
H29建設工事入札結果　一覧表

公表番号 公表日 工事内容 入札結果等

美建公第1号 平成29年4月17日 千畑温泉大広間エアコン改修工事 紙入札

美建公第2号 平成29年4月17日 道の駅直売所GHPエアコン改修工事 紙入札

美建公第3号 平成29年4月17日 道路維持補修事業　舗装補修工事（中央工区） 紙入札

美建公第4号 平成29年4月17日 道路維持補修事業　舗装補修工事（南工区） 紙入札

美建公第5号 平成29年4月17日 道路維持補修事業　舗装補修工事（北工区） 紙入札

美建公第6号 平成29年4月17日 美郷町役場第２庁舎事務室床改修工事 紙入札

美建公第7号 平成29年4月20日 町単独事業　赤城・耳取線舗装工事 電子入札

美建公第8号 平成29年4月27日 美郷町中央ふれあい館給油設備改修工事 紙入札

美建公第9号 平成29年5月8日 美郷町南体育館耐震化等改修工事 電子入札

美建公第10号 平成29年5月8日 美郷町南体育館外壁等改修工事 電子入札

美建公第11号 平成29年5月24日 飯詰コミュニティセンター駐車場整備工事 電子入札

美建公第12号 平成29年5月24日 社会資本整備総合交付金事業 中野寺田・白山線舗装補修工事 電子入札

美建公第13号 平成29年5月24日 社会資本整備総合交付金事業 本堂城回１号線舗装補修工事 電子入札

美建公第14号 平成29年5月24日 道路維持補修事業　外側線等補修工事 電子入札

美建公第15号 平成29年5月24日 佐藤家蔵移築工事（平成２９年度工事） 電子入札

美建公第16号 平成29年5月25日 町単独事業　吐出１号線舗装工事 紙入札

美建公第17号 平成29年5月25日 社会資本整備総合交付金事業　中央通り線グリーンベルト設置工事 紙入札

美建公第18号 平成29年5月25日 六郷わくわく園園庭フェンス改修工事 紙入札

美建公第19号 平成29年5月25日 六郷わくわく園砂場造成工事 紙入札

美建公第20号 平成29年6月8日 社会資本整備総合交付金事業 大石・外川原線舗装補修工事 電子入札

美建公第21号 平成29年6月8日 社会資本整備総合交付金事業 下畑屋・外川原線舗装補修工事 電子入札

美建公第22号 平成29年6月8日 社会資本整備総合交付金事業 都野・東君堂線舗装補修工事 電子入札

美建公第23号 平成29年6月15日 坂本東嶽邸蔵・離れ改修工事 電子入札

美建公第24号 平成29年6月15日 美郷町北運動公園野球場建屋屋根等改修工事 紙入札

美建公第25号 平成29年6月22日 仙南東部地区水道 紫外線処理施設及び塩素注入設備設置工事 電子入札

美建公第26号 平成29年6月29日 仙南東部地区浄水場水位計交換工事 紙入札

美建公第27号 平成29年6月29日 六郷畑屋地区東部浄水場送水ポンプ交換工事 紙入札

美建公第28号 平成29年6月29日 六郷わくわく園遊具設置工事 紙入札

美建公第29号 平成29年6月29日 本庁舎３階外壁タイル部分張替等工事 紙入札

美建公第30号 平成29年7月6日 美郷町自転車競技場走路補修工事 電子入札

美建公第31号 平成29年7月6日 中央ふれあい館トイレ改修工事 電子入札

美建公第32号 平成29年7月7日 美郷町南学校給食センター調理室冷房化工事 電子入札

美建公第33号 平成29年7月12日 役場敷地内舗装補修工事 紙入札

美建公第34号 平成29年7月13日 町単独事業　後三年住宅屋根塗装工事 紙入札

美建公第35号 平成29年7月13日 美郷町野球場ナイター照明機器修繕工事 紙入札

美建公第36号 平成29年7月20日 ふれあいの森整備事業　大清水の森整備工事 電子入札

美建公第37号 平成29年7月20日 野際清水整備工事 電子入札

美建公第38号 平成29年7月20日 大台野広場イベント棟屋根及び鉄部改修塗装工事 電子入札
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美建公第39号 平成29年7月20日 通学路安全対策整備工事（第１工区） 電子入札

