
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１２月１６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 普通河川朝鍋川河川災害復旧工事（3年災第171号） 工事 1月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧

復旧延長L=35.0ｍ（左岸L=35.0ｍ）
コンクリートブロック積工A=106㎡
小口止工N=2箇所
仮排水管L=42ｍ

建設課

2
町道大黒目線ほか１路線道路災害復旧工事（3年災第235号・第
236号)

工事 1月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧

【第235号】
復旧延長L=5.3ｍ　道路幅員W=3.7～3.8ｍ
コンクリートブロック積工A=15㎡
小口止工N=2箇所
【第236号】
復旧延長L=6.4ｍ　道路幅員W=3.0ｍ
コンクリートブロック積工A=13㎡
小口止工N=2箇所

建設課

3
町道福田神社線ほか１路線道路災害復旧工事（3年災第239号・
第241号)

工事 1月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧

【第239号】
復旧延長L=18.5ｍ　道路幅員W=3.0～3.1ｍ
切土工V=70㎥
植生工（植生マット）A=90㎡
植生工（植生シート）A=20㎡
縦排水工L=11ｍ
【第241号】
復旧延長L=7.8ｍ　道路幅員W=3.5～3.7ｍ
コンクリートブロック積工A=11㎡
小口止工N=2箇所
路肩保護コンクリートA=15㎡
植生工（植生シート）A=10㎡
側溝工L=5ｍ
暗渠排水工L=5ｍ
舗装復旧工A=2㎡

建設課

№ 工事名等 種別
発注予定 発注区分

概　　　要 担当課

令和３年度　公共工事発注予定(３)
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　　　　　　　　　 　 　※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
№ 工事名等 種別

発注予定 発注区分
概　　　要 担当課

令和３年度　公共工事発注予定(３)

4 町道広域農道線道路災害復旧工事（3年災第240号) 工事 1月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧

復旧延長L=27.0ｍ　道路幅員W=7.1ｍ
切土工V=3,900㎥
植生工（植生基材吹付工）A=1,220㎡
かご工（かご枠）L=27ｍ
小段排水工L=84ｍ
縦排水工L=35ｍ
舗装復旧工A=102㎡
土工用仮設防護柵工L=33ｍ

建設課

5 町道江原八金馬佐良線道路災害復旧工事（3年災第242号) 工事 1月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧

復旧延長L=20.8ｍ　道路幅員W=3.5ｍ
コンクリートブロック積工A=26㎡
小口止工N=1箇所
現場打擁壁工N=2箇所
底張コンクリート工N=2箇所
路肩保護コンクリート工N=3箇所
縦排水工L=3ｍ
仮排水路工N=3箇所

建設課

6 町道諸木鶴田線支－２道路災害復旧工事（3年災第243号) 工事 1月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧

復旧延長L=21.0ｍ　道路幅員W=6.1～6.3ｍ
盛土工V=120㎥
植生工（植生シート）A=160㎡
Ｕ型側溝工L=6ｍ
Ｌ型側溝工L=17ｍ
集水桝工N=2箇所
防護柵復旧工L=21ｍ
舗装復旧工A=16㎡

建設課
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令和３年度　公共工事発注予定(３)

7 農地・農業用施設災害復旧工事（１／３７）外２箇所 工事 1月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧

【農地】
１荻名　復旧延長L=11.0ｍ
盛土V=5㎥
畦畔盛土L=5ｍ
張芝工A=20㎡
ブロック積A=9㎡
小口止N=2箇所
植生土のうA=2㎡
仮設道路（敷鉄板）L=43ｍ
【農業用施設】
２０７天萬　復旧延長L=14.0ｍ
切土V=27㎥
盛土V=11㎥
張ブロックA=56㎡
小口止工N=2箇所
フトンカゴL=21ｍ
仮排水管（D800）L=24ｍ
仮締切（大型土のう）N=10袋
沈砂池（ノッチタンク）N=1箇所
２１１高姫　復旧延長L=9.0ｍ
張芝工A=17㎡
ブロック積A=8㎡
小口止N=2箇所
植生土のうA=2㎡
水路布設替L=9ｍ

