
令和４年度　発注予定

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

４道街樹委第１号　街路樹薬剤散布業務委
託

指名競争入札 委託 利根町地内 ６ヵ月 　N=１，１１３本 第１四半期

４道橋委第１号　道路橋定期点検業務委託 指名競争入札 委託 利根町地内 ９ヵ月 N=４２橋 第１四半期

４道橋委第２号　道路橋修繕設計業務委託 指名競争入札 委託 利根町地内 ９ヵ月 　N=２橋 第１四半期

４道設委第１号　道路設計業務委託 指名競争入札 委託
町道１０７号線
利根町布川地内

４ヵ月 　L=２３０ｍ 第１四半期

４道街灯第１号　街路灯改修工事 指名競争入札 電気 利根町地内 ４ヵ月 　N=１５基 第１四半期

４道維第１号　舗装修繕工事 指名競争入札 土木
町道１０９号線
利根町布川地内

３ヵ月 　L=６００ｍ 第１四半期

４道維第２号　舗装修繕工事 指名競争入札 土木
町道２１５２号線
利根町布川地内

３ヵ月 　L=３００ｍ 第１四半期

４道維第３号　道路修繕工事 指名競争入札 土木
町道１０２０号線
利根町羽根野地内

６ヵ月 　L=１４０ｍ 第１四半期

４河除委第１号　堤防除草業務委託 指名競争入札 土木 利根町押付本田地内 ６ヵ月 　A=７，４００m2 第１四半期

令和４年度　ダンプトラック購入 指名競争入札 物品 ２４ヵ月 　ダンプトラック　１台 第１四半期 債務負担

４都公委第４号　都市公園維持管理業務委
託

指名競争入札 委託 布川地区 ６ヵ月 機械除草：６１，３００m2 第１四半期

４都公委第５号　都市公園維持管理業務委
託

指名競争入札 委託 文地区 ８ヵ月 機械除草：４２，５００m2 第１四半期

４都公委第６号　桜づつみ維持管理業務委
託

指名競争入札 委託 桜づつみ １２ヵ月 薬剤散布：９１５本 第１四半期

４都公維第１号利根っ子公園遊具撤去更新
工事

指名競争入札 土木 利根っ子公園 ３ヵ月
撤去：大型４連ブランコ及び境界柵
更新：大型４連ブランコ，グラウンドマット４枚
及び境界柵

第１四半期

令和４年度　指定ごみ袋製造業務委託 指名競争入札 委託 利根町役場 １０ヵ月 指定ごみ袋製造 第１四半期

令和６年度　評価替えに伴う不動産鑑定業
務委託

指名競争入札 委託 利根町地内 ８ヵ月
令和６年度評価替えに向けて標準宅地９８地点の
不動産鑑定評価

第１四半期

令和４年度小型動力消防ポンプ積載車（８
分団）購入

指名競争入札 物品 防災危機管理課 ６ヵ月 小型動力消防ポンプ積載車（８分団）１台購入 第１四半期

課
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令和４年度小型動力消防ポンプ積載車（１
９分団）購入

指名競争入札 物品 防災危機管理課 ６ヵ月 小型動力消防ポンプ積載車（１９分団）１台購入 第１四半期

令和４年度小型動力消防ポンプ積載車（２
０分団）購入

指名競争入札 物品 防災危機管理課 ６ヵ月 小型動力消防ポンプ積載車（２０分団）１台購入 第１四半期

令和４年度小型動力消防ポンプ（１５分
団）購入

指名競争入札 物品 防災危機管理課 ６ヵ月 小型動力消防ポンプ（１５分団）　１台購入 第１四半期

令和４年度　庁舎大規模設計業務委託 指名競争入札 委託 利根町役場 ９ヵ月 庁舎大規模設計 第１四半期

令和４年度　庁舎消防用設備保守点検業務
委託

指名競争入札 委託 利根町役場 １１ヵ月 庁舎消防用設備保守点検 第１四半期

令和４年度　公用車賃貸借 指名競争入札 賃貸借 利根町役場 ６０ヵ月 公用車１台賃貸借 第１四半期

小学校消防設備保守点検業務委託 指名競争入札 委託
利根町大字下曽根254番地　ほか
2箇所

１０ヵ月
小学校３校の消防設備及び防火設備の保守点検業
務

第１四半期

小学校給食室換気扇フードダクト清掃業務
委託

指名競争入札 委託
利根町大字下曽根254番地　ほか
2箇所

４ヵ月 小学校３校の給食室換気扇等の清掃業務 第１四半期

小学校グリストラップ清掃業務委託 指名競争入札 委託
利根町大字下曽根254番地　ほか
2箇所

１０ヵ月 小学校３校のグリストラップ清掃業務 第１四半期

４小建工第１号
布川小学校屋内運動場長寿命化改良工事

一般競争入札 建築 利根町大字布川4230番地 ８ヵ月
Ｓ造　951㎡
屋根，外壁，内部（床，壁，建具），トイレ改修
一式，多機能トイレ，スロープ，空調設備　一式