美建公第40号 平成29年7月20日 通学路安全対策整備工事（第２工区） 電子入札

美建公第41号 平成29年7月20日 千畑中央地区水道配水管布設工事 電子入札

美建公第42号 平成29年7月20日 六郷畑屋地区水道配水管布設工事 電子入札

美建公第43号 平成29年7月20日 社会資本整備総合交付金事業 竹原・内村線改良舗装工事 電子入札

美建公第44号 平成29年7月20日 町単独事業　小安門住宅高架水槽架台塗装工事 電子入札

美建公第45号 平成29年7月20日 美郷町北ふれあい館非常用発電機設置工事 電子入札

美建公第46号 平成29年7月20日 美郷町公民館外壁等改修工事 電子入札

美建公第47号 平成29年7月27日 美郷町公民館屋上防水・PH屋根等改修工事 紙入札

美建公第48号 平成29年7月27日 仙南地区農業集落排水処理施設機械器具更新工事 紙入札

美建公第49号 平成29年7月27日 千畑地区農業集落排水処理施設機械器具更新工事 紙入札

美建公第50号 平成29年7月27日 町単独事業　雲然道線舗装補修工事 紙入札

美建公第51号 平成29年7月27日 千畑なかよし園天井等修繕工事 紙入札

美建公第52号 平成29年7月27日 六郷小学校給水ポンプ取替工事 紙入札

美建公第53号 平成29年7月27日 六郷小学校ホールエアコン取替工事 紙入札

美建公第54号 平成29年7月27日 仙南小学校音楽室・図書室エアコン取替工事 紙入札

美建公第55号 平成29年7月27日 役場敷地内舗装補修工事 紙入札

美建公第56号 平成29年8月9日 町単独事業　中央通り線消雪井戸修繕工事 電子入札

美建公第57号 平成29年8月10日 町単独事業　健康増進ウォーキングコース案内看板設置工事 紙入札

美建公第58号 平成29年8月21日 仙南中央地区浄水場配水ポンプ交換工事 紙入札

美建公第59号 平成29年8月24日 社会資本整備総合交付金事業 作山・南明田地線歩道整備工事 紙入札

美建公第60号 平成29年9月21日 町単独事業　柳田国見線改良舗装工事 電子入札

美建公第61号 平成29年9月21日 町単独事業　松葉野・東田線改良工事 電子入札

美建公第62号 平成29年9月21日 六郷畑屋地区東部浄水場取水施設整備工事 電子入札

美建公第63号 平成29年9月22日 町単独事業　中央除雪センター増築工事 電子入札

美建公第64号 平成29年9月28日 社会資本橋梁長寿命化対策事業　万願寺橋橋梁補修工事 紙入札

美建公第65号 平成29年9月28日 道路維持補修事業　マンホール周辺舗装補修工事 紙入札

美建公第66号 平成29年9月28日 町単独事業　上石町１号線舗装補修工事 紙入札

美建公第67号 平成29年9月28日 町単独事業　竹原観音下線他３路線舗装工事 紙入札

美建公第68号 平成29年9月28日 町単独事業　雀柳・筑後屋敷線　舗装補修工事 紙入札

美建公第69号 平成29年9月28日 町単独事業　明田地線舗装補修工事 紙入札

美建公第70号 平成29年9月28日 町単独事業　下七滝１・２号橋橋梁補修工事 紙入札

美建公第71号 平成29年10月5日 社会資本整備総合交付金事業 羽貫谷地線改良工事 電子入札

美建公第72号 平成29年10月5日 町単独事業　中野寺田・白山線舗装補修工事 電子入札

美建公第73号 平成29年10月5日 町単独事業　吐出１号線舗装工事 電子入札

美建公第74号 平成29年10月5日 町単独事業　室町浮田線他１路線舗装補修工事 電子入札

美建公第75号 平成29年10月5日 町単独事業　一暁１号線舗装補修工事 電子入札

美建公第76号 平成29年10月5日 町単独事業　中関・東川原線　舗装補修工事 電子入札
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美建公第77号 平成29年10月5日 社会資本整備総合交付金事業　作山・南明田地線舗装補修工事（第１工区） 電子入札

美建公第78号 平成29年10月5日 社会資本整備総合交付金事業　作山・南明田地線舗装補修工事（第２工区） 電子入札

美建公第79号 平成29年10月5日 町単独事業　大坂・黒沢線舗装補修工事 電子入札

美建公第80号 平成29年10月5日 ラベンダー園客土土壌改良工事 電子入札

美建公第81号 平成29年10月18日 町単独事業　一丈木・茨島線転落防止柵設置工事 電子入札

美建公第82号 平成29年10月26日 町単独事業　下糠渕・下百目木線舗装工事 紙入札

美建公第83号 平成29年11月9日 町単独事業　竹原・内村線改良工事（第１工区） 電子入札

美建公第84号 平成29年11月9日 町単独事業　竹原・内村線改良工事（第２工区） 電子入札

美建公第85号 平成29年11月9日 町単独事業　竹原・内村線改良工事（第３工区） 電子入札

美建公第86号 平成29年11月9日 平成29年度　美郷町LED防犯灯工事（第1工区） 紙入札

美建公第87号 平成29年11月9日 平成29年度　美郷町LED防犯灯工事（第2工区） 紙入札

美建公第88号 平成29年11月9日 平成29年度　美郷町LED防犯灯工事（第3工区） 紙入札

美建公第89号 平成29年11月22日 平成29年度　美郷町LED防犯灯工事（第4工区） 電子入札

美建公第90号 平成29年12月7日 町単独事業　上二ツ石・角西線他１路線側溝整備工事 電子入札

美建公第91号 平成29年12月26日 サイクリングコース案内看板整備工事 紙入札

美建公第92号 平成29年12月26日 美郷中学校体育館音響設備改修工事 紙入札

美建公第93号 平成30年1月11日 社会資本整備総合交付金事業　鑓田馬町・沢田線歩道整備工事 紙入札

美建公第94号 平成30年1月11日 町単独事業　松葉野・南明天地線歩道整備工事 紙入札

美建公第95号 平成30年1月25日 町単独事業　南谷地・東西法寺線改良舗装工事 電子入札

美建公第96号 平成30年2月8日 湯とぴあ雁の里温泉飲料水設備改修工事 紙入札

美建公第97号 平成30年2月15日 観光施設等Ｗｉ－Ｆｉ設備設置工事 紙入札

美建公第98号 平成30年3月1日 中央通り線消雪用ポンプ交換工事 紙入札


