
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000832095.pdf

■峡東地区の発注見通し

峡東地区:山梨市,笛吹市,甲州市,大和国道出張所,ウインズ石和

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　 なお、山梨県県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

関東地方整備局 甲府河川国道事務所
一般競争入札

（拡大）
造園工事 Ｒ５大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事

山梨県大月出張所及び大和国道出張所及び

富士吉田国道出張所管内

除草工　１式 

　・道路除草工　約３０，０００ｍ２ 

応急処理工　１式 

仮設工　１式

約１１か

月

Ｒ５年度 第１四

半期

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 一般競争入札 維持修繕工事 Ｒ４甲府・大和国道出張所管内交通事故対策工事 山梨県甲府出張所、大和国道出張所管内

交差点改良　３箇所 

通学路安全対策（防護柵）　３００ｍ 

カラー舗装　３００ｍ２

約９か月
Ｒ４年度 第４四

半期

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 一般競争入札 維持修繕工事 Ｒ５・６大和道路維持工事 山梨県大和国道出張所管内

巡視・巡回工　１式 

舗装工　１式 

除雪工　１式 

応急処理工　１式

約２４か

月

Ｒ４年度 第４四

半期

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 一般競争入札 維持修繕工事 Ｒ５笛吹川維持工事 山梨県山梨市

堤防除草工　約１６００千ｍ２、高水敷除草工　約１５

０千ｍ２、堤防養生工　１式、根固工　１式、塵芥処理

工　１式、伐木除根工　１式、植栽維持工　１式、河道

整正工　１式、河川維持工　１式、状況把握業務　１式

約１２か

月

Ｒ４年度 第４四

半期

中日本高速道路

（株）
八王子 一般競争 舗装工事 中央自動車道　大月管内舗装補修工事（２０２２年度）

山梨県上野原市～山梨県甲州市

山梨県大月市～山梨県富士吉田市

山梨県富士吉田市～静岡県駿東郡小山町

中央自動車道　上野原IC~勝沼IC間、大月JCT~富士吉田

IC間、東富士五湖道路　富士吉田IC~須走IC間の本線・

ICランプ部の舗装補修を行う工事

・切削オーバーレイ工　約4.5万m2

・橋梁レベリング層用グースアスファルト　約0.1千t

・床版防水工　約4.5千㎡

約２０か

月

２０２２ 

第４四半期

中日本高速道路

（株）
八王子 一般競争 交通情報設備工事 甲府保全・サービスセンター管内CCTV設備工事

山梨県甲州市～山梨県北杜市

山梨県甲斐市～山梨県西八代郡市川三郷町

甲府保全・サービスセンター管内のCCTV設備の新設等

を行う工事

　・CCTV設備　新設　約110基

　・CCTV設備　更新　約5基

約２３か

月

２０２３ 

第１四半期

中日本高速道路

（株）
八王子 一般競争 橋梁補修工事 中央自動車道　長垣第一橋他１橋耐震補強（鋼上部工）工事 山梨県甲州市

中央自動車道　大月IC~勝沼IC間２橋（鋼トラス橋）の

耐震補強を行う工事

・鋼構造物補強　約95ｔ

・支承取替　約55基

・落橋防止構造　約35本

・段差防止構造　約10箇所

・制震構造　約10箇所

・詳細設計　1式

約４２か

月

２０２３ 

第１四半期

東京都
水道局水源管理事務所

管理課

希望制指名競争

入札
一般土木工事

【所】令和４年度林道泉水横手山線復旧改良工事（泉水谷工

区）（その２）
山梨県甲州市

舗装工１式、落石防止工１式　工事発注規模：D02

2、500万円以上～4、000万円未満（予定であり変更さ

れることがあります）

１４０日

間
１月中旬

東京都
水道局水源管理事務所

管理課

希望制指名競争

入札
一般土木工事 【所】令和４年度林道一ノ瀬線補修工事（その２） 山梨県甲州市

舗装打換え１式、落石防止工１式　工事発注規模：D02

2、500万円以上～4、000万円未満（予定であり変更さ

れることがあります）

１２０日

間
１月中旬

★別表（県及び県内市町村の状況についてはこちらをクリック）
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発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

