
15 吉岡町役場 ☎54—3111（代表）

番号 工事の名称 場所 期　間 種　別 概　要 入札時期

1 令和2年度　社会資本整備総合交付金事業
枝線国庫第1工区工事（道城辺玉・南部）

大久保 4～７月 下水道管渠

施工延長 L=145.0m、MH設置工3基、
汚水桝設置工1基、付帯工一式

４月2 令和２年度　社会資本整備総合交付金事業
枝線国庫第２工区工事（道城辺玉・南部）

施工延長L=72.0m、MH設置工1基、
付帯工一式

3 城山みはらし公園除草工事 南下 ４～11月 除草工事 法面などの除草工事

4 町道諏訪・赤岩線側溝布設替え工事 漆原 ５～８月 側溝布設替 側溝布設替えL=60.0m、
GPU300×300

５月

5 町道藤塚・溝北線舗装補修工事 下野田
５～９月 舗装補修

As舗装補修L=200.0m、A=1400㎡

6 町道駒小・半田線舗装補修工事 漆原 As舗装補修L=200.0m、A=1200㎡

7 上野田ふれあい公園大型遊具撤去工事 上野田 ５～12月 遊具撤去
工事 大型木製遊具の撤去工事

8 令和2年度　社会資本整備総合交付金事業
枝線国庫第4 ー 1工区工事（道城辺玉・南部）

大久保

６～８月

下水道管渠

施工延長L=51.0m、MH設置工3基、
汚水桝設置工1基、付帯工一式

9 令和2年度　社会資本整備総合交付金事業
枝線国庫第3工区工事（道城辺玉・南部） ６～９月 施工延長L=191.5m、MH設置工4基、

汚水桝設置工5基、付帯工一式

10 令和2年度　社会資本整備総合交付金事業
枝線単独第1工区工事（道城辺玉・南部）

６～８月

施工延長60.0m、MH設置工2基、
汚水桝設置工6基、付帯工一式

６月

11 吉岡町立明治小学校給水管更新工事 北下
建築工事

明治小学校の老朽化した給水管の更新
工事を行う

12 吉岡町立吉岡中学校特別教室改修工事 南下 吉岡中学校の集会室を理科室に改修工
事を行う

13 町営住宅本宿団地改修工事 大久保 ６～９月 建築工事 82-1-102号室、82-1-201号室改修

14 よしおか温泉リバートピア吉岡空調機更新工事 漆原 ６～12月
電気工事

空調機の更新

15 役場庁舎照明器具LED化工事 下野田 ６月～
R3年2月 役場庁舎の照明器具LED化

16 令和2年度　社会資本整備総合交付金事業
枝線国庫第4－2工区工事（道城辺玉・南部） 大久保

７～10月
下水道管渠 施工延長L=179.0m、MH設置工8基、

汚水桝設置工2基、付帯工一式

７月
17 クラブハウス・道の駅案内所棟補修工事 漆原 建築工事 軒・雨樋部分などの補修工事

18 道路改築事業（地方道・連携）（一）
南新井前橋線3期上水道管移設工事 陣場 ７～11月 配水管

布設替
HPPEφ150×92ｍ、HPPEφ75×9ｍ、
HIVPφ20～25×57ｍ

19 令和2年度　県単独林道補助事業
林道粟籠井堤線開設工事 上野田 ７月～

R3年3月 林道開設 林道開設

20 舗装本復旧工事その１ 大久保
８～10月 舗装本復旧

舗装工事A=196㎡

８月

21 舗装本復旧工事その２
上野田

舗装工事A＝360㎡

22 老朽管布設替工事（上野田地区）

８～11月

配水管
布設替 HIVPφ75、L=335.0m

23 令和2年度　社会資本整備総合交付金事業
枝線国庫第5－1工区工事（道城辺玉・南部）

大久保
下水道管渠

施工延長L=167.1m、MH設置工4基、
汚水桝設置工7基、付帯工一式

24 令和２年度　社会資本整備総合交付金事業
枝線国庫第6－1工区工事（道城辺玉・南部）

施工延長L=228.1m、MH設置工7基、
汚水桝設置工17基、付帯工一式

25 町道十二地区7号線舗装新設工事 舗装新設 As舗装新設L=120.0m、A=600㎡

26 道路交通安全施設設置工事 町内
８～12月

道路交通
安全施設 カーブミラー15基

27 電源立地地域対策交付金事業
町道北下・長岡線舗装補修工事 北下 舗装補修 As舗装補修L=180.0m、A=1134㎡

28 防災無線デジタル化設置工事
町内 ８月～

R5年2月
無線施設
放送設置

戸別受信機3,156台

29 防災無線デジタル化撤去工事 戸別受信機3,156台

令和２年度
公共工事の発注予定

予定価格が 250 万円を超える建設工事の発注予定概要の見通し
をお知らせします。
※実際に発注する工事が異なる場合や、記載されていない工事
が発注される場合があります。

▼問い合わせ先　企画財政課 財政室　☎ 26-2236（直通）
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5/7㊍・8㊎・11㊊・
12㊋・13㊌・18㊊・
25㊊・28㊍・6/1㊊

休館日

吉岡町図書館   検　索 Click!

