
公表年月日：令和3年1月4日

入札及び
契約の方

法
工事の名称 工事場所 種別 工事期間 工事の概要 発注予定時期 担当課 発注状況 変更部分

A- 1 一般競争入札 市川市公用車駐車場コンクリートブロック塀等改修工事 八幡1丁目
とび・土工・コン
クリート工事

2か月 既存コンクリートブロック改修工事 第2四半期 設計監理課 発注済

A- 2 一般競争入札 アクス本八幡２階執務室空気調和設備改修工事 八幡3丁目 管工事 5か月 冷暖房機、換気扇類の改修 第2四半期 設計監理課 発注済

A- 3 一般競争入札 市川市消防局・東消防署合同庁舎4階指令課改修工事 八幡1丁目 建築一式工事 5か月 内部改修工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 4 一般競争入札 市川市消防局・東消防署合同庁舎4階指令課改修機械設備工事 八幡1丁目 管工事 5か月 内部改修に伴う機械設備工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 5 一般競争入札 市川市消防局・東消防署合同庁舎4階指令課改修電気設備工事 八幡1丁目 電気工事 5か月 内部改修に伴う電気設備工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 6 一般競争入札 行徳野鳥観察舎太陽光発電設備設置工事 福栄4丁目 電気工事 5か月 太陽光発電設備の設置 第2四半期 設計監理課 発注済

A- 7 一般競争入札 行徳野鳥観察舎境界塀等設置工事 福栄4丁目
とび・土工・コン
クリート工事

2か月 外構フェンス改修及び設備配管復旧工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 8 一般競争入札 市川市身体障がい者福祉センター及びフォルテ行徳トイレ改修工事 本行徳344番 建築一式工事 4か月 便所改修工事 第2四半期 設計監理課 発注済

A- 9 一般競争入札 市川市身体障がい者福祉センター及びフォルテ行徳トイレ改修機械設備工事 本行徳344番 管工事 4か月 便所改修に伴う機械設備工事 第2四半期 設計監理課 発注済

A- 10 一般競争入札 市川市身体障がい者福祉センター及びフォルテ行徳トイレ改修電気設備工事 本行徳344番 電気工事 4か月 便所改修に伴う電気設備工事 第2四半期 設計監理課 発注済

A- 11 随意契約 市川市営住宅大町第二団地５号棟エレベーター改修工事 大町124番
機械器具設置
工事

6か月 エレベーターの主要部改修 第2四半期 設計監理課 発注済

A- 12 随意契約 市川市営住宅大町第一団地Ｃ棟エレベーター改修工事 大町95番
機械器具設置
工事

6か月 エレベーターの主要部改修 第2四半期 設計監理課 発注済

A- 13 随意契約 市川市営住宅大町第二団地７号棟エレベーター改修工事 大町124番
機械器具設置
工事

6か月 エレベーターの主要部改修 第2四半期 設計監理課 発注済

A- 14 随意契約 市川市営住宅大町第二団地８号棟エレベーター改修工事 大町124番
機械器具設置
工事

6か月 エレベーターの主要部改修 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 15 随意契約 市川市営住宅柏井第二団地エレベーター改修工事 柏井町2丁目
機械器具設置
工事

6か月 エレベーターの主要部改修 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 16 一般競争入札 市川市営住宅柏井第一団地１号棟外壁・屋上防水等改修工事 柏井町2丁目 建築一式工事 5か月 外壁塗装・屋上防水改修工事 第2四半期 設計監理課 発注済

A- 17 一般競争入札 市川市文化会館大規模改修工事 大和田1丁目 建築一式工事 18か月 大規模改修工事 第2四半期 設計監理課 発注済

A- 18 一般競争入札 市川市文化会館大規模改修機械設備工事 大和田1丁目 管工事 18か月 大規模改修に伴う機械設備工事 第2四半期 設計監理課 発注済

A- 19 一般競争入札 市川市文化会館大規模改修電気設備工事 大和田1丁目 電気工事 18か月 大規模改修に伴う電気設備工事 第2四半期 設計監理課 発注済

A- 20 一般競争入札 市川市本行徳公民館受水槽改修工事 本行徳312番 管工事 4か月 受水槽取替え等給水設備の改修 第2四半期 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1-1及び1-2棟便所改修工事 新浜1丁目 建築一式工事 4か月 便所改修工事 第1四半期 設計監理課 発注済

