
公 告
平成29年4月17日

　「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年法律第 127号）第７条第１項の規定により、
下記のとおり平成29年度発注予定工事情報を公表します。

平成29年4月17日現在

№ 工　　　事　　　等　　　名 工事種別 工事等場所
工　期

（約○箇月）
工　事　等　概　要 入札方法

入札予定時期
（○月）

担　当　課

1 ケーブルテレビ伝送路移設(鍋倉工区）工事 その他 遠野町地内 約４箇月
ケーブルテレビ伝送設備の移設（同軸
ケーブル、電柱等）

指名競争入札 ５月 ICT推進担当

2 遠野東中学校屋内運動場大規模改造工事（建築） 建築 青笹町青笹地内 約７箇月
屋根等の塗装、アリーナ改修、衛生器具
の更新

指名競争入札 ５月 教務課

3 遠野東中学校屋内運動場大規模改造工事（電気設備） 電気設備 青笹町青笹地内 約７箇月 照明のＬＥＤ化、消防設備の改修 指名競争入札 ５月 教務課

4 市道穀町仲町通り線他歩道舗装工事（その２） 土木 中央通り地内 約３箇月
車道改築250㎡、歩道舗装530㎡、歩道
融雪300㎡、水路工175ｍ、縁石工380ｍ

指名競争入札 ５月 建設課

5 28災85号山口貞任線（字山口）道路災害復旧工事 土木 土淵町地内 約６箇月 復旧延長　L=31.0ｍ 指名競争入札 ５月 建設課

6 28災94・95号樺坂峠線（字樺坂、樺沢坂の２）道路災害復旧工事 土木 土淵町地内 約６箇月 復旧延長　L=472.0ｍ 指名競争入札 ５月 建設課

7 28災881号笛吹貞任線（字笛吹）道路災害復旧工事 土木 土淵町地内 約６箇月 復旧延長　L=166.0ｍ 指名競争入札 ５月 建設課

8 附馬牛児童館新築工事 建築
附馬牛町下附馬牛地
内

約10箇月 建築面積　246㎡ 指名競争入札 ５月 子育て総合支援課

9 ケーブルモデム終端装置更新工事 その他 松崎町地内 約６箇月
ヘッドエンドのケーブルモデム終端装置
の更新

指名競争入札 ６月 ICT推進担当

10 橋梁点検業務委託 土木 市内一円 約６箇月 橋梁定期点検業務委託　１式 指名競争入札 ６月 建設課

11 28災84号小水内川（字小水内）河川災害復旧工事 土木 土淵町地内 約６箇月 復旧延長　L=21.0ｍ 指名競争入札 ６月 建設課

12 28災740号山口川（字山口の２）河川災害復旧工事 土木 土淵町地内 約10箇月 復旧延長　L=415.4ｍ 指名競争入札 ６月 建設課

13 遠野ふるさと村ビジターセンター暖房熱源設備改修工事 建築
附馬牛町上附馬牛地
内

約２箇月
遠野ふるさと村ビジターセンター暖房熱
源設備改修

指名競争入札 ６月 商工観光課

14 遠野ふるさと村肝煎りの家付属便所茅葺屋根葺替工事 建築
附馬牛町上附馬牛地
内

約６箇月
遠野ふるさと村肝煎りの家付属便所茅葺
屋根葺替工事

指名競争入札 ６月 商工観光課

15 重要文化財旧菊池家住宅保存修理工事（災害復旧） 建築 土淵町土淵地内 約５箇月 土間叩き　125㎡ 指名競争入札 ６月 文化課

16 松崎町第４区コミュニティ消防センター建物工事 建築 松崎町薬研淵地内 約５箇月
松崎町第４区コミュニティ消防センター建物工事
松崎町第４区消防用ホース乾燥塔工事
松崎町第４区コミュニティ消防センター敷地造成工事

指名競争入札 ６月 保安施設課

遠野市長　本　田　敏　秋
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№ 工　　　事　　　等　　　名 工事種別 工事等場所
工　期

（約○箇月）
工　事　等　概　要 入札方法
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17 市道新穀町通り線道路改築工事 土木 新穀町地内 約５箇月
歩道舗装900㎡、歩道融雪570㎡、水路
工500ｍ、縁石工450ｍ

