
H30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30年4月12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2号 平成30年4月12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3号 平成30年4月12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4号 平成30年4月25日 町単独事業　松葉野・東田線舗装工事 電子入札

美建公第5号 平成30年4月26日 庁舎２階会議室照明LED化工事 紙入札

美建公第6号 平成30年4月26日 町単独事業　作山・南明田地線歩道舗装工事 紙入札

美建公第7号 平成30年5月7日 佐藤家蔵移築工事（平成30年度工事） 電子入札

美建公第8号 平成30年5月7日 坂本東嶽邸蔵改修工事 電子入札

美建公第9号 平成30年5月10日 町単独事業　白山４号線舗装補修工事 紙入札

美建公第10号 平成30年5月24日 町単独事業　深田畑屋谷地中２号線舗装補修工事 電子入札

美建公第11号 平成30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12号 平成30年5月28日 庁舎ブラインド設置工事 紙入札

美建公第13号 平成30年5月28日 仙南すこやか園子育て支援室屋根防水改修工事 紙入札

美建公第14号 平成30年5月28日 千畑なかよし園未満児棟エアコン設置工事 紙入札

美建公第15号 平成30年5月28日 美郷町宿泊交流館トレーニング室設置工事 紙入札

美建公第16号 平成30年5月28日 プールパークみさと屋根改修工事 紙入札

美建公第17号 平成30年5月28日 町単独事業　作山住宅屋根塗装修繕工事 紙入札

美建公第18号 平成30年5月28日 真空ポンプ場防水工事 紙入札

美建公第19号 平成30年5月28日 地下水水位計更新工事 紙入札

美建公第20号 平成30年5月29日 町単独事業　熊野住宅２号棟屋根防水改修工事 紙入札

美建公第21号 平成30年6月14日 北ふれあい館受水槽給水主配管取替工事 紙入札

美建公第22号 平成30年6月14日 六郷小学校体育館自動火災報知設備改修工事 紙入札

美建公第23号 平成30年6月14日 町単独事業　真昼岳線舗装工事 紙入札

美建公第24号 平成30年6月14日 学友館トイレ洋式化工事 紙入札

美建公第25号 平成30年6月15日 美郷総合体育館屋上等防水改修工事 紙入札

美建公第26号 平成30年6月21日 美郷総合体育館照明制御装置更新工事 電子入札

美建公第27号 平成30年6月21日 農業集落排水処理施設高圧機器更新工事 電子入札

美建公第28号 平成30年6月21日 真空ポンプ場高圧機器更新工事 電子入札

美建公第29号 平成30年6月22日 仙南中央地区水道　配水管布設工事 電子入札

美建公第30号 平成30年6月22日 北ふれあい館トイレ洋式化工事 電子入札

美建公第31号 平成30年7月2日 美郷町弓道場屋根外壁等塗装工事 紙入札

美建公第32号 平成30年7月5日 六郷小学校トイレ洋式化工事 電子入札

美建公第33号 平成30年7月5日 小中学校無線アクセスポイント整備工事 電子入札

美建公第34号 平成30年7月5日 通学路安全対策整備工事（第１工区） 電子入札

美建公第35号 平成30年7月5日 通学路安全対策整備工事（第２工区） 電子入札

美建公第36号 平成30年7月5日 通学路安全対策整備工事（第３工区） 電子入札

美建公第37号 平成30年7月5日 千畑東部地区水道第２配水池残留塩素計設置工事 電子入札

美建公第38号 平成30年7月5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
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美建公第39号 平成30年7月5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40号 平成30年7月5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41号 平成30年7月6日 千畑小学校トイレ洋式化工事 電子入札