No.
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A- 22 一般競争入札 市川市立南新浜小学校1-1及び1-2棟便所改修機械設備工事 新浜1丁目 管工事 4か月 便所改修に伴う機械設備工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 23 一般競争入札 市川市立南新浜小学校1-1及び1-2棟便所改修電気設備工事 新浜1丁目 電気工事 4か月 便所改修に伴う電気設備工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 24 一般競争入札 市川市立幸小学校1及び4棟便所改修工事 幸1丁目 建築一式工事 4か月 便所改修工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 25 一般競争入札 市川市立幸小学校1及び4棟便所改修機械設備工事 幸1丁目 管工事 4か月 便所改修に伴う機械設備工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 26 一般競争入札 市川市立幸小学校1及び4棟便所改修電気設備工事 幸1丁目 電気工事 4か月 便所改修に伴う電気設備工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 27 一般競争入札 市川市立国府台小学校4棟及び26棟便所改修工事 国府台5丁目 建築一式工事 4か月 便所改修工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 28 一般競争入札 市川市立国府台小学校4棟及び26棟便所改修機械設備工事 国府台5丁目 管工事 4か月 便所改修に伴う機械設備工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 29 一般競争入札 市川市立国府台小学校4棟及び26棟便所改修電気設備工事 国府台5丁目 電気工事 4か月 便所改修に伴う電気設備工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 30 一般競争入札 市川市立平田小学校 1棟冷暖房機改修工事 平田3丁目 管工事 4か月 普通教室等の冷暖房機の改修 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 31 一般競争入札 市川市立塩浜学園配管撤去及び新設外構工事 塩浜4丁目 土木一式工事 8か月 既設管撤去等外構工事 第3四半期 設計監理課 発注済
工事の名称
工事期間

A- 32 一般競争入札 市川市立塩浜学園電気設備工事（外構） 塩浜4丁目 電気工事 9か月 外構整備等に伴う電気設備工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 33 一般競争入札 市川市立塩浜学園外構・校庭整備工事 塩浜4丁目 土木一式工事 6か月 外構・校庭整備工事 第2四半期 設計監理課 発注済

A- 34 一般競争入札 市川市立塩浜学園植栽整備工事 塩浜4丁目 造園工事 3か月 植栽整備工事 第4四半期 設計監理課 発注予定時期

A- 35 一般競争入札 市川市立南行徳中学校1-2及び2棟便所改修工事 南行徳2丁目 建築一式工事 4か月 便所改修工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 36 一般競争入札 市川市立南行徳中学校1-2及び2棟便所改修機械設備工事 南行徳2丁目 管工事 4か月 便所改修に伴う機械設備工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 37 一般競争入札 市川市立南行徳中学校1-2及び2棟便所改修電気設備工事 南行徳2丁目 電気工事 4か月 便所改修に伴う電気設備工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 38 一般競争入札 市川市立妙典中学校冷暖房機設置工事 妙典5丁目 管工事 4か月 多目的室等の冷暖房機の新設 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 39 一般競争入札 市川市立大柏小学校給食室屋根改修工事 大野町2丁目 防水工事 2か月 屋根漏水による改修工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 40 一般競争入札 市川市立稲越小学校給食室冷暖房機設置工事 稲越町518番 管工事 4か月 給食室の冷暖房機の新設 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 41 一般競争入札 市川市消防団第４分団車庫兼詰所建替工事 真間2丁目 建築一式工事 6か月 分団建替え工事 第1四半期 設計監理課 発注済

A- 42 一般競争入札 院内学級校舎取壊し工事 国府台１丁目 解体工事 3か月 校舎棟新築のため、既存校舎の取壊し工事 第3四半期 設計監理課 工事の名称

A- 43 一般競争入札 市川市立真間小学校コンクリートブロック塀改修工事 真間4丁目
とび・土工・コン
クリート工事

3か月 コンクリートブロック塀改修工事 第1四半期 設計監理課 発注済
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A- 44 一般競争入札 保育園・児童発達支援センター敷地等造成工事 下妙典941番地 土木一式工事 8か月 敷地等造成工事 第2四半期 設計監理課 K-1へNo変更

A- 45 一般競争入札 市川市立行徳小学校防音壁改修工事 富浜1丁目
とび・土工・コン
クリート工事

3か月 防音壁腐食老朽化による改修工事 第3四半期 設計監理課 発注済

A- 46 一般競争入札 市川市文化会館舞台設備等改修工事 大和田1丁目 建築一式工事 15か月 舞台設備等改修工事 第2四半期 設計監理課 発注済

A- 47 一般競争入札 市川市文化会館舞台照明設備等改修工事 大和田1丁目 電気工事 15か月 舞台照明設備等改修工事 第3四半期 設計監理課 A-46に合併

A- 48 一般競争入札 市川市文化会館舞台音響設備等改修工事 大和田1丁目 電気通信工事 15か月 舞台音響設備等改修工事 第3四半期 設計監理課 A-46に合併

A- 49 随意契約 市川市立塩浜学園校舎等取壊しに伴う冷暖房機撤去工事 塩浜4丁目 解体工事 2か月 冷暖房機の撤去工事 第2四半期 設計監理課 発注済

A- 50 一般競争入札 保健医療福祉センター内借地原状回復工事 柏井町4丁目 造園工事 3か月 工作物等の撤去、整地及び柵等設置 第3四半期 設計監理課
追加

発注済

A- 51 随意契約 市川市西消防署冷温水発生機改修工事 市川1丁目 管工事 3か月 冷温水発生機改修工事 第3四半期 設計監理課
追加

発注済

B- 1 一般競争入札 都市計画道路3・6・32号事業用地管理工事（その１） 平田4丁目 舗装工事 2か月 舗装工 約240㎡ 排水構造物工 第1四半期 道路建設課 発注済

