
平成２９年度　発注計画

工事名 工事種別 工事場所 契約方式 工事概要 工期 発注時期 担当課 備考

産業会館跡地駐車場整備工事 土木一式 下吉田地内 指名競争入札 舗装工事　1,222㎡、区画線 3ヶ月 第2四半期 管財契約課

富士吉田市立吉田小学校　教室棟北面外壁防水塗装改修工事 塗装工事 吉田小学校 指名競争入札 教室棟北面外壁の防水塗装改修工事 4ヶ月 第2四半期 学校教育課

富士吉田市立下吉田中学校　屋内運動場フローリング床改修ほか工事 建築一式 下吉田中学校 指名競争入札 老朽化した屋内運動場床の改修工事 3ヶ月 第3四半期 学校教育課

乾燥焼却設備修繕 清掃施設
環境美化センター
し尿処理施設

随意契約 乾燥焼却設備のオーバーホール ６ヶ月 第2四半期
環境美化センター
し尿処理担当

処理施設躯体改修工事 塗装防水
環境美化センター
し尿処理施設

指名競争入札し尿処理施設の躯体改修 ６ヶ月 第2四半期
環境美化センター
し尿処理担当

乾燥焼却設備熱交換器改修工事 清掃施設
環境美化センター
し尿処理施設

随意契約 乾燥焼却設備の熱交換器の改修 ６ヶ月 第2四半期
環境美化センター
し尿処理担当

乾燥焼却設備煙突改修工事 清掃施設
環境美化センター
し尿処理施設

随意契約 乾燥焼却設備の煙突の改修 ６ヶ月 第2四半期
環境美化センター
し尿処理担当

破砕機修繕 清掃施設
環境美化センター
し尿処理施設

指名競争入札  破砕装置の切歯交換を含むオーバーホール ４ヶ月 第3四半期
環境美化センター
し尿処理担当

浄化槽用夾雑物除去装置修繕 清掃施設
環境美化センター
し尿処理施設

指名競争入札夾雑物除去装置のオーバーホール ４ヶ月 第3四半期
環境美化センター
し尿処理担当

酸素溶解用循環ポンプ他修繕 清掃施設
環境美化センター
し尿処理施設

指名競争入札太平洋機工製ポンプのオーバーホール ４ヶ月 第3四半期
環境美化センター
し尿処理担当

富士吉田市営新開団地３･９･１４号館解体撤去工事 建築一式 富士見６丁目地内 指名競争入札 木造住宅の解体撤去 ３ヶ月 第2四半期 建築住宅課 発注中止

富士吉田市営西丸尾団地６８号館受水槽改修工事 管工事 旭１丁目地内 指名競争入札
既存高架水槽の撤去、
受水槽（地上式）の新設

４ヶ月 第2四半期 建築住宅課 発注中止

富士吉田市営尾垂団地１号館外部改修工事 塗装防水 新倉地内 指名競争入札 外部防水・塗装等の改修 ６ヶ月 第2四半期 建築住宅課

富士吉田市営寿団地階段室防滑材設置工事 建築一式 上暮地地内 指名競争入札 外部階段室の床改修 ４ヶ月 第2四半期 建築住宅課

富士吉田市営寿団地７号館外部改修工事 塗装防水 上暮地地内 一般競争入札 外部防水・塗装等の改修 ６ヶ月 第2四半期 建築住宅課

富士吉田市立第六保育園スライディングウォール改修工事 建具工事 中曽根地内 指名競争入札
既設スライディングウォールの
経年劣化による改修工事

3ヶ月 第2四半期 子育て支援課

防衛関係事業8条　（仮称）富士吉田市立第七保育園新築（電気設
備）工事

電気工事 小明見地内 指名競争入札 鉄骨造平屋建　電気設備工事　一式 13ヶ月 第2四半期 子育て支援課 H29・30継続事業

防衛関係事業8条　（仮称）富士吉田市立第七保育園新築（機械設
備）工事

管工事 小明見地内 一般競争入札 鉄骨造平屋建　機械設備工事　一式 13ヶ月 第2四半期 子育て支援課 H29・30継続事業

防衛関係事業8条　（仮称）富士吉田市立第七保育園新築（建築主体）工事 建築一式 小明見地内 一般競争入札 鉄骨造平屋建　建築主体工事　一式 13ヶ月 第2四半期 子育て支援課 H29・30継続事業
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上吉田コミュニティセンター高圧ケーブル改修工事 電気工事 上吉田 指名競争入札 高圧ケーブル改修工事 5ヶ月 第2四半期 市民協働推進課

