
平成２９年度 工事発注見通しの公表について（平成２９年４月１日現在）

平成２９年４月１１日

群馬県利根郡みなかみ町

群馬県利根郡みなかみ町における平成２９年度の工事の発注見通しを公共工事の入札及び契約

の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）に基づき下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成２９年４月１日現在の見通しであるため、実際に発注する

工事が異なったり、掲載されていない工事が発注される場合があります。

工事概要は、公表時点での概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

記

１．別紙のとおり



発注予定工事

工　　　　　　事　　　　　　名 場     所 工期 工事種別 概                                 要  契約時期（四半期）  入札及び契約方法

【総務課】

本庁舎議場等ＬＥＤ改修工事 後閑地内 ３ヶ月 建築一式工事 議場ＬＥＤ、１Ｆフロア床張替等 第１ 指名競争

本庁舎空調設備更新工事 後閑地内 ２ヶ月 管工事 加湿器更新 第１ 随意契約

消防詰所建築工事 小川地内 ４ヶ月 建築一式工事 車庫兼詰所 第１ 指名競争

防火水槽設置工事 幸知地内 ３ヶ月 土木一式工事 耐震防火水槽設置（４０㎥） 第１ 指名競争

防火水槽設置工事 上牧地内 ３ヶ月 土木一式工事 耐震防火水槽設置（４０㎥） 第３ 指名競争

防火水槽設置工事 下津地内 ３ヶ月 土木一式工事 耐震防火水槽設置（４０㎥） 第４ 指名競争

【総合戦略課】

たくみの里道の駅周辺整備工事 須川地内 ５ヶ月 土木一式工事 駐車場及び公園整備　一式 第３ 指名競争

湯宿温泉遊歩道改修工事 湯宿温泉地内 ３ヶ月 塗装工事 路面塗装 第２ 指名競争

【生活水道課】

 平成29年度　みなかみ町公共下水道事業月夜野処理分区　第4-1小分区･上組　管路布設工事 月夜野地内 ３ヶ月 土木一式工事 L=108.3m　φ200 第２ 指名競争

 平成29年度　みなかみ町公共下水道事業月夜野処理分区　第4-1小分区･上組　舗装本復旧工事 月夜野地内 ２ヶ月 舗装工事 L=280.0m　A=1,200m2 第２ 指名競争

