
様式１（毎年度の発注見通しの公表・当初分）

公 表 年 月 日

NO 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

1 一般競争入札 土木一式工事 4街区整備工事 船橋市飯山満町2丁目1037番ほか
造成工 A=約1,700m2、舗装工 A=約
1,300m2、排水工 L=約200m、給水工
L=約200m

約5か月 第１四半期

2 一般競争入札 土木一式工事 34街区整備工事(その2) 船橋市飯山満町2丁目919番ほか
舗装工 A=約500m2、排水工 L=約
100m、給水工 L=約50m

約6か月 第１四半期

3 一般競争入札 土木一式工事 35街区整備工事 船橋市飯山満町2丁目880番ほか
擁壁工 A=約200m2、造成工 A=約
1,500m2

約6か月 第１四半期

4 一般競争入札 土木一式工事
市道25-020号線ほか1路線側溝安全
対策工事

船橋市印内3丁目ほか L=約280m 約4か月 第１四半期

5 一般競争入札 土木一式工事
市道45-030号線ほか1路線側溝安全
対策工事

船橋市三山8丁目地先 L=約185m 約4か月 第１四半期

6 一般競争入札 土木一式工事 市道00-052号線道路改良工事 船橋市西船4丁目270番1地先 舗装工、排水構造物工 L=約180m 約9か月 第１四半期

7 一般競争入札 土木一式工事 市道00-070号線安全施設設置工事 船橋市本町4丁目2801番地先 縁石工 L=約10m 約3か月 第１四半期

8 一般競争入札 土木一式工事 市道00-114号線安全施設設置工事 船橋市二和東6丁目124番31地先 縁石工 L=約410m 約3か月 第１四半期

9 一般競争入札 土木一式工事 市道00-130号線道路改良工事 船橋市坪井西2丁目730番1地先 舗装工、道路付属施設工 L=約20m 約3か月 第１四半期

10 一般競争入札 土木一式工事 市道00-155号線道路改良工事 船橋市中野木1丁目143番3地先 舗装工、排水構造物工 L=約33m 約3か月 第１四半期

11 一般競争入札 土木一式工事 市道17-003号線歩道整備工事 船橋市若松2丁目1番10地先 舗装工 L=約20m 約3か月 第１四半期

12 一般競争入札 土木一式工事 市道23-002号線道路改良工事 船橋市山手3丁目416番11地先 舗装工、排水構造物工 L=約38m 約4か月 第１四半期

　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日
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13 一般競争入札 土木一式工事 市道37-029号線道路改良工事 船橋市夏見町2丁目645番地先 舗装工 L=約190m 約6か月 第１四半期

14 一般競争入札 土木一式工事
都市計画道路3・4・27号線橋梁下部
工工事

船橋市二宮1丁目617番21地先 橋脚 N=1基、橋台 N=2基、擁壁工 約18か月 第１四半期

15 一般競争入札 土木一式工事 日の出地区管渠布設工事(その13) 船橋市日の出2丁目7番4地先 φ200 L=約300m 約6か月 第１四半期

16 一般競争入札 土木一式工事 藤原地区管渠布設工事(その60) 船橋市藤原1丁目208番1地先 φ200 L=約270m 約6か月 第１四半期

17 一般競争入札 土木一式工事 藤原地区管渠布設工事(その63) 船橋市藤原1丁目162番7地先 φ200～300 L=約450m 約9か月 第１四半期

18 一般競争入札 土木一式工事 藤原地区管渠布設工事(その65) 船橋市藤原1丁目183番112地先 φ200 L=約340m 約7か月 第１四半期

19 一般競争入札 土木一式工事 丸山地区管渠布設工事(その59) 船橋市丸山4丁目186番101地先 φ200 L=約440m 約9か月 第１四半期

20 一般競争入札 土木一式工事 藤原地区管渠布設工事(その42) 船橋市藤原5丁目316番12地先 φ200 L=約300m 約9か月 第１四半期

21 一般競争入札 土木一式工事 藤原地区管渠布設工事(その43) 船橋市藤原3丁目284番18地先 φ200 L=約250m 約8か月 第１四半期

22 一般競争入札 土木一式工事 馬込地区管渠布設工事(その13) 船橋市馬込町691番5地先 φ200 L=約610m 約9か月 第１四半期

23 一般競争入札 土木一式工事 宮本地区長寿命化対策工事(その8) 船橋市宮本2丁目89番地先ほか 管渠部分修繕工 N=約16箇所 約4か月 第１四半期

24 一般競争入札 土木一式工事
駒込川排水区長寿命化対策工事(そ
の9)

船橋市習志野台2丁目50番地先ほか 管渠部分修繕工 N=約33箇所 約4か月 第１四半期
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25 一般競争入札 土木一式工事 海老川流域貯留施設設置工事 船橋市西習志野1丁目867番2地先 貯留量 V=約770m3 約7か月 第１四半期

26 一般競争入札 土木一式工事 排水路長寿命化対策工事(その9) 船橋市日の出1丁目3番地先 管更生φ500 L=約100m 約6か月 第１四半期

27 一般競争入札 土木一式工事 排水路長寿命化対策工事(その10) 船橋市東町147番地先 管更生φ600 L=約70m 約6か月 第１四半期

28 一般競争入札 土木一式工事
船橋市立高根小学校下水道接続工
事

船橋市高根町2895番3ほか 下水道接続工事 約6か月 第１四半期

29 一般競争入札 土木一式工事 船橋市立湊中学校下水道接続工事 船橋市日の出1丁目1番1ほか 下水道接続工事 約8か月 第１四半期

30 一般競争入札 建築一式工事
船橋市地方卸売市場事務所付倉庫
建替工事

船橋市市場1丁目2069番ほか
現存する事務所付倉庫を市場内に建
替える工事

約9か月 第１四半期

31 一般競争入札 建築一式工事 運動公園体育館トイレ改修工事 船橋市夏見台6丁目356番2ほか トイレの改修(建築・電気設備) 約9か月 第１四半期

32 一般競争入札 建築一式工事
法典公園管理棟エレベーター等改修
工事

船橋市藤原5丁目307番4ほか
エレベーターの改修及び施設のバリ
アフリー化

約10か月 第１四半期

33 一般競争入札 建築一式工事
アンデルセン公園子ども美術館パ
フォーマンスゾーン外壁屋上改修工
事

船橋市金堀町525番ほか 外壁及び屋上防水等の改修 約10か月 第１四半期

34 一般競争入札 建築一式工事
船橋市北部福祉会館等複合施設外
壁及び屋上防水改修工事

船橋市三咲7丁目89番2ほか 外壁及び屋上防水の改修工事 約6か月 第１四半期

35 一般競争入札 建築一式工事
船橋市社会福祉会館外壁及び屋上
防水改修工事

船橋市薬円台5丁目254番1 外壁及び屋上防水の改修工事 約6か月 第１四半期

36 一般競争入札 建築一式工事
船橋市身体障害者福祉作業所太陽
等複合施設外壁及び屋上防水改修
工事

船橋市二和西5丁目70番1ほか 外壁及び屋上防水の改修工事 約6か月 第１四半期
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37 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立西船保育園厨房及び外壁
その他改修工事