山梨県 営繕課 一般 建築一式工事 総合評価・果樹試験場本館屋根他改修工事（明許） 山梨市　江曽原 屋根改修工事一式、屋上防水改修工事一式 約６か月 第４四半期

山梨県 営繕課 一般 塗装工事
総合評価・県営住宅ぶどうの里団地１号館外壁他改修工事（明

許）
甲州市　勝沼町小佐手 外壁改修工事一式、屋根塗装改修工事一式 約４か月 第４四半期

山梨県 峡東林環事 指名 土木一式工事 金川の森マウンテンバイクコース土舗装外更新工事 笛吹市　一宮町竹原田 ＭＴＢコース整備　Ｌ＝３２０ｍ 約３か月 第４四半期

山梨県 峡東農務事 一般 土木一式工事
総合評価・山梨西部地区　１工区区画整理工事その３（明許）

（特例）
山梨市　万力 区画整理工A=1.0ha 約８か月 第４四半期

山梨県 峡東農務事 一般 土木一式工事
総合評価・大窪地区　５工区区画整理及び鳥獣害防止柵設置工

事その３（明許）
笛吹市　境川町大窪

区画整理工A=1.9ha

鳥獣害防止柵L=310m
約９か月 第４四半期

山梨県 峡東農務事 一般 土木一式工事 総合評価・大窪地区　３・４工区区画整理工事（明許） 笛吹市　境川町大窪 区画整理工A=1.6ha 約９か月 第４四半期

山梨県 峡東農務事 一般 舗装工事 菱山地区　農道4号2工区、7号、9号、17号舗装工事（明許） 甲州市　勝沼町菱山 施工延長L=321m　幅員W=4.0m 約４か月 第４四半期

山梨県 峡東農務事 一般 土木一式工事 神金地区　付帯工事 甲州市　塩山上萩原 付帯工一式 約３か月 第４四半期

山梨県 峡東建設事 一般 土木一式工事 総合評価・在華入沢砂防工事（明許）（補特） 山梨市　牧丘町西保中 本堤工　一式 約９か月 第４四半期

山梨県 峡東建設事 一般 土木一式工事
総合評価・丸林の１外急傾斜地崩壊対策工事（一部債務）（補

特）
甲州市　大和町初鹿野 法面工　一式 約７か月 第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事 林道川上牧丘線（大弛工区）改良工事（明許）（余フ） 山梨市　牧丘町北原 林道改良　L=150m　W=4.0m 約８か月 第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事 林道乾徳山線（大平工区）改良工事（明許）（余フ） 山梨市　三富上釜口 林道改良　L=150m　W=4.0m 約８か月 第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事 加久保小規模治山工事（明許）（余フ） 山梨市　三富下釜口 谷止工　1基 約９か月 第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事
総合評価・林道鈴庫山線（平沢工区）改良工事（明許）（余

フ）
甲州市　塩山平沢 林道改良　L=150m　W=4.0m 約９か月 第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事 総合評価・青笹川治山工事（明許）（余フ）（補特） 山梨市　三富上釜口 谷止工　1基
約１１か

月
第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事 総合評価・広瀬上流治山工事（明許）（余フ）（補特） 山梨市　三富上釜口 山腹工(A=0.56ha)
約１１か

月
第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事 総合評価・釜沢本谷治山工事（明許）（余フ）（補特） 山梨市　三富川浦 谷止工　1基
約１１か

月
第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事 総合評価・大積寺南治山工事（全部債務）（余フ） 笛吹市　一宮町土塚 谷止工　1基
約１０か

月
第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事 総合評価・名所山左支流治山工事（明許）（余フ）（補特） 笛吹市　境川町藤垈 谷止工　1基
約１０か

月
第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事 総合評価・大口山治山工事（明許）（余フ）（補特） 笛吹市　八代町竹居 谷止工　1基
約１１か