建設課
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令和３年度　公共工事発注予定(３)

8 農業用施設災害復旧工事（２０４／３７）外１箇所 工事 1月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧

【農業用施設】
２０４福成（谷川）復旧延長L=14.0ｍ
盛土V=7㎥
張芝工A=27㎡
ブロック積A=13㎡
小口止N=4箇所
植生土のうA=8㎡
角フュリュームL=12ｍ
２０５福成（谷川）復旧延長L=22.0ｍ
盛土V=6㎥
張芝工A=41㎡
ブロック積A=25㎡
小口止N=3箇所
植生土のうA=4㎡
舗装工A=11㎡

建設課
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№ 工事名等 種別

発注予定 発注区分
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令和３年度　公共工事発注予定(３)

9 農地・農業用施設災害復旧工事（５／３７）外１箇所 工事 1月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧

【農地】
５福成（柏尾）復旧延長L=19.5ｍ
盛土V=22㎥
畦畔盛土L=15ｍ
張芝工A=46㎡
ブロック積A=21㎡
小口止N=1箇所
植生土のうA=1㎡
仮設道路（敷鉄板）L=64ｍ
【農業用施設】
２０３福成（柏尾）復旧延長L=59.5ｍ
切土（排土）V=23㎥
盛土V=23㎥
水路布設替L=2ｍ
場所打ちＬ型側溝L=0.6ｍ
土羽台ブロック（布設替）L=4ｍ
土羽台ブロック（新設）L=12ｍ
張コンクリートA=44㎡
仮設道路（敷鉄板）L=420ｍ
仮設道路（敷鉄板）L=64ｍ

建設課
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令和３年度　公共工事発注予定(３)

10 農地・農業用施設災害復旧工事（２／３７）外４箇所 工事 1月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧

【農地】
２福成（柏尾）復旧延長L=6.0ｍ
ブロック積A=6㎡　小口止N=2箇所
植生土のうA=2㎡
仮設道路（敷鉄板）L=52ｍ
６福成（柏尾）復旧延長L=7.0ｍ
張芝工A=14㎡
ブロック積A=7㎡　小口止N=2箇所
植生土のうA=2㎡
仮設道路（敷鉄板）L=60ｍ
【農業用施設】
２０２福成（柏尾）復旧延長L=28.0ｍ
ブロック積A=8㎡　小口止N=2箇所
植生土のうA=1㎡
横断溝L=3ｍ
吞口工N=1箇所
ヒューム管布設替L=5ｍ
張コンクリートA=3㎡
グレーチング蓋N=3枚
敷砂利V=2㎥
２０６福成（柏尾）復旧延長L=5.5ｍ
土羽台ブロック（新設）L=4ｍ
張コンクリートA=17㎡
仮設道路（敷鉄板）L=17ｍ
２０９福成（柏尾）復旧延長L=7.0ｍ
張芝工A=19㎡
ブロック積A=11㎡　小口止N=1箇所
植生土のうA=1㎡
水路布設替L=7ｍ
仮設道路（敷鉄板）L=66ｍ

建設課
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令和３年度　公共工事発注予定(３)

11 農地災害復旧工事（３／３７）外１箇所 工事 1月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧

【農地】
３鴨部　復旧延長L=7.0ｍ
畦畔盛土L=7ｍ
ブロック積A=11㎡
小口止N=1箇所
植生土のうA=2㎡
仮設道路（敷鉄板）L=42ｍ
４落合　復旧延長L=8.0ｍ
盛土V=8㎥
畦畔盛土L=7ｍ
張芝工A=28㎡
ブロック積A=10㎡
小口止N=2箇所
植生土のうA=2㎡
水路布設替L=7ｍ

