
様式１（毎年度の発注見通しの公表）

公表年月日 平成29年1月4日

所 属 名 勝浦市

№
入札方法及び
契約の方法

工　事　の　名　称 工　事　の　場　所 種　別 工事期間 工　　事　　の　　概　　要
発注予定時

期
備　　　　　考

1 随意契約 ごみ処理施設修繕工事 勝浦市　串浜1936-18 清掃施設 約7ヶ月
不燃物振動篩、Ｂ系冷却配管、ろ過式集塵装
置　各修繕

第１四半期 発注済・工事の概要変更

2 随意契約 衛生処理場設備修繕工事 勝浦市　部原2141 清掃施設 約7ヶ月
バーナー機器補修、浄化トラフ防食補修、中
継リレーシーケンサ更新、槽内清掃点検

第１四半期 発注済・工事の概要変更

3 指名競争入札 道路区画線等線引工事（勝浦荒川線） 勝浦市　荒川　地内外 土木 約1ヶ月
外側線　L=1038m
中央線　L=325m

第１四半期 発注済・工事の概要変更

4 指名競争入札
舗装修繕工事（街路）（峯山田ノ谷１号線支
線）

勝浦市　墨名　地内 土木 約2ヶ月
 
AS舗装打換　L=147.05m　A=481㎡ 第１四半期 発注済

5 指名競争入札 公園施設設置工事（潮風公園） 勝浦市　墨名　地内 建築 約2ヶ月 東屋　1棟 第１四半期 発注済

6 指名競争入札 非常用発電装置設置工事 鵜原配水池 水道施設 約8ヶ月
屋外型発電機８０ｋVA・遠方監視盤機能増設
等

第１四半期 発注済

7 指名競争入札 ネットフェンス改修工事 新官第２配水池 土木 約3ヶ月
 
ネットフェンス改修工　L=90m 第１四半期 発注済・工事の概要変更

8 指名競争入札 舗装復旧工事 興津地先 土木 約2ヶ月
表層打ち換え
舗装面積　479.5㎡

第１四半期 発注済・工事の概要変更

9 指名競争入札 上野小学校校舎大規模改修工事 勝浦市植野元宮田地内 建築 約8ヶ月

RC造3階建
延べ面積 1772.206㎡
外壁・雨漏防水改修、トイレ改修、ガラス交換、
消防設備改修等

第１四半期 発注済・工事の概要変更

10 指名競争入札 通学路整備工事（勝浦中学校表坂） 勝浦市出水地内 土木 約3ヶ月
歩道整備工　W=1.0m　L=157.0m
車道拡幅工　L=103.2m

第１四半期 発注済

11 指名競争入札
消防詰所建築工事　第３分団第３班
（興津班）

勝浦市　興津　地内 建築 約4ヶ月 木造平屋建　延床面積　56.72㎡ 第２四半期
発注済・６月補正予算に伴う追
加

12 指名競争入札 路肩復旧工事（沢中返し線） 勝浦市　中谷　地内 土木 約3ヶ月 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積　L=10m　A=27㎡ 第２四半期 発注済

平 成 28 年 度 発 注 予 定 工 事 
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13 指名競争入札 舗装修繕工事（阿仏房仲台線） 勝浦市　市野郷　地内 土木 約2ヶ月
 