防衛関係事業(9条)4工区布設工事に伴う配水管布設替工事
（東原１号支線）

管工事 中曽根地内 指名競争入札 φ75配水管布設工事　L=30.0m 3ヶ月 第2四半期 上下水道工務課 発注中止

防衛関係事業（９条）汚水管布設工事４工区 土木一式 中曽根 指名競争入札 φ２００汚水管布設Ｌ＝３３．０ｍ ４ヶ月 第2四半期 上下水道工務課
発注中止
東原１号支線

川久保5号線配水管布設替工事 管工事 上吉田地内 指名競争入札 φ100配水管布設工事　L=80.0m 8ヶ月 第2四半期 上下水道工務課

公共下水道事業国庫14工区に伴う配水管布設替工事（東原２号線） 管工事 中曽根地内 指名競争入札 φ100配水管布設工事　L=70.0m 4ヶ月 第2四半期 上下水道工務課 発注中止

公共下水道事業国庫６工区布設工事　 土木一式 旭 指名競争入札 φ２００汚水管布設Ｌ＝60．０ｍ ４ヶ月 第2四半期 上下水道工務課 新倉北裏支線

公共下水道事業国庫１２工区布設工事　 土木一式 中曽根 指名競争入札 φ２００汚水管布設Ｌ＝１１８．５ｍ ４ヶ月 第2四半期 上下水道工務課 赤坂線

公共下水道事業国庫１３工区布設工事 土木一式 中曽根 指名競争入札 φ２００汚水管布設Ｌ＝６０．０ｍ ５ヶ月 第2四半期 上下水道工務課 吉田高校通り線

公共下水道事業国庫１４工区布設工事 土木一式 中曽根 指名競争入札 φ２００汚水管布設Ｌ＝６０．０ｍ ５ヶ月 第2四半期 上下水道工務課 東原２号線

防衛関係事業(8条)鐘山配水区場外配管工事（山口線1工区） 管工事 下吉田地内 指名競争入札 φ250配水管布設工事　L=154.6m 6ヶ月 第2四半期 上下水道工務課

公共下水道事業国庫１０工区布設工事　 土木一式 小明見 指名競争入札 φ２００汚水管布設Ｌ＝１００．０ｍ ５ヶ月 第2四半期 上下水道工務課 見留目小原線

弁天通り支線配水管布設工事 管工事 下吉田地内 指名競争入札 φ100配水管布設工事　L=140.0m 5ヶ月 第2四半期 上下水道工務課

防衛関係事業(9条)西吉田配水場緊急遮断弁交換工事 管工事 上吉田地内 指名競争入札 緊急遮断弁交換工事 6ヶ月 第2四半期 上下水道工務課

県道富士吉田西桂線配水管布設工事 管工事 上暮地地内 指名競争入札 φ200配水管布設工事　L=200.0m 6ヶ月 第2四半期 上下水道工務課

防衛関係事業（９条）汚水管布設工事１工区 土木一式 ときわ台 指名競争入札 φ２００汚水管布設Ｌ＝１１２．０ｍ ５ヶ月 第2四半期 上下水道工務課
発注中止
武蔵１０号線

防衛関係事業（９条）汚水管布設工事２工区 土木一式 中曽根 指名競争入札 φ２００汚水管布設Ｌ＝１１１．０ｍ ５ヶ月 第2四半期 上下水道工務課 赤坂線

防衛関係事業(8条）鐘山配水区場外配管工事（国道139号1工区） 管工事 下吉田地内 指名競争入札 φ150配水管布設工事　L=254.1m 6ヶ月 第2四半期 上下水道工務課

防衛関係事業(8条)鐘山配水区場外配管工事（山口線2工区） 管工事 下吉田地内 指名競争入札 φ250配水管布設工事　L=200.0m 6ヶ月 第2四半期 上下水道工務課

防衛関係事業(8条)鐘山配水区場外配管工事（国道139号2工区） 管工事 下吉田地内 指名競争入札 φ150配水管布設工事　L=248.3m 6ヶ月 第2四半期 上下水道工務課