B- 2 一般競争入札 都市計画道路3・4・12号信号機設置工事 堀之内2丁目 電気工事 5か月 車両用信号機3基・歩行者用信号機2基 第2四半期 道路建設課 発注済

B- 3 一般競争入札 都市計画道路3・4・12号道路築造工事（第3工区） 堀之内3丁目 舗装工事 8か月 延長L=約480m 車道舗装・排水施設 第1四半期 道路建設課 発注済

B- 4 一般競争入札 市道0101号 道路改良工事（R1　その7） 南行徳4丁目 土木一式工事 8か月 延長L=約440m 歩道整備・車道舗装 第1四半期 道路建設課 発注済

B- 5 一般競争入札 市道0106号 道路改良工事（R1　その8） 福栄3丁目～南行徳2丁目 土木一式工事 7か月 延長L=約330m 歩道整備・車道舗装 第1四半期 道路建設課 発注済

B- 6 一般競争入札 道路改良工事（その１） 幸1丁目～塩焼5丁目 土木一式工事 7か月 延長L=約240m 歩道整備・排水施設 第1四半期 道路建設課 発注済

B- 7 一般競争入札 人にやさしい道づくり工事（その１） 八幡2丁目 舗装工事 5か月 延長L=約90m 歩道舗装 第2四半期 道路建設課 発注済

B- 8 一般競争入札 市道0232号　道路拡幅工事（擁壁築造工） 稲越町 土木一式工事 9か月 延長L=約90m 擁壁工 第3四半期 道路建設課 発注予定時期

B- 9 一般競争入札 市道0233号　道路拡幅工事（擁壁築造工） 国府台1丁目 土木一式工事 9か月 延長L=約85m 擁壁工 第3四半期 道路建設課

B- 10 一般競争入札 都市計画道路3・6・32号事業用地管理工事（その３） 平田4丁目 舗装工事 2か月 舗装工 約75㎡ 排水構造物工 第3四半期 道路建設課 追加

B- 11 一般競争入札 まごころ道路整備工事（その１） 宮久保5丁目 舗装工事 2か月 延長L=約20m 車道舗装 第3四半期 道路建設課 追加

B- 12 随意契約 都市計画道路3・4・12号信号機移設等工事 堀之内3丁目 電気工事 3か月 歩行者用灯器移設1基、車両感知機移設1基 第3四半期 道路建設課
追加

発注済

C- 1 一般競争入札 道路舗装補修工事（その1） 柏井町2丁目 舗装工事 2か月 L=約230ｍ、Ａ＝約1,380㎡ 第3四半期 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２） 高谷1626番地先 舗装工事 2か月 L=約100ｍ、Ａ＝約500㎡ 第2四半期 道路安全課 発注済
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C- 3 一般競争入札 道路舗装補修工事（その3） 大町489番地先 舗装工事 2か月 L=約130ｍ、Ａ＝約780㎡ 第3四半期 道路安全課 発注済

