
（統合用） 令和3年度4月期公共工事の発注の見通し一覧
令和３年４月

№1

様式２

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考 所 属

R03阿水新工第1号福田
地内配水管布設工事

一般競争入札 土木 阿見町福田地内 5ヶ月 DIPφ150、300m、HIVPφ75・φ50、290ｍ 第１四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水新工第2号三区
上地内配水管布設工事

一般競争入札 土木
阿見町三区上地
内

5ヶ月 HIVPφ75・φ50、1114ｍ 第１四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水新工第3号飯倉
二区地内配水管布設工
事（１工区）

一般競争入札 土木
阿見町飯倉二区
地内

5ヶ月 HIVPφ75・φ50、610ｍ 第１四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水新工第4号飯倉
二区地内配水管布設工
事（2工区）

一般競争入札 土木
阿見町飯倉二区
地内

5ヶ月 HIVPφ100～φ50、780ｍ 第１四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水新工第5号中吉
原地内配水管布設工事

指名競争入札 土木
阿見町中吉原地
内

4ヶ月 HIVPφ50、238ｍ 第１四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水新工第6号下小
池地内配水管布設工事

指名競争入札 土木
阿見町下小池地
内

3ヶ月 HIVPφ50、208ｍ 第１四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水新工第7号青宿
地内不断水制水弁布設
工事

指名競争入札 土木 阿見町青宿地内 3ヶ月 不断水制水弁設置φ250、2箇所 第１四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水新工第8号上本
郷地内配水管布設工事

指名競争入札 土木
阿見町上本郷地
内

3ヶ月 HIVPφ50、61ｍ 第１四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水新工若栗地内
配水管布設工事

指名競争入札 土木 阿見町若栗地内 3ヶ月 HIVPφ75、85ｍ 第3四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水新工実穀地内
配水管布設工事

指名競争入札 土木 阿見町実穀地内 4ヶ月 HIVPφ75、230ｍ 第3四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水新工福田地内
配水管布設工事（2工
区）

一般競争入札 土木 阿見町福田地内 5ヶ月 HIVPφ100・φ50、740ｍ 第3四半期 産業建設部上下水道課

注）１　ここに掲載する内容は令和３年４月現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は，公表時点の概算の見込み数量であり，公表後変更することがあります。



（統合用） 令和3年度4月期公共工事の発注の見通し一覧
令和３年４月

№2

様式２

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考 所 属

R03阿水新工飯倉二区
地内配水管布設工事
（3工区）

一般競争入札 土木
阿見町飯倉二区
地内

5ヶ月 HIVPφ100、600ｍ 第3四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水新工飯倉二区
地内配水管布設工事
（4工区）

一般競争入札 土木
阿見町飯倉二区
地内

5ヶ月 HIVPφ100・φ50、1215ｍ 第3四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水新工塙地内配
水管布設工事

一般競争入札 土木 阿見町塙地内 5ヶ月 HIVPφ75・φ50、740ｍ 第2四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水新工福田地内
配水管布設工事（3工
区）

指名競争入札 土木 阿見町福田地内 4ヶ月 HIVPφ75、340ｍ 第3四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水新工三区上地
内配水管布設工事（2
工区）

指名競争入札 土木
阿見町三区上地
内

4ヶ月 HIVPφ75、375ｍ 第3四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水維工第1号二区
南地内配水管布設替工
事

指名競争入札 土木
阿見町二区南地
内

3ヶ月 HIVPφ75・φ50、60ｍ、不断水制水弁② 第１四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水維工上長・三
区下地内配水管布設替
工事

指名競争入札 土木
阿見町上長・三
区下地内

4ヶ月 HIVPφ75、350ｍ、不断水分岐① 第１四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水維工鈴木地内
配水管布設替工事

指名競争入札 土木 阿見町鈴木地内 4ヶ月
HIVPφ75、170m、不断水分岐①、不断水制
水弁②

第3四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水維工西郷地内
配水管布設替工事

指名競争入札 土木 阿見町西郷地内 4ヶ月 HIVPφ75、430m、不断水分岐② 第3四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水維工中央地内
配水管布設替工事

指名競争入札 土木 阿見町中央地内 4ヶ月 HIVPφ100、430m、不断水分岐① 第2四半期 産業建設部上下水道課

R03阿水維工大砂・上
長地内配水管布設替工
事

指名競争入札 土木
阿見町大砂・上
長地内

3ヶ月
DIPφ200、60m、不断水分岐②、不断水制水
弁②

第3四半期 産業建設部上下水道課

注）１　ここに掲載する内容は令和３年４月現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は，公表時点の概算の見込み数量であり，公表後変更することがあります。