指名競争入札 ７月
建設課

18 28災742号下栃内大楢線（下栃内橋）橋梁災害復旧工事 土木 土淵町地内 約９箇月 復旧橋梁　N=1基 指名競争入札 ７月 建設課

19 遠野市役所西館屋根塗装工事 建築 東舘町地内 約３箇月 西館屋根塗り替え工事 指名競争入札 ７月 財政担当

20 あら町町上線路面補修工事 土木 宮守町地内 約６箇月 路面補修工事L=360.0ｍ 指名競争入札 ８月 建設課

21 遠野ふるさと村肝煎りの家乗込み長屋茅葺屋根葺替工事 建築
附馬牛町上附馬牛地
内

約５箇月
遠野ふるさと村肝煎りの家乗込み長屋茅
葺屋根葺替工事

指名競争入札 ８月 商工観光課

22 上郷林崎線道路改良工事 土木 上郷町地内 約６箇月 道路改良工事L=240.0ｍ 指名競争入札 ９月 建設課

23 光興寺上の山線道路改良工事 土木 松崎町地内 約５箇月 道路改良工事L=258.0ｍ 指名競争入札 ９月 建設課

24 下組町南１号線道路改良工事 土木 遠野町地内 約６箇月 道路改良工事L=120.0ｍ 指名競争入札 ９月 建設課

25 災害公営住宅（第１期）建設工事 建築 穀町地内 約６箇月 長屋平屋　８戸４棟の建築工事 指名競争入札 ９月 都市計画課

26 無停電電源装置更新工事 電気設備 松崎町地内 約４箇月 ヘッドエンドの無停電電源装置の更新 指名競争入札 10月 ICT推進担当

27 ケーブルテレビ伝送路移設(国道396号）工事 その他 宮守町地内 約４箇月
ケーブルテレビ伝送設備の移設（同軸
ケーブル、電柱等）

指名競争入札 10月 ICT推進担当

28 上柳大袋線道路改良工事 土木 附馬牛町地内 約６箇月 道路改良工事L=415.0ｍ 指名競争入札 10月 建設課

29 水口腰巡道路改良工事 土木 綾織町地内 約５箇月 道路改良工事L=455.0ｍ 指名競争入札 10月 建設課

30 光興寺上の山線道路改良工事 土木 松崎町地内 約６箇月 道路改良工事L=258.0ｍ 指名競争入札 10月 建設課

31 迷岡線道路改良工事 土木 宮守町地内 約５箇月 道路改良工事L=283.0ｍ 指名競争入札 10月 建設課

32 赤羽根番屋線路面補修工事 土木 上郷町地内 約４箇月 路面補修工事L=1,240.0ｍ 指名競争入札 10月 建設課

33 平野原水路改良工事 土木 上郷町地内 約６箇月 水路改良工事L=250.0ｍ 指名競争入札 10月 建設課

34 初音橋修繕工事 土木 遠野町地内 約６箇月 橋梁補修工事　１式 指名競争入札 10月 建設課
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工　期
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35 28災96号中沢橋高留前線（字中沢）道路災害復旧工事 土木 土淵町地内 約６箇月 復旧延長　L=52.0ｍ 指名競争入札 10月 建設課

36 遠野風の丘西側駐車場造成工事 土木 綾織町新里地内 約６箇月 駐車場造成　1式 指名競争入札 10月
地域開発戦略推

進室

37 28災 40-012 野口(1)地区　農地災害復旧工事 土木 土淵町栃内地内 約６箇月 H28台風10号の農地災害復旧 指名競争入札 10月 農業振興課

38 鴬崎住宅屋根雨樋修繕工事 その他 鴬崎地区 約３箇月 屋根雨樋修繕工事 指名競争入札 10月 建設課管理係

39 八幡住宅解体工事 その他 松崎町八幡地区 約４箇月 八幡住宅解体工事　4棟 指名競争入札 11月 建設課管理係

40 災害公営住宅建設敷地内道路整備工事 土木 遠野町地内 約４箇月 敷地内通路90ｍ　整備工事 指名競争入札 12月 都市計画課

41 上水道配水管布設（遠野町工区）工事 管設備 遠野町地内 約２箇月 上水配管100ｍ布設工事 指名競争入札 12月 都市計画課
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