C- 4 一般競争入札 道路舗装補修工事（その4） 南八幡1丁目 舗装工事 2か月 L=約170ｍ、Ａ＝約680㎡ 第3四半期 道路安全課 発注済

C- 5 一般競争入札 道路舗装補修工事（その5） 菅野3丁目 舗装工事 2か月 L=約170ｍ、Ａ＝約1,080㎡ 第2四半期 道路安全課 発注済

C- 6 一般競争入札 道路舗装補修工事（その6） 北方3丁目 舗装工事 2か月 L=約70ｍ、Ａ＝約560㎡ 第3四半期 道路安全課 発注済

C- 7 一般競争入札 道路舗装補修工事（その7） 稲越町26番地先 舗装工事 2か月 L=約130ｍ、Ａ＝約580㎡ 第3四半期 道路安全課

C- 8 一般競争入札 道路舗装補修工事（その8） 大町180番地先 舗装工事 2か月 L=約130ｍ、Ａ＝約910㎡ 第1四半期 道路安全課 発注済

C- 9 一般競争入札 道路舗装補修工事（その9） 原木2290番地先 舗装工事 2か月 L=約140ｍ、Ａ＝約900㎡ 第3四半期 道路安全課 発注済

C- 10 一般競争入札 道路舗装補修工事（その10） 大野町3丁目 舗装工事 2か月 L=約110ｍ、Ａ＝約770㎡ 第1四半期 道路安全課 発注済

C- 11 一般競争入札 道路舗装補修工事（その11） 市川南2丁目 舗装工事 2か月 L=約120ｍ、Ａ＝約660㎡ 第1四半期 道路安全課 発注済

C- 12 一般競争入札 行徳地域道路舗装補修工事（その2） 富浜2丁目 舗装工事 2か月 L=約300ｍ、Ａ＝約750㎡ 第3四半期 道路安全課

C- 13 一般競争入札 行徳地域道路舗装補修工事（その3） 欠真間1丁目 舗装工事 2か月 L=約200ｍ、Ａ＝約1,250㎡ 第3四半期 道路安全課

C- 14 一般競争入札 道路排水施設改修工事 稲越町177番地先 土木一式工事 4か月 L=約15ｍ 第2四半期 道路安全課 発注済

C- 15 一般競争入札 道路側溝新設工事（その1） 下貝塚6丁目 土木一式工事 3か月 L=約140ｍ 道路安全課 取止め

C- 16 一般競争入札 道路側溝新設工事（その4） 若宮3丁目 土木一式工事 3か月 L=約180ｍ 道路安全課 取止め

C- 17 一般競争入札 道路側溝新設工事（その5） 南八幡4丁目 土木一式工事 3か月 L=約150ｍ 第3四半期 道路安全課

C- 18 一般競争入札 道路側溝新設工事（その7） 下貝塚2丁目 土木一式工事 2か月 L=約50ｍ 第3四半期 道路安全課 発注済

C- 19 一般競争入札 道路側溝新設工事（その8） 田尻2丁目 土木一式工事 3か月 L=約110ｍ 第3四半期 道路安全課 発注済

C- 20 一般競争入札 道路側溝新設工事（その10） 大野2丁目 土木一式工事 2か月 L=約30ｍ 第1四半期 道路安全課 発注済

C- 21 一般競争入札 道路側溝新設工事（その11） 国府台1丁目 土木一式工事 3か月 L=約170ｍ 第3四半期 道路安全課 発注済

C- 22 一般競争入札 道路側溝新設工事（その14） 原木3丁目 土木一式工事 2か月 L=約40ｍ 第2四半期 道路安全課 発注済

C- 23 一般競争入札 行徳地域道路側溝新設工事（その１） 福栄4丁目 土木一式工事 3か月 L=約150ｍ 第3四半期 道路安全課 発注済

C- 24 一般競争入札 行徳地域道路側溝新設工事（その２） 福栄1丁目 土木一式工事 3か月 L=約160ｍ 第1四半期 道路安全課 発注済
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C- 25 一般競争入札 行徳地域道路側溝新設工事（その４） 幸1丁目 土木一式工事 3か月 L=約150ｍ 道路安全課 取止め

C- 26 一般競争入札 行徳地域道路側溝新設工事（その５） 広尾2丁目 土木一式工事 2か月 L=約50ｍ 第1四半期 道路安全課 発注済

C- 27 一般競争入札 道路側溝新設工事（その５） 東大和田1丁目 土木一式工事 3か月 L=約80ｍ 第2四半期 道路安全課 発注済

C- 28 一般競争入札 行徳地域道路側溝新設工事（その６） 千鳥町 土木一式工事 3か月 L=約20ｍ 第1四半期 道路安全課 発注済

C- 29 一般競争入札 道路側溝新設工事（その１５） 南八幡1丁目 土木一式工事 3か月 L=約170ｍ 第2四半期 道路安全課 発注済

C- 30 一般競争入札 道路側溝新設工事（その１６） 大野町３丁目 土木一式工事 3か月 L=約15ｍ 第3四半期 道路安全課 発注済

C- 31 一般競争入札 道路側溝新設工事（その１７） 曽谷６丁目 土木一式工事 3か月 L=約60ｍ 第3四半期 道路安全課 発注済

C- 32 一般競争入札 行徳地域道路舗装補修工事（その４） 高浜町 舗装工事 2か月 L=約140ｍ、Ａ＝約1200㎡ 第3四半期 道路安全課 発注済

C- 33 一般競争入札 行徳地域道路舗装補修工事（その５） 相之川４丁目 舗装工事 2か月 L=約180ｍ、Ａ＝約900㎡ 第3四半期 道路安全課 発注済

C- 34 一般競争入札 行徳地域道路舗装補修工事（その６） 南行徳2丁目 舗装工事 2か月 L=約130ｍ、Ａ＝約500㎡（歩道） 第3四半期 道路安全課

C- 35 一般競争入札 道路側溝新設工事（その１８） 柏井町3丁目 土木一式工事 2か月 L=約50m 第3四半期 道路安全課 追加

C- 36 一般競争入札 道路側溝新設工事（その２０） 大野町4丁目 土木一式工事 2か月 L=約180ｍ 第3四半期 道路安全課 追加

D- 1 一般競争入札 下水道管渠補修工事 稲荷木３丁目 土木一式工事 3か月 約40箇所 第3四半期
河川・下水道管理

課
発注済

D- 2 一般競争入札 Ｌ型側溝補修工事（その1） 市川３丁目 土木一式工事 3か月 L＝約444ｍ 第2四半期
河川・下水道管理

課
発注済

D- 3 一般競争入札 Ｌ型側溝補修工事（その2） 菅野３丁目 土木一式工事 3か月 L＝約200ｍ 第3四半期
河川・下水道管理

課
発注済

D- 4 一般競争入札 Ｌ型側溝補修工事（その3） 真間２丁目 土木一式工事 2か月 L＝約100ｍ 第3四半期
河川・下水道管理

課
D-2へ合併

E- 1 一般競争入札 二俣排水路整備工事 二俣405番地先 土木一式工事 3か月 ボックスカルバート□400×400　L=142m 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 2 一般競争入札 地域コミュニティゾーン内水路整備工事 下妙典861番地先 土木一式工事 7か月 雨水管渠　φ900　L=98m 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 3 一般競争入札 二俣排水機場改修工事 二俣717番地先外1箇所
機械器具設置
工事

