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A- 1 一般競争入札 市川市信篤市民体育館トレーニング棟外壁等改修工事 建築一式工事 4か月
外壁に係る改修工事を行い、漏水等を
防ぐもの。

第3四半期 設計監理課

A- 2 一般競争入札 養護老人ホームいこい荘南東側斜面地整備工事 土木一式工事 13か月 斜面地整備工事を行うもの。 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 3 一般競争入札 市川市明松園エレベーター設置工事 建築一式工事 6か月 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟を増築するもの。 第2四半期 設計監理課 発注予定時期

A- 4 一般競争入札 市川市営住宅相之川第一団地外壁・屋上防水等改修工事 建築一式工事 4か月
外壁・屋上に係る改修工事を行い、漏
水等を防ぐもの。

第2四半期 設計監理課

A- 5 一般競争入札 市川市市営住宅宮久保団地外壁改修・屋上防水改修工事 建築一式工事 4か月
外壁・屋上に係る改修工事を行い、漏
水等を防ぐもの。

第2四半期 設計監理課

A- 6 一般競争入札 市川市営住宅塩浜団地2号棟排水設備改修工事 管工事 3か月 排水管を改修するもの。 第2四半期 設計監理課

A- 7 一般競争入札 市川市立妙典中学校5-2棟及び5-4棟便所改修工事 建築一式工事 5か月 便所改修工事を行うもの。 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 8 一般競争入札 市川市立妙典中学校5-2棟及び5-4棟便所改修機械設備工事 管工事 5か月
便所改修に伴う機械設備工事を行うも
の。

第1四半期 設計監理課 発注済

A- 9 一般競争入札 市川市立妙典中学校5-2棟及び5-4棟便所改修電気設備工事 電気工事 5か月
便所改修に伴う電気設備工事を行うも
の。

第1四半期 設計監理課 発注済

A- 10 一般競争入札 市川市こども発達センター給水設備工事 管工事 5か月 受水槽・消火水槽の改修を行うもの。 第2四半期 設計監理課

A- 11 一般競争入札 南行徳幼稚園外壁等改修工事 建築一式工事 5か月
外壁に係る改修工事を行い、漏水等を
防ぐもの。

第2四半期 設計監理課

A- 12 一般競争入札 市川市立曽谷保育園外壁等改修工事 建築一式工事 5か月
外壁・屋上に係る改修工事を行い、漏
水等を防ぐもの。

第2四半期 設計監理課

A- 13 一般競争入札 南八幡体育館照明器具改修工事 電気工事 3か月 体育館の照明器具を交換するもの。 第2四半期 設計監理課
工事の名称
発注予定時期

A- 14 一般競争入札 市川市動植物園昇降機改修工事 機械器具設置工事 8か月 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの撤去・新設を行うもの。 第1四半期 設計監理課

A- 15 一般競争入札 市川市消防団第１分団車庫兼詰所新築工事 建築一式工事 7か月 第1分団書庫兼詰所の新築工事。 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 16 一般競争入札 地域コミュニティーゾーン公園休憩施設を兼ねた管理棟新築工事 建築一式工事 8か月
コミュニティーゾーン公園休憩施設を
兼ねた管理棟の新築工事。

第1四半期 設計監理課 発注済

A- 17 一般競争入札
地域コミュニティーゾーン公園休憩施設を兼ねた管理棟新築機械設備工
事

管工事 8か月
コミュニティーゾーン公園休憩施設を
兼ねた管理棟の新築機械設備工事。

第1四半期 設計監理課 発注済

下妙典941番3の一部

下妙典941番3の一部

大洲4丁目

欠真間1丁目

曽谷7丁目

南八幡2丁目

大町284番

国府台1丁目

妙典5丁目

妙典5丁目

妙典5丁目

変更部分

高谷1丁目

大町521-1、523-2
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中国分2丁目

新井1丁目

宮久保2丁目

塩浜4丁目
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A- 18 一般競争入札
地域コミュニティーゾーン公園休憩施設を兼ねた管理棟新築電気設備工
事