（統合用） 令和3年度4月期公共工事の発注の見通し一覧
令和３年４月

№3

様式２

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考 所 属

R03阿水追原浄水場配
水棟解体工事

指名競争入札 土木 阿見町追原地内 3ヶ月 解体撤去　1式 第3四半期 産業建設部上下水道課

R03国補下第1-1号
公共下水道管路工事

一般競争入札 土木 阿見町筑見地内 6ヶ月 L=1,000ｍ　管路工事 第1四半期 産業建設部
上下水道課

R03国補下第1-2号
公共下水道管路工事

一般競争入札 土木 阿見町一区地内 6ヶ月 L=290ｍ　管路工事 第1四半期 産業建設部
上下水道課

R03国補下第1-3号
公共下水道管路工事

一般競争入札 土木
阿見町香澄の里
地内

6ヶ月 L=400ｍ　管路工事 第2四半期 産業建設部
上下水道課

R03国補下第1-4号
公共下水道管路工事

一般競争入札 土木
阿見町香澄の里
地内

6ヶ月 L=250ｍ　管路工事 第2四半期 産業建設部
上下水道課

R03国補下第1-5号
公共下水道管路工事

一般競争入札 土木 阿見町筑見地内 6ヶ月 L=1,000ｍ　管路工事 第3四半期 産業建設部
上下水道課

R03国補下第5-1号
舗装復旧工事

指名競争入札 土木
阿見町上本郷地
内

3ヶ月 A=1,600㎡　舗装工事 第2四半期 産業建設部
上下水道課

R03国補下第5-2号
舗装復旧工事

指名競争入札 土木 阿見町一区地内 3ヶ月 A=2,700㎡　舗装工事 第2四半期 産業建設部
上下水道課

R03国交都再第1-1号公
共下水道管路布設替工
事

一般競争入札 土木
阿見町富士団地
地内

5ヶ月 L=180ｍ　管路工事 第2四半期 産業建設部
上下水道課

R03単下第1-1号
公共下水道管路工事

指名競争入札 土木 阿見町一区地内 3ヶ月 L=50ｍ　管路工事 第1四半期 産業建設部
上下水道課

R03単下第1-2号
公共下水道管路工事

指名競争入札 土木 阿見町北地内 3ヶ月 L=40ｍ　管路工事 第1四半期 産業建設部
上下水道課

注）１　ここに掲載する内容は令和３年４月現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は，公表時点の概算の見込み数量であり，公表後変更することがあります。



（統合用） 令和3年度4月期公共工事の発注の見通し一覧
令和３年４月

№4

様式２

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考 所 属

R03単下第1-3号
公共下水道管路工事

指名競争入札 土木
阿見町上本郷地
内

3ヶ月 L=40ｍ　管路工事 第1四半期 産業建設部
上下水道課

R03単下第1-4号
公共下水道管路工事

指名競争入札 土木 阿見町一区地内 3ヶ月 L=60ｍ　管路工事 第1四半期 産業建設部
上下水道課

R03単下第1-5号
公共下水道管路工事

指名競争入札 土木 阿見町筑見地内 5ヶ月 N=1.0式　管路工事 第3四半期 産業建設部
上下水道課

R03単下第1-6号農業集
落排水管路布設替工事

一般競争入札 土木
阿見町上小池地
内

6ヶ月 N=1.0式　管路工事 第3四半期 産業建設部
上下水道課

R02国補下第1-6号
香澄の里地内公共下水
道管路工事

一般競争入札 土木
阿見町香澄の里
地内

6ヶ月 N=1.0式　管路工事 第1四半期 産業建設部
上下水道課

R02国補下第1-5号
荒川本郷調整池安全施
設整備工事

一般競争入札 土木
阿見町一区・下
本郷地内

4ヶ月 フェンス設置等工事 第1四半期 産業建設部
上下水道課

R03小中学校ﾌﾟｰﾙ用ろ
過材交換工事

指名競争入札 機械
阿見町立小中学
校

2ヶ月 ﾌﾟｰﾙ用ろ過装置のろ過材交換工事 第1四半期 学校教育課

R03小中学校消防設備
修繕工事

指名競争入札 消防
阿見町立小中学
校

6ヶ月 火災報知，消火栓設備等の修繕工事 第2四半期 学校教育課

R03小中学校防火設備
修繕工事

指名競争入札 消防
阿見町立小中学
校

6ヶ月 防火戸，シャッター等設備の修繕工事 第2四半期 学校教育課

R03小中学校遊具補修
工事

指名競争入札 土木
阿見町立小中学
校

3ヶ月 鉄棒，滑り台等遊具の補修工事 第1四半期 学校教育課

R03朝日中学校駐輪場
増設工事

指名競争入札 建築
阿見町立朝日中
学校

3ヶ月 駐輪場増設　約100台分 第1四半期 学校教育課

注）１　ここに掲載する内容は令和３年４月現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は，公表時点の概算の見込み数量であり，公表後変更することがあります。