道路工　L=90m　A=386㎡ 第２四半期 発注済・工事の概要変更

14 指名競争入札 災害防除工事（北見坊志別当線） 勝浦市　新官　地内 土木 約4ヶ月
落石防止網　A=80㎡
ﾌﾟﾗｸﾄﾌｪﾝｽ　H=2.5m　L=15m

第２四半期 発注済

15 指名競争入札 災害防除工事（川向六反目線） 勝浦市　串浜　地内 土木 約4ヶ月 落石防止網　L=40m　A=324㎡ 第２四半期 発注済・工事の概要変更

16 指名競争入札 道路改良工事（川崎奥之原線） 勝浦市　貝掛　地内 土木 約5ヶ月 道路工　L=257.4m 第２四半期 発注済・工事の概要変更

17 指名競争入札
勝浦駅南口駅前広場施設改修工事（勝浦駅
南口駅前広場）

勝浦市　墨名　地内 建築 約3ヶ月 待合施設　1箇所設置 第２四半期 発注済

18 指名競争入札 路肩復旧工事（芳賀市野川線） 勝浦市　芳賀　地内 土木 約2ヶ月 木柵工　H=0.7m　L=39.0m 第２四半期
発注済・６月補正予算に伴う追
加

19 指名競争入札 河川改修工事（内尺川） 勝浦市　杉戸　地内 土木 約4ヶ月 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積　L=5.9m　SL=4.6m　A=27㎡ 第２四半期
発注済・６月補正予算に伴う追
加・工事の概要変更

20 指名競争入札 興津小学校外電気設備維持補修工事 興津小学校ほか２校 電気 約3ヶ月
主遮断装置交換及び高圧引込ケーブル交換
屋上空調動力盤交換等

第２四半期
発注済・工事の名称変更・６月
補正予算に伴う追加

21 指名競争入札 勝浦中学校屋内消火栓設備改修工事 勝浦市出水地内 消防施設 約2ヶ月 校舎内の消火栓設備改修 第２四半期
発注済・６月補正予算に伴う追
加

22 指名競争入札 配水管布設替工事 墨名地先 管 約3ヶ月 配水管布設替工 φ400mm　L=313.5m 第２四半期 発注済・工事の概要変更

23 随意契約 クレーン設備定期点検及び修繕工事 勝浦市　串浜1936-18 清掃施設 約3ヶ月 ７月、２月定期点検及び修繕工事 第２四半期
発注済・工事の概要変更・発注
予定時期変更

24 指名競争入札 橋りょう修繕工事（湯西亀田線（大森７号橋）） 勝浦市　大森　地内 土木 約5ヶ月
上部工補強工・支承取替え工・塗装塗替え
工・伸縮装置取替え工・舗装打替え工・仮設
工・防護柵取替え工　１式

第２四半期 発注済・発注予定時期変更
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25 指名競争入札
橋りょう修繕工事（川向回向坊線（串浜１号
橋））

勝浦市　串浜　地内 土木 約5ヶ月
舗装打替え工・橋面防水工・当て板補強工・
塗装塗替え工・伸縮装置交換工・床版補修
工・仮設工　１式

第２四半期 発注済・発注予定時期変更

26 指名競争入札
橋りょう撤去工事（番場下蔵ヶ原線（小羽戸１
号橋））

勝浦市　小羽戸　地内 土木 約5ヶ月 橋梁撤去　L=17.80m 第３四半期 発注済

27 指名競争入札 市役所庁舎屋上防水改修工事 勝浦市　新官　地内 建築 約3ヶ月
エントランス屋上防水改修工事
塔屋屋上防水改修工事

第３四半期
発注済・９月補正予算に伴う追
加

28 随意契約 ごみ処理施設修繕工事 勝浦市　串浜1936-18 清掃施設 約6ヶ月 焼却炉耐火物補修 第３四半期 ９月補正予算に伴う追加

29 随意契約 衛生処理場設備修繕工事 勝浦市　部原2141 清掃施設 約6ヶ月
活性炭再生炉オーバーホール、投入ポンプ
オーバーホール、計装エアー機器類修理、活
性炭吸着塔全量新炭入替

第３四半期
発注済・９月補正予算に伴う追
加

30 指名競争入札 道路災害復旧工事（川向回向坊線（２）） 勝浦市　串浜　地内
とび・土
工・ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