電気工事 8か月
コミュニティーゾーン公園休憩施設を
兼ねた管理棟の新築電気設備工事。

第1四半期 設計監理課 発注済

A- 19 一般競争入札 市川市立新井小学校照明改修工事 電気工事 3か月 照明器具を交換するもの。 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 20 一般競争入札 市川市立信篤小学校照明改修工事 電気工事 3か月 照明器具を交換するもの。 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 21 一般競争入札 市川市立南新浜小学校照明改修工事 電気工事 3か月 照明器具を交換するもの。 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 22 一般競争入札 市川市立妙典小学校照明改修工事 電気工事 3か月 照明器具を交換するもの。 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 23 一般競争入札 市川市立大和田小学校照明改修工事 電気工事 3か月 照明器具を交換するもの。 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 24 一般競争入札 東部公民館冷暖房機改修工事 管工事 6か月 冷暖房機改修工事を行うもの。 第2四半期 設計監理課

A- 25 一般競争入札 東部公民館冷暖房機改修電気設備工事 電気工事 6か月
冷暖房機改修に伴う電気設備工事を行
うもの。

第2四半期 設計監理課

A- 26 一般競争入札 市川市立市川小学校1-1棟屋外階段改修工事 解体工事 5か月 屋外階段の改修工事を行うもの。 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 27 一般競争入札 市川市立真間小学校1-1棟及び1-2棟教室床改修工事 建築一式工事 5か月 床等の改修工事を行うもの。 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 28 一般競争入札 市川市立大和田小学校受水槽基礎等改修工事 建築一式工事 6か月
受水槽の改修に伴う基礎工事等を行う
もの。

第1四半期 設計監理課 発注済

A- 29 一般競争入札 市川市立大和田小学校受水槽等改修工事 管工事 6か月 受水槽の改修を行うもの。 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 30 一般競争入札 市川市立大和田小学校受水槽等改修電気設備工事 電気工事 6か月
受水槽の改修に伴う電気設備工事を行
うもの。

第1四半期 設計監理課 発注済

A- 31 一般競争入札 市川市立新浜小学校焼却炉撤去整備工事 解体工事 3か月 焼却炉の撤去を行うもの。 第3四半期 設計監理課

A- 32 一般競争入札 市川市立中国分小学校下水道接続工事 管工事 4か月 下水道本管へ接続するもの。 第2四半期 設計監理課

A- 33 一般競争入札 市川市立高谷中学校焼却炉撤去整備工事 解体工事 3か月 焼却炉の撤去を行うもの。 第3四半期 設計監理課

A- 34 一般競争入札 市川市立国府台小学校屋内運動場床・外壁・屋根及び内部改修工事 建築一式工事 8か月 外壁及び内部改修工事を行うもの。 第1四半期 設計監理課 発注済

行徳駅前4丁目

中国分1丁目

高谷

国府台５丁目

本北方3丁目

本北方3丁目

市川2丁目

真間4丁目

大和田1丁目

大和田1丁目

大和田1丁目

下妙典941番3の一部

新井1丁目

原木2丁目

新浜1丁目

妙典2丁目

大和田1丁目
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A- 35 一般競争入札
市川市立国府台小学校屋内運動場床・外壁・屋根及び内部改修電気設備
工事

電気工事 8か月
外壁及び内部改修に伴う電気設備工事
を行うもの。

第1四半期 設計監理課 発注済

A- 36 一般競争入札 市川市立塩焼小学校1-1棟及び1-2棟便所改修工事 建築一式工事 5か月 便所改修工事を行うもの。 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 37 一般競争入札 市川市立塩焼小学校1-1棟及び1-2棟便所改修機械設備工事 管工事 5か月
便所改修に伴う機械設備工事を行うも
の。