（統合用） 令和3年度4月期公共工事の発注の見通し一覧
令和３年４月

№5

様式２

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考 所 属

R03霞クリーンセン
ター　駆動用油圧装置
補修工事

指名競争入札機械器具設置
阿見町霞クリー
ンセンター

6ヶ月
油圧ユニット整備補修
焼却炉駆動用油圧シリンダ18本
（9本/1炉×2炉）オーバーホール

第2四半期 町民生活部廃棄物対策課

R03霞クリーンセン
ター　1号再加熱用空
気加熱器補修工事

一般競争入札機械器具設置
阿見町霞クリー
ンセンター

8ヶ月
№4・№5ブロック管板・伝熱管、下部ホッ
パ、コンベヤ、ロータリバルブ更新 第2四半期 町民生活部廃棄物対策課

R03霞クリーンセン
ター　1号灰押出装置
更新工事

一般競争入札機械器具設置
阿見町霞クリー
ンセンター

8ヶ月 灰押出装置更新 第2四半期 町民生活部廃棄物対策課

R03霞クリーンセンター
プラント用給水一次ポ
ンプ更新工事

指名競争入札機械器具設置
阿見町霞クリー
ンセンター

6ヶ月 プラント用給水一次ポンプ2台更新 第2四半期 町民生活部廃棄物対策課

R03霞クリーンセンター
焼却施設中央制御室空
調機更新工事

指名競争入札機械器具設置
阿見町霞クリー
ンセンター

6ヶ月 空調室外機・室内機更新 第2四半期 町民生活部廃棄物対策課

R03さくらクリーンセ
ンター　ポンプ更新工
事

指名競争入札 管
阿見町さくらク
リーンセンター

6ヶ月
流量調整槽：流量調整ポンプ1台、
調整槽：返送ポンプ3台更新

第2四半期 町民生活部廃棄物対策課

R03一区地内防火水槽
7-L5撤去工事

指名競争入札 土木 阿見町町道 2ヶ月 防火水槽（40ｔ）の撤去　1基 第1四半期 町民生活部廃棄物対策課

R03都再第1-1号
中央東地内調整池整備
工事

一般競争入札 土木
阿見町中央東地
内

9ヶ月 調整池整備工事　地盤改良工、底版工 第1四半期 産業建設部都市整備課

R02防安交第1-2号　流
末排水整備工事

一般競争入札 土木 阿見町若栗地内 7ヶ月 排水管布設工　L=292ｍ 第1四半期 産業建設部都市整備課

R02防安交第1-3号　道
路改良工事

一般競争入札 土木
阿見町三区下地
内

7ヶ月 側溝布設　路盤工　L=300ｍ 第1四半期 産業建設部都市整備課

R02防安交第1-4号　道
路改良工事

一般競争入札 土木
阿見町三区下地
内

7ヶ月 側溝布設　路盤工　L=300ｍ 第1四半期 産業建設部都市整備課

注）１　ここに掲載する内容は令和３年４月現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は，公表時点の概算の見込み数量であり，公表後変更することがあります。