船橋市西船6丁目241番1ほか 厨房及び外壁その他の改修工事 約8か月 第１四半期

38 一般競争入札 建築一式工事
船橋市海神児童ホーム等複合施設外
壁及び屋上防水改修工事

船橋市海神町2丁目264番5ほか 外壁及び屋上防水の改修工事 約9か月 第１四半期

39 一般競争入札 建築一式工事
船橋市東消防署前原分署外壁及び
屋上防水改修工事

船橋市前原西1丁目1001番1ほか 外壁及び屋上防水の改修工事 約9か月 第１四半期

40 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立塚田小学校体育館床改修
工事

船橋市前貝塚町597番1ほか 体育館の床の改修工事 約5か月 第１四半期

41 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立前原小学校内壁剥落防止
及び体育館外壁･屋根防水改修工事

船橋市前原西2丁目282番4ほか
校舎内壁の剥落防止と体育館の外壁
と屋根を防水塗装する工事

約5か月 第１四半期

42 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立坪井小学校体育館外壁･屋
根改修工事

船橋市坪井町747番1ほか
体育館の屋根を改修し外壁を塗装す
る工事

約6か月 第１四半期

43 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立峰台小学校･塚田小学校小
荷物専用昇降機及び防火設備等改
修工事

船橋市宮本6丁目1784番2ほか1
小荷物専用昇降機(給食配膳室)と消
防用設備･防火シャッターを改修する
工事

約4か月 第１四半期

44 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立海神南小学校外壁剥落防
止･屋上防水改修工事

船橋市海神町南1丁目1510番ほか
校舎外壁の剥落防止と屋上･ベランダ
を防水改修する工事

約8か月 第１四半期

45 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立中野木小学校外壁剥落防
止その他改修工事

船橋市中野木2丁目269番3ほか
校舎外壁の剥落防止とベランダを防
水改修する工事

約7か月 第１四半期

46 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立峰台小学校外トイレ改修工
事

船橋市宮本6丁目1784番2ほか
校舎一階にある外トイレを改修する工
事

約4か月 第１四半期

47 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立八木が谷北小学校外トイレ
改修工事

船橋市八木が谷4丁目535番ほか
校舎一階にある外トイレを改修する工
事

約4か月 第１四半期

48 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立七林小学校外トイレ改修工
事

船橋市七林町115番13ほか
校舎一階にある外トイレを改修する工
事

約4か月 第１四半期
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49 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立小栗原小学校内壁剥落防
止･昇降口建具改修工事

船橋市本中山3丁目395番ほか
階段室内壁の剥落防止と昇降口の建
具を改修する工事

約4か月 第１四半期

50 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立前原中学校体育館屋根･トイ
レ改修工事

船橋市中野木2丁目282番4ほか 体育館屋根とトイレの改修工事 約5か月 第１四半期

51 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立若松中学校外トイレ改修工
事

船橋市若松3丁目2番1ほか
校舎一階にある外トイレを改修する工
事

約4か月 第１四半期

52 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立七林中学校外トイレ改修工
事

船橋市七林町128番6ほか
校舎一階にある外トイレを改修する工
事

約4か月 第１四半期

53 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立三山中学校外トイレ改修工
事

船橋市三山6丁目242番2ほか
校舎一階にある外トイレを改修する工
事

約4か月 第１四半期

54 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立坪井中学校外トイレ改修工
事

船橋市坪井東1丁目700番3ほか
校舎一階にある外トイレを改修する工
事

約4か月 第１四半期

55 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立船橋高等学校外壁･屋上防
水･トイレ改修工事

船橋市市場4丁目1682番10ほか
研修棟、西校舎の外壁剥落防止･屋
上防水改修工事と研修棟、第1･2体育
館のトイレ改修工事

約8か月 第１四半期

56 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立船橋特別支援学校金堀校
舎体育館トイレ改修工事

船橋市金堀町349番1ほか
体育館、プレイルームのトイレ改修工
事

約6か月 第１四半期

57 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立小栗原小学校体育館バス
ケットゴール改修工事

船橋市本中山3丁目395番ほか
体育館のバスケットゴールを改修する
工事

約6か月 第１四半期

58 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立習志野台第一小学校体育
館バスケットゴール改修工事

船橋市習志野台2丁目51番
体育館のバスケットゴールを改修する
工事

約6か月 第１四半期

59 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立法典小学校体育館バスケッ
トゴール改修工事

船橋市藤原5丁目299番1ほか
体育館のバスケットゴールを改修する
工事

約6か月 第１四半期

60 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立葛飾小学校体育館バスケッ
トゴール改修工事

船橋市印内1丁目441番ほか
体育館のバスケットゴールを改修する
工事

約6か月 第１四半期
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61 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立八栄小学校体育館バスケッ
トゴール改修工事

船橋市夏見5丁目845番1ほか
体育館のバスケットゴールを改修する
工事

約6か月 第１四半期

62 一般競争入札 建築一式工事
船橋市宮本公民館等複合施設･船橋
市立宮本第一保育園外壁及び屋上
防水改修工事

船橋市宮本6丁目498番2ほか1 外壁及び屋上防水の改修工事 約8か月 第１四半期

63 一般競争入札 建築一式工事
船橋市東部公民館等複合施設大規
模改修工事

船橋市前原西2丁目642番1 大規模改修工事 約17か月 第１四半期

64 一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事 法典公園球技場防球ネット改修工事 船橋市藤原5丁目307番4ほか 防球ネットの改修 約7か月 第１四半期