第1四半期 設計監理課 発注済

A- 38 一般競争入札 市川市立塩焼小学校1-1棟及び1-2棟便所改修電気設備工事 電気工事 5か月
便所改修に伴う電気設備工事を行うも
の。

第1四半期 設計監理課 発注済

A- 39 一般競争入札 市川市立新井小学校1-2棟便所改修工事 建築一式工事 5か月 便所改修工事を行うもの。 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 40 一般競争入札 市川市立新井小学校1-2棟便所改修機械設備工事 管工事 5か月
便所改修に伴う機械設備工事を行うも
の。

第1四半期 設計監理課 発注済

A- 41 一般競争入札 市川市立新井小学校1-2棟便所改修電気設備工事 電気工事 5か月
便所改修に伴う電気設備工事を行うも
の。

第1四半期 設計監理課 発注済

A- 42 一般競争入札 北部地区消防防災施設造成工事 土木一式工事 5か月 消防防災施設用地の整備。 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 43 一般競争入札 市川市立鶴指小学校万年塀改修工事 とび・土工・コンクリート工事 4か月 万年塀の改修を行うもの。 第2四半期 設計監理課

B－ 1 一般競争入札 自転車走行空間整備工事（R3　市道0106号　自転車専用通行帯） 舗装工事 4か月
延長約600m 自転車専用通行帯　車道舗
装

第1四半期 道路建設課 発注済

B－ 2 一般競争入札 道路改良工事（R4 市道0109号 歩道整備工） 土木一式工事 6か月 延長約160m 歩道整備工　排水施設工 第2四半期 道路建設課

B－ 3 一般競争入札 道路改良工事（R4 市道0233号 歩道整備工） 土木一式工事 6か月 延長約85m 歩道整備工　防護柵工 第2四半期 道路建設課 発注予定時期

B－ 4 一般競争入札 道路改良工事（R4 市道0222号 歩道整備工） 土木一式工事 6か月 延長約325m 歩道整備工 第1四半期 道路建設課 発注済

B－ 5 一般競争入札 道路改良工事（R4 市道8110号外3路線 歩道整備工） 土木一式工事 6か月 延長約233m 歩道整備工 横断防止柵工 第2四半期 道路建設課 発注予定時期

B－ 6 一般競争入札 人にやさしい道づくり工事（R4 市道0219号 歩道整備工) 舗装工事 5か月 延長約350m 歩道整備工 第2四半期 道路建設課

B－ 7 一般競争入札 道路拡幅工事（R4　市道0233号　道路築造工） 土木一式工事 8か月 延長約350m 歩道整備工 車道整備工 第2四半期 道路建設課 発注予定時期

B－ 8 一般競争入札 都市計画道路3・6・32号雨水管渠築造等工事 土木一式工事 6か月
延長約300m 雨水管渠築造工（□700×
700、□900×900）

第2四半期 道路建設課

行徳駅前3丁目～末広2丁目

新田4丁目 外1箇所

国府台1丁目

南八幡5丁目～平田4丁目

大野町4丁目

大和田4丁目

南行徳2丁目～3丁目

塩焼3丁目

中国分1丁目

鬼高2丁目～3丁目

塩焼5丁目

塩焼5丁目

塩焼5丁目

新井1丁目

新井1丁目

新井1丁目

国府台５丁目
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B－ 9 一般競争入札 都市計画道路3・6・32号汚水管渠移設等工事 土木一式工事 5か月 延長約130m 汚水管渠布設工（φ200） 第3四半期 道路建設課 発注予定時期

B－ 10 一般競争入札 菅野駅周辺駐車施設等整備工事 土木一式工事 5か月 舗装工約1,500㎡ 縁石工　植栽工 第2四半期 道路建設課
工事場所、期
間、概要、発
注予定時期