（統合用） 令和3年度4月期公共工事の発注の見通し一覧
令和３年４月

№6

様式２

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考 所 属

R03公園施設補修工事 指名競争入札 土木 阿見町地内 6ヶ月 公園施設補修工事　1式 第1四半期 産業建設部都市整備課

R03本郷近隣公園せせ
らぎ補修工事

指名競争入札 土木 阿見町本郷地内 2ヶ月 修景池水路　底板補修　L＝100ｍ 第1四半期 産業建設部都市整備課

R03富士団地中央公園
スロープ設置工事

指名競争入札 土木
阿見町富士団地
地内

2ヶ月 公園入口スロープ設置　N＝1箇所 第1四半期 産業建設部都市整備課

R03防安交第1-1号　舗
装工事

一般競争入札 土木
阿見町三区下地
内

4ヶ月 舗装工　L=600ｍ 第3四半期 産業建設部都市整備課

R03防安交第1-2号　道
路改良工事

一般競争入札 土木
阿見町三区下地
内

6ヶ月 側溝布設　路盤工　舗装工　L=200ｍ 第3四半期 産業建設部都市整備課

R03防安交第1-3号　道
路改良工事

一般競争入札 土木
阿見町三区下地
内

6ヶ月 側溝布設　路盤工　舗装工　L=200ｍ 第3四半期 産業建設部都市整備課

R03飯倉地内横断管補
修工事

指名競争入札 土木
阿見町飯倉地地
内

4ヶ月 横断管補修工　L＝20ｍ 第3四半期 産業建設部都市整備課

R02社住道第4-1号二区
南地内道路改築工事

一般競争入札 土木
阿見町二区南地
内

9ヶ月 舗装新設　L＝260ｍ　水路改修　L=60ｍ 第1四半期 産業建設部道路課

R02社住道第2-1号霞台
地内道路改築工事

指名競争入札 土木 阿見町霞台地内 6ヶ月 舗装新設　L=100ｍ 第1四半期 産業建設部道路課

R02社住道第1-1号青宿
地内道路改築工事

指名競争入札 土木 阿見町青宿地内 4ヶ月 舗装新設　L=30ｍ 第1四半期 産業建設部道路課

R03町道第3196号線外2
若栗地内道路舗装工事

指名競争入札 土木 阿見町若栗地内 2ヶ月 道路舗装　L=100m 第1四半期 産業建設部道路課

注）１　ここに掲載する内容は令和３年４月現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は，公表時点の概算の見込み数量であり，公表後変更することがあります。



（統合用） 令和3年度4月期公共工事の発注の見通し一覧
令和３年４月

№7

様式２

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考 所 属

R03町道第2532号線三
区上地内排水整備工事

指名競争入札 土木
阿見町三区上地
内

6ヶ月 道路排水整備　L=130ｍ 第2四半期 産業建設部道路課

R03町道第2291号線三
区下地内排水整備工事

指名競争入札 土木
阿見町三区下地
内

6ヶ月 道路排水整備　L=165ｍ 第2四半期 産業建設部道路課

R03公債道修第1-1号鈴
木地内道路補修工事

指名競争入札 土木 阿見町鈴木地内 3ヶ月 舗装補修　L＝480ｍ 第1四半期 産業建設部道路課

R03公債道修第1-2号立
ノ越地内道路補修工事

一般競争入札 土木
阿見町立ノ越地
内

3ヶ月 舗装補修　L＝750ｍ 第1四半期 産業建設部道路課

R03公債道修第1-3号福
田地内道路補修工事

一般競争入札 土木 阿見町福田地内 3ヶ月 舗装補修　L＝760ｍ 第1四半期 産業建設部道路課

R03公債道修第1-4号廻
戸地内道路補修工事

指名競争入札 土木 阿見町廻戸地内 3ヶ月 舗装補修　L＝340ｍ 第1四半期 産業建設部道路課

R03公債道修第1-5号上
長地内道路補修工事

指名競争入札 土木 阿見町上長地内 3ヶ月 舗装補修　L＝600ｍ 第1四半期 産業建設部道路課

R03公債道修第1-6号三
区下地内道路補修工事

指名競争入札 土木 阿見町三区下 3ヶ月 舗装補修　L＝300ｍ 第1四半期 産業建設部道路課

R03公債道修第1-7号上
郷地内道路補修工事

指名競争入札 土木 阿見町上郷地内 3ヶ月 舗装補修　L＝140ｍ 第1四半期 産業建設部道路課

R03公債道修第1-8号上
本郷地内道路補修工事

指名競争入札 土木
阿見町上本郷地
内

3ヶ月 道路補修　L＝70ｍ 第1四半期 産業建設部道路課

R03公債道修第1-9号中
央北地内道路補修工事

指名競争入札 土木
阿見町中央北地
内

2ヶ月 道路補修　L＝50ｍ 第2四半期 産業建設部道路課

注）１　ここに掲載する内容は令和３年４月現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は，公表時点の概算の見込み数量であり，公表後変更することがあります。



（統合用） 令和3年度4月期公共工事の発注の見通し一覧
令和３年４月

№8

様式２

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考 所 属

R03道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ第1-1号
福田地内橋梁護岸補修
工事

指名競争入札 土木 阿見町福田地内 6ヶ月 護岸補修　一式 第2四半期 産業建設部道路課

R03防安交第5-1号上郷
地内歩行帯設置工事

一般競争入札 土木 阿見町上郷地内 5ヶ月 歩行帯設置　L=277ｍ 第1四半期 産業建設部道路課

R02南平台地内街灯設
置工事

指名競争入札 電気
阿見町南平台地
内

4ヶ月 街灯更新　N=4台 第1四半期 産業建設部道路課

R03町道第1383号線本
郷地内区画線設置工事

指名競争入札 塗装 阿見町本郷地内 3ヶ月 区画線引き直し 第1四半期 産業建設部道路課

注）１　ここに掲載する内容は令和３年４月現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は，公表時点の概算の見込み数量であり，公表後変更することがあります。