月
第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事 林道嵯峨塩深沢線改良工事（明許）（余フ） 甲州市　塩山牛奥 林道改良　L=100ｍ　W=4.0ｍ
約１０か

月
第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事 総合評価・林道日川線改良工事（明許）（余フ） 甲州市　塩山上萩原 林道改良　L=100ｍ　W=4.0ｍ
約１０か

月
第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事
総合評価・林業専用道日川2号支線（南工区）開設工事（明

許）（余フ）（補特）
甲州市　塩山下萩原 林業専用道　L=250ｍ　W=3.6m

約１０か

月
第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事
総合評価・林業専用道日川2号支線（北工区）開設工事（明

許）（余フ）（補特）
甲州市　塩山下萩原 林業専用道　L=250ｍ　W=3.6m

約１０か

月
第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事 総合評価・大滝川治山工事（明許）（余フ）（補特） 甲州市　勝沼町菱山 谷止工　1基
約１０か

月
第４四半期
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山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事 総合評価・深沢山治山工事（全部債務）（余フ） 甲州市　勝沼町深沢 谷止工　1基
約１０か

月
第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事 総合評価・大蔵沢支流治山工事（全部債務）（余フ） 甲州市　大和町田野 谷止工　1基
約１０か

月
第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般
とび・土工・コンク

リート工事
総合評価・林道大蔵沢大鹿線改良工事（明許）（余フ） 甲州市　大和町田野 林道改良　L=100ｍ　W=4.0ｍ

約１１か

月
第４四半期

山梨県 峡東林環事 一般 土木一式工事 総合評価・白蛇沢治山工事（明許）（余フ）（補特） 甲州市　大和町初鹿野 谷止工　1基
約１０か

月
第４四半期

山梨県 峡東建設事 指名 電気通信工事 芦川雨量観測局外雨量計更新工事（明許） 笛吹市　芦川町中芦川 雨量計更新　N=30基 約５か月 第４四半期

山梨県 流域下水道 一般 土木一式工事
総合評価・峡東流域下水道笛吹川幹線管路施設更新工事（余

フ）（補特）
笛吹市　石和町河内 管渠更生工　L=119m 約７か月 第４四半期

山梨県 流域下水道 一般 電気工事
総合評価・峡東浄化センター管理本館受変電設備更新電気工事

（一部債務）
笛吹市　石和町東油川

管理本館受変電設備更新一式・監視制御設備機能増設一

式

約２３か

月
第４四半期

山梨県 峡東建設事 一般 土木一式工事
総合評価・（一）富士河口湖笛吹線　災害防除工事（明許）

（余フ）
笛吹市　御坂町藤野木 災害防除工事　一式 約８か月 第４四半期

山梨県 峡東建設事 一般 舗装工事 総合評価・（一）一宮山梨線　舗装工事（明許）(余フ) 笛吹市　石和町川中島 舗装工　一式 約５か月 第４四半期

山梨県 峡東建設事 一般 土木一式工事
総合評価・（一）大菩薩初鹿野線　災害防除工事（明許）（余

フ）（補特）
甲州市　大和町田野 災害防除工事　一式 約８か月 第４四半期

山梨県 峡東建設事 一般 土木一式工事
総合評価・（一）大菩薩初鹿野線　災害防除工事（明許）（余

フ）（補特）
甲州市　大和町木賊 災害防除工事　一式 約６か月 第４四半期

