
１　公表対象          予定価格１３０万円以上が見込まれる入札を行う工事

                           予定価格　５０万円以上が見込まれる入札を行う業務委託

　　　　　　　　　　　　 予定価格　８０万円以上が見込まれる入札を行う物品購入

２　公表基準日　 　　令和３年４月１９日

３　注意　　　　　　　　公表日の見通しですので、事情により、この見通しと異なる発注がなされる場合もあります。　　　　

　　　　　　　　　 　 　※この発注見通しに追加がある場合は、追加公表を行います。

（南 部 町）

月 時期 入札方法 工種等

1
町道諸木丸山線支-2・3・4改良工事(側溝工)(防安交付
金)

工事 5月 下旬 指名競争入札 3.道路 U型側溝(PU5-300) L＝288m 建設課

2 橋梁定期点検業務(道路メンテ補助金) 委託業務 5月 下旬 一般競争入札 3.道路 橋梁定期点検(2巡目)　N＝45橋 建設課

3
地籍調査事業「測量工程・一筆地調査業務委託」(Ｒ２
上中谷の一部ほか)

委託業務 5月 下旬 一般競争入札 2.農林・水産

ＦⅠ工程、ＦⅡ－１工程、ＦⅡ－２工程
R2上中谷(早田・赤谷)　　0.28㎢
R2上中谷(笹畑・大河内)　0.18㎢
Ｃ・Ｅ工程
R3上中谷(赤谷)　0.13㎢
Ｃ工程
R3金田　0.31㎢

建設課

4
地籍調査事業「複図作成等業務委託」(Ｈ３０絹屋の一
部)

委託業務 5月 下旬 一般競争入札 2.農林・水産
Ｈ３工程、複図作成
H30絹屋　0.79㎢

建設課

5
町道法勝寺鍋倉与一谷線改良工事(鍋倉工区)「舗装
工」(防安交付金)

工事 5月 下旬 指名競争入札 3.道路
舗装　A=1,063m2、植生基材吹付　A=150m2、U型側溝
(PU5-500) L=156m

建設課

6
町道三本木小学校線ほか６路線改良工事「舗装工」
（防安交付金）

工事 6月 下旬 指名競争入札 3.道路
薄層カラー舗装 A＝500m2
坂路修繕 N=1箇所

建設課

7 町道修繕工事(１工区) 工事 6月 下旬 指名競争入札 3.道路 町道修繕　Ｎ＝5～10箇所 建設課

8 町道修繕工事(２工区) 工事 6月 下旬 指名競争入札 3.道路 町道修繕　Ｎ＝5～10箇所 建設課

9 町道修繕工事(３工区) 工事 6月 下旬 指名競争入札 3.道路 町道修繕　Ｎ＝5～10箇所 建設課

令和３年度　公共工事発注予定

№ 工事名等 種別
発注予定 発注区分

概　　　要 担当課
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10 町道修繕工事(４工区) 工事 6月 下旬 指名競争入札 3.道路 町道修繕　Ｎ＝5～10箇所 建設課

11 合併処理浄化槽整備工事（１工区） 工事 6月 下旬 指名競争入札 5.下水道・公園 合併処理浄化槽　7人槽　1基 建設課

12 合併処理浄化槽整備工事（２工区） 工事 6月 下旬 指名競争入札 5.下水道・公園 合併処理浄化槽　7人槽　1基 建設課

13 合併処理浄化槽整備工事（３工区） 工事 6月 下旬 指名競争入札 5.下水道・公園 合併処理浄化槽　7人槽　1基 建設課

14
水道老朽管更新事業「円山配水管布設替工事」（３工
区）

工事 6月 下旬 指名競争入札
11.上水道・工業

用水道
水道用ポリエチレン管φ100～φ75　　　　Ⅼ＝750ｍ
給水接続

建設課

15
橋梁補修詳細設計委託業務(上谷橋ほか2橋)(道路メン
テ補助金)

委託業務 6月 下旬 一般競争入札 3.道路 補修設計 N＝3橋（上谷橋、寺の前橋、新宮橋） 建設課

16
下水道事業会計法適化支援業務（固定資産調査・評
価）

委託業務 6月 下旬 一般競争入札 5.下水道・公園
公共下水施設、農業集落排水施設、合併処理浄化槽施設
の固定資産調査・評価　一式

建設課

17 町道五反田観音堂線ほか1路線舗装補修工事 工事 7月 下旬 指名競争入札 3.道路
五反田観音堂線：舗装打替　A=573㎡
栃谷線：舗装ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　A=436m2

建設課

18 町道池野線ほか1路線舗装補修工事 工事 7月 下旬 指名競争入札 3.道路
池野線：舗装打替　A=389㎡、ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　A=1,252㎡
三崎大袋線：舗装打替　A=719m2

建設課

19
町道鎌倉線改良事業「法面対策詳細設計業務」(防安交
付金)

委託業務 7月 下旬 一般競争入札 3.道路 詳細設計　L＝40m 建設課

20
町道原奥絹屋線改良事業「用地調査業務」（西・口絹
屋）

委託業務 7月 下旬 一般競争入札 3.道路 補償調査 L=550ｍ（木造5棟 工作物6戸 通損 6件） 建設課
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21 橋梁修繕工事(岡前橋ほか1橋)(防安交付金) 工事 9月 下旬 指名競争入札 3.道路 橋梁修繕　N＝2橋（岡前橋、金花山橋） 建設課

22 橋梁修繕工事(上谷橋ほか2橋)(防安交付金) 工事 9月 下旬 指名競争入札 3.道路 橋梁修繕　N＝3橋（上谷橋、寺の前橋、新宮橋） 建設課

23 寺内地区用水路改修工事 工事 9月 下旬 指名競争入札 2.農林・水産 用水路改修　L=480ｍ 建設課

24 寺内地区暗渠排水整備工事 工事 9月 下旬 指名競争入札 2.農林・水産 暗渠排水Φ75　A=140a 建設課

25
町道法勝寺鍋倉与一谷線改良工事(西工区)(防安交付
金)

工事 9月 下旬 指名競争入札 3.道路 改良、舗装　L＝31m 建設課

26 小松谷浄化センター非常用エンジンポンプ更新工事 工事 9月 下旬 指名競争入札 5.下水道・公園 非常用エンジンポンプ　１基 建設課

27 農業集落排水処理施設機器修繕工事 工事 9月 下旬 指名競争入札 5.下水道・公園 農業集落排水処理場内機器修繕　１式 建設課

28
町道原奥絹屋線改良工事(西・口絹屋工区)(防安交付
金)

工事 10月 下旬 指名競争入札 3.道路 改良、舗装　L＝150m　水路L=200m 建設課