建設課



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
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令和３年度　公共工事発注予定(３)

12 農業用施設災害復旧工事（２０１／３７） 工事 1月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧

【農業用施設】
２０１下中谷（入蔵）　復旧延長L=24.0ｍ
切土V=478㎥
盛土V=381㎥
畦畔盛土L=7ｍ
張芝工A=188㎡
ブロック積A=14㎡
小口止N=1箇所
石積工A=10㎡
底張コンクリートV=0.9㎥
コルゲートパイプ（D1500）L=22ｍ
コルゲートフュリューム（350）L=20ｍ
Ｕ字溝L=5ｍ
吐水口N=1箇所
集水桝N=1箇所
仮排水管L=39ｍ

建設課

13 農業用施設災害復旧工事（２１０／３７）８月豪雨 工事 1月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧

【農業用施設】
２１０下中谷（入蔵）　復旧延長L=19.5ｍ
切土V=93㎥
盛土V=21㎥
植生マットA=82㎡
ブロック積A=72㎡
小口止N=1箇所
植生土のうA=4㎡
排水溝L=6ｍ
仮排水管L=29ｍ

建設課
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令和３年度　公共工事発注予定(３)

14 町道西町線道路災害復旧工事（3年災第237号) 工事 1月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧

復旧延長L=42.8ｍ　道路幅員W=4.7～5.3ｍ
吹付法枠工A=464㎡
鉄筋挿入工N=209本
植生基材吹付工A=73㎡
客土吹付工A=198㎡
小段排水工L=35ｍ
待ち受け擁壁工V=27㎥
土工用仮設防護柵工L=44ｍ

建設課

15 農業用施設災害復旧工事（２０８／３７） 工事 1月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧

【農業用施設】
２０８東町　復旧延長L=6ｍ
切土V=360㎥
盛土V=330㎥
安定処理工V=44㎥
土砂吐工（ゲート200×200）N=1箇所
斜樋工（斜樋管＋空気管）ΣL=5ｍ
底樋工（ヒューム管＋推進さや管）ΣL=19ｍ
堤体復旧工N=1式
立入防止柵（ネットフェンス）L=63ｍ
仮設道路（敷鉄板）A=116㎡
仮設ヤード（敷鉄板）A=149㎡
交通整理員N=91人

建設課
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令和３年度　公共工事発注予定(３)

16 林道鎌倉山線災害復旧工事（令和３年７月～８月豪雨） 工事 2月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧

【７月豪雨】
東上（金山）復旧延長L=120.0ｍ
切土V=1,241㎥
盛土V=230㎥
植生工（植生シート）A=637㎡
補強土壁工A=161㎡
ヒューム管（D600）L=8ｍ
コルゲートパイプ（φ1,000）L=6ｍ
ふとんかごL=4ｍ
緑化型水路工L=37ｍ
木柵L=25ｍ
工事用道路（砂利路盤）A=40㎡
仮排水管（φ700）L=50ｍ
【８月豪雨】
上中谷（早田）復旧延長L=22.0ｍ
切土V=357㎥
客土吹付工A=405㎡
植生土のう水路L=22.4ｍ
東上（金山）復旧延長L=16.0ｍ
切土V=61㎥
客土吹付工A=125㎡
植生土のう水路L=13.2ｍ

建設課



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１２月１６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
№ 工事名等 種別

発注予定 発注区分
概　　　要 担当課

令和３年度　公共工事発注予定(３)

17 林道母塚山線災害復旧工事（令和３年７月豪雨） 工事 2月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧

福成（谷川）
１号箇所　復旧延長L=9.7ｍ
コンクリートブロック積A=33㎡
小口止工N=4箇所
舗装工A=8㎡
２号箇所　復旧延長L=11.7ｍ
切土V=87㎥
簡易吹付法枠A=170㎡

建設課