65 一般競争入札 電気工事
船橋市地方卸売市場積算電力量計
改修工事

船橋市市場1丁目2069番ほか
市場内施設の電気料金を各室の使用
量に応じて算出するための積算電力
量計を交換する工事

約10か月 第１四半期

66 一般競争入札 電気工事
船橋市地方卸売市場事務所付倉庫
建替電気設備工事

船橋市市場1丁目2069番ほか
船橋市地方卸売市場事務所付倉庫
建替工事に伴う電気設備工事

約9か月 第１四半期

67 一般競争入札 電気工事 高瀬下水処理場計装設備更新工事 船橋市高瀬町56番地先 電気計装設備の更新 約9か月 第１四半期

68 一般競争入札 電気工事
船橋市光風みどり園高圧受変電設備
その他改修工事

船橋市大神保町1359番7 高圧受変電設備その他の改修工事 約8か月 第１四半期

69 一般競争入札 電気工事 船橋市立若松小学校照明改修工事 船橋市若松3丁目2番3ほか 校舎照明LED化工事 約4か月 第１四半期

70 一般競争入札 電気工事 船橋市立若松中学校照明改修工事 船橋市若松3丁目2番1ほか 校舎照明LED化工事 約4か月 第１四半期

71 一般競争入札 電気工事
船橋市立葛飾中学校空調設備改修
工事

船橋市印内1丁目232番2ほか 空調設備改修工事 約4か月 第１四半期

72 一般競争入札 電気工事
船橋市立二宮中学校空調設備改修
工事

船橋市滝台1丁目3番4ほか 空調設備改修工事 約4か月 第１四半期
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　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日

73 一般競争入札 管工事
船橋市地方卸売市場事務所付倉庫
建替機械設備工事

船橋市市場1丁目2069番ほか
船橋市地方卸売市場事務所付倉庫
建替工事に伴う機械設備工事

約9か月 第１四半期

74 一般競争入札 管工事
運動公園体育館トイレ改修機械設備
工事

船橋市夏見台6丁目356番2ほか トイレの改修(機械設備) 約9か月 第１四半期

75 一般競争入札 管工事
船橋市本庁舎10階中会議室等空調
設備改修工事

船橋市2丁目2720番15ほか 空調設備の改修工事 約6か月 第１四半期

76 一般競争入札 管工事
船橋市南部福祉会館3階空調設備改
修工事

船橋市湊町1丁目2477番21ほか 3階の空調設備の改修工事 約6か月 第１四半期

77 一般競争入札 管工事 船橋市営藤原団地排水管更生工事 船橋市藤原2丁目130番1ほか 汚水管及び雑排水管内の更生工事 約6か月 第１四半期

78 一般競争入札 管工事
船橋市営薬円台団地排水管更生工
事

船橋市薬円台3丁目119番1ほか 汚水管及び雑排水管内の更生工事 約6か月 第１四半期

79 一般競争入札 管工事
船橋市営二和東第一団地給水設備
改修工事

船橋市二和東6丁目112番6ほか 団地内の給水設備改修工事 約7か月 第１四半期

80 一般競争入札 管工事
船橋市立大穴小学校給水設備及び
高架水槽改修工事

船橋市大穴南2丁目651番1ほか 給水設備及び高架水槽の改修工事 約7か月 第１四半期

81 一般競争入札 管工事
船橋市立海神南小学校給水設備改
修工事

船橋市海神町南1丁目1510番ほか 給水設備の改修工事 約5か月 第１四半期

82 一般競争入札 管工事
船橋市立高根小学校受水槽改修工
事

船橋市高根町2895番3ほか 受水槽及び給水管等の改修工事 約6か月 第１四半期

83 一般競争入札 管工事
船橋市立南本町小学校受水槽及び
外トイレ改修工事

船橋市栄町1丁目2730番73
受水槽及び給水管、外トイレ等の改修
工事

約6か月 第１四半期

84 一般競争入札 管工事
船橋市立高根東小学校受水槽改修
工事

船橋市新高根1丁目953番7ほか 受水槽及び給水管等の改修工事 約6か月 第１四半期
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　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日

85 一般競争入札 管工事
船橋市立峰台小学校高架水槽改修
工事

船橋市宮本6丁目1784番2ほか 高架水槽の改修工事 約4か月 第１四半期

86 一般競争入札 管工事
船橋市立中野木小学校高架水槽改
修工事

船橋市中野木2丁目269番3ほか 高架水槽の改修工事 約4か月 第１四半期

87 一般競争入札 管工事
船橋市立七林中学校給水設備改修
工事

船橋市七林町128番6ほか 給食調理場の給水管等改修工事 約4か月 第１四半期

88 一般競争入札 管工事
船橋市立行田中学校高架水槽改修
工事

船橋市行田3丁目15番6 高架水槽の改修工事 約4か月 第１四半期

89 一般競争入札 管工事
船橋市立高根台中学校高架水槽改
修工事

船橋市高根台3丁目3番2 高架水槽の改修工事 約4か月 第１四半期

90 一般競争入札 管工事
船橋市立船橋中学校受水槽改修工
事

船橋市夏見2丁目275番1ほか 受水槽及び給水管等の改修工事 約7か月 第１四半期

91 一般競争入札 管工事
船橋市立御滝中学校公共下水道接
続工事

船橋市金杉6丁目1476番ほか 下水道接続工事 約8か月 第１四半期

92 一般競争入札 管工事
船橋市中央図書館空調設備改修工
事

船橋市本町4丁目1625番12 空調設備の改修工事 約9か月 第１四半期

93 一般競争入札 管工事
船橋市埋蔵文化財調査事務所給水
設備改修工事

船橋市二和東5丁目101番210ほか 給水設備の改修工事 約4か月 第１四半期

94 一般競争入札 舗装工事 市道00-006号線舗装修繕工事 船橋市高野台5丁目地先 L=約175m 約4か月 第１四半期

95 一般競争入札 舗装工事 市道00-029号線舗装修繕工事 船橋市前原東2丁目地先 L=約260m 約4か月 第１四半期

96 一般競争入札 舗装工事 市道00-034号線舗装修繕工事 船橋市東船橋1丁目地先 L=約130m 約4か月 第１四半期
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　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日

