
公　示

様式－１

※公表時時点での予定ですので、工事期間や概要、入札方法、入札時期が変更されたり、発注を取りやめることもあります。

工　　　　事　　　　名 工事場所 工事期間 種　別 概　　　要 入札方法 入札時期 担当課

液化石油ガスバルク供給設備更新増設工事 北杜市立塩川病院
令和4年5月～
令和5年3月

管
埋設式LPGバルクの入替及び地上
式LPGバルクの新設 一般競争 4月

塩川病院
総務課

高根町デイサービスセンター空調設備改修工事 高根町箕輪新町地内 令和4年5月～11月 電気 室外機　N=5台　　室内機　N=33台 一般競争 4月 介護支援課

旧フィオーレ小淵沢・旧昆虫美術館外壁等改修工事 小淵沢町地内 令和4年5月～8月 建築 L＝500ｍ　W＝6.00ｍ 指名競争 4月 観光課

市道小笠原浅尾１号線道路改良工事（4-1工区） 明野町小笠原地内 令和4年5月～8月 土木 ブロック積擁壁　H=5.00m　L=50m 一般競争 4月 道路河川課

市道清里・西井出線舗装工事（4-1工区） 大泉町西井出地内 令和4年5月～7月 舗装 L=230m　W=7.50ｍ 指名競争 4月 道路河川課

市道箕輪・小淵沢線舗装工事（4-1工区） 長坂町白井沢地内 令和4年5月～7月 舗装 L=300m　W=7.00ｍ 指名競争 4月 道路河川課

市道箕輪・小淵沢線舗装工事（4-2工区） 小淵沢町地内 令和4年5月～7月 舗装 L=130m　W=7.00ｍ 指名競争 4月 道路河川課

市道小淵沢町45号線道路改良工事（明許）（4-1工区） 小淵沢町地内 令和4年5月～8月 土木 L=100m　W=7.00ｍ 指名競争 4月 道路河川課

白州中学校屋内運動場トイレ・スロープ改修工事 北杜市立白州中学校 令和4年5月～8月 建築
多目的トイレ設置及び既存トイレ改
修　1式、スロープ設置　1式 指名競争 4月 教育総務課

甲陵中学校校舎南側サッシ改修工事 北杜市立甲陵中学校 令和4年5月～8月 建築
建具改修（昇降口・職員室・校長室
他）　1式 指名競争 4月 教育総務課

北杜市立小学校無線LAN補完工事 北杜市立小学校9校 令和4年5月～9月 電気通信
AP設置　N=102台
PoEｽｲｯﾁ設置　N=26台 一般競争 4月 教育総務課

北杜市立中学校無線LAN補完工事 北杜市立中学校9校 令和4年5月～9月 電気通信
AP設置　N=63台
PoEスイッチ設置　N=17台 一般競争 4月 教育総務課

高根東小学校外4校太陽光発電設備更新工事（第１施工区） 北杜市立高根東小学校外4校 令和4年5月～10月 電気 PCS更新　N=25台 指名競争 4月 教育総務課

八ヶ岳スケートセンターリンク内側改修工事 小淵沢町内 令和4年5月～10月 土木
造成工　1式
舗装工　L=85ｍ　A=3150㎡ 一般競争 4月 生涯学習課

配水管布設替工事 長坂町白井沢地内 令和4年5月～10月 水道施設
配水管布設替
HPPEφ150　L=89ｍ 指名競争 4月 上下水道施設課

高根総合支所庁舎照明器具改修工事 高根総合支所 令和4年5月～8月 電気 照明器具設置　N=101台 指名競争 4月 高根地域市民課

高根総合支所燃料地下タンク改修工事 高根総合支所 令和4年5月～8月 管 地下タンク内面ライニング工　1式 指名競争 4月 高根地域市民課

小淵沢町デイサービスセンター屋根・外壁改修工事 小淵沢町地内 令和4年6月～11月 建築 屋根・外壁改修　1式 一般競争 5月 介護支援課

林道雨乞尾白川線路体流出箇所改修工事 白州町白須地内
令和4年6月～
令和5年2月

土木 擁壁工　L=32m　H=8m　V=900㎥ 指名競争 5月 林政課

市道長坂上条１号線（宮久保工区）道路改良工事（4-1工区） 長坂町長坂上条地内 令和4年6月～10月 土木 L＝50ｍ　W＝5.50ｍ 指名競争 5月 道路河川課

市道大泉西井出41号（旧石堂第一号線）線道路改良工事（4-1工区） 大泉町西井出地内 令和4年6月～9月 土木 L＝100ｍ　W＝4.50ｍ 指名競争 5月 道路河川課