平成２９年度　発注計画

工事名 工事種別 工事場所 契約方式 工事概要 工期 発注時期 担当課 備考

防衛関係事業(9条)大溝線配水管工事 管工事 下吉田地内 指名競争入札 φ150配水管布設工事　L=200.0m 6ヶ月 第2四半期 上下水道工務課 発注中止

公共下水道事業国庫８工区布設工事　 土木一式 小明見 指名競争入札 φ２００汚水管布設Ｌ＝150．０ｍ ５ヶ月 第2四半期 上下水道工務課 小明見上暮地線

防衛関係事業（8条)鐘山配水区場外配管工事
（県道山中湖忍野富士吉田線）

管工事 下吉田地内 指名競争入札 φ250配水管布設工事　L=306.7m 6ヶ月 第2四半期 上下水道工務課

公共下水道事業国庫１工区布設工事　 土木一式 下吉田 指名競争入札 φ２００汚水管布設Ｌ＝１７０．０ｍ ５ヶ月 第2四半期 上下水道工務課 （昭和通り　下吉田）

公共下水道事業国庫９工区布設工事　 土木一式 小明見 指名競争入札 φ２００汚水管布設Ｌ＝193．０ｍ ５ヶ月 第2四半期 上下水道工務課 小明見西裏１号線

防衛関係事業(8条)鐘山配水区場外配管工事（東原1号線） 管工事 下吉田地内 指名競争入札 φ150配水管布設工事　L=350.0m 6ヶ月 第2四半期 上下水道工務課

防衛関係事業(8条)鐘山配水区場外配管工事（上吉田忍野線） 管工事 上吉田地内 指名競争入札 φ200配水管布設工事　L=337.7m 6ヶ月 第2四半期 上下水道工務課

防衛関係事業(9条)西原7号線配水管工事 管工事 新西原地内 指名競争入札 φ200配水管布設工事　L=320.0m 6ヶ月 第2四半期 上下水道工務課

公共下水道事業国庫１１工区布設工事　 土木一式 中曽根 指名競争入札 φ２００汚水管布設Ｌ＝１５９．５ｍ ５ヶ月 第2四半期 上下水道工務課 東原１号線

大明見梅の木線配水管布設工事 管工事 大明見地内 指名競争入札 φ100配水管布設工事　L=80.0m 4ヶ月 第3四半期 上下水道工務課

公共下水道市単２工区布設工事 土木一式 中曽根 指名競争入札 φ２００汚水管布設Ｌ＝３１．０ｍ ４ヶ月 第3四半期 上下水道工務課 東原１号支線

公共下水道市単３工区布設工事 土木一式 旭 指名競争入札 φ２００汚水管布設Ｌ＝５０．０ｍ ４ヶ月 第3四半期 上下水道工務課
発注中止
中央道２号支線

汚水枡設置場所舗装復旧工事 土木一式 市内 指名競争入札 ２０箇所 ４ヶ月 第3四半期 上下水道工務課 市内一円

県道西桂富士吉田線舗装工事 土木一式 小明見 指名競争入札 舗装工事Ａ＝９３０．０㎡ ４ヶ月 第3四半期 上下水道工務課 県道西桂富士吉田線

県道富士吉田西桂線配水管撤去工事 管工事 小明見地内 指名競争入札 φ100配水管布設工事　L=180.0m 3ヶ月 第3四半期 上下水道工務課

耐震補強工事 土木一式 下吉田 指名競争入札 マンホール浮上防止工３箇所 ４ヶ月 第3四半期 上下水道工務課 国道１３９号

熊穴水系減圧弁設置工事 管工事 松山地内 指名競争入札 減圧弁設置工事 5ヶ月 第3四半期 上下水道工務課

県道ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰ関連配水管布設替工事 管工事 上暮地地内 指名競争入札 φ200配水管布設工事　L=100.0m 5ヶ月 第3四半期 上下水道工務課

防衛関係事業(9条)西原1号線配水管工事 管工事 新西原地内 指名競争入札 φ100配水管布設工事　L=150.0m 5ヶ月 第3四半期 上下水道工務課 延長減
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武蔵4号線配水管布設替工事 管工事 竜ヶ丘地内 指名競争入札 φ150配水管布設工事　L=140.0m 5ヶ月 第3四半期 上下水道工務課