97 一般競争入札 舗装工事 市道00-063号線舗装修繕工事 船橋市栄町1丁目地先 L=約250m 約4か月 第１四半期

98 一般競争入札 舗装工事 市道00-067号線舗装修繕工事 船橋市習志野台2丁目地先 L=約250m 約4か月 第１四半期

99 一般競争入札 舗装工事 市道00-136号線舗装修繕工事 船橋市飯山満町3丁目地先 L=約240m 約4か月 第１四半期

100 一般競争入札 舗装工事 市道00-148号線舗装修繕工事 船橋市習志野4丁目地先 L=約100m 約4か月 第１四半期

101 一般競争入札 舗装工事 市道00-189号線舗装修繕工事 船橋市二子町地先 L=約280m 約4か月 第１四半期

102 一般競争入札 舗装工事 市道20-004号線舗装修繕工事 船橋市市場4丁目地先 L=約127m 約4か月 第１四半期

103 一般競争入札 舗装工事 市道58-114号線歩道修繕工事 船橋市習志野台5丁目地先 L=約170m 約4か月 第１四半期

104 一般競争入札 舗装工事 市道61-012号線舗装修繕工事 船橋市古和釜町地先 L=約440m 約4か月 第１四半期

105 一般競争入札 舗装工事
市道00-056号線自転車走行空間整
備工事

船橋市印内町673番3地先 舗装工 L=約740m 約3か月 第１四半期

106 一般競争入札 舗装工事 生活道路安全対策工事(R5-1) 船橋市内一円 舗装工、区画線工 約3か月 第１四半期

107 一般競争入札 舗装工事
習志野台①地区ゾーン30内安全対策
工事

船橋市習志野台5丁目24番17地先 舗装工、排水構造物工 L=約500m 約4か月 第１四半期

108 一般競争入札 舗装工事 前原地区路面復旧工事(その58) 船橋市二宮2丁目594番1地先  A=約3,500m2 約4か月 第１四半期
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　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日

109 一般競争入札 舗装工事 西浦地区路面復旧工事(その1) 船橋市西浦2丁目3番51ほか1 A=約3,000m2 約4か月 第１四半期

110 一般競争入札 舗装工事 金杉地区路面復旧工事(その25) 船橋市金杉5丁目1251番23地先 A=約2,200m2 約4か月 第１四半期

111 一般競争入札 舗装工事 馬込地区路面復旧工事(その3) 船橋市馬込西2丁目746番121地先 A=約3,300m2 約4か月 第１四半期

112 一般競争入札 舗装工事 馬込地区路面復旧工事(その4) 船橋市馬込西2丁目766番90地先 A=約5,100m2 約4か月 第１四半期

113 一般競争入札 しゅんせつ工事 三咲川ほか2河川浚渫工事 船橋市大穴北7丁目34番7ほか2 V=約480m3 約4か月 第１四半期

114 一般競争入札 機械器具設置工事
海神第二排水機場排水ポンプ設備設
置工事

船橋市南海神1丁目1579番4地先 排水ポンプの増設 約9か月 第１四半期

115 一般競争入札 造園工事 遊戯施設改築工事(その2) 船橋市丸山ほか 遊具の改築 約6か月 第１四半期

116 一般競争入札 消防施設工事
船橋市立高根台第三小学校消防用
設備等改修工事

船橋市高根台1丁目3番2
自動火災報知設備及び非常放送設
備、消火栓配管の改修工事

約4か月 第１四半期

117 一般競争入札 消防施設工事
船橋市立豊富中学校消火栓設備改
修工事

船橋市豊富町12番1ほか 屋内消火栓ポンプの更新工事 約5か月 第１四半期

118 一般競争入札 消防施設工事
船橋市飯山満公民館消防用設備改
修工事

船橋市飯山満町1丁目950番3ほか
自動火災報知設備、非常放送設備、
誘導灯を改修する工事

約5か月 第１四半期

119 一般競争入札 解体工事 日の出倉庫撤去工事 船橋市日の出1丁目地先 撤去工事 約4か月 第１四半期

120 一般競争入札 土木一式工事
船橋市地方卸売市場北側仮設駐車
場整備工事

船橋市市場1丁目2069番ほか
冷蔵庫棟・関連店舗棟建替工事を計
画することに伴い、不足する駐車場用
地(仮設駐車場)を 整備する工事

約8か月 第２四半期
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　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日

121 一般競争入札 土木一式工事 法典公園球技場人工芝張替工事 船橋市藤原5丁目307番4ほか 人工芝の張替 約7か月 第２四半期

122 一般競争入札 土木一式工事 1号公園造成工事 船橋市芝山3丁目1055番56ほか 擁壁工 A=約500m2、伐採工 1式 約6か月 第２四半期

123 一般競争入札 土木一式工事 3号緑地整備工事 船橋市飯山満町2丁目647番1ほか
舗装工 A=約1,000m2、擁壁工 A=約
140m2

約5か月 第２四半期

124 一般競争入札 土木一式工事 56街区整備工事 船橋市飯山満町2丁目976番1 造成工 A=約1,600m2 約4か月 第２四半期

125 一般競争入札 土木一式工事
相之谷橋橋梁耐震補強及び補修工
事

船橋市市場2丁目地先 橋梁補修 約8か月 第２四半期

126 一般競争入札 土木一式工事
市道45-004号線ほか6路線道路排水
整備工事

船橋市三山5丁目地先 L=約300m 約4か月 第２四半期

127 一般競争入札 土木一式工事 市道45-036号線道路排水整備工事 船橋市三山8丁目地先 L=約80m 約4か月 第２四半期

128 一般競争入札 土木一式工事
市道58-082号線ほか1路線道路排水
整備工事

船橋市習志野台5丁目地先 L=約170m 約4か月 第２四半期

129 一般競争入札 土木一式工事 市道64-018号線道路排水整備工事 船橋市三咲6丁目地先 L=約100m 約4か月 第２四半期

130 一般競争入札 土木一式工事
市道00-174号線道路改良工事(2工
区)