市道大坊・柳沢線道路舗装工事（4-1工区） 武川町柳澤地内 令和4年6月～8月 舗装 L＝120ｍ　W＝7.50ｍ 指名競争 5月 道路河川課

明野小学校掲揚台撤去工事 北杜市立明野小学校 令和4年6月～8月 解体
掲揚台撤去　1式
フェンス設置　L=18m 指名競争 5月 教育総務課

高根西小学校屋内運動場改修工事（電気設備工事） 北杜市立高根西小学校
令和4年6月～
令和5年1月

電気
照明器具LED化改修　1式
トイレ他電気設備改修　1式 指名競争 5月 教育総務課

武川小学校屋内運動場アリーナ床改修工事 北杜市立武川小学校 令和4年6月～9月 建築
アリーナ床等内装改修　A=704㎡
スロープ改修　1式 一般競争 5月 教育総務課

白州総合会館トイレ改修工事 白州町地内 令和4年6月～9月 建築 1F、2Fトイレ洋式化 指名競争 5月 生涯学習課

 北杜北学校給食センター調理室・コンテナプール室エアコン設置工事 長坂町長坂上条地内 令和4年6月～8月 電気 天吊型厨房用エアコン　N=2基 指名競争 5月 学校給食課

北杜市埋蔵文化財センター屋根修繕工事 北杜市埋蔵文化財センター 令和4年6月～8月 建築
防水塗装　A=292㎡
排煙用天窓修繕 指名競争 5月 学術課

配水管布設替に伴う舗装本復旧工事 明野町上神取地内 令和4年6月～9月 舗装 舗装本復旧　L=430ｍ 指名競争 5月 上下水道施設課

下水道管渠布設に伴う舗装本復旧工事 高根町清里地内 令和4年6月～12月 舗装 舗装本復旧　L=200ｍ 指名競争 5月 上下水道施設課

配水管布設替に伴う舗装本復旧工事 長坂町大八田地内 令和4年6月～10月 舗装 舗装本復旧　L=310ｍ 指名競争 5月 上下水道施設課

配水管布設替に伴う舗装本復旧工事 白州町白須地内 令和4年6月～9月 舗装 舗装本復旧　L=240ｍ 指名競争 5月 上下水道施設課

駒城第２水源揚水ポンプ更新工事 白州町大坊地内 令和4年6月～9月 さく井 揚水ポンプ更新工事　1式 指名競争 5月 上下水道維持課

県工事に伴う上下水道布設替工事大泉第4-1工区 大泉町地内 令和4年6月～10月 土木
PE保温管φ75　L=45m
PE保温管φ150　L=45m 指名競争 5月 上下水道維持課

白州町横手地区耐震性貯水槽設置工事 白州町横手地内 令和4年7月～12月 土木
耐震性貯水槽（60m3）設置工N=1
標識設置工　N=1 指名競争 6月 消防防災課

新館屋上防水改良工事 北杜市立塩川病院 令和4年7月～9月 建築 屋上シートの防水再塗装 指名競争 6月
塩川病院
総務課

小淵沢保育園西側舗装本復旧工事 小淵沢町上笹尾地内 令和4年7月～9月 舗装 舗装工　Ａ＝400㎡ 指名競争 6月 こども保育課

白州小学校放課後児童クラブ改修工事 白州町白須地内 令和4年7月～8月 建築 庇設置　N=2箇所（A＝4.00㎡/枚） 指名競争 6月 子育て政策課

市営武川団地（Ｆ棟）宅内排水管布設工事 武川町三吹地内 令和4年7月～9月 管 VPφ100　L=40ｍ 指名競争 6月 住宅課

令和４年度　建設工事の発注予定表（令和４年４月～９月）       対象工事　１３０万円以上

※案件の詳細や変更情報については、担当課へ直接お問い合わせください。



工　　　　事　　　　名 工事場所 工事期間 種　別 概　　　要 入札方法 入札時期 担当課

市営宮地住宅（1号棟）解体工事 大泉町西井出地内 令和4年7月～9月 解体 解体（簡平CB造）　A=158㎡ 指名競争 6月 住宅課

北杜市トンネル長寿命化修繕照明工事（大平トンネル） 明野町小笠原地内
令和4年7月～
令和5年2月

電気 道路照明器具N=32 指名競争 6月 道路河川課

市道大八田２号線道路改良工事（4-1工区） 長坂町大八田地内 令和4年7月～10月 土木 L=80m　W=7.00ｍ 指名競争 6月 道路河川課

高根東小学校外3校防火設備改修工事 北杜市立高根東小学校外3校 令和4年7月～9月 建築
危害防止装置設置　N=9台
防火扉改修　N=15箇所 指名競争 6月 教育総務課

