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NO 入札方式 業種 委託名 委託場所 委託概要 委託期限
発注・入札
予定時期

1 一般競争入札 建築：建築一般
船橋市地方卸売市場排水処理場解
体工事他設計業務委託

船橋市市場1丁目2069番ほか
排水処理場解体工事他の設計業務
委託

約9か月 第１四半期

2 一般競争入札 建築：建築一般
アンデルセン公園動物舎外壁改修設
計業務委託

船橋市金堀町525番ほか 動物舎改修に伴う設計 約9か月 第１四半期

3 一般競争入札 建築：建築一般
国家公務員宿舎二和住宅跡地建物
解体工事設計業務委託

船橋市二和東5丁目101番3 建物解体工事の設計業務委託 約8か月 第１四半期

4 一般競争入札 建築：建築一般
船橋市庁舎別館トイレ改修工事設計
業務委託

船橋市湊町2丁目2720番979 トイレ改修工事の設計業務委託 約8か月 第１四半期

5 一般競争入札 建築：建築一般
船橋市三山市民センター等複合施設
外壁及び屋上防水改修工事設計業
務委託

船橋市三山8丁目738番2ほか
外壁及び屋上防水改修工事の設計
業務委託

約7か月 第１四半期

6 一般競争入札 建築：建築一般
船橋市朋松苑外壁及び屋上防水改
修工事設計業務委託

船橋市西船2丁目524番1ほか
外壁及び屋上防水改修工事の設計
業務委託

約7か月 第１四半期

7 一般競争入札 建築：建築一般
船橋市立宮本第一保育園厨房その
他改修工事設計業務委託

船橋市宮本6丁目498番1
厨房及び高圧受変電設備の設計業
務委託

約6か月 第１四半期

8 一般競争入札 建築：建築一般
船橋市海神児童ホーム等複合施設消
防用設備その他改修工事設計業務
委託

船橋市海神町2丁目264番5ほか
消防用設備その他改修工事の設計
業務委託

約8か月 第１四半期

9 一般競争入札 建築：建築一般
船橋市西部消防保健センター空調設
備改修工事設計業務委託

船橋市本郷町457番1 空調設備改修工事の設計業務委託 約8か月 第１四半期

10 一般競争入札 建築：建築一般
船橋市消防局･消防指令センター建
替工事設計業務委託

船橋市行田3丁目15番4
消防局庁舎建替工事の設計業務委
託

約22か月 第１四半期

11 一般競争入札 建築：建築一般
船橋市立海神中学校校舎改築工事
設計業務委託

船橋市海神4丁目258番ほか
北東校舎を改築する工事の設計業務
委託

約10か月 第１四半期

12 一般競争入札 建築：建築一般
船橋市立峰台小学校ほか4校体育館
バスケットゴール改修工事設計業務
委託

船橋市宮本6丁目1784番2ほか4
峰台小学校ほか4校の体育館のバス
ケットゴールを改修する工事の設計業
務委託

約8か月 第１四半期

令和5年4月1日
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13 一般競争入札 建築：建築一般
船橋市中央公民館･市民文化ホール
大規模改修工事設計業務委託

