
工 事 整理 工事場所 入札及び 入札等 工事
担 当 課 番号 （大字） 契約の方法 予定時期 期間

総-１ 甘楽町消防団1-2消防詰所建設工事 小幡
建築
一式

木造２階建て　瓦葺き
延べ床面積　A=106.95㎡

指名競争 第2四半期 5月

総-２ 天引地区耐震貯水槽設置工事 天引
土木
一式

耐震貯水槽（FRP製・40ｔ）　１基 指名競争 第2四半期 4月

健康課 健－１ 旧保健センター解体工事 小幡
解体
業

RC３階建て
延べ床面積　Ａ＝701.97㎡

指名競争 第2四半期 7月

建-１
社会資本整備総合交付金
織田公公園整備工事（２工区）

小幡
土木
一式

　舗装工　A=2,505㎡
　園路工　L=162m　ほか

指名競争 第1四半期 6月

建-２
県単林道改良事業
林道稲含高倉線改良工事

秋畑

とび・
土工・
コンク
リート

林道改良工事　　L=100ｍ　W=4ｍ
落石防止ネット工　　　A=250㎡
コンクリート吹付工　　A=250㎡

指名競争 第1四半期 4月

建-３
県単林道改良事業
林道芳の元線改良工事

秋畑 舗装
林道改良工事　　L=260ｍ　W=4ｍ
舗装工　A=1,040㎡　丸太筋工　L=35ｍ

指名競争 第1四半期 4月

建-４ 町道南下平２号線外３路線舗装補修工事 町内 舗装
舗装補修　L=430ｍ　W=3ｍ
アスファルト舗装工　A=1,300㎡

指名競争 第1四半期 4月

建-５
社会資本整備総合交付金
織田公公園整備事業四阿整備工事

小幡
建築
一式

六角四阿　12㎡
銅板葺き　　擬木階段工 25段ほか

指名競争 第1四半期 5月

建-６
県単小規模農村整備事業
小幡地区農道小島田線改良工事

小幡
土木
一式

農道改良工事　L=100ｍ　　W=4ｍ
側溝工　300*300　L=80m
丸太筋工　L=40m　　舗装止工　L=32ｍ
用水切回し　１式

指名競争 第1四半期 4月

建-７ 町道遠出居観音堂６号線舗装工事 金井 舗装
舗装補修　L=180ｍ　W=4ｍ
アスファルト舗装工　A=700㎡
不陸整正　A=700㎡

指名競争 第2四半期 3月

建-８
社会資本整備総合交付金
町道天王下平線道路新設工事（１工区）

小川
土木
一式

道路改良　L=30ｍ　W=8ｍ
落蓋式側溝　300*300　L=20m
BOXカルバート　2,500*1,000　L=4m
表層工　A=50㎡

指名競争 第2四半期 5月

建-９
社会資本整備総合交付金
織田公公園整備事業植栽工事

小幡 造園
サザンカ　68本
ユキヤナギ　45本　ほか

指名競争 第2四半期 5月

建-１０
県単小規模農村整備事業
小幡地区用水路改修工事

小幡
土木
一式

用水路　500*500　L=30m
石積水路　A=50㎡

指名競争 第2四半期 6月

建-１１
県単小規模農村整備事業
福島地区用水路改修工事

小川
土木
一式

用水路工　L型工　L=20ｍ
用水路工　300*300　L=100ｍ

指名競争 第2四半期 6月

建-１２
県単小規模農村整備事業
新屋地区用水路改修工事

天引
土木
一式

用水路工　300*300　L=150ｍ
用水路工　300*300　L=200m

指名競争 第2四半期 4月

建-１３
社会資本整備総合交付金
町道下原西谷線道路新設改良工事

天引
土木
一式

道路改良　L=30ｍ　W=8ｍ
BOXカルバート　1,500*1,500　L=18ｍ
護岸ブロック工　A=40㎡
ガードレール兼用擁壁　　１式

指名競争 第2四半期 5月

建-１４
社会資本整備総合交付金
町道天王下平線道路新設工事（２工区）

白倉
土木
一式

道路改良　L=70ｍ　W=5ｍ
排水工　1,000*1,000　L=27ｍ
ブロック積工　L=13ｍ
歩車道境界ブロック工　L=50m

指名競争 第3四半期 5月

建-１５
社会資本整備総合交付金
町道吉田屋敷菜園線道路新設工事

小幡
土木
一式

道路改良　L=40ｍ　W=5.5ｍ
排水工　GBX　L=40ｍ
歩車道境界ブロック工　L=40m