美建公第42号 平成30年7月17日 町単独事業　水押１号線舗装補修工事 紙入札

美建公第43号 平成30年7月17日 町単独事業　運上野７号線舗装補修工事 紙入札

美建公第44号 平成30年7月17日 千畑小学校廊下間仕切サッシ交換工事 紙入札

美建公第45号 平成30年7月19日 社会資本整備総合交付金事業　竹原・内村線舗装工事（第１工区） 電子入札

美建公第46号 平成30年7月19日 町単独事業　竹原・内村線舗装工事（第２工区） 電子入札

美建公第47号 平成30年7月19日 町単独事業　本堂城回１号線舗装補修工事 電子入札

美建公第48号 平成30年7月19日 町単独事業　米ノ口・老形線舗装補修工事 電子入札

美建公第49号 平成30年7月26日 歴史民俗資料館収蔵庫改修工事 紙入札

美建公第50号 平成30年7月26日 町単独事業　中央除雪センター外壁改修工事 紙入札

美建公第51号 平成30年7月26日 美郷町住民活動センター屋根塗装工事 紙入札

美建公第52号 平成30年7月26日 美郷町住民活動センタートイレ改修工事 紙入札

美建公第53号 平成30年8月9日 美郷総合体育館電光掲示板設置工事 電子入札

美建公第54号 平成30年8月9日 千畑中央地区水道第４水源導水管切回し工事 電子入札

美建公第55号 平成30年8月9日 坂本東嶽邸附帯設備工事 電子入札

美建公第56号 平成30年8月9日 美郷町アクティセンター汚泥脱水機等交換工事 電子入札

美建公第57号 平成30年8月9日 上畑屋地区農業集落排水処理施設回分槽１系上澄水排出装置更新工事 電子入札

美建公第58号 平成30年8月9日 社会資本整備総合交付金事業　羽貫谷地線改良舗装工事 電子入札

美建公第59号 平成30年8月9日 社会資本整備総合交付金事業　糠渕橋橋梁補修工事 電子入札

美建公第60号 平成30年8月9日 ラベンダー園客土土壌改良工事 紙入札

美建公第61号 平成30年8月9日 社会資本整備総合交付金事業　万願寺橋橋梁補修工事 電子入札

美建公第62号 平成30年8月23日 庁舎玄関屋根（キャノピー）改修工事 紙入札

美建公第63号 平成30年8月23日 六郷温泉あったか山男女露天風呂板塀改修工事 紙入札

美建公第64号 平成30年8月23日 町単独事業　町営住宅火災報知器交換工事 紙入札

美建公第65号 平成30年8月23日 町単独事業　後三年駅前住宅トイレ改修工事 紙入札

美建公第66号 平成30年8月23日 飯詰コミュニティセンター体育館屋根改修工事 紙入札

美建公第67号 平成30年9月6日 町単独事業　上中村・一ツ屋線側溝整備工事 電子入札

美建公第68号 平成30年9月13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69号 平成30年9月13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70号 平成30年9月27日 こどものえき授乳スペース整備工事 紙入札

美建公第71号 平成30年9月27日 道の駅雁の里せんなんレストランGHPエアコン改修工事 紙入札

美建公第72号 平成30年9月27日 道路維持補修事業　マンホ－ル周辺舗装補修工事 紙入札

美建公第73号 平成30年9月27日 町単独事業　馬町地内線改良舗装工事 紙入札

美建公第74号 平成30年9月27日 町単独事業　千屋狐森２号線他３路線舗装工事 紙入札

美建公第75号 平成30年9月27日 町単独事業　槻ノ木２号線舗装補修工事 紙入札

美建公第76号 平成30年9月27日 町単独事業　長岡森線舗装補修工事 紙入札
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美建公第77号 平成30年9月27日 町単独事業　西今泉２号線舗装補修工事 紙入札

美建公第78号 平成30年9月27日 町単独事業　西千間谷地４号線舗装補修工事 紙入札

美建公第79号 平成30年9月27日 町単独事業　中笹巻地内線舗装補修工事 紙入札

美建公第80号 平成30年9月27日 町単独事業　中野寺田・白山線舗装補修工事 紙入札

美建公第81号 平成30年9月27日 千畑温泉サン・アール浴槽濾過機濾材交換工事 紙入札

美建公第82号 平成30年9月27日 町単独事業　上四天地４号線側溝改修工事 紙入札

美建公第83号 平成30年9月27日 町単独事業　馬場・赤城線側溝蓋設置工事 紙入札

美建公第84号 平成30年10月3日 町単独事業　柳田国見線他２路線改良舗装工事 電子入札

美建公第85号 平成30年10月3日 町単独事業　米ノ口・南明田地線他１路線舗装補修工事 電子入札

美建公第86号 平成30年10月3日 町単独事業　明田地線舗装補修工事 電子入札

美建公第87号 平成30年10月3日 町単独事業　館間線舗装補修工事 電子入札

美建公第88号 平成30年10月3日 町単独事業　鑓田馬町・沢田線舗装補修工事 電子入札

美建公第89号 平成30年10月3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90号 平成30年10月3日 町単独事業　長面線舗装補修工事 電子入札

美建公第91号 平成30年10月11日 仙南小学校体育館音響設備改修工事 紙入札

美建公第92号 平成30年10月11日 六郷小学校野球場照明設備改修工事 紙入札

美建公第93号 平成30年10月11日 仙南東部地区野荒町浄水場送水ポンプ交換工事 紙入札

美建公第94号 平成30年10月11日 野荒町地区農業集落排水処理施設非常用自家発電装置移設工事 紙入札

美建公第95号 平成30年10月25日 町単独事業　小婦気地内排水路改修工事 紙入札

美建公第96号 平成30年10月25日 坂本東嶽邸外構工事 紙入札

美建公第97号 平成30年11月7日 平成３０年度　美郷町LED防犯灯工事（第２工区） 電子入札

美建公第98号 平成30年11月8日 平成３０年度　美郷町LED防犯灯更新工事（第１工区） 電子入札

美建公第99号 平成30年11月21日 町単独事業　町ノ内・前森線改良工事 電子入札

美建公第100号 平成30年12月27日 社会資本整備総合交付金事業　糠渕橋橋梁補修工事（上部補修） 電子入札

美建公第101号 平成30年12月27日 千畑中央地区水道第２配水池定流量弁交換工事 紙入札