船橋市夏見6丁目292番1地先 擁壁工、舗装工 L=約42m 約6か月 第２四半期

131 一般競争入札 土木一式工事
市道14-077号線ほか3路線安全施設
設置工事

船橋市本町4丁目1251番1地先 縁石工 L=約600m 約4か月 第２四半期

132 一般競争入札 土木一式工事 市道24-013号線道路改良工事 船橋市行田1丁目337番21地先 舗装工、排水構造物工 L=約30m 約5か月 第２四半期



様式１（毎年度の発注見通しの公表・当初分）

公 表 年 月 日

NO 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

　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日

133 一般競争入札 土木一式工事 市道41-012号線道路改良工事 船橋市中野木2丁目274番地先 階段工 L=約20m 約8か月 第２四半期

134 一般競争入札 土木一式工事 新船橋橋架け替えに伴う下部工工事 船橋市宮本2丁目98番19地先
橋梁下部工A1橋台構築、場所打ち杭
用仮桟橋設置

約6か月 第２四半期

135 一般競争入札 土木一式工事 小栗原架道橋上部工工事 船橋市本中山5丁目37番地先 橋梁上部工 約6か月 第２四半期

136 一般競争入札 土木一式工事
都市計画道路3・3・7号線交差点改良
工事に伴う道路標識移設工事

船橋市海神2丁目249番4地先 道路標識移設 N=4基 約3か月 第２四半期

137 一般競争入札 土木一式工事 飯山満川排水区発進基地整備工事 船橋市薬円台5丁目380番2地先 □1,200×1,500 L=約70m 約11か月 第２四半期

138 一般競争入札 土木一式工事
上長津川1号幹線吐口部函渠布設工
事

船橋市北本町2丁目733番4地先 □2,800×2,000 L=約15m 約6か月 第２四半期

139 一般競争入札 土木一式工事 木戸川排水区水路改修工事 船橋市大穴町642番2地先 φ800 L=約80m 約6か月 第２四半期

140 一般競争入札 土木一式工事 葛飾地区管渠布設工事(その113) 船橋市西船5丁目111番1地先 φ250～300 L=約210m 約5か月 第２四半期

141 一般競争入札 土木一式工事 谷津地区管渠布設工事(その76) 船橋市前原西1丁目495番21地先 φ250～300 L=約140m 約6か月 第２四半期

142 一般競争入札 土木一式工事 藤原地区管渠布設工事(その61) 船橋市藤原1丁目206番3地先 φ200 L=約350m 約8か月 第２四半期

143 一般競争入札 土木一式工事 藤原地区管渠布設工事(その62) 船橋市藤原1丁目195番31地先 φ200 L=約350m 約6か月 第２四半期

144 一般競争入札 土木一式工事 藤原地区管渠布設工事(その64) 船橋市藤原1丁目158番1地先 φ200～290 L=約930m 約14か月 第２四半期
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　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日

145 一般競争入札 土木一式工事 藤原地区管渠布設工事(その66) 船橋市藤原1丁目194番43地先 φ200 L=約1,000m 約14か月 第２四半期

146 一般競争入札 土木一式工事 湊町地区雨水管渠布設工事(その2) 船橋市湊町2丁目2720番15地先 φ600～900 L=約120m 約8か月 第２四半期

147 一般競争入札 土木一式工事 芝山地区管渠布設工事(その50) 船橋市芝山3丁目1113番52地先 φ200 L=約440m 約7か月 第２四半期

148 一般競争入札 土木一式工事 丸山地区管渠布設工事(その63) 船橋市丸山4丁目191番42地先 φ200 L=約290m 約7か月 第２四半期

149 一般競争入札 土木一式工事 馬込地区管渠布設工事(その14) 船橋市馬込町685番13地先 φ200 L=約780m 約16か月 第２四半期

150 一般競争入札 土木一式工事 馬込地区管渠布設工事(その16) 船橋市上山町3丁目667番2地先 φ200 L=約240m 約9か月 第２四半期

151 一般競争入札 土木一式工事 西浦下水処理場場内整備工事 船橋市西浦1丁目17番地先 外構工事 約6か月 第２四半期

152 一般競争入札 土木一式工事 排水管移設工事 船橋市日の出1丁目28番1地先 排水管移設工 L=約72.5ｍ 約5か月 第２四半期

153 一般競争入札 土木一式工事 公共下水道管渠内止水工事(R5-1) 船橋市小室町3174地先 取付管更生 N=約32箇所 約5か月 第２四半期

154 一般競争入札 土木一式工事 公共下水道管渠内止水工事(R5-3) 船橋市本町3丁目1570番地先 取付管布設替工事 N=約20箇所 約4か月 第２四半期

155 一般競争入札 土木一式工事 湊町地区長寿命化対策工事(その2) 船橋市南本町2398番22地先ほか 管渠更生工 L=約551.0m 約7か月 第２四半期

156 一般競争入札 土木一式工事 湊町地区長寿命化対策工事(その3) 船橋市南本町2402番323地先ほか 管渠更生工 L=約695.1m 約7か月 第２四半期
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　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日

157 一般競争入札 土木一式工事 湊町地区長寿命化対策工事(その4) 船橋市南本町2402番174地先ほか 管渠更生工 L=約700.4m 約5か月 第２四半期

158 一般競争入札 土木一式工事 湊町地区長寿命化対策工事(その5) 船橋市南本町2402番344地先ほか 管渠更生工 L=約710.4m 約5か月 第２四半期

159 一般競争入札 土木一式工事 湊町地区長寿命化対策工事(その6) 船橋市南本町2402番447地先ほか 管渠更生工 L=約691.7m 約5か月 第２四半期

160 一般競争入札 土木一式工事 湊町地区長寿命化対策工事(その7) 船橋市湊町2720番687地先ほか 管渠更生工 L=約488.1m 約5か月 第２四半期

161 一般競争入札 土木一式工事
高根台処理分区長寿命化対策工事
(その8)

船橋市習志野台1丁目1022番地先 管渠更生工、布設替工 L=約310.0m 約4か月 第２四半期

162 一般競争入札 土木一式工事 念田川改修工事 船橋市高根町1622番地先 L=約300m 約6か月 第２四半期

163 一般競争入札 土木一式工事 北谷津川改修工事(その9) 船橋市夏見町2丁目533番地先 L=約50m 約6か月 第２四半期

164 一般競争入札 土木一式工事 高根川改修工事(その8) 船橋市高根町1730番地先 L=約100m 約6か月 第２四半期

165 一般競争入札 土木一式工事 排水路長寿命化対策工事(その11) 船橋市夏見1丁目114番地先 管更生φ700 L=約40m 約5か月 第２四半期

166 一般競争入札 土木一式工事 排水路長寿命化対策工事(その12) 船橋市松が丘4丁目674番地先 管更生φ350 L=約240m 約6か月 第２四半期

167 一般競争入札 土木一式工事 排水路長寿命化対策工事(その13) 船橋市市場5丁目2406番地先 管更生φ600 L=約100m 約6か月 第２四半期

168 一般競争入札 建築一式工事 古和釜公園ほか1公園トイレ改修工事 船橋市古和釜町788番83ほか1 トイレ、出入口及び園路等の改修 約6か月 第２四半期
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　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日