B－ 11 一般競争入札 菅野駅周辺駐輪施設等整備工事 土木一式工事 4か月
駐輪場約500㎡（舗装　管理柵　照明
灯）

第2四半期 道路建設課 追加

C- 1 一般競争入札 大型標識更新工事 土木一式工事 3か月 大型標識交換１基 第1四半期 道路安全課 発注済

C- 2 一般競争入札 道路舗装補修工事（その1） 舗装工事 2か月 L=約200m、A=約1400㎡ 第2四半期 道路安全課

C- 3 一般競争入札 道路舗装補修工事（その2） 舗装工事 2か月 L=約300m、A=約1700㎡ 第2四半期 道路安全課

C- 4 一般競争入札 道路舗装補修工事（その3） 舗装工事 3か月
L=約80m、A=約300㎡、L＝約150ｍ、A＝
約900㎡

第2四半期 道路安全課

C- 5 一般競争入札 道路舗装補修工事（その4） 舗装工事 2か月 L=約80m、A=約300㎡ 第2四半期 道路安全課

C- 6 一般競争入札 道路舗装補修工事（その5） 舗装工事 2か月 L=約250m、A=約1900㎡ 第2四半期 道路安全課

C- 7 一般競争入札 道路舗装補修工事（その6） 舗装工事 2か月 L=約150m、A=約1100㎡ 第2四半期 道路安全課

C- 8 一般競争入札 道路舗装補修工事（その7） 舗装工事 2か月 L=約200m、A=約1400㎡ 第2四半期 道路安全課

C- 9 一般競争入札 道路舗装補修工事（その8） 舗装工事 2か月 L=約100m、A=約600㎡ 第2四半期 道路安全課

C- 10 一般競争入札 行徳地域道路舗装補修工事（その1） 舗装工事 2か月 L=約130m、A=約600㎡ 第2四半期 道路安全課

C- 11 一般競争入札 行徳地域道路舗装補修工事（その2） 舗装工事 2か月 L=約220m、A=約1700㎡ 第2四半期 道路安全課

C- 12 一般競争入札 行徳地域道路舗装補修工事（その3） 舗装工事 2か月 L=約175m、A=約1100㎡ 第2四半期 道路安全課

C- 13 一般競争入札 橋りょう修繕工事 土木一式工事 8か月 塗装、ひび割れ補修 第2四半期 道路安全課

C- 14 一般競争入札 橋りょう修繕工事 土木一式工事 4か月 塗装、当て板補強 第2四半期 道路安全課

島尻

千鳥町

宮久保3丁目

東菅野5丁目

大野町3丁目

二俣

柏井町2丁目

塩浜3丁目

富浜2丁目

菅野2丁目～平田2丁目

広尾1丁目

原木

市川4丁目

北国分4丁目、外一箇所

曽谷2丁目

東大和田2丁目

菅野2丁目
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C- 15 一般競争入札 道路側溝新設工事（その1） 土木一式工事 2か月 L=約75m 第1四半期 道路安全課