 平成29年度　みなかみ町公共下水道事業水上処理分区　寺間小分区　管渠布設工事 寺間地内 ４ヶ月 土木一式工事 L=100.0m　φ200 第２ 指名競争

 平成29年度　みなかみ町公共下水道事業猿ヶ京処理区　管渠更生工事 猿ヶ京温泉地内 ３ヶ月 土木一式工事 L=36.0m　φ250 第２ 指名競争

都市計画道路新設に伴う配水管延長工事 後閑地内 ３ヶ月 土木一式工事 L=150m　φ100 第２ 指名競争

上の平浄水場塩素注入器更新工事 湯原地内 ２ヶ月 水道施設工事 塩素注入器　1基 第２ 指名競争

 受入供給設備更新工事（固形燃料化施設） 布施地内 ４ヶ月 機械器具設置工事 受入供給コンベア・コンベアエプロン・チェーン等更新 第２ 随意契約

破砕物コンベア交換工事（リサイクル施設） 布施地内 ４ヶ月 機械器具設置工事 破砕機後のコンベア更新 第２ 随意契約

一軸ネジポンプ整備工事（し尿処理施設） 布施地内 ３ヶ月 機械器具設置工事 定量ポンプの整備 第２ 随意契約

ブロワ整備工事（し尿処理施設） 布施地内 ３ヶ月 機械器具設置工事 ブロワ設備の整備 第２ 随意契約

【農政課】

前山地区ほ場整備事業 上津地内 ６ヶ月 土木一式工事 Ａ＝１．７ｈａ 第１ 指名競争

中村地区舗装工事 下津地内 ２ヶ月 舗装工事 舗装復旧工事　Ｌ＝６００ｍ 第１ 指名競争

東峰後田中地区農道整備事業 東峰地内 ８ヶ月 土木一式工事 農道整備　Ｌ＝３７０ｍ 第２ 指名競争

林道姉山線改良工事 猿ヶ京地内 ３ヶ月 土木一式工事 保護施設整備　Ｌ＝７０ｍ 第２ 指名競争

月夜野農村環境改善センター玄関アプローチ修繕工事 月夜野地内 ４ヶ月 土木一式工事 Ａ＝３１９㎡ 第２ 指名競争

平成29年4月1日現在



発注予定工事

工　　　　　　事　　　　　　名 場     所 工期 工事種別 概                                 要  契約時期（四半期）  入札及び契約方法

平成29年4月1日現在

【観光商工課】

猿ヶ京交流公園（満天星の湯）イベント広場及び駐車場整備事業 猿ヶ京温泉地内 ３ヶ月 舗装工事  半たわみ性舗装A=3,000㎡アスファルト舗装A＝920㎡ 第２ 指名競争

【地域整備課】

管内一円【月夜野地区】道路補修工事 月夜野地区内 １１ヶ月 土木一式工事 舗装補修、水路補修、その他 第１ 指名競争

管内一円【水上地区】道路補修工事 水上地区内 １１ヶ月 土木一式工事 舗装補修、水路補修、その他 第１ 指名競争

管内一円【新治地区】道路補修工事 新治地区内 １１ヶ月 土木一式工事 舗装補修、水路補修、その他 第１ 指名競争

町道粟沢西線法面補修工事 藤原地内 ５ヶ月 土木一式工事 法面コンクリート吹付工 第２ 指名競争

藤原トンネル補修工事 藤原地内 ７ヶ月 土木一式工事 トンネル補修工事 第１ 指名競争

町道須川青木線舗装改良工事 須川地内 ５ヶ月 土木一式工事 舗装改良工事 第２ 指名競争

町道猿ヶ京仏岩線道路改良工事 猿ヶ京温泉地内 ４ヶ月 舗装工事 舗装改良工事 第１ 指名競争

総合公園トイレ等新築工事 月夜野地内 ６ヶ月 建築一式工事 トイレ等新築工事 第３ 指名競争

町道上ノ原線舗装改良工事 藤原地内 ４ヶ月 舗装工事 舗装改良工事 第２ 指名競争

町道後閑師線道路改良工事 師地内 １０ヶ月 土木一式工事 道路改良工事 第１ 指名競争

町道浅茅坂下線あいのわたし橋橋梁補修工事 須川・相俣地内 ４ヶ月 土木一式工事 橋梁補修工事 第２ 指名競争

湯原地区消防詰所修景整備工事 湯原地内 ２ヶ月 建築一式工事 建物修景工事 第２ 指名競争

湯宿温泉地区側溝設置工事 湯宿温泉地内 ６ヶ月 土木一式工事 側溝設置工事 第２ 指名競争

町道真政悪戸線道路整備1工区工事 後閑地内 ６ヶ月 土木一式工事 道路新設改良工事 第２ 指名競争

町道真政悪戸線橋梁周辺整備工事 後閑・月夜野地内 ３ヶ月 土木一式工事 付帯工事一式 第１ 指名競争

【教育課】

新治小学校グランド整備工事 新巻地内 ２ヶ月 土木一式工事 グラウンド修繕（t=50mm） 第２ 指名競争

月夜野北小学校プール塗装塗替工事 上牧地内 ２ヶ月 塗装工事 プール塗替塗装 第１ 指名競争

月夜野中学校トイレ改修工事 月夜野地内 ２ヶ月 建築一式工事 トイレ改修（２．３F） 第２ 指名競争

月夜野中学校ナイター設備設置工事 月夜野地内 ３ヶ月 電気工事 校庭内ナイター設備設置 第２ 条件付一般競争

名胡桃体育館修繕工事 月夜野地内 ３ヶ月 塗装工事 屋根塗装修繕 第２ 指名競争