169 一般競争入札 建築一式工事 勝間田公園ほか1公園トイレ改修工事 船橋市西船5丁目245番1ほか1 トイレ、出入口及び園路等の改修 約6か月 第２四半期

170 一般競争入札 建築一式工事
運動公園体育館倉庫解体その他付
帯工事

船橋市夏見台6丁目356番2ほか 倉庫の解体ほか 約7か月 第２四半期

171 一般競争入札 建築一式工事
船橋市北総育成園職員宿舎外壁及
び屋根改修工事

香取市岡飯田字南谷入864番1ほか 外壁及び屋根の改修工事 約4か月 第２四半期

172 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立夏見第二保育園外壁及び
屋上防水その他改修工事

船橋市夏見台4丁目652番6
外壁及び屋上防水その他の改修工
事

約6か月 第２四半期

173 一般競争入札 建築一式工事
船橋市北消防署行田分署外壁及び
屋上防水改修工事

船橋市行田2丁目15番28 外壁及び屋上防水の改修工事 約7か月 第２四半期

174 一般競争入札 建築一式工事
船橋市東消防署芝山分署外壁及び
屋上防水改修工事

船橋市芝山1丁目1262番24 外壁及び屋上防水の改修工事 約7か月 第２四半期

175 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立宮本小学校体育館外壁･屋
根防水改修工事

船橋市宮本7丁目975番2ほか
体育館の外壁と屋根を防水塗装する
工事

約5か月 第２四半期

176 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立夏見台小学校体育館トイレ
改修工事

船橋市夏見台2丁目55番6ほか 体育館のトイレを改修する工事 約4か月 第２四半期

177 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立飯山満南小学校体育館トイ
レ改修工事

船橋市飯山満町1丁目954番4ほか 体育館のトイレを改修する工事 約4か月 第２四半期

178 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立法田中学校体育館屋根改
修工事

船橋市藤原7丁目412番3ほか 体育館屋根改修工事 約5か月 第２四半期

179 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立七林中学校体育館外壁･屋
根改修工事

船橋市七林町128番6ほか 体育館外壁･屋根改修工事 約5か月 第２四半期

180 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立豊富中学校外壁剥落防止･
屋上防水改修工事

船橋市豊富町12番1ほか 外壁及び屋上防水の改修工事 約6か月 第２四半期
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　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日

181 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立小室中学校外壁剥落防止･
屋上防水改修工事

船橋市小室町898番 外壁及び屋上防水の改修工事 約6か月 第２四半期

182 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立八木が谷中学校外壁剥落
防止･屋上防水改修工事

船橋市八木が谷2丁目549番3ほか 外壁及び屋上防水の改修工事 約6か月 第２四半期

183 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立飯山満中学校外壁剥落防
止･屋上防水改修工事

船橋市飯山満町1丁目946番1ほか 外壁及び屋上防水の改修工事 約6か月 第２四半期

184 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立葛飾中学校体育館トイレ改
修工事

船橋市印内1丁目232番2ほか 体育館のトイレを改修する工事 約4か月 第２四半期

185 一般競争入札 建築一式工事
船橋市立湊中学校体育館トイレ改修
工事

船橋市日の出1丁目1番1ほか 体育館のトイレを改修する工事 約4か月 第２四半期

186 一般競争入札 建築一式工事
船橋市丸山公民館外壁及び屋上防
水改修工事

船橋市丸山5丁目2番8ほか 外壁及び屋上防水の改修工事 約7か月 第２四半期

187 一般競争入札 建築一式工事
船橋市新高根公民館等複合施設外
壁及び屋上防水改修工事

船橋市新高根1丁目955番1ほか 外壁及び屋上防水の改修工事 約7か月 第２四半期

188 一般競争入札 建築一式工事
船橋市西浦処理場屋上防水改修工
事

船橋市西浦1丁目17番3 屋上防水改修工事 約5か月 第２四半期

189 一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事
豊富まちかどスポーツ広場防球ネット
設置工事

船橋市豊富町1456番1 防球ネットの設置 約6か月 第２四半期

190 一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事
船橋市立若松小学校フェンス･門扉改
修工事

船橋市若松3丁目2番3ほか 外周フェンスと門扉を改修する工事 約4か月 第２四半期

191 一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事
船橋市立金杉台小学校フェンス･門扉
改修工事

船橋市金杉台2丁目1番2 外周フェンスと門扉を改修する工事 約4か月 第２四半期

192 一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事
船橋市立大穴小学校フェンス改修工
事

船橋市大穴南2丁目651番1ほか 外周フェンスを改修する工事 約4か月 第２四半期



様式１（毎年度の発注見通しの公表・当初分）

公 表 年 月 日

NO 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

　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日

193 一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事
船橋市立金杉小学校フェンス･門扉改
修工事

船橋市金杉8丁目1330番2ほか 外周フェンスと門扉を改修する工事 約4か月 第２四半期

194 一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事
船橋市立芝山西小学校フェンス･門扉
改修工事

船橋市芝山2丁目29番39ほか 外周フェンスと門扉を改修する工事 約4か月 第２四半期

195 一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事
船橋市立田喜野井小学校フェンス･門
扉改修工事

船橋市田喜野井4丁目581番1ほか 外周フェンスと門扉を改修する工事 約4か月 第２四半期

196 一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事
船橋市立御滝中学校防球ネット改修
工事

船橋市金杉6丁目1476番ほか 防球ネット改修工事 約4か月 第２四半期

197 一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事
船橋市立葛飾中学校テニスコート改
修工事

船橋市印内1丁目232番2ほか テニスコート改修工事 約4か月 第２四半期

198 一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事
船橋市立船橋中学校フェンス改修工
事

船橋市夏見2丁目275番1ほか 外周フェンス改修工事 約4か月 第２四半期

199 一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事
船橋市立前原中学校フェンス改修工
事

船橋市中野木2丁目282番4ほか 外周フェンス改修工事 約4か月 第２四半期

200 一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事
船橋市立船橋特別支援学校金堀校
舎フェンス改修工事