C- 16 一般競争入札 道路側溝新設工事（その2） 土木一式工事 2か月 L=約60m 第1四半期 道路安全課

C- 17 一般競争入札 道路側溝新設工事（その3） 土木一式工事 3か月 L=約150m 第2四半期 道路安全課

C- 18 一般競争入札 道路側溝新設工事（その4） 土木一式工事 2か月 L=約90m 第1四半期 道路安全課

C- 19 一般競争入札 道路側溝新設工事（その5） 土木一式工事 3か月 L=約140m 第2四半期 道路安全課

C- 20 一般競争入札 道路側溝新設工事（その6） 土木一式工事 2か月 L=約75m 第2四半期 道路安全課

C- 21 一般競争入札 道路側溝新設工事（その7） 土木一式工事 3か月 L=約110m 第2四半期 道路安全課

C- 22 一般競争入札 道路側溝新設工事（その8） 土木一式工事 2か月 L=約30m 第3四半期 道路安全課

C- 23 一般競争入札 道路側溝新設工事（その9） 土木一式工事 2か月 L=約50m 第2四半期 道路安全課

C- 24 一般競争入札 道路側溝新設工事（その10） 土木一式工事 2か月 L=約55m 第1四半期 道路安全課

C- 25 一般競争入札 道路側溝新設工事（その11） 土木一式工事 3か月 L=約150m 第2四半期 道路安全課

C- 26 一般競争入札 道路側溝新設工事（その12） 土木一式工事 3か月 L=約120m 第2四半期 道路安全課

C- 27 一般競争入札 道路側溝新設工事（その13） 土木一式工事 2か月 L=約100m 第1四半期 道路安全課

C- 28 一般競争入札 道路側溝新設工事（その14） 土木一式工事 2か月 L=約50m 第2四半期 道路安全課

C- 29 一般競争入札 道路側溝新設工事（その15） 土木一式工事 2か月 L=約70m 第2四半期 道路安全課

C- 30 一般競争入札 行徳地域道路側溝新設工事（その1） 土木一式工事 3か月 L=約140m 第2四半期 道路安全課

C- 31 一般競争入札 行徳地域道路側溝新設工事（その2） 土木一式工事 3か月 L=約200m 第2四半期 道路安全課

行徳駅前2丁目

香取2丁目

曽谷3丁目

稲荷木2丁目

稲荷木3丁目

稲越3丁目

須和田1丁目

本北方3丁目

北方町4丁目

鬼高3丁目

堀之内2丁目

柏井町4丁目

八幡3丁目

中国分5丁目

本北方1丁目

二俣1丁目

二俣
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公表年月日：令和4年7月1日

変更部分工事期間 工事の概要 発注予定時期 担当課 発注状況No.
入札及び契約の

方法
工事の名称 工事場所 種別

C- 32 一般競争入札 行徳地域道路側溝新設工事（その3） 土木一式工事 3か月 L=約140m 第2四半期 道路安全課

C- 33 一般競争入札 大野町１丁目法面整備工事 土木一式工事 160日間 H=平均約3.5～6.5m、L＝約30m 第1四半期 道路安全課 発注済

C- 34 一般競争入札 大野町2丁目擁壁整備工事 土木一式工事 160日間 H=0～約3m、L＝約50m 第1四半期 道路安全課

C- 35 一般競争入札 交通安全対策工事 舗装 3か月 ゾーン30カラー舗装　38箇所 第1四半期 道路安全課 発注済

D- 1 一般競争入札 Ｌ型側溝補修工事 土木一式工事 3か月 Ｌ型側溝補修 L=113.0m 第1四半期 河川・下水道管理課
工事場所
工事概要

D- 2 一般競争入札 下水道管渠補修工事 土木一式工事 3か月 人孔内面補修 23箇所 第1四半期 河川・下水道管理課
工事の名称、
場所、概要
発注予定時期

D- 3 一般競争入札 欠真間ポンプ場３号ポンプ改修工事 機械器具設置工事 8か月 排水用水中ポンプ１台 第1四半期 河川・下水道管理課

E- 1 一般競争入札 大柏川管理用通路整備工事 土木一式工事 5か月
管理用通路工　L=180m
転落防止柵　  L=31m
土系舗装　　　A=540㎡

第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 2 一般競争入札 蓋架柵渠改修工事(R0303) 土木一式工事 6か月 L=148m　W0.6×H1.5 第1四半期 河川・下水道建設課

E- 3 一般競争入札 市川市西浦処理区管渠布設工事(R0429工区) 土木一式工事 5か月 φ75～700 　L=466　開削 第3四半期 河川・下水道建設課
工事期間
発注予定時期

E- 4 一般競争入札 香取マンホールポンプ設置工事 機械器具設置工事 9か月
マンホールポンプ設置工

第1四半期 河川・下水道建設課 工事場所

E- 5 一般競争入札 香取地区管渠布設工事 土木一式工事 9か月
圧送管敷設工　L=350m
水道管移設　φ50    L=50m
            φ100　 L=50m

第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 6 一般競争入札 蓋架柵渠改修工事(R0401) 土木一式工事 6か月 L=47m　W0.6×H1.2 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 7 一般競争入札 蓋架柵渠改修工事(R0402) 土木一式工事 7か月 L=120m　W0.6×H1.2 第1四半期 河川・下水道建設課

E- 8 一般競争入札 蓋架柵渠改修工事(R0403) 土木一式工事 7か月 L=169m　W1.4×H1.8 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 9 一般競争入札 公共下水道長寿命化(管渠)改築工事(R0401) 土木一式工事 7か月 取付管布設替え　　62箇所 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 10 一般競争入札 公共下水道長寿命化(管渠)改築工事(R0402) 土木一式工事 7か月 取付管布設替え　　86箇所 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期菅野1丁目24番地先外

