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様式１ 

平成２３年度下半期公共工事発注見通し（２５０万円以上） 

平成２３年１０月 １日 

番号 工 事 名 工事施工場所 期間 工事種別 工 事 概 要 契約の方法 入札予定時期 

【総務企画課企画管財班】 

１ わくや天平の湯災害復旧工事 涌谷字中江南 ～H24.3 建築 建物復旧工 指名 10～12月 

２ 天平ろまん館災害復旧工事 涌谷字黄金山 ～H24.3 建築 棟瓦災害復旧工 指名 10～12月 

３ 
平成 23年度涌谷町役場駐車場ソーラー式

LED照明灯設置工事 
字新町裏  ～H24.1 電気 照明灯設置工 指名 10～12月 

【建設水道課建設班】 

１ 23災 道路災害復旧工事 涌谷町内 ～H24.3 舗装 舗装災害復旧工 指名 10～12月 

２ 23災 橋梁災害復旧工事 涌谷町内 ～H24.3 鋼構造 橋梁災害復旧工 一般 10～12月 

３ 田町裏地内側溝補修工事 字田町裏  ～H24.3 土木 側溝補修工 指名 11～12月 

４ （交付金）北田線道路改良工事 字北田 ～H24.3 土木 道路改良工 指名 11月 

【建設水道課上水道班】 

１ 
平成23年度石綿セメント管更新工事（３工

区） 
字渋江地内 ３ヶ月 水道施設 HPPE φ100  L=126.0 指名 23年11月 

２ 平成23年度田町裏地内配水管改良工事 田町裏地内 ３ヶ月 水道施設 P P  φ50   L=80.0 指名 23年11月 
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３ 平成23年度テレメータ等更新工事 涌谷字福沢地内 ５ヶ月 電気 テレメータ１式 一般 23年11月 

４ 平成23年度上谷地橋添架管仮設工事 字上谷地地内外 ４ヶ月 水道施設 レンタル φ150  L=200.0 指名 24年1月 

５ 平成23年度生栄巻橋添架管改良工事 小里字琵琶首地内 ４ヶ月 水道施設 HPPE φ75  L=130.0 指名 23年11月 

６ 平成23年度西谷地地内配水管等改良工事 字西谷地地内 ３ヶ月 水道施設 配水管・給水管１式 指名 23年12月 

７ 平成23年度蔵人沖名地内水管橋移設工事 字蔵人沖名地内 ３ヶ月 水道施設 PPLP φ100  L=8.0 指名 23年11月 

【建設水道課下水道班】 

１ 中江南地内汚水管渠工事 涌谷字中江南 ～H24.3.31 土木 推進工法 L=１００ｍ 指名 H23.10 

２ 黄金迫前南地内汚水管渠工事 涌谷字黄金迫前南 ～H24.1.31 土木 取付管推進 N=１０カ所 指名 H23.10 

３ 災害復旧工事（箟岳中央地区１） 太田外 ～H24.3.31 土木 開削工法 一般 H23.10 

４ 災害復旧工事（箟岳中央地区２） 猪岡外 ～H24.3.31 土木 開削工法 一般 H23.10 

５ 災害復旧工事（上郡） 上郡外 ～H24.3.31 土木 開削工法 L=540m 一般 H23.10 

６ 災害復旧工事（公共下水 3504） 字本町外 ～H24.3.31 土木 下水道管部分更正 一般 H23.10 

【総務管理課管理班】 

１ 
平成23年度涌谷町町民医療福祉センター

災害復旧工事 
涌谷字中江南 ～H24.3.31 建築 建物災害復旧工 一般 10～12月 
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２ 
平成23年度涌谷町町民医療福祉センター

エネルギー棟内壁クラック改修工事 
涌谷字中江南 ～H24.3.31 建築 クラック補修工 指名 10～12月 

３ 
平成23年度涌谷町研修館世代館災害復旧

工事 
涌谷字中江南 ～H24.3.31 建築 建物災害復旧工 指名 10～12月 

４ 
平成22年度（き細）涌谷町研修館外部階段

改修工事 
涌谷字中江南 ～H24.3.31 土木 階段取替工 指名 10～12月 

【教育文化課教育子育て支援班】 

１ 涌谷第一小学校災害復旧工事 字立町 ～H24.2．29 建築 校舎・体育館等災害復旧工事 一般 H23.10 

２ 月将館小学校災害復旧工事 涌谷字小人町 ～H24.2．29 
建築、 

土木 

校舎・体育館・駐車場災害復

旧工事 
指名 H23.10 

３ 涌谷中学校災害復旧工事 涌谷字内林 ～H24.2．29 建築 
武道館・体育館・プール災害

復旧工事 
指名 H23.10 

【教育文化課生涯学習班】 

１ 涌谷町農村環境改善センター災害復旧工事 太田字北太田 ～H24.3.31 土木 外構復旧 指名 H23.11～12 

＊ ここに掲載している内容は、１０月１日現在の予定です。 