船橋市金堀町349番1ほか 外周フェンス改修工事 約3か月 第２四半期

201 一般競争入札 電気工事
船橋市地方卸売市場第1変電所蓄電
池改修工事

船橋市市場1丁目2069番ほか
水産物仲卸店舗等の非常電源の供
給源である第1受変電設備蓄電池を
改修する工事

約6か月 第２四半期

202 一般競争入札 電気工事 道路街路灯設置工事 船橋市米ヶ崎町地先 道路街路灯設置 約4か月 第２四半期

203 一般競争入札 電気工事 西浦下水処理場消化設備更新工事 船橋市西浦1丁目17番地先 消化設備の更新 約18か月 第２四半期

204 一般競争入札 電気工事 高瀬下水処理場消毒設備更新工事 船橋市高瀬町56番地先 消毒設備の更新 約16か月 第２四半期
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　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日

205 一般競争入札 電気工事 宮本ポンプ場遠方監視制御設備工事 船橋市宮本2丁目91番2地先 遠方監視制御設備の更新 約18か月 第２四半期

206 一般競争入札 電気工事
海神第二排水機場非常用発電機更
新工事

船橋市南海神1丁目1579番4地先 非常用発電機の更新 約6か月 第２四半期

207 一般競争入札 電気工事
日の出第一排水機場非常用発電機
更新工事

船橋市日の出1丁目20番2ほか 非常用発電機の更新 約6か月 第２四半期

208 一般競争入札 電気工事
船橋市防災行政無線増設工事(その
6)

船橋市芝山7丁目39番1ほか1
2子局(県立船橋芝山高等学校、駿河
台2丁目公園)の防災行政無線新設工
事

約7か月 第２四半期

209 一般競争入札 電気工事
船橋市東部公民館等複合施設大規
模改修電気設備工事

船橋市前原西2丁目642番1 大規模改修電気設備工事 約17か月 第２四半期

210 一般競争入札 電気工事
船橋市夏見公民館高圧気中負荷開
閉器その他改修工事

船橋市夏見2丁目340番3
高圧気中負荷開閉器及び高圧ケー
ブルの改修工事

約5か月 第２四半期

211 一般競争入札 管工事
船橋市地方卸売市場冷蔵庫棟圧縮
機整備工事

船橋市市場1丁目2069番ほか
冷蔵庫棟にある冷却設備圧縮機の定
期整備を行う工事

約6か月 第２四半期

212 一般競争入札 管工事
船橋市地方卸売市場埋設配管等改
修工事

船橋市市場1丁目2069番ほか
冷蔵庫棟・関連店舗棟建替工事計画場所に埋
まっている配管、井水貯水槽、井戸、第一倉庫
内の井水ポンプ等を改修する工事

約7か月 第２四半期

213 一般競争入札 管工事
運動公園野球場中央受水槽改修工
事

船橋市夏見台6丁目356番2ほか 受水槽の改修 約7か月 第２四半期

214 一般競争入札 管工事
アンデルセン公園子ども美術館空調
設備等更新2期工事

船橋市金堀町525番ほか 空調設備等の更新 約8か月 第２四半期

215 一般競争入札 管工事
船橋市児童相談所新築給水引込工
事

船橋市若松2丁目1番16
児童相談所新築工事に係る給水引込
工事

約6か月 第２四半期

216 一般競争入札 管工事
船橋市立宮本中学校給水設備及び
高架水槽改修工事

船橋市東船橋7丁目913番ほか 給水管及び高架水槽の改修工事 約7か月 第２四半期



様式１（毎年度の発注見通しの公表・当初分）

公 表 年 月 日

NO 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
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　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日

217 一般競争入札 管工事
船橋市東部公民館等複合施設大規
模改修機械設備工事

船橋市前原西2丁目642番1 大規模改修機械設備工事 約17か月 第２四半期

218 一般競争入札 舗装工事 市道00-027号線歩道修繕工事 船橋市前原西8丁目地先 L=約150m 約4か月 第２四半期

219 一般競争入札 舗装工事 市道00-126号線舗装修繕工事 船橋市松が丘1丁目地先 L=約300m 約4か月 第２四半期

220 一般競争入札 舗装工事
市道00-128号線ほか1路線舗装修繕
工事

船橋市高根台4丁目地先 L=約190m 約4か月 第２四半期

221 一般競争入札 舗装工事 市道00-132号線舗装修繕工事 船橋市習志野台4丁目地先 L=約185m 約4か月 第２四半期

222 一般競争入札 舗装工事
市道37-032号線ほか1路線舗装修繕
工事

船橋市高根町地先 L=約400m 約4か月 第２四半期

223 一般競争入札 舗装工事 市道46-018号線舗装修繕工事 船橋市習志野4丁目地先 L=約360m 約4か月 第２四半期

224 一般競争入札 舗装工事 市道47-015号線舗装修繕工事 船橋市薬円台5丁目地先 L=約270m 約4か月 第２四半期

225 一般競争入札 舗装工事
市道58-120号線ほか1路線舗装修繕
工事

船橋市習志野台6丁目地先 L=約235m 約4か月 第２四半期

226 一般競争入札 舗装工事 市道62-045号線舗装修繕工事 船橋市大穴南5丁目地先 L=約230m 約4か月 第２四半期

227 一般競争入札 舗装工事
市道76-012号線ほか1路線舗装修繕
工事

船橋市鈴身町地先 L=約450m 約4か月 第２四半期

228 一般競争入札 舗装工事 通園通学路整備工事(その20) 船橋市夏見4丁目ほか 通園通学路整備 約4か月 第２四半期
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　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日

