
（様式第2号）

  箕輪町公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する要領第２の規定に基き、令和元年度発注予定工事を下記のとおり公表する｡

令和元年１０月１日

箕輪町長　白　鳥　政　徳

番号 工事の名称 施工箇所 工事種別 工事概要 発注方法 入札及び契約時期 担当課

1 平成31年度　保育園空調設備設置工事 箕輪町　上古田・東みのわ・長田保育園 2019年4月 から 2019年7月 管工事 エアコン設置　１８台　（地中熱利用６台） 指名競争 第１四半期 子ども未来課

2 平成31年度　箕輪町防災行政無線(移動系)萱野中継局復旧工事 箕輪町萱野高原 2019年4月 から 2020年2月 落雷復旧工事 萱野基地局復旧工事一式 随意契約 第１四半期 総務課

3 平成31年度　ながた荘ろ過装置入替工事 ながた荘 2019年4月 から 2019年7月 水道施設工事 ろ過器２基の入替更新 指名競争 第１四半期 商工観光推進室

4 平成31年度　林道日影入線改良工事 林道日影入線 2019年4月 から 2019年9月 土木一式 法面保護工、排水施設工等 条件付一般競争入札 第１四半期 産業振興課

5 令和元年度　町単独舗装工事　 町内一円（１）　北部地区 2019年5月 から 2019年8月 ほ装工事 舗装工事 指名競争 第１四半期 建設課

6 令和元年度　町単独舗装工事　 町内一円（2）　中部地区 2019年5月 から 2019年8月 ほ装工事 舗装工事 指名競争 第１四半期 建設課

7 令和元年度　町単独舗装工事　 町内一円（3）　南部地区 2019年5月 から 2019年8月 ほ装工事 舗装工事 指名競争 第１四半期 建設課

8 令和元年度　町単独側溝新設工事 町道565号線　木下南宮 2019年5月 から 2019年8月 土木一式 側溝新設 条件付一般競争入札 第１四半期 建設課

9 令和元年度　町単独路肩改修工事 町道351号線　松島中山 2019年5月 から 2019年10月 土木一式 法面保護 条件付一般競争入札 第１四半期 建設課

10 令和元年度　町単独側溝改修工事 町道55号線　木下一の宮 2019年5月 から 2019年8月 土木一式 側溝改修 条件付一般競争入札 第１四半期 建設課

11 令和元年度　町単独側溝改修工事 町道52号線　大出山口 2019年5月 から 2019年8月 土木一式 側溝改修 条件付一般競争入札 第１四半期 建設課

12 令和元年度　箕輪中学校校内内線電話増設工事 箕輪中学校 2019年5月 から 2019年8月 通信工事 校内内線電話増設工事 随意契約 第１四半期 学校教育課

13 令和元年度　学童クラブ南部・東部教室空調設置工事 学童クラブ南部・東部教室 2019年5月 から 2019年9月 管工事 学童クラブ南部・東部教室空調設置工事 指名競争 第１四半期 学校教育課

14 令和元年度　町単独道路改良工事 町道705号線　北小河内 2019年5月 から 2019年12月 土木一式 側溝新設 条件付一般競争入札 第１四半期 建設課

15 令和元年度　町単独交通安全対策工事 町内一円 2019年5月 から 2019年10月 とび土工コンクリート工事 交通安全対策 指名競争 第１四半期 建設課

16 令和元年度　新規宅造地上水道管布設工事 箕輪町 2019年6月 から 2019年10月 水道施設工事 HIPEPφ75　L=80m 指名競争 第１四半期 水道課

17 令和元年度　上水道配水管布設工事 箕輪町木下 2019年6月 から 2019年9月 水道施設工事 HIPEPφ100　L=150m 指名競争 第１四半期 水道課

18 令和元年度　東小学校雨漏り改修等工事 箕輪東小学校 2019年6月 から 2019年9月 建築一式 体育館器具庫・児童玄関等雨漏り修繕工事 指名競争 第１四半期 学校教育課

19 令和元年度　学童クラブ北部教室改築工事 学童クラブ北部教室 2019年6月 から 2019年9月 建築一式 学童クラブ北部教室改築工事 条件付一般競争入札 第１四半期 学校教育課

20 令和元年度　耐震性貯水槽設置工事 箕輪町福与 2019年7月 から 2019年10月 土木一式 耐震性貯水槽（40㎥）1基 条件付一般競争入札 第２四半期 総務課

21 令和元年度　南小河内送水ポンプ取替工事 箕輪町南小河内 2019年7月 から 2019年8月 ポンプ取換工事 ポンプ1台 指名競争 第２四半期 水道課

22 令和元年度　箕輪町郷土博物館耐震診断委託用アスベスト除去工事 箕輪町郷土博物館 2019年7月 から 2019年9月 アスベスト除去工事 箕輪町郷土博物館耐震改修に際する部分アスベスト除去等 指名競争 第２四半期 文化スポーツ課

23 令和元年度　箕輪町農業青少年センター解体工事 箕輪町松島　箕輪町農業青少年センター 2019年7月 から 2019年9月 とび土工コンクリート工事 箕輪町農業青少年センターの解体工事 指名競争 第２四半期 産業振興課