（文化センター内） ☎54-6767

図書館

被災したあなたを助けるお金とくらしの話
（岡本正／弘文堂）

児童向け（図書）

新  着  紹  介

　自然災害で被害を受けても、絶望せず、前を向いて一歩を踏
み出すために－。「貴重品がなくなった」「支払いができない」
といったパートごとに、生活再建への法律や制度を伝える。
『リスク対策ドットコム』連載に加筆・訂正。TRCﾏｰｸより

惚れるマナー
（大下一真／中央公論新社）

　マナーの難問が大人を磨く！人の家のトイレのマナーから、
おばちゃんのマナー、聞き上手のマナー、物忘れのマナーまで。
芸人や作家が日常の小さな悩みと格闘するエッセイ集。『読売
新聞』火曜夕刊掲載を単行本化。TRCﾏｰｸより

ボヘミアン・ラプソディ ＣＤ 2020 GRAMMY(R) ノミニーズ

一般向け（図書）

DVD

ちょきんばこのたびやすみ
（村上しいこ／PHP研究所）

　ぼくのちょきんばこが、おなかにはいっているお金で日本一
周したいと言い出した！だけどそれではお金が足りなくて、代
わりに、おばあちゃんちに一緒に連れて行ってあげることに
…。「わがままおやすみ」シリーズ第９弾。TRCﾏｰｸより

バレエのおけいこ
（庄野ナホコ／ブロンズ新社）

　黒猫のミイさんは、まいちゃんと一緒にバレエのお稽古へ。
しかし、いくら練習してもピルエットがうまくまわれません。
ある夜、お月さまに「じょうずにまわれますように」と手紙を書
くと、ぬいぐるみのクマが動きだして…。TRCﾏｰｸより

5月の
「わらべの会の読み聞かせ」
と「パネルシアター」は
お休みします。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、
図書館の利用を制限する場合があります。

詳しくはホームページまたは電話でお問い合わせください。
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休館日

令和２年度
公共工事の発注予定

番号 工事の名称 場所 期　間 種別 概　　要 入札時期

30 町道大藪12号線道路改良工事 南下 8月～
R３年３月 道路改良 道路改良L=140.0m、As舗装A=616.3㎡、

GPU300×300、L=110.0m ８月

31 令和2年度　社会資本整備総合交付金事業
枝線国庫第12工区工事（道城辺玉・南部） 大久保 9～12月 下水道管渠 施工延長L=98.0m、MH設置工3基、

汚水桝設置工6基、付帯工一式

9月

32 町道下野田・下小倉線舗装補修工事 上野田 ９月～
R3年1月 舗装補修 As舗装補修L=230.0m、A=1610㎡

33 令和2年度　社会資本整備総合交付金事業
枝線国庫第4－3工区工事（道城辺玉・南部）

大久保

９月～
R3年2月 下水道管渠 施工延長L=193.5m、MH設置工3基、

付帯工一式

34 町道三宮・駒寄線道路改良工事
９月～

R3年3月

道路改良 道路改良L=200.0m、As舗装A=799.8㎡ 
GPU300×300、L=164.6m

35 橋梁補修工事 町内 橋梁補修 （漆原大橋）橋梁橋桁塗り替えほか

36 令和2年度　社会資本整備総合交付金事業
枝線国庫第11工区工事（道城辺玉・南部）

大久保

10月～
R3年1月

下水道管渠

施工延長L=165.0m、MH設置工6基、
汚水桝設置工15基

10月
37 令和2年度　社会資本整備総合交付金事業

枝線国庫第6－2工区工事（道城辺玉・南部）
10月～
R3年2月

施工延長L=138.0m、MH設置工2基、
汚水桝設置工3基、付帯工一式

38 令和2年度　社会資本整備総合交付金事業
枝線国庫第5－2工区工事（道城辺玉・南部）

施工延長L=253.5m、MH設置工4基、
汚水桝設置工8基、付帯工一式

39 町道住・藤塚線水路改修工事 北下 水路改修 BOXカルバート布設

40 下水道工事に伴う上水道管移設工事

大久保

11月～
R3年2月

配水管
布設替 DIPφ200、L=300m

11月

41 令和2年度　社会資本整備総合交付金事業
枝線国庫第10工区工事（道城辺玉・南部） 下水道管渠 施工延長L=73.5m、MH設置工1基、

付帯工一式

42 配水管移設工事（大久保）その1

11月～
R3年3月

配水管
布設替

DIPφ300×150ｍ

43 配水管移設工事（大久保）その2 DIPφ300×164ｍ

44 配水管移設工事（大久保）その3 DIPφ300×105ｍ

45 町道溝祭南部・北部線外1路線舗装補修工事 舗装補修 As舗装補修L=180.0m、A=940㎡

46 令和2年度　社会資本整備総合交付金事業
枝線単独第11工区工事（道城辺玉・南部）

12月～
R3年3月

下水道管渠

施工延長L=70.0m、MH設置工4基、
汚水桝設置工12基、付帯工一式 12月

47 令和2年度　社会資本整備総合交付金事業
枝線単独第10工区工事（道城辺玉・南部）

R3年1月～
R3年2月

施工延長L=54.0m、MH設置工2基、
汚水桝設置工6基、付帯工一式

R3年
1月