229 一般競争入札 舗装工事
市道00-033号線自転車走行空間整
備工事

船橋市宮本2丁目30番4地先 舗装工 L=約1,460m 約3か月 第２四半期

230 一般競争入札 舗装工事
市道00-034号線ほか1路線自転車走
行空間整備工事

船橋市本町2丁目1番1地先 舗装工 L=約910m 約3か月 第２四半期

231 一般競争入札 舗装工事 市道68-054号線道路舗装工事 船橋市八木が谷4丁目517番地先 舗装工 L=約68m 約6か月 第２四半期

232 一般競争入札 舗装工事 ゾーン30内安全対策工事 船橋市習志野台5丁目33番4ほか 区画線工、道路付属施設工 約3か月 第２四半期

233 一般競争入札 舗装工事 生活道路安全対策工事(R5-2) 船橋市内一円 舗装工、区画線工 約3か月 第２四半期

234 一般競争入札 舗装工事 二和西地区路面復旧工事(その1) 船橋市二和西1丁目7番617地先 A=約2,000m2 約4か月 第２四半期

235 一般競争入札 しゅんせつ工事 本海川浚渫工事 船橋市湊町2丁目2720番12地先 V=約700m3 約4か月 第２四半期

236 一般競争入札 しゅんせつ工事 坪井第1調整池浚渫工事 船橋市坪井町1371番地先 V=約750m3 約5か月 第２四半期

237 一般競争入札 塗装工事
ふなばし三番瀬海浜公園立体駐車場
塗装改修工事

船橋市潮見町40番ほか 立体駐車場の塗装 約7か月 第２四半期

238 一般競争入札 造園工事 遊戯施設改築工事(その1) 船橋市大穴ほか 遊具の改築 約6か月 第２四半期

239 一般競争入札 造園工事 遊戯施設改築工事(その3) 船橋市前原西ほか 遊具の改築 約6か月 第２四半期

240 一般競争入札 造園工事 41街区整備工事(その2) 船橋市飯山満町2丁目991番3ほか 伐採工 1式 約4か月 第２四半期
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　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日

241 一般競争入札 解体工事
船橋市二和東6丁目防火水槽解体撤
去工事

船橋市二和東6丁目15番 防火水槽の解体撤去工事 約4か月 第２四半期

242 一般競争入札 土木一式工事 19街区整備工事(その4) 船橋市飯山満町2丁目744番1ほか 擁壁工 A=約150m2 約4か月 第３四半期

243 一般競争入札 土木一式工事 公共下水道管渠内止水工事(R5-2) 船橋市習志野台5丁目28番3地先 取付管布設替工事 N=約24箇所 約4か月 第３四半期

244 一般競争入札 土木一式工事 長津川管理通路補修工事(その3) 船橋市夏見3丁目985番8地先 河川管理用通路補修工 L=約143.7m 約4か月 第３四半期

245 一般競争入札 土木一式工事 駒込川改修に伴う付帯工事 船橋市坪井町467番地先 L=約300m 約3か月 第３四半期

246 一般競争入札 土木一式工事 海神6丁目急傾斜地崩壊対策工事 船橋市海神6丁目790番2地先 法面工 約6か月 第３四半期

247 一般競争入札 建築一式工事 船橋市児童相談所新築工事 船橋市若松2丁目1番16 新築工事 約22か月 第３四半期

248 一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事
ふなばし三番瀬海浜公園人工海浜安
全柵改修工事

船橋市潮見町40番地先 安全柵改修工事 約5か月 第３四半期

249 一般競争入札 電気工事
船橋市児童相談所新築電気設備工
事

船橋市若松2丁目1番16 新築電気設備工事 約22か月 第３四半期

250 一般競争入札 管工事
船橋市児童相談所新築機械設備工
事

船橋市若松2丁目1番16 新築機械設備工事 約22か月 第３四半期

251 一般競争入札 管工事
船橋市消防団第17分団2班器庫浄化
槽設置工事

船橋市小野田町682番1
汲み取り式から合併式浄化槽への改
修工事

約4か月 第３四半期

252 一般競争入札 管工事
船橋市立夏見台小学校校庭散水設
備設置工事

船橋市夏見台2丁目55番6ほか 散水設備の設置工事 約4か月 第３四半期
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　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日

253 一般競争入札 管工事
船橋市立金杉台小学校校庭散水設
備設置工事

船橋市金杉台2丁目1番2 散水設備の設置工事 約4か月 第３四半期

254 一般競争入札 管工事
船橋市立薬円台南小学校校庭散水
設備設置工事

船橋市薬円台2丁目75番2ほか 散水設備の設置工事 約4か月 第３四半期

255 一般競争入札 舗装工事 市道00-039号線舗装修繕工事 船橋市東船橋2丁目地先 L=約180m 約4か月 第３四半期

256 一般競争入札 舗装工事 市道07-003号線舗装修繕工事 船橋市南海神2丁目地先 L=約100m 約4か月 第３四半期

257 一般競争入札 舗装工事 市道21-065号線舗装修繕工事 船橋市夏見5丁目地先 L=約170m 約4か月 第３四半期

258 一般競争入札 舗装工事 市道40-020号線舗装修繕工事 船橋市中野木1丁目地先 L=約240m 約4か月 第３四半期

259 一般競争入札 舗装工事 市道64-005号線舗装修繕工事 船橋市三咲5丁目地先 L=約200m 約4か月 第３四半期

260 一般競争入札 舗装工事 中野木地区ゾーン30プラス整備工事 船橋市中野木1丁目2740番2地先 舗装工、区画線工、標識工 約4か月 第３四半期

261 一般競争入札 舗装工事 芝山地区路面復旧工事(その26) 船橋市新高根1丁目870番5地先ほか A=約2,100m2 約4か月 第３四半期

262 一般競争入札 舗装工事 丸山地区路面復旧工事(その33) 船橋市丸山5丁目1番1地先ほか A=約4,800m2 約4か月 第３四半期

263 一般競争入札 舗装工事 藤原地区路面復旧工事(その12) 船橋市藤原3丁目288番53地先 A=約1,700m2 約3か月 第３四半期

264 一般競争入札 舗装工事 南海神地区路面復旧工事(その2)
船橋市南海神1丁目1834番3地先ほ
か

A=約1,000m2 約3か月 第３四半期
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　　    　令和５年度発注予定　工事 令和5年4月14日

265 一般競争入札 舗装工事 前原地区路面復旧工事(その59) 船橋市前原東5丁目830番2地先 A=約1,700m2 約3か月 第３四半期

266 一般競争入札 舗装工事 二和西地区路面復旧工事(その2) 船橋市二和西1丁目12番114地先 A=約1,100m2 約3か月 第３四半期

267 一般競争入札 舗装工事 金杉地区路面復旧工事(その27) 船橋市金杉5丁目1253番79地先 A=約1,600m2 約3か月 第３四半期

268 一般競争入札 造園工事 二和さつき公園拡張工事 船橋市二和西6丁目31番16 公園の拡張工事 約5か月 第３四半期

269 一般競争入札 造園工事 53街区暫定整備工事 船橋市芝山3丁目1296番1ほか 伐採工 1式 約3か月 第３四半期


