
（南 部 町）

月 時期 入札方法 工種等 工事費等
（うち用地
補償費）

1 町道天万寺内線道路改良工事（1工区） 工事 7月 中旬 指名競争入札 道路 16,800 0 道路改良　L=110m 建設課

2 町道天万寺内線舗装工事（1工区） 工事 10月 下旬 指名競争入札 道路 8,799 0 舗装　A=1,270㎡ 建設課

3 町道天万寺内線道路改良工事のうち3工区測量設計業務 委託業務 7月 中旬 指名競争入札 道路 4,410 0 3工区測量設計調査 建設課

4 町道入蔵線道路改良工事（5工区）（1号取付道路） 工事 7月 中旬 指名競争入札 道路 26,250 0 道路改良　L=140m 建設課

5 町道入蔵線道路舗装工事（5工区）（1号取付道路） 工事 12月 中旬 指名競争入札 道路 3,150 0 舗装　A=700㎡ 建設課

6 町道諸木丸山線側溝修繕工事（1工区） 工事 8月 上旬 指名競争入札 道路 4,000 0 自由勾配側溝　L=100m 建設課

7 単県斜面崩壊復旧工事（鴨部地区） 工事 7月 下旬 指名競争入札 その他 2,000 0 法面復旧工事　L=15m 建設課

8 町道賀祥今長線道路改良工事6工区舗装 工事 8月 中旬 指名競争入札 道路 3,150 0 舗装　A=700㎡ 建設課

9 町営住宅菅田団地浄化槽設置工事 工事 9月 中旬 指名競争入札 住宅 40,000 0 町営住宅菅田団地20戸の宅内排水修繕及び浄化槽設置 建設課

10 町営住宅菅田団地浄化槽設置工事設計業務 委託業務 6月 下旬 指名競争入札 住宅 2,376 0
町営住宅菅田団地20戸の宅内排水修繕及び浄化槽設置
の設計業務

建設課

11 平成22年度地籍調査業務委託（一筆地調査ほか） 委託業務 5月 下旬 随意契約 その他 19,000 0
E2工程（一筆地調査）3.30k㎡
H工程（閲覧等）1.64k㎡

建設課

12 平成22年度地籍調査業務委託（八金ほか） 委託業務 6月 上旬 指名競争入札 その他 32,000 0
C･D･F1工程（基準点･境界測量）3.40k㎡　E2工程（一
筆地調査）0.10k㎡　F2･G工程（図面作成等）2.07k㎡
H工程（閲覧等）0.43k㎡

建設課

13 地籍調査用境界杭 物品購入 6月 上旬 指名競争入札 その他 40,000 0 地籍調査用境界杭17,365本 建設課

14 田住配水池築造工事（ＰＣ配水地本体） 工事 5月 上旬 一般競争入札
上水道・工
業用水道

130,000 0 ＰＣ配水地　1,000t　1基 上下水道課

15 戸構町営住宅地区水圧改善工事 工事 7月 上旬 指名競争入札
上水道・工
業用水道

8,000 0 受水槽付き加圧ポンプユニット　3.7Ｋw 上下水道課

16 汚泥コンポスト施設更新工事 工事 7月 上旬 指名競争入札
下水道・公

園
55,650 0 一次発酵槽、同左保温シートの更新 上下水道課

17 合併浄化槽設置工事（1工区） 工事 7月 上旬 指名競争入札
下水道・公

園
13,116 0 浄化槽　10基 上下水道課
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18 合併浄化槽設置工事（2工区） 工事 10月 上旬 指名競争入札
下水道・公

園
13,116 0 浄化槽　10基 上下水道課

19 合併浄化槽設置工事（3工区） 工事 12月 上旬 指名競争入札
下水道・公

園
13,116 0 浄化槽　10基 上下水道課

20 枯松等伐倒事業 委託業務 5月 上旬 随意契約 農林・水産 28,750 0
緊急雇用事業の一環として、新規雇用により枯松等危
険木を伐倒する。

産業課

21 森林公園等環境整備事業 委託業務 5月 上旬 随意契約 農林・水産 1,663 0
緊急雇用事業の一環として、新規雇用により森林公園
等の環境整備を実施する。

産業課

22 地域プランナー事業 委託業務 6月 上旬 随意契約 農林・水産 2,200 0
緊急雇用事業の一環として、新規雇用により特産品の
販売ルートの確保及び地産地消を行う。

産業課

23 プラザ西伯床・壁張替え工事 工事 6月 上旬 指名競争入札 農林・水産 1,458 0 プラザ西伯床・壁張替え 産業課

24 プラザ西伯キュービクル移設工事 工事 6月 上旬 指名競争入札 農林・水産 7,985 0 プラザ西伯キュービクル移設 産業課

25 侵入防止柵購入事業 物品購入 5月 中旬 指名競争入札 農林・水産 7,925 0 ワイヤーメッシュ・L型アングル購入 産業課

26 松くい虫被害木伐倒駆除事業 委託業務 9月 中旬 指名競争入札 農林・水産 10,522 0 松くい虫被害木を伐倒し、殺虫剤を散布する 産業課

27 南部町太陽光発電設備・照明設備設置工事 工事 9月 中旬 指名競争入札 庁舎 84,000 0
天萬庁舎・法勝寺庁舎に太陽光パネル及びＬＥＤ照明
を設置

企画政策課

28 法勝寺庁舎木質ボイラー設計・監理委託業務 委託業務 7月 下旬 指名競争入札 庁舎 未定 0
法勝寺庁舎に木質ボイラーを設置するための設計及び
監理委託（ペレット使用）

企画政策課

29 法勝寺庁舎木質ボイラー設置工事 工事 10月 上旬 指名競争入札 庁舎 未定 0 法勝寺庁舎に木質ボイラーを設置（ペレット使用） 企画政策課

30 保育園園庭芝生化工事 工事 5月 中旬 指名競争入札 その他 1,365 0 4保育園の園庭を芝生化する 町民生活課

31 西伯墓苑管理委託業務 委託業務 5月 中旬 随意契約 その他 570 0 西伯墓苑の年間の清掃維持管理を行う 町民生活課

32 西伯小学校教室棟大規模改修工事（建築主体工事） 工事 6月 中旬 一般競争入札 学校・病院 0
既存建物　RC造3階建　延べ床面積2,784㎡
（建物内部全体解体撤去及び改修、外部アルミサッシ
全面改修ほか）

教育委員会

33 西伯小学校教室棟大規模改修工事（電気設備工事） 工事 6月 中旬 指名競争入札 学校・病院 0 同上 教育委員会

34 西伯小学校教室棟大規模改修工事（機械設備工事） 工事 6月 中旬 指名競争入札 学校・病院 0 同上 教育委員会

35 西伯小学校屋内運動場大規模改修工事 工事 7月 上旬 指名競争入札 学校・病院 59,850 0
既存建物　S造1階建（一部2階） 延べ床面積1,075㎡
（床、内外装、天井、下屋改修ほか）渡り廊下改修ほ
か

教育委員会

　本発注予定はあくまで見込みです。発注予定時期等は変更する場合があります。
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