山梨県 新環状建設 一般 電気通信工事 国道140号道路監視システム改修工事（明許） 笛吹市　石和町市部 道路監視システム改修　一式 約９か月 第４四半期

山梨県 新環状建設 指名 塗装工事 国道140号外区画線工事（明許） 笛吹市　春日居町鎮目 区画線工　L=5,000ｍ 約５か月 第４四半期

山梨県 峡東建設事 一般 土木一式工事
総合評価・国道４１１号　一之瀬高橋２号トンネル（仮称）建

設工事（一部債務）
甲州市　塩山一ノ瀬高橋

一之瀬高橋改築２期バイパス　２号トンネル（仮称）

Ｌ＝４００ｍ

約２４か

月
第４四半期

山梨県 峡東建設事 一般 舗装工事 総合評価・（主）甲府山梨線　舗装工事（明許）（余フ） 山梨市　堀内 舗装工　一式 約６か月 第４四半期

山梨県 峡東建設事 一般 土木一式工事 総合評価・国道４１１号　道路工事（一部債務）（特例） 甲州市　塩山一ノ瀬高橋
橋台工　１基　護岸工　一式

仮設構台　一式

約１２か

月
第４四半期

山梨県 峡東建設事 指名
とび・土工・コンク

リート工事
国道４１１号　標識工事（明許）（余フ） 甲州市　塩山上萩原

標識工　一式

路面標示工　一式
約５か月 第４四半期

山梨県 峡東建設事 一般 舗装工事 総合評価・国道４１１号　舗装工事（明許）（余フ） 甲州市　塩山上萩原
舗装工　一式

排水施設工　一式
約５か月 第４四半期

山梨県山梨市 農林課 指名競争入札 土木一式工事 農道Ｎ22001号線舗装新設工事 山梨市牧丘町西保中 Ａｓ舗装工　W=2.3 Ｌ＝80ｍ
約１.５か

月
第４四半期

山梨県山梨市 建設課 指名競争入札 土木一式工事 狭あい道路拡幅整備(その２)工事 山梨市　南 施工延長　Ｌ＝30ｍ
約２.５か

月
第４四半期

山梨県山梨市 下水道課 指名競争入札 舗装工事 山梨地域舗装本復旧（その３）工事 山梨市　大野 Aｓ　A=１８００㎡
約４.０か

月
第４四半期

山梨県山梨市 下水道課 指名競争入札 舗装工事 山梨地域舗装本復旧（その１）工事 山梨市　万力 Aｓ　A=２５０㎡
約３.０か

月
第４四半期

山梨県山梨市 水道課
指名競争入札指

名
管工事 東地内配水管布設替工事（繰越） 山梨市　東

施工延長 L=142.0m 

配水管布設工 HPPEφ150 L=142.0m
約４か月 第４四半期



■峡東地区の発注見通し

峡東地区:山梨市,笛吹市,甲州市,大和国道出張所,ウインズ石和

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　 なお、山梨県県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

山梨県山梨市 水道課
指名競争入札指

名
管工事 歌田・下栗原地内配水管布設替工事（繰越）

山梨市　 

歌田・下栗原

施工延長 L=115.0m 

配水管布設工 HPPEφ100 L=115.0m

約３.５か

月
第４四半期

山梨県山梨市 水道課
指名競争入札指

名
管工事 三ヶ所地内配水管布設工事（繰越） 山梨市　三ケ所

施工延長 L=55.0m 

配水管布設工 HPPEφ100 L=55.0m
約３か月 第４四半期

山梨県山梨市 水道課
指名競争入札指

名
管工事 窪平地内配水管布設工事（繰越） 山梨市　牧丘町窪平

施工延長 L=130.0m

配水管布設工 HPPEφ50 L=130.0m

約３.５か

月
第４四半期

山梨県笛吹市 まちづくり整備課 一般競争入札 土木一式工事 御坂路さくら公園ふれあい広場改修工事 笛吹市御坂町上黒駒地内

釣り堀池撤去・整地　一式　電源付きテントサイト整備

１２区画　炊事場新設　１カ所　トイレ棟新設　１棟

緑地整備（支障木伐採、芝張等）　一式 
約４か月 第２四半期

山梨県笛吹市 建設総務課 一般競争入札 建築一式 市営久保田住宅3・5号棟及び集会室解体工事 笛吹市八代町岡1661番地
環境配慮改修、取り壊し(アスベスト処理含む)、取り壊