約3ヶ月
ポケット式落石防止網設置 L=15.0m A=225㎡
擦り付け部 覆式落石防止網設置 L=6.0m
A=90㎡

第３四半期
発注済・９月補正予算に伴う追
加

31 指名競争入札 排水整備工事（部原川津勝浦線） 勝浦市　川津　地内 土木 約3ヶ月

消音型側溝300×400　L=16m
自由勾配側溝300×600～700×2000　L=28m
集水桝　600×800　1基
円型側溝　φ300　L=10m

第３四半期
発注済・工事の概要変更・９月
補正予算に伴う追加

32 指名競争入札 農道舗装工事（農道東１号線） 勝浦市　杉戸字東　地先 土木 約3ヶ月
路盤工 t=10cm L=337.0m A=1015.1㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 t=4cm L=337.0m A=1015.1㎡

第３四半期 発注済

33 指名競争入札 鵜原理想郷公衆トイレ改修工事 勝浦市　鵜原　地内 建築 約4ヶ月 建具扉設置、便器交換、外壁塗装 第３四半期
発注済・９月補正予算に伴う追
加

34 指名競争入札 配水管新設工事 松野バイパス 管 約2ヶ月 配管新設工φ100mm　Ｌ＝70.0m 第３四半期 発注済

35 指名競争入札 舗装復旧工事 大楠地先 土木 約4ヶ月
表層打ち換え
舗装面積　9,838.0㎡

第３四半期 発注済

36 指名競争入札 舗装復旧工事 中倉地先 土木 約3ヶ月
表層打ち換え
舗装面積　1,750.0㎡

第３四半期 発注済
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37 指名競争入札 舗装復旧工事 市野川地先 土木 約3ヶ月
表層打ち換え
舗装面積　571.27㎡

第３四半期 発注済・工事の概要変更

38 指名競争入札 配水管布設替工事 松野地先 管 約3ヶ月
 
配水管布設替工 φ50～100mm　L=246.7m 第３四半期 発注済・工事の概要変更

39 随意契約 配水管移設工事 貝掛地先 管 約3ヶ月 配水管移設工　RR-VP　φ50mm　L=220.0m 第３四半期 発注済・契約の方法変更

40 指名競争入札 自転車置場設置工事
台宿交差点付近、西原、北
中学校回転場

建築 約3ヶ月
自転車置場設置、LED照明設置、土間コンク
リート打設

第３四半期
発注済・９月補正予算に伴う追
加

41 指名競争入札 市営住宅改修工事（旭ヶ丘第二団地） 勝浦市　沢倉　地内 建築 約3ヶ月 市営住宅　外壁、内部改修 第３四半期
発注済・工事の概要変更・発注
予定時期の変更

42 指名競争入札 災害復旧工事（松元川崎谷線（３２号）） 勝浦市　大森　地内 土木 約2ヶ月
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 L=11.4m A=71㎡
ガードレール撤去・設置

第４四半期 ９月補正予算に伴う追加

43 指名競争入札 災害復旧工事（芳賀市野川線（３１号）） 勝浦市　芳賀　地内 土木 約2ヶ月
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積（道路） A=43㎡
植生工・取付工

第４四半期 ９月補正予算に伴う追加

44 指名競争入札
トンネル照明改修工事（墨名部原線（新官・出
水トンネル）外１箇所）

勝浦市　新官　地内　外 電気 約2ヶ月 照明器具設置 15台　照明器具撤去 31台 第４四半期

45 指名競争入札 排水整備工事（新坂沢倉線） 勝浦市　新官　地内 土木 約1ヶ月 U字溝　300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置　T-14　L=380m 第１四半期 事業見直しに伴う中止

46 指名競争入札 道路改良工事（法定外公共物（道路）） 勝浦市　小羽戸　地内 土木 約5ヶ月 道路工　L=440m 第３四半期 事業見直しに伴う中止

47 指名競争入札 道路改良工事（勝浦荒川線） 勝浦市　串浜　地内 土木 約5ヶ月 道路工　L=20m 第３四半期 事業見直しに伴う中止
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