21か月
ポンプ更新：2台、原動機設備更新：一式、除塵
機設備更新：一式、現場制御盤更新：一式、遠
方監視制御装置改造：一式、付帯工：一式

第1四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 4 一般競争入札 公共下水道管路施設改築工事（R0201）
菅野1丁目22番～27番地
先

土木一式工事 5か月
管路施設の改良　L=110m、
取付管布設替え24個所

第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済 工事の名称

E- 5 一般競争入札 市川南第４排水区雨水管渠布設工事（R0201）
平田4丁目3番～大和田3
丁目10番地先

土木一式工事 8か月 雨水管φ450～800　L=205m 第1四半期
河川・下水道建設

課
発注済
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E- 6 一般競争入札 高谷2号幹線建設工事（R0201)
高谷2丁目8番～田尻5丁
目16番地先

土木一式工事 25か月 ボックスカルバート□3800×2500　L=394m 第3四半期
河川・下水道建設

課

工事場所
工事期間
工事の概要

E- 7 一般競争入札 市川南3号幹線道路復旧工事 新田2丁目3番地先 土木一式工事 3か月 表層工A=600㎡
河川・下水道建設

課
取止め

E- 8 一般競争入札 総合地震対策工事（R0201）
東大和田1丁目25番～市
川南3丁目13番地先

土木一式工事 8か月
管口耐震化工80箇所、マンホール浮上抑制対
策工40基

第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 9 一般競争入札 総合地震対策工事（R0202）
妙典2丁目14番～幸1丁目
11番地先

土木一式工事 8か月
管口耐震化工100箇所、マンホール浮上抑制対
策工50基

第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 10 一般競争入札 総合地震対策工事（R0203）
押切19番～新井2丁目18
番地先

土木一式工事 8か月
管口耐震化工90箇所、マンホール浮上抑制対
策工36基

第3四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 11 一般競争入札 総合地震対策工事（R0204）
南行徳2丁目3番1号 外1
箇所（富美浜小、福栄小）

土木一式工事 5か月 マンホールトイレ10基 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 12 一般競争入札 総合地震対策工事（R0205）
新浜1丁目26番1号 外1箇
所(南新浜小、新浜小）

土木一式工事 5か月 マンホールトイレ11基 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 13 一般競争入札 市川第5-1処理分区汚水管渠布設工事（R0201）
宮久保１丁目１番～3丁目
35番地先

土木一式工事 6か月 φ200 L＝272 開削・推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 14 一般競争入札 市川第5-1処理分区汚水管渠布設工事（R0202）
宮久保3丁目26番～31番
地先

土木一式工事 6か月 φ200 L＝252 開削・推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

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（R0203）
宮久保5丁目14番～6丁目
20番地先

土木一式工事 7か月 φ150～200 L＝731 開削 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 16 一般競争入札 市川第5-2処理分区汚水管渠布設工事（R0204）
本北方1丁目6番～2丁目5
番地先

土木一式工事 6か月 φ150～200 L＝226 開削・推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 17 一般競争入札 市川第5-2処理分区汚水管渠布設工事（R0205）
本北方1丁目46番～2丁目
10番地先

土木一式工事 7か月 φ150～200 L＝695 開削・推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 18 一般競争入札 市川第5-2処理分区汚水管渠布設工事（R0206）
本北方2丁目28番～3丁目
20番地先

土木一式工事 6か月 φ200～500 L＝470 開削・推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

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（R0207）
若宮3丁目52番～58番地
先

土木一式工事 6か月 φ200～250 L＝502 開削・推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

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（R0208）
若宮3丁目46番～59番地
先 外1箇所

土木一式工事 6か月 φ200～300 L＝531 開削・推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 21 一般競争入札 市川第4-1処理分区汚水管渠布設工事（R0209）
大野町4丁目2820番～
2843番地先

土木一式工事 7か月 φ200 L＝728 開削・推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 22 一般競争入札 市川第4-2処理分区汚水管渠布設工事（R0210）
大野町3丁目1966番～
2152番地先

土木一式工事 7か月 φ200～300 L＝655 開削・推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 23 一般競争入札 市川第4-3処理分区汚水管渠布設工事（R0211）
大野町2丁目137番～183
番地先

土木一式工事 6か月 φ200～350 L＝580 開削・推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 24 一般競争入札 市川第4-3処理分区汚水管渠布設工事（R0212）
南大野3丁目15番～20番
地先

土木一式工事 6か月 φ200 L＝588 開削 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 25 一般競争入札 市川第4-3処理分区汚水管渠布設工事（R0213）
南大野2丁目6番～26番地
先

土木一式工事 7か月 φ200 L＝669 開削・推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 26 一般競争入札 市川第4-4処理分区汚水管渠布設工事（R0214）
南大野1丁目25番～39番
地先

