
建設工事
番号 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

1 保健センター 指名競争 防水 保健センター改修工事 木部５３８－５ 防水改修　一式、外壁改修　一式 R4.8～R5.1 8月

2 農林商工課 指名競争 土木 農業用排水路改修工事（関地区） 関地内 排水路工　Ｌ＝50ｍ R4.8～R4.12 8月

3 農林商工課 指名競争 土木 農業用排水路改修工事（木部地区） 木部地内 吸出防止剤設置工　Ｌ＝76ｍ R4.8～R4.12 8月

4 農林商工課 指名競争 土木 農業用排水路改修工事（湯栃地区） 猪俣地内 排水路工　Ｌ＝47ｍ R4.8～R4.12 8月

5 農林商工課 一般競争 土木 ため池（新田池）改修工事 中里地内 堤体工　一式、洪水吐工　一式等 R4.8～R5.3 8月

6 建設課 指名競争 土木 町道１６７号線外　指定修繕工事 小茂田地内外 指定修繕　６箇所 R4.5～R4.10 5月

7 建設課 指名競争 土木 駒衣地内外　樹木伐採工事 駒衣地内外 樹木伐採　２箇所 R4.5～R4.9 5月

8 建設課 指名競争 土木 町道５１６号線　道路改良工事 南十条地内外 道路改良L=８０ｍ R4.6～R5.2 6月

9 建設課 指名競争 土木 町道１０９２号線　道路改良工事 猪俣地内 道路改良L=９６ｍ R4.6～R5.2 6月

10 建設課 指名競争 舗装 舗装修繕工事（その１） 美里町内 舗装修繕　１箇所 R4.10～R5.2 10月

11 建設課 指名競争 舗装 舗装修繕工事（その２） 美里町内 舗装修繕　１箇所 R4.10～R5.2 10月

12 建設課 指名競争 土木 町道１４９号線　冠水対策工事 阿那志地内 排水路整備L=１１０ｍ R4.10～R5.3 10月

13 建設課 指名競争 土木 町道１６１１号線　土砂流出対策工事 白石地内 擁壁設置L=２７ｍ R4.10～R5.3 10月

14 建設課 指名競争 舗装 町道１８３号線外　舗装工事（生活道路改善事業） 小茂田地内外 簡易舗装　５箇所 R4.10～R5.3 10月

15 建設課 指名競争 とび・土工 河川維持修繕工事（猪俣川浚渫工） 猪俣地内 河川浚渫L=９２０ｍ R4.11～R5.3 11月

16 建設課 指名競争 とび・土工 河川維持修繕工事（やぼり川・榛沢川・小栗川浚渫工） 小茂田地内外 河川浚渫L=９２０ｍ R4.11～R5.3 11月
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17 建設課 指名競争 土木 沼上新田公園　樹木伐採工事 沼上地内 樹木伐採　１３本 R4.5～R4.8 5月

18 建設課 指名競争 建築 （開発帰属用地）トイレ施設設置工事 南十条地内 トイレ施設設置一式 R4.10～R5.3 10月

19 上下水道課 指名競争 管 町道1297号線　配水管布設替工事 中里地内 φ150　DIP-GX　L=100m R4.9～R5.3 9月

20 上下水道課 指名競争 管 町道1429号線外1路線　導水管・配水管布設替工事 広木地内 φ300　DIP-GX　L=160m、φ200　DIP-GX　L=155m R4.10～R5.3 10月

21 上下水道課 指名競争 管 町道1092号線　配水管布設工事 猪俣地内 φ50　HIVP　L=92m R4.11～R5.3 11月

22 上下水道課 一般競争 電気 第1浄水場電気設備更新工事 広木地内 速度制御盤外　3基 R4.9～R5.3 9月

23 上下水道課 指名競争 電気 南部中継ポンプ場圧力計更新工事 白石地内 吐出圧力計　1基 R4.9～R5.3 9月

24 上下水道課 指名競争 電気 第1水源取水流量計更新工事 南十条地内 取水流量計　1基 R4.9～R5.3 9月

25 上下水道課 随意契約 土木 公共桝設置工事(下水道) 美里町内 下水道新規加入者用６箇所(都度発注) R4.4～R5.3 4月～2月

26 上下水道課 指名競争 土木 十条・沼上地区接続管渠工事 4-1工区 南十条地内外 φ200　VU　L=108.8ｍ（開削102.0ｍ、推進6.8ｍ） R4.7～R5.1 7月

27 上下水道課 指名競争 土木 十条・沼上地区接続管渠工事 4-2工区 南十条地内 φ200　VU　L=189.1ｍ（開削189.1ｍ） R4.7～R5.1 6月

28 上下水道課 指名競争 土木 十条・沼上地区接続管渠工事 4-3工区 南十条地内 φ200　VU　L=30.5ｍ（推進30.5ｍ） R4.6～R4.12 6月

29 上下水道課 指名競争 土木 十条・沼上地区接続管渠工事 4-4工区 南十条地内外 φ100　PE　L=101.1ｍ（開削82.6ｍ、推進18.5ｍ） R4.6～R4.12 6月

30 上下水道課 指名競争 舗装 県道蛭川普済寺線舗装本復旧工事 小茂田地内外 舗装工　2341.4㎡ R4.10～R5.2 10月

31 上下水道課 指名競争 電気 中継マンホールポンプ設置工事 南十条地内外 中継マンホールポンプ 2基 R4.8～R5.2 8月

32 上下水道課 随意契約 土木 公共桝設置工事(農業集落排水) 美里町内 農業集落排水新規加入者用１６箇所(都度発注) R4.4～R5.3 4月～2月

33 教育委員会事務局 指名競争 消防 学校消防設備不良箇所修繕 駒衣地内外 自動火災報知機等一式 R4.5～R5.1 5月


