
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２年５月２６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 広報なんぶ印刷業務 委託業務 4月 上旬 指名競争入札 13.その他
12ヵ月分（令和2年5月号から令和3年4月号）　A4版
3,800部／月

総務課

2 法勝寺庁舎非常用自家発電設備実施設計委託監理業務 委託業務 4月 下旬 指名競争入札 13.その他
南部町役場法勝寺庁舎（RC造、一部S造、3階建て）　延
べ床面積A=2,500㎡

総務課

3 南部町施設冷暖房設備機器保守点検業務 委託業務 4月 下旬 指名競争入札 13.その他
空調・換気機器・衛生機器設備（法勝寺庁舎、天万庁
舎、ひまわり保育園、健康管理センター）　一式

総務課

4 南部町施設浄化槽維持管理業務 委託業務 4月 下旬 指名競争入札 13.その他
点検回数48回／年（法勝寺庁舎中学校）
点検回数4回／年（会見第二小学校、板祐生記念館、交
流の館）

総務課

5 布類用ごみ袋調達業務 物品 4月 下旬 指名競争入札 13.その他 布類用ごみ袋製作　100,000枚 町民生活課

6 子どもの広場整備工事（第2期） 工事 4月 下旬 指名競争入札 5.下水道・公園
植生工A=370㎡　舗装工（真砂土）A=64㎡
縁石工L=25m　階段工N=4基　東屋N=1棟
転落防護柵工L=123m

子育て支援課

7 南部町一般廃棄物収集運搬業務 委託業務 5月 下旬 指名競争入札 13.その他 不燃ごみ、資源ごみ収集運搬 町民生活課

8 子どもの広場遊具設置工事 工事 5月 下旬 指名競争入札 5.下水道・公園 遊具　3基 子育て支援課

9 校内通信ネットワーク整備事業　設計委託業務 委託業務 6月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院 町内小中学校　5校 教育委員会

10 校舎清掃（会小・会二小・西小・南中・法中） 委託業務 6月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院
床清掃　A=14,695㎡
ガラス清掃　A=4,956㎡

教育委員会

11
蓄熱暖房機ファン清掃・空調設備保守（会小・会見
二・西小・南中・法中）

委託業務 6月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院
蓄熱暖房ファン　町内小中学校　124台
空調保守　町内小中学校　5校

教育委員会

令和２年度　公共工事発注予定(３)

№ 工事名等 種別
発注予定 発注区分
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12 マリンバ購入（南中） 物品 6月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院 マリンバ　1台 教育委員会

13 有害鳥獣侵入防止柵資材購入事業 物品 6月 下旬 指名競争入札 2.農林・水産
ワイヤーメッシュ　1,700枚、
くい　2,000本、電気柵　1基

産業課

14 電話機交換（南中・法中） 工事 6月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院
電話機　9台
周辺機器設置　一式

教育委員会

15 学校施設雨水対策工事（法中） 工事 6月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院
体育館軒修繕　L=41ｍ
技術室棟屋根　A=290㎡

教育委員会

16 緑水園浴室修繕工事 工事 6月 下旬 指名競争入札 13.その他
浴室タイル補修
タイル、石張り直し　15.4㎡

産業課

17 緑水園エレベーター基盤更新工事 工事 6月 下旬 指名競争入札 13.その他 エレベーター基盤交換　1基 産業課

18 東長田財産区有林保育業務 委託業務 7月 下旬 指名競争入札 2.農林・水産 保育面積　11.94ha 産業課

19
校内通信ネットワーク整備事業　ネットワーク機器設
置業務

委託業務 7月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院
町内小中学校　5校
無線アクセスポイント　46台
保管庫　33台

教育委員会

20 給食食器購入事業 物品 7月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院 角仕切り皿　700枚 教育委員会

21 校内通信ネットワーク整備事業　LAN配線工事 工事 7月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院 町内小中学校 5校 教育委員会

22 ＩＣタグ機器購入事業 物品 8月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院 図書館ICタグ機器設置（自動貸出機他） 教育委員会
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23 複合施設家具等備品購入事業 物品 8月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院 公民館、図書館及び交流スペースの備品 教育委員会

24 複合施設多目的ホール音響設備購入事業 物品 8月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院 多目的ホール音響設備 教育委員会

25 複合施設厨房機器購入事業 物品 8月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院 カフェ厨房機器 教育委員会

26 ナラ枯れ被害木対策業務 委託業務 9月 下旬 指名競争入札 2.農林・水産 被害木駆除　150本 産業課

27 防火水槽新設及びフェンス修繕工事 工事 10月 下旬 指名競争入札 13.その他
新設　戸構団地　1基
フェンス修繕　三崎18.9ｍ、池野19.2ｍ

総務課