指名競争 第3四半期 4月

建-１６ 町道笹浦２号線道路改良工事 小川
土木
一式

道路改良　L=100ｍ　W=8ｍ
U型側溝　300*300　L=100m
暗渠型側溝　300*300　L=100m
歩車道境界ブロック　L=100m

指名競争 第3四半期 6月

建-１７
社会資本整備総合交付金
裏門橋橋梁補修工事

善慶寺
土木
一式

橋梁補修工事　L=32.8ｍ　W=3ｍ
伸縮装置補修工　１式　高欄補修工　　１式

指名競争 第3四半期 4月

建-１８
社会資本整備総合交付金
織田公公園整備事業案内板・情報板整備
工事

小幡
土木
一式

案内板　1基　　情報板　８基　ほか 指名競争 第3四半期 3月

産-１ 甘楽ふるさと館浴場改修工事 小幡
建築
一式

浴室・脱衣休憩室改修工事一式 指名競争 第2四半期 8月

産-２
千客万来支援事業
せせらぎの路木橋改修工事

小幡
土木
一式

木橋手すり改修工  L=100m 指名競争 第2四半期 5月

社-１ 文化会館　舞台照明設備改修工事 白倉 電気
経年劣化に伴う舞台照明設備機器の更新
負荷設備、電源盤、調光装置等

指名競争 第1四半期 6月

社-２

社会資本整備総合交付金
織田公公園整備事業甘楽町指定史跡
織田氏七代の墓御霊屋修景施設整備工
事

小幡
建築
一式

初代～七代の御霊屋（覆屋）７棟の建築 指名競争 第1四半期 11月

社-３ 浅間堤公園　テニスコート補修工事 造石
土木
一式

表層補修工 A=2,430㎡　コートライン張替４面 指名競争 第2四半期 3月

水-１ 町道屋敷下、稲荷東線外舗装本復旧工事 福島 舗装 ｔ＝4ｃｍ　Ａ＝921㎡ 指名競争 第1四半期 4月

水-２
特定環境保全公共下水道事業
舗装本復旧工事（１工区）

白倉 舗装 ｔ＝4ｃｍ　Ａ＝4,000㎡ 指名競争 第1四半期 7月

水-３
特環下水道関連配水管布設替工事
（白倉工区）

白倉
水道
施設

配水管HI-VPRRﾛﾝｸﾞφ50外　Ｌ＝400m 指名競争 第2四半期 8月

水-４
特環下水道関連配水管布設替工事
（福島工区）

福島
水道
施設

配水管GXφ100  L=60m
HI-VPRRﾛﾝｸﾞφ50　Ｌ＝100m

指名競争 第2四半期 8月

水-５
特定環境保全公共下水道事業
管渠布設工事（３１－１工区）

白倉
土木
一式

開削工：PRPφ150　Ｌ＝350ｍ 指名競争 第2四半期 7月

水-６
特定環境保全公共下水道事業
管渠布設工事（３１－２工区）

白倉
土木
一式

開削工：PRPφ150　Ｌ＝300ｍ 指名競争 第2四半期 7月

水-７
特定環境保全公共下水道事業
管渠布設工事（３１－３工区）

白倉
土木
一式

開削工：PRPφ150　Ｌ＝400ｍ 指名競争 第2四半期 8月

水-８
公共下水道事業
管渠布設工事（３１－１工区）

福島
土木
一式

開削工：PRPφ150　Ｌ＝400ｍ 指名競争 第2四半期 7月

水-９
公共下水道事業
管渠布設工事（３１－２工区）

福島
土木
一式

開削工：PRPφ150　Ｌ＝200ｍ 指名競争 第2四半期 7月

水-１０
特定環境保全公共下水道事業
マンホールポンプ設置工事

白倉
機械
器具
設置

マンホールポンプ設置工　２基 指名競争 第2四半期 6月

水-１１
公共下水道事業
マンホールポンプ設置工事

福島
機械
器具
設置

マンホールポンプ設置工　１基 指名競争 第2四半期 6月

水-１２
農業集落排水事業
処理施設機器修繕工事

善慶寺
機械
器具
設置

各種ポンプ等修繕工事 指名競争 第2四半期 5月

注）

平成31年度　工事発注見通し　（平成31年4月1日現在）

工 事 名
工事
種別

概 要

総務課

建設課

産業課

社会教育課

水道課

　ここに掲載する内容は、平成31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この掲載内容と異なる場合、又はこ
こに掲載されていない工事が発注される場合があります。


