXφ100L=77m
DIP.GXφ200L=120m

約10ヶ月 第４四半期

上下水道局 水道課 一般競争入札 ほ装工事 （路4-11）路面復旧工事 昭和町押越地内外 二層式1270㎡、一層式200㎡ 約5ヶ月 第４四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （街路-8）配水管布設工事 甲府市緑が丘二丁目地内 DIP.GXφ100L=157m 約8ヶ月 第４四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （モ-3）配水管布設替工事 甲斐市島上条地内
HPPEφ50L=65m
DIP.GXφ200L=68m
DIP.NSφ450L=15m

約6ヶ月 第４四半期

上下水道局 水道課 指名競争入札 ほ装工事 （路4-7）路面復旧工事 甲府市元紺屋町地内 一層式720㎡ 約4ヶ月 第４四半期

上下水道局 水道課 随意契約 土木工事一式 （モ-5）配水管布設替工事 甲府市宝一丁目地内
DIP.GXφ100L=12m
DIP.GXφ150L=53m

約6ヶ月 第４四半期