香取1丁目5番地先

香取1丁目地先

富浜1丁目3番地先

福栄1丁目12番地先

新井1丁目14番～2丁目12番地先

真間1丁目3番地先外

真間２丁目外

宝１丁目外

相之川１丁目

大野町4丁目2460番～柏井町4丁目300番地

香取2丁目10番地先

鬼越2丁目14番～16番地先

相之川4丁目

大野町１丁目

大野町2丁目

幸1丁目
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公表年月日：令和4年7月1日

変更部分工事期間 工事の概要 発注予定時期 担当課 発注状況No.
入札及び契約の

方法
工事の名称 工事場所 種別

E- 11 一般競争入札 市川南第4排水区道路復旧工事(R0401) 舗装工事 3か月 表層工　　A=150㎡ 第3四半期 河川・下水道建設課

E- 12 一般競争入札 総合地震対策工事(R0401) 土木一式工事 7か月
管口耐震化工　184箇所
ﾏﾝﾎｰﾙ浮上抑制対策工　19基

第2四半期 河川・下水道建設課
工事の概要
発注予定時期

E- 13 一般競争入札 総合地震対策工事(R0402) 土木一式工事 6か月
管口耐震化工　55箇所
ﾏﾝﾎｰﾙ浮上抑制対策工　32基

第2四半期 河川・下水道建設課
工事場所、概
要
発注予定時期

E- 14 一般競争入札 総合地震対策工事(R0403) 土木一式工事 3か月
マンホールトイレ設置
設置基数　12基　　管路延長48m

第1四半期 河川・下水道建設課
工事の概要
発注予定時期

E- 15 一般競争入札 市川第5-1処理分区汚水管渠布設工事(R0401工区) 土木一式工事 5か月 φ150～250　L=228　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 16 一般競争入札 市川第5-1処理分区汚水管渠布設工事(R0402工区) 土木一式工事 6か月 φ200　　　 L=459　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 17 一般競争入札 市川第5-1処理分区汚水管渠布設工事(R0403工区) 土木一式工事 5か月 φ200　　　 L=362　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 18 一般競争入札 市川第5-1処理分区汚水管渠布設工事(R0404工区) 土木一式工事 6か月 φ200　　　 L=452　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 19 一般競争入札 市川第5-2処理分区汚水管渠布設工事(R0405工区) 土木一式工事 5か月 φ200～300　L=194　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課 Ｅ－20に統合

E- 20 一般競争入札 市川第5-2処理分区汚水管渠布設工事(R0406工区) 土木一式工事 6か月 φ150～300　L=456　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課
Ｅ－19と統合
工事場所
発注予定時期

E- 21 一般競争入札 市川第5-2処理分区汚水管渠布設工事(R0407工区) 土木一式工事 6か月 φ200～250　L=490　開削 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 22 一般競争入札 市川第5-2処理分区汚水管渠布設工事(R0408工区) 土木一式工事 6か月 φ150～250　L=519　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 23 一般競争入札 市川第5-2処理分区汚水管渠布設工事(R0409工区) 土木一式工事 7か月 φ150～200　L=669　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課
工事場所
発注予定時期

E- 24 一般競争入札 市川第5-2処理分区汚水管渠布設工事(R0410工区) 土木一式工事 7か月 φ200～300　L=710　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 25 一般競争入札 市川第5-2処理分区汚水管渠布設工事(R0411工区) 土木一式工事 5か月 φ150～200　L=306　開削 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 26 一般競争入札 市川第4-1処理分区汚水管渠布設工事(R0412工区) 土木一式工事 6か月 φ200　　 　L=472　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 27 一般競争入札 市川第4-2処理分区汚水管渠布設工事(R0413工区) 土木一式工事 7か月 φ200～350　L=735　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