安全橋配水管架設工事 管工事 新西原地内 指名競争入札 φ100配水管布設工事　L=25.0m 5ヶ月 第3四半期 上下水道工務課

非常用電源設置工事 電気工事 下吉田 指名競争入札 非常用電源１箇所 ６ヶ月 第3四半期 上下水道工務課 田端マンホールポンプ

大明見農道線配水管布設工事 管工事 大明見地内 指名競争入札 φ100配水管布設工事　L=150.0m 3ヶ月 第4四半期 上下水道工務課

校舎屋根軒下庇及び溝防水修繕工事 塗装工事 学校校舎内 指名競争入札 仮設工事・防水工事・塗装工事 ３ヶ月 第2四半期 庶務課

明見中学校南支線外１路線舗装工事 土木一式 小明見・向原地内 指名競争入札舗装工事　Ｌ＝206.0ｍ 4ヶ月 第2四半期 道路公園課 新規工事

電源立地地域対策交付金事業河大杉東支線水路改修工事 土木一式 下吉田地内 指名競争入札 水路改修工事　Ｌ＝75.0ｍ 4ヶ月 第2四半期 道路公園課

市内一円路面標示設置工事 とび 市内一円 指名競争入札区画線設置工事　1式 5ヶ月 第2四半期 道路公園課

防衛関係事業（9条）弁天通り線舗装補修工事（１工区） 土木一式 下吉田地内 指名競争入札舗装工事　Ｌ＝304.5ｍ 5ヶ月 第2四半期 道路公園課

下の水南１号支線改良舗装工事 土木一式 下吉田地内 指名競争入札 改良舗装工事　Ｌ＝110.0ｍ 5ヶ月 第2四半期 道路公園課

防衛関係事業（9条）弁天通り線舗装補修工事（２工区） 土木一式 下吉田地内 指名競争入札舗装工事　Ｌ＝365.0ｍ 5ヶ月 第2四半期 道路公園課

防衛関係事業（9条）川久保5号線改良舗装工事 土木一式 上吉田地内 指名競争入札改良舗装工事　Ｌ＝83.4ｍ 8ヶ月 第2四半期 道路公園課

社会資本整備総合交付金事業小明見橋耐震補強補修工事 土木一式 小明見地内 一般競争入札 橋梁耐震工事　Ｌ＝19.3ｍ 7ヶ月 第2四半期 道路公園課

向原宮町線改良舗装工事 土木一式 向原地内 指名競争入札 改良舗装工事　Ｌ＝30.0ｍ 4ヶ月 第3四半期 道路公園課

防衛関係事業（9条）中宿グランド線外1路線舗装補修工事 土木一式 上吉田地内 指名競争入札舗装工事　Ｌ＝230.0ｍ 3ヶ月 第3四半期 道路公園課

林道明見忍野線崩落対策工事 土木一式 大明見地内 指名競争入札 崩落対策工　ロープ伏工160ｍ2 3ヶ月 第2四半期 農林課

県単特産農産物生産支援整備事業
富士吉田東部地区（上吉田工区）農道舗装工事

土木一式 上吉田地内 指名競争入札 舗装工　A=1,800m2 3ヶ月 第2四半期 農林課

県単特産農産物生産支援整備事業
富士吉田東部地区（大明見工区）農道舗装工事

土木一式 大明見地内 指名競争入札 舗装工　A=2,050m2 4ヶ月 第2四半期 農林課

城山東地区　横断水路設置工事 土木一式 上吉田地内 指名競争入札 横断側溝工、水路工　L=37m 3ヶ月 第3四半期 農林課



平成２９年度　発注計画

工事名 工事種別 工事場所 契約方式 工事概要 工期 発注時期 担当課 備考

城山東地区　西念寺用水水門改良工事 鋼構造物 上吉田地内 指名競争入札 水門改良工　１箇所 5ヶ月 第3四半期 農林課

城山東地区　横断水路改修工事 土木一式 上吉田地内 指名競争入札 横断水路工　L=10m 3ヶ月 第3四半期 農林課

防衛関係事業（８条）城山東地区　土地改良工事（１工区） 土木一式 上吉田地内 指名競争入札
ブロック積擁壁工
L=242m、A=413m2

6ヶ月 第3四半期 農林課

防衛関係事業（８条）城山東地区　土地改良工事（２工区） 土木一式 上吉田地内 指名競争入札
ブロック積擁壁工
L=242m、A=413m2

6ヶ月 第3四半期 農林課

防衛関係事業（８条）城山東地区　土地改良工事（３工区） 土木一式 上吉田地内 指名競争入札
ブロック積擁壁工
L=242m、A=413m2

6ヶ月 第3四半期 農林課

Ｈ29・30継続事業防衛関係事業8条
（仮称）富士の杜巡礼の郷公園駐車場整備工事

土木一式 上吉田地内 一般競争入札 駐車場整備　7,400㎡ 20ヶ月 第2四半期 まちづくり戦略課

Ｈ29・30継続事業防衛関係事業8条
（仮称）富士の杜巡礼の郷公園駐車場トイレ整備（電気設備）工事

電気工事 上吉田地内 指名競争入札RC造地上1階建て　40㎡　電気設備一式 14ヶ月 第4四半期 まちづくり戦略課

Ｈ29・30継続事業防衛関係事業8条
（仮称）富士の杜巡礼の郷公園駐車場トイレ整備（機械設備）工事

管工事 上吉田地内 指名競争入札RC造地上1階建て　40㎡　機械設備一式 14ヶ月 第4四半期 まちづくり戦略課

Ｈ29・30継続事業防衛関係事業8条
（仮称）富士の杜巡礼の郷公園駐車場トイレ整備（建築主体）工事

建築一式 上吉田地内 一般競争入札RC造地上1階建て　40㎡　 14ヶ月 第4四半期 まちづくり戦略課