土木一式工事 6か月 φ200 L＝533 開削・推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 27 一般競争入札 市川第4-4処理分区汚水管渠布設工事（R0215）
南大野1丁目7番～12番地
先

土木一式工事 7か月 φ200 L＝671 開削 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済
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E- 28 一般競争入札 市川第4-4処理分区汚水管渠布設工事（R0216）
柏井町1丁目1728番～
1750番地先

土木一式工事 7か月 φ150～200 L＝698 開削・推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 29 一般競争入札 市川第1-3処理分区汚水管渠布設工事（R0217）
中国分3丁目14番～17番
地先

土木一式工事 6か月 φ200 L＝344 開削・推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 30 一般競争入札 市川第1-3処理分区汚水管渠布設工事（R0218）
中国分1丁目10番～13番
地先

土木一式工事 7か月 φ200 L＝677 開削・推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 31 一般競争入札 市川第1-1処理分区汚水管渠布設工事（R0219） 国分5丁目7番～12番地先 土木一式工事 6か月 φ200 L＝574 開削 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 32 一般競争入札 市川第1-1処理分区汚水管渠布設工事（R0220） 東国分2丁目1番地先 土木一式工事 6か月 φ700 L＝154 推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 33 一般競争入札 市川第2-1処理分区汚水管渠布設工事（R0221）
国分1丁目5番～須和田2
丁目26番地先

土木一式工事 6か月 φ150～200 L＝357 開削・推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 34 一般競争入札 市川第2-1処理分区汚水管渠布設工事（R0222）
須和田1丁目14番～21番
地先

土木一式工事 6か月 φ200 L＝521 開削 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 35 一般競争入札 市川第2-1処理分区汚水管渠布設工事（R0223）
須和田1丁目6番～13番地
先

土木一式工事 6か月 φ150～300 L＝396 開削・推進 第2四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 36 一般競争入札 市川市西浦処理区管渠布設工事（R0224） 鬼高2丁目1番～3番地先 土木一式工事 6か月 φ150～350 L＝197 開削・推進
河川・下水道建設

課
取止め

E- 37 一般競争入札 公共下水道道路復旧工事（R0201）
市川市中国分2丁目11番
～3丁目10番地先

舗装工事 3か月 1,000㎡ 第1四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 38 一般競争入札 蓋架柵渠改修工事（3103） 福栄3丁目2番～3番地先 土木一式工事 7か月 L=171.1m　W1.0×H1.9 第1四半期
河川・下水道建設

課
発注済

E- 39 一般競争入札 地域コミュニティゾーン北側道路雨水管渠整備工事 本行徳1278番地 土木一式工事 9か月 φ1500　L=1500　開削 第3四半期
河川・下水道建設

課
発注済

工事の名称
工事場所

E- 40 一般競争入札 No.2人孔排水ポンプ電気設備工事 稲荷木1丁目15番地先 電気工事 3か月
引込柱建柱2本、支線3組、ポンプ施設接続一
式、電力・電灯ケーブル架空配線35ｍ、東京電
力・NTT申請手続き一式

第3四半期
河川・下水道建設

課
追加

発注済

E- 41 一般競争入札 公共下水道道路復旧工事（R0202）
中国分3丁目11番～18番
地先

舗装工事 3か月 L=220.0m、A=200㎡ 第3四半期
河川・下水道建設

課
追加

発注済

E- 42 一般競争入札 公共下水道道路復旧工事（R0204） 高石神33番地先 舗装工事 3か月 L=57.0m、A=285㎡ 第3四半期
河川・下水道建設

課
追加

発注済

E- 43 一般競争入札 公共下水道道路復旧工事（R0205）
北方町4丁目1710番～
1984番地先

舗装工事 3か月 L=566.0m、A=2152㎡ 第3四半期
河川・下水道建設

課
追加

発注済

F- 1 一般競争入札 小塚山公園（２工区）整備工事 堀之内2丁目 土木一式工事 6か月
土工、給排水設備、園路、八つ橋、簡易太鼓
橋、水路、その他 第2四半期 公園緑地課 発注済

F- 2 一般競争入札 小塚山公園（２工区　植栽）整備工事 堀之内2丁目 造園工事 5か月
高木植栽工、中木植栽工、低木植栽工、地被類

第2四半期 公園緑地課 発注済

F- 3 一般競争入札 小塚山公園（植栽）整備工事 北国分3丁目 造園工事 5か月 高木植栽工、中木植栽工、低木植栽工、地被類 第2四半期 公園緑地課 発注済

F- 4 一般競争入札 福栄緑道整備工事 福栄3丁目 土木一式工事 3か月 高木撤去、ﾍﾞﾝﾁ移設　外 第3四半期 公園緑地課 発注済

F- 5 一般競争入札 里見公園２号トイレ建替工事 国府台3丁目 建築一式工事 4か月 トイレ 第3四半期 公園緑地課 発注済 工事の名称

F- 6 一般競争入札 国府台公園整備工事 国府台1丁目 舗装工事 3か月 舗装工 第1四半期 公園緑地課 発注済
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F- 7 一般競争入札 街路樹等整備工事 北方2丁目～鬼越1丁目 舗装工事 3か月 延長:約700ｍ　舗装工、花壇設置 第3四半期 公園緑地課
種別
工事期間