第１四半期

４中管工第３号
利根中学校トイレバリアフリー化工事

指名競争入札 建築 利根町大字横須賀1277番地 ３ヵ月 トイレブース改修　２箇所 第１四半期

４社総交道改第１号　道路改良工事 一般競争入札 土木
町道１２３４号線外
利根町立木地内

８ヵ月 　L=３１０ｍ 第２四半期

４防安交道改第１号　道路改良工事 一般競争入札 土木
町道１１２号線
利根町大房地内

８ヵ月 　L=２６０ｍ 第２四半期

利根親水公園木道改修工事 指名競争入札 土木 利根親水公園 ８ヵ月
アコヤ材（踏板）１００枚
アコヤ材（足組）　１０本

第２四半期

防火水槽撤去工事 指名競争入札 土木 布川地内 ３ヵ月
防火水槽撤去工事　1箇所　解体・撤去・処分
一式

第２四半期

令和４年度　高速カラー印刷機賃貸借 指名競争入札 賃貸借 利根町役場 ６０ヵ月 高速カラー印刷機１台賃貸借 第２四半期
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３小建工第１号
小学校統合改修工事（エレベーター棟建設
工事）

一般競争入札 建築 利根町大字布川4230番地 ９ヵ月
S造 21.6㎡ 3階建
エレベーター設置，バリアフリートイレ設置（各
階に設置）

第２四半期

４小建工第２号
小学校統合改修工事（昇降口・ランチルー
ム他改修工事）

一般競争入札 建築 利根町大字布川4230番地 ９ヵ月
昇降口改修（屋根，入口改修，スロープ設置），
ランチルーム改修等

第２四半期

統合小学校スクールバス停留所標識作成業
務委託

指名競争入札 委託 利根町大字布川4230番地 ３ヵ月 スクールバス停留所標識作成業務 第２四半期

令和4年度
利根町文化センターエレベーター設置工事

一般競争入札 建築 利根町文化センター ６ヵ月
増築工事1.0式　　　エレベーター設置1.0台
　　用途：乗用兼車いす用　定員：11人(750ｋ
ｇ)
　　運転方式：乗合全自動方式　停止階：２ヵ所

第２四半期

令和4年度
利根町図書館空調設備改修工事

一般競争入札 電気 利根町図書館 ５ヵ月
空調設備の改修に伴う建築工事，電気設備工事及
び機械設備工事1.0式

第２四半期

４道街樹第１号　街路樹剪定工事 指名競争入札 土木
町道１５０１号線外
利根町もえぎ野地内

２ヵ月 　剪定　一式 第３四半期

４国補公下維第１号　汚水管渠更生工事 指名競争入札 下水 利根町　地内 ５ヵ月 汚水管渠更生工事　φ400mm　L=130m 第３四半期

４国補公下委第１号　汚水管調査業務委託 指名競争入札 委託 利根町　地内 ５ヵ月 汚水管調査　L=1.4km 第３四半期

４町単公下維第５号　雨水路改築工事 指名競争入札 土木 利根町布川地内 ５ヵ月 雨水路改築工事　L=24m 第３四半期

令和４年度　利根町営霊園舗装工事 指名競争入札 土木 利根町営霊園 ３ヵ月 利根町営霊園の舗装部打ち換え 面積1,685㎡ 第３四半期

統合小学校備品等輸送業務委託 指名競争入札 委託 利根町大字布川4230番地 ３ヵ月 文小学校及び文間小学校の備品等輸送・設置業務 第３四半期

旧診療所跡地地中埋設物撤去工事 指名競争入札 土木 利根町立崎地内 ２ヵ月
地積1256.01㎡　工事面積371㎡
掘削，埋設物処分，鋤取り処分，盛り土

第３四半期

４小管工第４号
統合小学校複合遊具新設工事

指名競争入札 土木 利根町大字布川4230番地 ２ヵ月
複合遊具（ジャングルジム・すべり台等）設置工
事

第４四半期