船橋市本町2丁目1775番2ほか
外壁・空調設備・舞台機構等大規模
改修工事の設計業務委託

約16か月 第１四半期

14 一般競争入札 建築：建築一般
船橋市海神公民館外壁及び防水改
修工事設計業務委託

船橋市海神6丁目423番1ほか
外壁及び防水改修工事設計業務委
託

約8か月 第１四半期

15 一般競争入札 建築：建築一般
船橋市塚田公民館等複合施設トイレ
その他改修工事設計業務委託

船橋市前貝塚町601番1
トイレ改修工事･高圧受変電設備及び
非常用発電設備改修工事の設計業
務委託

約8か月 第１四半期

16 一般競争入札 建築：建築一般
船橋市八木が谷公民館外壁及び屋
上防水改修工事設計業務委託

船橋市八木が谷2丁目549番2ほか
外壁及び屋上防水改修工事設計業
務委託

約8か月 第１四半期

17 一般競争入札 建築：建築一般
船橋市三咲公民館等複合施設外壁
及び屋上防水その他改修工事設計
業務委託

船橋市三咲3丁目224番2ほか
外壁及び屋上防水改修工事･高圧受
変電設備及び非常用発電設備改修
工事の設計業務委託

約8か月 第１四半期

18 一般競争入札 建築：建築一般
船橋市新高根公民館等複合施設トイ
レその他改修工事設計業務委託

船橋市新高根1丁目955番1ほか
トイレ･非常用発電設備及び消防用設
備その他改修工事の設計業務委託

約8か月 第１四半期

19 一般競争入札 建築：建築一般
船橋市武道センター大規模改修工事
設計業務委託

船橋市市場1丁目1978番10ほか
外壁・トイレ・受変電設備等大規模改
修工事の設計業務委託

約10か月 第１四半期

20 一般競争入札 土木：道路
都市計画道路3・4・25号線(高根台工
区)道路詳細設計業務委託

船橋市松が丘4丁目674番14地先 道路詳細設計 約10か月 第１四半期

21 一般競争入札 土木：道路
都市計画道路3・3・7号線地下横断施
設詳細設計業務委託

船橋市本町7丁目1084番12地先 地下横断施設詳細設計 約10か月 第１四半期

22 一般競争入札 土木：下水道
北谷津・高根幹線管渠実施設計業務
委託

船橋市夏見町2丁目648番1地先
管渠実施設計/分流汚水 φ200～250
L=約2,300m

約10か月 第１四半期

23 一般競争入札 土木：下水道
二重川右岸第3排水区管渠実施設計
業務委託

船橋市咲が丘3丁目588番30地先
管渠実施設計/分流雨水 φ500～
1,650 L=約1,700m

約10か月 第１四半期

24 一般競争入札 土木：下水道
木戸川左岸第3排水区管渠実施設計
業務委託

船橋市大穴南2丁目655番1地先
管渠実施設計/分流雨水 φ800～
2,400 L=約1,500m

約10か月 第１四半期
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25 一般競争入札 土木：下水道
長津川第1,2排水区管渠実施設計業
務委託

船橋市旭町2丁目31番10地先
管渠実施設計/分流雨水 φ800～
1,200 L=約800m

約10か月 第１四半期

26 一般競争入札 土木：下水道 耐水化事業実施設計業務委託 船橋市西浦1丁目17番地先ほか5 耐水化計画に基づく実施設計 約10か月 第１四半期

27 一般競争入札 土木：下水道
長寿命化対策実施設計業務委託(そ
の8)

船橋市南本町2402番地先ほか 詳細設計 L=約3,900m 約9か月 第１四半期

28 一般競争入札 土木：造園
飯山満土地区画整理地内１号公園実
施設計業務委託

船橋市芝山3丁目1133番1ほか 公園整備に伴う設計 約9か月 第１四半期

29 一般競争入札 土木：鋼構造物及びコンクリート
高根川3号橋ほか1橋橋梁補修設計
委託

船橋市高根町地先ほか 橋梁補修設計 約9か月 第１四半期

30 一般競争入札 土木：鋼構造物及びコンクリート
駒込川橋梁実施設計業務委託(その
2)

船橋市坪井町467番地先 河川改修工事の橋梁実施設計 約10か月 第１四半期

31 一般競争入札 土木：鋼構造物及びコンクリート
駒込川橋梁実施設計業務委託(その
3)

船橋市坪井町988番地先 河川改修工事の橋梁実施設計 約10か月 第１四半期

32 一般競争入札 土木：道路
都市計画道路3・3・7号線道路詳細設
計業務委託

船橋市海神2丁目208番4地先 道路詳細設計 約6か月 第２四半期

33 一般競争入札 土木：道路
都市計画道路3・3・7号線電線共同溝
詳細設計業務委託

船橋市本町7丁目1133番4地先 電線共同溝詳細設計 約6か月 第２四半期

34 一般競争入札 土木：鉄道
東葉高速線における海老川新駅(仮称)電
気設備に関する認可申請図書作成業務
に係る検証業務

船橋市東町200番2ほか
東葉高速線における海老川新駅(仮
称)電気設備に関する認可申請図書
作成業務に係る検証業務

約8か月 第２四半期

35 一般競争入札 土木：下水道
西浦ストックマネジメント事業実施設計
業務委託(外壁・防水等)

船橋市西浦1丁目17番地先
ストマネ計画に基づく実施設計(外壁・
防水等)

約8か月 第２四半期

36 一般競争入札 土木：下水道
西浦ストックマネジメント事業実施設計
業務委託(プラント設備)

船橋市西浦1丁目17番地先
ストマネ計画に基づく実施設計(プラン
ト設備)

約8か月 第２四半期
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37 一般競争入札 土木：下水道
高瀬ストックマネジメント事業実施設計
業務委託(外壁・防水等)

船橋市高瀬町56番地先
ストマネ計画に基づく実施設計(外壁・
防水等)

約8か月 第２四半期

38 一般競争入札 土木：下水道
高瀬ストックマネジメント事業実施設計
業務委託(プラント設備)

船橋市高瀬町56番地先
ストマネ計画に基づく実施設計(プラン
ト設備)

約8か月 第２四半期

39 一般競争入札 土木：下水道
宮本ストックマネジメント事業実施設計
業務委託(プラント設備)

船橋市宮本2丁目91番2地先
ストマネ計画に基づく実施設計(プラン
ト設備)

約8か月 第２四半期