F- 8 一般競争入札 梨風緑地斜面整備工事 大野町1丁目 土木一式工事 6か月 法面保護工　966.1㎡ 第2四半期 公園緑地課 発注済

F- 9 一般競争入札 曽谷３丁目緑地斜面整備工事 曽谷3丁目 土木一式工事 4か月 面積：300㎡　法面保護工 第3四半期 公園緑地課 工事期間

F- 10 一般競争入札 塩浜１号公園整備工事 塩浜4丁目 土木一式工事 5か月
ﾀﾞｯｸｱｳﾄ、ﾍﾞﾝﾁ、管理柵、水飲み、舗装、排水設
備 外

第3四半期 公園緑地課 発注済

F- 11 一般競争入札 公園遊具改修工事　その１ 馬坂公園　外
とび・土工・コン
クリート工事

3か月 遊具 第3四半期 公園緑地課 発注済

F- 12 一般競争入札 市川塩浜三番瀬公園整備工事 塩浜2丁目 土木一式工事 4か月 法面整形、客土入替　高木設置　外 第3四半期 公園緑地課 発注済
工事の名称
工事期間

F- 13 一般競争入札 南行徳公園遊具更新工事 相之川4丁目
とび・土工・コン
クリート工事

5か月 ﾛｰﾗｰ滑り台撤去設置 第2四半期 公園緑地課 発注済

F- 14 一般競争入札 行徳地域公園遊具改修工事 福栄公園　外
とび・土工・コン
クリート工事

3か月 遊具 第3四半期 公園緑地課 発注済
工事の名称
発注予定時期
F-18と合併

F- 15 一般競争入札 小塚山公園（便益・休養施設）整備工事 北国分3丁目
とび・土工・コン
クリート工事

4か月 トイレ・パーゴラ 第1四半期 公園緑地課 発注済

F- 16 一般競争入札 小塚山公園（照明施設）整備工事 北国分3丁目 電気工事 4か月 公園灯 第1四半期 公園緑地課 発注済

F- 17 一般競争入札 南行徳公園整備工事 南行徳公園
とび・土工・コン
クリート工事

3か月 噴水池防水工事 第1四半期 公園緑地課 発注済

F- 18 一般競争入札 行徳地域公園遊具改修工事　その１ 東海面公園　外
とび・土工・コン
クリート工事

3か月 遊具 第3四半期 公園緑地課 F-14に合併

F- 19 一般競争入札 小塚山公園（２工区　照明施設）整備工事 堀之内2丁目 電気工事 5か月 公園灯 第2四半期 公園緑地課 発注済 工事期間

F- 20 一般競争入札 小塚山公園横断管整備工事 北国分3丁目 土木一式工事 3か月 横断管 第3四半期 公園緑地課 追加

F- 21 一般競争入札 行徳地域公園灯改修工事その１ 南沖公園外 電気工事 3か月 公園灯 第3四半期 公園緑地課 追加

G- 1 一般競争入札 市川漁港係留および外郭施設工事 塩浜1丁目 土木一式工事 9か月 浮桟橋　L=約150ｍ、東突堤　L=約20ｍ 第1四半期 地域整備課 発注済

G- 2 随意契約 灯浮標設置工事 塩浜1丁目 土木一式工事 1か月 灯浮標の撤去及び新設　一式 第3四半期 地域整備課 発注済

H- 1 一般競争入札 仮本庁舎来庁者用臨時駐車場等用地原状復旧工事 南八幡2丁目 土木一式工事 4か月
As舗装盤撤去約1000㎡、路盤撤去約250㎥、
フェンス撤去約140ｍ、整地工約1600㎡

第1四半期 新庁舎建設課 発注済

H- 2 随意契約 （仮称）市川市新第1庁舎階段等設置工事 八幡1丁目 建築一式工事 5か月
床撤去約20㎡、階段設置1箇所、防火ｼｬｯﾀｰ・
防火扉設置一式他

第1四半期 新庁舎建設課 発注済

H- 3 随意契約 新第１庁舎階段改修電気工事 八幡1丁目 電気工事 5か月
配線切回し工一式、防火シャッター・防火扉配
線一式、照明設備一式他

第1四半期 新庁舎建設課 H-2に合併

H- 4 随意契約 新第１庁舎階段改修空気調和設備工事 八幡1丁目 管工事 5か月 空調配管ダクト切回し工一式他 第1四半期 新庁舎建設課 H-2に合併

H- 5 随意契約 新第１庁舎階段改修衛生設備工事 八幡1丁目 管工事 5か月 スプリンクラー配管切回し工一式他 第1四半期 新庁舎建設課 H-2に合併
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H- 6 随意契約 （仮称）市川市新第１庁舎新築登退庁設備等設置工事 八幡1丁目 電気工事 3か月
登退庁設備一式、ファンクションルーム工事一
式他