北方町4丁目1827番～若宮3丁目49番地先

北方2丁目24番～本北方1丁目43番地先

本北方1丁目31番～41番地先

北方2丁目33番～37番地先

大野町4丁目2273番～2994番地先

大野町3丁目3024番～3055番地

宮久保3丁目31番～38番地先

市川市宮久保4丁目15番～22番地先

宮久保5丁目11番～6丁目17番地先

本北方2丁目15番～31番地先

本北方3丁目14番～23番地先　外1箇所

若宮3丁目14番～53番地先

平田4丁目8番～大和田3丁目10番地先

国府台5丁目10番～市川南2丁目6番地先

湊5丁目2番～10番地先 外3箇所

新井1丁目18番13号(新井小学校）

宮久保3丁目1番～5番地先 
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公表年月日：令和4年7月1日
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E- 28 一般競争入札 市川第4-2処理分区汚水管渠布設工事(R0414工区) 土木一式工事 5か月 φ200　   　L=337　開削 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 29 一般競争入札 市川第4-2処理分区汚水管渠布設工事(R0415工区) 土木一式工事 7か月 φ200　　 　L=711　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 30 一般競争入札 市川第4-3処理分区汚水管渠布設工事(R0416工区) 土木一式工事 5か月 φ200　　 　L=343　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 31 一般競争入札 市川第4-3処理分区汚水管渠布設工事(R0417工区) 土木一式工事 7か月 φ200～300　L=1,090開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 32 一般競争入札 市川第4-3処理分区汚水管渠布設工事(R0418工区) 土木一式工事 5か月 φ200　　 　L=138　開削 第2四半期 河川・下水道建設課
Ｅ－36と統合
発注予定時期

E- 33 一般競争入札 市川第4-4処理分区汚水管渠布設工事(R0419工区) 土木一式工事 6か月 φ150～450　L=598　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 34 一般競争入札 市川第4-4処理分区汚水管渠布設工事(R0420工区) 土木一式工事 5か月 φ150～200　L=371　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 35 一般競争入札 市川第4-4処理分区汚水管渠布設工事(R0421工区) 土木一式工事 6か月 φ200　　 　L=554　開削 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 36 一般競争入札 市川第4-4処理分区汚水管渠布設工事(R0422工区) 土木一式工事 7か月 φ200     　L=634　開削 第2四半期 河川・下水道建設課 Ｅ－32に統合

E- 37 一般競争入札 市川第1-1処理分区汚水管渠布設工事(R0423工区) 土木一式工事 5か月 φ200　　 　L=252　開削 第2四半期 河川・下水道建設課
Ｅ-40と統合
工事場所
発注予定時期

E- 38 一般競争入札 市川第1-1処理分区汚水管渠布設工事(R0424工区) 土木一式工事 7か月 φ150～300　L=822　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課

E- 39 一般競争入札 市川第1-3処理分区汚水管渠布設工事(R0425工区) 土木一式工事 6か月 φ200～250　L=577　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 40 一般競争入札 市川第1-3処理分区汚水管渠布設工事(R0426工区) 土木一式工事 6か月 φ200　　 　L=506　開削 第2四半期 河川・下水道建設課
Ｅ－37に統合
発注予定時期

E- 41 一般競争入札 市川第2-1処理分区汚水管渠布設工事(R0427工区) 土木一式工事 6か月 φ200～250　L=430　開削 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

E- 42 一般競争入札 市川第2-1処理分区汚水管渠布設工事(R0428工区) 土木一式工事 7か月 φ200～400　L=689　開削・推進 第2四半期 河川・下水道建設課 発注予定時期