高根西小学校屋内運動場改修工事（建築工事） 北杜市立高根西小学校
令和4年7月～
令和5年1月

建築
屋根・外壁改修　1式
アリーナ床等内装改修　1式 一般競争 6月 教育総務課

配水管布設替に伴う舗装本復旧工事 明野町上神取地内 令和4年7月～10月 舗装 舗装本復旧　L=370ｍ 指名競争 6月 上下水道施設課

配水管布設替に伴う舗装本復旧工事 小淵沢町地内 令和4年7月～12月 舗装 舗装本復旧　L=290ｍ 指名競争 6月 上下水道施設課

仁田平減圧弁更新工事 須玉町江草地内 令和4年7月～10月 水道施設 減圧弁更新φ100　1式 指名競争 6月 上下水道維持課

市営就業促進住宅（A棟）電気温水器入替工事 須玉町若神子地内 令和4年8月～12月 管 電気温水器入替　N=10基 指名競争 7月 住宅課

市営やまなみ団地（八ヶ嶺棟）電気温水器入替工事 長坂町長坂上条地内 令和4年8月～12月 管 電気温水器入替　N=14基 指名競争 7月 住宅課

市営サンコーポラス高根団地風呂釜入替工事 高根町五町田地内
令和4年8月～
令和5年2月

建築 風呂釜入替　N=60基 一般競争 7月 住宅課

市営武川団地（F棟）改修工事 武川町三吹地内
令和4年8月～
令和5年2月

建築
外壁改修　A=178㎡、屋根改修
A=228㎡、内装改修　N=4部屋 一般競争 7月 住宅課

市道小荒間・小淵沢線（小荒間工区）道路改良工事（4-1工区） 長坂町小荒間地内 令和4年8月～11月 土木 L＝90ｍ　W＝5.50ｍ 指名競争 7月 道路河川課

市道浅川線道路改良工事（4-1工区） 高根町浅川地内
令和4年8月～
令和5年1月

土木 補強土壁　L＝83ｍ 一般競争 7月 道路河川課

市道清里・西井出線舗装工事（4-2工区） 大泉町西井出地内 令和4年8月～11月 舗装 L=130m　W=7.51ｍ 指名競争 7月 道路河川課

市道若神子・下黒澤のり面修繕・補強工事（4-1工区） 須玉町若神子地内
令和4年8月～
令和5年2月

土木 落石防護網等　L=189m 一般競争 7月 道路河川課

市道若神子・若神子新町1号線修繕・補強工事（4-1工区） 須玉町若神子地内
令和4年8月～
令和5年2月

土木 落石防護柵等　L=150m 一般競争 7月 道路河川課

信行地小規模治山工事 須玉町上津金地内
令和4年9月～
令和5年2月

土木
谷止工
L=16.5m H=5.5m V=160.0㎥ 指名競争 8月 林政課

須玉町東向地区水路改修工事 須玉町東向地内
令和4年9月～
令和5年3月

土木 水路工　L=183ｍ 指名競争 8月 農地整備課

長坂町白井沢地区水路改修工事1工区 長坂町白井沢地内
令和4年9月～
令和5年3月

土木 水路工　L=97ｍ 指名競争 8月 農地整備課

長坂町白井沢地区水路改修工事2工区 長坂町白井沢地内
令和4年9月～
令和5年3月

土木 水路工　L=109ｍ 指名競争 8月 農地整備課

道の駅こぶちさわ付帯施設トイレ増設工事 小淵沢町地内
令和4年9月～
令和5年1月

建築 女子トイレブース　N=2基 指名競争 8月 商工・食農課

市道明野三之蔵線道路改良工事（4-1工区） 明野町小笠原地内 令和4年9月～12月 土木 L＝100ｍ　W＝5.00ｍ 指名競争 8月 道路河川課

市道小荒間・小淵沢線（旧西1級9号線）道路改良工事（4-1工区） 小淵沢町地内
令和4年9月～
令和5年2月

土木 L＝100ｍ　W＝5.00ｍ 一般競争 8月 道路河川課

市道高根箕輪新町2号線道路改良工事（4-1工区） 高根町箕輪新町地内 令和4年9月～12月 土木 L＝166ｍ　W＝4.00ｍ 指名競争 8月 道路河川課

北杜市橋梁長寿命化修繕工事（宮久保橋）（4-1工区） 小淵沢町地内
令和4年9月～
令和5年 2月

土木 橋長　L=14m 一般競争 8月 道路河川課

旧大坊配水池取り壊し工事 白州町大坊地内 令和4年9月～12月 解体 配水池取り壊し 指名競争 8月 上下水道施設課

配水管布設替工事 武川町柳澤地内
令和4年9月～
令和5年2月

水道施設
配水管布設替
HPPEφ200　L＝580ｍ 一般競争 8月 上下水道施設課

菅原第２水源揚水ポンプ更新工事 白州町白須地内 令和4年9月～12月 さく井 揚水ポンプ更新工事　1式 指名競争 8月 上下水道維持課

大泉町谷戸地区（鳩川）災害復旧工事 大泉町谷戸地内
令和4年10月～

令和5年3月
土木 頭首工　1式 一般競争 9月 農地整備課

須玉町おいしい学校エアコン改修工事 須玉町下津金地内
令和4年10月～

令和5年1月
電気 取替　N=17基 指名競争 9月 商工・食農課

北杜市橋梁長寿命化修繕工事（無名20橋）（4-1工区） 明野町下神取地内
令和4年10月～

令和5年2月
土木 橋長　L=5m 指名競争 9月 道路河川課