し後整備
約４か月 第３四半期

山梨県笛吹市 管財課 一般競争入札 建築一式 春日居支所移転工事 笛吹市春日居町寺本地内 間仕切変更、家具工事、機械設備工事等一式 約４か月 第４四半期

山梨県笛吹市 管財課 一般競争入札 電気工事 春日居支所移転電気設備工事（明許） 笛吹市春日居町寺本地内 電気設備工事（自家用発電機設備工事他）等一式 約５か月 第５四半期

山梨県笛吹市 芦川支所 一般競争入札 建築一式 芦川ふれあいプラザ補修工事 笛吹市芦川町鶯宿466番地1 芦川ふれあいプラザ樋及び軒天補修工事 約４か月 第６四半期

山梨県甲州市 建設課 指名競争入札 舗装 市道等々力１号線舗装工事 甲州市勝沼町等々力地内 延長L＝100ｍ　Ｗ＝5.0ｍ ３か月 第３四半期

山梨県甲州市 建設課 指名競争入札 土木 宮ノ上水路改修工事 甲州市勝沼町勝沼地内 延長L＝90ｍ　Ｗ＝0.3ｍ ３か月 第３四半期

山梨県甲州市 建設課 指名競争入札 土木 観音堂水路改修工事 甲州市塩山下於曽地内 延長L＝60ｍ　Ｗ＝1.0ｍ ３か月 第３四半期

山梨県甲州市 建設課 指名競争入札 土木 横落落前水路改修工事 甲州市勝沼小佐手地内 延長L＝60ｍ　Ｗ＝1.0ｍ ３か月 第３四半期

山梨県甲州市 建設課 指名競争入札 土木 黒木水路改修工事 甲州市勝沼町上岩崎地内 延長L＝60ｍ　Ｗ＝1.0ｍ ３か月 第３四半期

山梨県甲州市 建設課 指名競争入札 土木 一ノ割水路改修工事 甲州市塩山藤木地内 工事延長：L＝46.4ｍ、U字側溝設置他 ４か月 第３四半期

山梨県甲州市 建設課 指名競争入札 土木 宮原水路改修工事 甲州市塩山牛奥地内 施工延長：L＝70.0ｍ、U字側溝設置他 ４か月 第３四半期

山梨県甲州市 建設課 指名競争入札 土木 市道山20号線改修工事 甲州市勝沼町山地内 施行延長：L＝21.0ｍ　路側コンクリート擁壁工他 ５か月 第３四半期

山梨県甲州市 農林振興課 指名競争入札 土木 農道上於曽12号線改修工事 甲州市塩山上於曽地内 工事延長：L＝49.2ｍ　舗装工他 ３か月 第３四半期

山梨県甲州市 財政課 指名競争入札 管 甲州市立井尻小学校校舎3階トイレ改修工事 甲州市塩山上井尻地内 洋式便器への改修、、既存和式便器の撤去3箇所他 ４か月 第３四半期

山梨県甲州市 建設課 指名競争入札 管 甲州市勝沼中央公園トイレ改修工事 甲州市勝沼町勝沼地内 洋式便器への改修、既存和式便器の撤去3箇所他 ４か月 第３四半期

山梨県甲州市 上下水道課 一般競争入札 舗装 国道411号舗装復旧工事 甲州市塩山上小田原地内

施工延長　L=700.5ｍ 

アスファルト舗装工　表層　t=50ｍｍ　A=2,520ｍ2 

上層路盤工　t=250ｍｍ　A=1,750ｍ2、t=100ｍｍ

A=766ｍ2 

区画線設置工　一式

４か月 第３四半期

山梨県甲州市 観光商工課 一般競争入札 建築 甲州市塩山駅前観光案内所移設事業改修工事 甲州市塩山上於曽地内 内部改修　外壁改修　空調設備改修　電気設備改修等 ５か月 第３四半期

山梨県甲州市 上下水道課 一般競争入札 管 市道等々力1号線配水管布設工事替工事 甲州市勝沼町等々力地内
1工区　HIVP-RRφ100　L=130.3ｍ 

2工区　HIVP-RRφ100　L=123.3ｍ
４か月 第３四半期