F- 1 一般競争入札 地域コミュニティゾーン公園３工区プレーパーク等整備工事 造園工事 5か月 遊具、高木、芝等 第1四半期 公園緑地課 発注済

F- 2 一般競争入札 地域コミュニティゾーン公園２工区調整池植栽・公園設備工事 造園工事 5か月 高木、低木、水性植物等植栽 第1四半期 公園緑地課 発注済

中国分3丁目11番～17番地先

須和田1丁目8番～9番地先

須和田1丁目1番～2丁目23番地先

下妙典

下妙典

柏井町1丁目1243番～1906番地先

南大野1丁目22番～29番地先

南大野1丁目13番～21番地先

国分5丁目4番～6番地先　外1箇所

東国分1丁目26番～30番地先

中国分5丁目26番～37番地先

大野町4丁目2944番～2955番地先

南大野3丁目2番～7番地先

大野町2丁目145番～南大野2丁目10番地先

大野町2丁目971番～南大野2丁目24番地先

南大野1丁目2番～7番地先

柏井町1丁目1182番～1992番地先
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F- 3 一般競争入札 地域コミュニティゾーン公園３工区遊歩道等植栽・公園設備工事 造園工事 5か月 遊具、高木、中木、低木等 第1四半期 公園緑地課 発注済

F- 4 一般競争入札 地域コミュニティゾーン公園休憩施設を兼ねた管理棟外構工事 造園工事 7か月 バーベキューデッキ、芝等 第1四半期 公園緑地課

F- 5 一般競争入札 地域コミュニティゾーン公園４工区駐車場整備工事 土木一式工事 5か月 舗装、区画線、植栽等 第1四半期 公園緑地課 発注済

F- 6 一般競争入札 地域コミュニティゾーン公園３工区遊具広場等整備工事 土木一式工事 5か月 遊具、ゴムチップ舗装等 第1四半期 公園緑地課 発注済

F- 7 一般競争入札 地域コミュニティゾーン公園照明設備工事 電気工事 6か月
照明灯、フットライト、キュービクル
等

第1四半期 公園緑地課 発注済

F- 8 一般競争入札 地域コミュニティゾーン公園便所等新築工事 建築一式工事 5か月 建築面積約30㎡ 第1四半期 公園緑地課 工事の名称

F- 9 一般競争入札 地域コミュニティゾーン公園井戸整備工事 鑿井工事 5か月 φ約100　深さ約100ｍ 第1四半期 公園緑地課

F- 10 一般競争入札 蓴菜池緑地井戸等整備工事 土木一式工事 6か月 φ約150　深さ約80ｍ 第1四半期 公園緑地課
工事の名称
種別

F- 11 一般競争入札 南行徳公園防球ネット整備工事 とび・土工・コンクリート工事 5か月 防球ネットH=約15m L=約110m等 第2四半期 公園緑地課

F- 12 一般競争入札 小塚山公園施設更新工事 土木一式工事 6か月
フェンス約170m、擬木柵130m等、
アスファルト舗装約270㎡

第1四半期 公園緑地課
種別
工事の概要

F- 13 一般競争入札 本庁管内管理柵･遊具改修工事 造園工事 5か月 フェンス、遊具等 第1四半期 公園緑地課

F- 14 一般競争入札 支所管内遊具改修工事 造園工事 5か月 遊具等 第1四半期 公園緑地課

F- 15 一般競争入札 北方児童公園解体工事 解体工事 5か月 解体 第1四半期 公園緑地課 発注済

G- 1 一般競争入札 航路浚渫工事 浚渫工事 5か月
浚渫土量　　2,800㎥
土運搬・仮設係留杭　1式
磁気探査・底質調査　1式

第1四半期 臨海整備課 発注済
工事の概要
担当課

G- 2 一般競争入札 市道０１０３号監視カメラ設置工事 電気通信工事 4か月 監視カメラ（単独）８箇所 第1四半期 臨海整備課 発注済
工事期間
担当課

H- 1 一般競争入札 地域コミュニティゾーンこども施設敷地造成工事 土木一式工事 10か月
敷地造成工、貯留施設工、排水構造物
工　等

第1四半期 地域整備課 発注済 追加

塩浜１丁目３番地先

塩浜１丁目３番地先

本行徳１２６６番１

中国分４丁目

相之川４丁目

北国分１丁目

宮久保４丁目外

妙典３丁目外

北方１丁目

下妙典

下妙典

下妙典

下妙典

下妙典

下妙典

下妙典
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