24 令和元年度　町単独側溝改修工事 町道50号線　沢 2019年8月 から 2019年12月 土木一式 側溝改修 条件付一般競争入札 第２四半期 建設課

25 令和元年度　町単独側溝改修工事 町道154号線　大出 2019年8月 から 2019年12月 土木一式 側溝改修 条件付一般競争入札 第２四半期 建設課

　注1)　記載内容は、予定であり諸事情により変更する場合もあること。

記

工事期間

　注2)　発注時期欄に記載のある「第1四半期」とは「4月～6月」を、「第2四半期」とは「7月～9月」を、「第3四半期」とは「10月～12月」を、
　　　  「第4四半期」とは「1月～3月」をそれぞれ指すものである。



番号 工事の名称 施工箇所 工事種別 工事概要 発注方法 入札及び契約時期 担当課工事期間

26 令和元年度　社会資本整備総合交付金事業　舗装修繕工事 町道1号線　長田 2019年8月 から 2020年3月 ほ装工事 舗装工事 指名競争 第２四半期 建設課

27 令和元年度　社会資本整備総合交付金事業　橋梁補修工事 町道1号線　山の田橋 2019年8月 から 2020年3月 土木一式 長寿命化補修 条件付一般競争入札 第２四半期 建設課

28 令和元年度　下水道関連上水道管布設工事 箕輪町松島 2019年8月 から 2019年9月 水道施設工事 HIPEPφ75　Ｌ=100m 指名競争 第２四半期 水道課

29 令和元年度　交付金特環下水道管渠埋設工事 箕輪町沢 2019年8月 から 2019年12月 土木一式 Vuφ200　L=150m 条件付一般競争入札 第２四半期 水道課

30 令和元年度　農山漁村地域整備交付金事業機能強化工事 箕輪町北小河内処理場 2019年8月 から 2020年3月 水道施設工事 処理水槽の防食防錆塗装など 条件付一般競争入札 第２四半期 水道課

31 令和元年度　三日町下町汚水管渠埋設工事 箕輪町三日町 2019年9月 から 2019年12月 土木一式 PRPφ200　L=80m 条件付一般競争入札 第２四半期 水道課

32 令和元年度　三日町保育園　園舎長寿命化工事 箕輪町　三日町　三日町保育園 2019年9月 から 2020年1月 建築一式 屋根外壁補修・塗装工事 条件付一般競争入札 第２四半期 子ども未来課

33 令和元年度　防犯外灯（追加分）設置工事 町内一円 2019年9月 から 2020年2月 防犯外灯設置工 共架式75基　　建柱式20基 指名競争 第２四半期 総務課

34 令和元年度　道路反射鏡設置工事 町内一円 2019年9月 から 2019年12月 道路反射鏡設置工 反射鏡37箇所 指名競争 第２四半期 総務課

35 令和元年度　町単独側溝改修工事 町道54号線　松島坂井 2019年10月 から 2020年3月 土木一式 側溝改修 条件付一般競争入札 第３四半期 建設課

36 令和元年度　社会資本整備総合交付金事業　道路改良工事 町道6・316号線　松島 2019年10月 から 2020年3月 土木一式 道路改良 条件付一般競争入札 第３四半期 建設課

37 令和元年度　町単独側溝改修工事 町道772号線　長岡 2019年10月 から 2020年3月 土木一式 側溝改修 条件付一般競争入札 第３四半期 建設課

38 令和元年度　狭あい道路整備等促進事業　道路改良工事 町道115号線　沢 2019年10月 から 2020年3月 土木一式 道路改良 条件付一般競争入札 第３四半期 建設課

39 令和元年度　大原配水池フェンス修繕工事 箕輪町松島大原 2019年10月 から 2019年12月 土木一式 フェンス修繕　一式 指名競争 第３四半期 水道課

40 令和元年度　下水道関連上水道管布設工事 箕輪町沢 2019年10月 から 2019年12月 水道施設工事 HIPEPφ100　L=150m 条件付一般競争入札 第３四半期 水道課

41 令和元年度　町単交付金下水道管渠埋設工事 箕輪町松島 2019年10月 から 2019年11月 土木一式 Vuφ200　L=180m 条件付一般競争入札 第３四半期 水道課

42 令和元年度　箕輪町文化センター舞台機構取替工事 箕輪町文化センター 2019年10月 から 2020年3月 機械設備工事 ホール吊物制御盤更新 随意契約 第３四半期 文化スポーツ課

43 令和元年度　町単独舗装工事 箕輪町　三日町 2019年10月 から 2019年12月 ほ装工事 舗装工事 指名競争 第３四半期 建設課

44 令和元年度　耐震性貯水槽設置工事 箕輪町木下 2019年10月 から 2020年2月 土木一式 耐震性貯水槽（40㎥）1基 条件付一般競争入札 第３四半期 総務課

45 平成31年度　公衆便所新築工事 箕輪町木下　ＪＲ木ノ下駅 2019年11月 から 2020年3月 建築一式 公衆便所　約20㎡ 条件付一般競争入札 第３四半期 住民環境課

46 令和元年度　社会資本整備総合交付金事業　公営住宅維持補修工事 長岡 2019年11月 から 2020年3月 建築一式 屋根補修 条件付一般競争入札 第３四半期 建設課

47 令和元年度　町単独側溝新設工事 町道101号線　沢上北部 2020年1月 から 2020年3月 土木一式 側溝新設 条件付一般競争入札 第３四半期 建設課

　注1)　記載内容は、予定であり諸事情により変更する場合もあること。

　注2)　発注時期欄に記載のある「第1四半期」とは「4月～6月」を、「第2四半期」とは「7月～9月」を、「第3四半期」とは「10月～12月」を、
　　　  「第4四半期」とは「1月～3月」をそれぞれ指すものである。