第1四半期 新庁舎建設課 発注済

H- 7 随意契約 （仮称）市川市新第１庁舎新築工事に伴う総合案内カウンター等設置工事 八幡1丁目 建築一式工事 6か月
総合カウンター一式、証明書発行カウンター、
一式、ロールスクリーン（電動・手動）一式、ブラ
インド（電動・手動）一式他

第1四半期 新庁舎建設課 発注済

H- 8 一般競争入札 （仮称）市川市新第１庁舎新築に伴う国道14号歩道整備工事 八幡1丁目 舗装工事 4か月
歩道舗装工A=280㎡、縁石工L=51m、横断防止
柵工L=38ｍ、付帯工一式

第1四半期 新庁舎建設課 発注済

H- 9 一般競争入札 （仮称）市川市新第１庁舎新築に伴う植栽工事 八幡1丁目 造園工事 2か月 植栽工　一式　樹木養生工　一式 第1四半期 新庁舎建設課 発注済

H- 10 一般競争入札 （仮称）市川市新第１庁舎大型モニター設備設置工事 八幡1丁目 電気工事 4か月 屋内用大型ＬＥＤモニター他　一式 第2四半期 新庁舎建設課 発注済

H- 11 一般競争入札 （仮称）市川市新第２庁舎改修工事（その１） 南八幡2丁目 建築一式工事 3か月
執務室・委員会室・会議室等改修（床・壁・天
井）一式
空気調和設備・自動制御設備・消火設備一式

第2四半期 新庁舎建設課 発注済

H- 12 一般競争入札 （仮称）市川市新第２庁舎改修電気設備工事（その１） 南八幡2丁目 電気工事 3か月
（仮称）市川市新第２庁舎改修工事（その１）に
伴う電気設備工事一式

第2四半期 新庁舎建設課 発注済

H- 13 一般競争入札 （仮称）市川市新第２庁舎改修工事（その２） 南八幡2丁目 建築一式工事 3か月
執務室・委員会室・会議室等改修（床・壁・天
井）一式　　外構工事

第3四半期 新庁舎建設課 発注済

H- 14 一般競争入札 （仮称）市川市新第２庁舎改修電気設備工事（その２） 南八幡2丁目 電気工事 3か月
（仮称）市川市新第２庁舎改修工事（その２）に
伴う電気設備工事一式

第3四半期 新庁舎建設課 発注済

H- 15 一般競争入札 （仮称）市川市新第２庁舎改修機械設備工事（その２） 南八幡2丁目 管工事 3か月
（仮称）市川市新第２庁舎改修工事（その２）に
伴う機械設備工事一式

第3四半期 新庁舎建設課 発注済 工事の名称

H- 16 一般競争入札 （仮称）市川市新第２庁舎フロアコンセントボックス改修工事 南八幡2丁目 建築一式工事 3か月
（仮称）市川市新第２庁舎改修工事に伴うフロア
コンセント改修工事　一式

第3四半期 新庁舎建設課
追加

発注済

H- 17 随意契約 市川市第１庁舎議場傍聴席手摺設置工事 八幡1丁目 建築一式工事 1か月
第１庁舎における議場傍聴席手摺設置工事
一式

第3四半期 新庁舎建設課
追加

発注済

I- 1 一般競争入札 市川市クリーンセンター管理棟機械設備等改修工事 田尻1003番地 管工事 6か月
3階内部改修機械設備工事、3階内部改修機械
設備工事に伴う内部改修、解体(ｱｽﾍﾞｽﾄ除く）・
電気設備・構内交換設備改修工事

第2四半期
環境エネルギー施

設整備課
発注済

I- 2 一般競争入札 市川市クリーンセンター管理棟外壁・屋上防水改修工事 田尻1003番地 建築一式工事 6か月 屋上防水改修、外壁(目地)改修 第2四半期
環境エネルギー施

設整備課
発注済

I- 3 一般競争入札 市川市クリーンセンター管理棟３階アスベスト除去工事 田尻1003番地 解体工事 3か月
3階内部改修機械設備工事に伴うｱｽﾍﾞｽﾄ除去
工事

第2四半期
環境エネルギー施

設整備課
発注済

J- 1 一般競争入札 急傾斜地崩壊対策工事（国分３丁目） 国分三丁目 土木一式工事 6か月 法枠工（吹付枠）　A=322m2 第4四半期 開発指導課
工事の概要
発注予定時期

K- 1 一般競争入札 地域コミュニティゾーン保育園・児童発達支援センター敷地造成工事 本行徳1266番～1278番1 土木一式工事 6か月 敷地造成工事 第2四半期 臨海整備課 発注済

L- 1 一般競争入札 市有地管理施設整備工事 塩浜2丁目36番地先 舗装工事 3か月
掘削工130㎥、As舗装工70㎡、砂利舗装工620
㎡、管理施設整備工190ｍ、バリカー設置工１箇
所

第3四半期 街づくり推進課 発注済 工事の概要
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