
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 オートキャンプ場浄化槽膜ユニット取替工事 工事 4月 上旬 指名競争入札 5.下水道・公園 中空糸膜取替　8㎡　2段用×7本　112㎡ 産業課

2 南部町広報誌印刷製本業務 委託業務 4月 上旬 指名競争入札 13.その他 ５月号から翌４月号 総務課

3 浄化槽維持管理業務 委託業務 4月 上旬 指名競争入札 13.その他
4施設（法勝寺中学校、会見第二小学校、板祐生記念
館、交流の館）

総務課

4 複合機賃貸借業務 物品 4月 上旬 指名競争入札 7.庁舎

11台（地籍調査室、天萬庁舎2階、健康管理セン
ター、法勝寺庁舎1階、南部中学校、会見小学校、会
見第二小学校、ひまわり保育園、天萬庁舎日直室、
キナルなんぶ、宮前隣保館）

総務課

5 南部中学校プール循環ポンプ取替工事 工事 4月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院

循環ポンプ更新（渦巻ポンプ　JD80ｘ65A-E65.5　1
台）集毛器更新（集毛器本体　ステンレス製ヘア
キャッチャー（フランジ10KFF）/段差付き/架台脚付
き/　1台）

教育委員会

6 南さいはくサテライト拠点施設設計監理委託業務 委託業務 4月 下旬 一般競争入札 13.その他 設計管理一式（木造平屋　延べ面積281.55㎡） 企画政策課

7 地域振興協議会配置用公用車賃貸借事業 物品 4月 下旬 一般競争入札 13.その他 軽バンリース(7/1開始）　7台 企画政策課

8 法勝寺中学校外壁改修工事 工事 5月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院 外壁タイルの撤去塗替A=247ｍ2 教育委員会

9 えぷろん蒸気配管改修工事 工事 5月 下旬 指名競争入札 13.その他 炭素鋼鋼管（15A～40A）L=50m 産業課

№ 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(２)
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10 緑水園塩素滅菌設備整備工事 工事 5月 下旬 指名競争入札 5.下水道・公園 残塩監視装置　1基、据付配管電気工事一式 産業課

11 法勝寺庁舎キュービクル設備改修工事 工事 5月 下旬 指名競争入札 7.庁舎
受変電設工事、幹線工事、受変電設備撤去工事、幹
線設備撤去工事、建築工事 一式

総務課

12 南部町施設内遊具取替工事 工事 5月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院

設置箇所：町内4か所（宮前遊園地、さくら保育園、
つくし保育園、ひまわり保育園）
遊具設置：2連ブランコ1基、スベリ台3基、ブランコ
境界柵L型2基、ジャングルジムスベリ台1基
遊具撤去処分：2連ブランコ1基、スベリ台3基、ブラ
ンコ柵1式、ジャングルジムスベリ台1基、複合遊具1
基

子育て支援課

13 防災無線放送システム導入業務 物品 5月 下旬 一般競争入札 13.その他 防災情報システムコスモマスター１台導入 総務課

14 法勝寺中学校管理備品（生徒机等）購入 物品 5月 下旬 一般競争入札 10.学校・病院
生徒用机30台、生徒椅子30個、角椅子10個、長机5
個、パイプ椅子15個

教育委員会

15 公用車更新（1台） 物品 5月 下旬 一般競争入札 13.その他
健康福祉課所管公用車1台の更新(リース契約、長期
継続契約）

健康福祉課

16 防犯カメラレンタル（3施設） 物品 5月 下旬 一般競争入札 7.庁舎 法勝寺庁舎、天萬庁舎、健康管理センター　3施設 総務課

17 つくし保育園食器消毒保管庫購入 物品 5月 下旬 一般競争入札 10.学校・病院
食器消毒保管庫1台W1300×D550×H1850
専用食器カゴ15個
既設食器消毒保管庫撤去引取り2台

子育て支援課
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18 入蔵水源施設解体工事 工事 6月 下旬 指名競争入札 13.その他

コンクリート小屋撤去処分10㎡、コンクリート水槽
撤去処分4㎡、コンクリート土間撤去処分220㎡、ス
ロープ撤去処分33㎡、フェンス撤去処分50㎡、コン
クリート柱撤去処分2本

産業課

19 議場照明ＬＥＤ取替工事 工事 6月 下旬 指名競争入札 7.庁舎 ＬＥＤ取替　一式 総務課

20 ひまわり保育園非常通路設置工事（乳児室テラス） 工事 6月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院
土間スロープすり合わせ部10.5ｍ階段部8.5ｍ、手す
り6.6ｍ、アルミスロープ設置W1600×D350
（300+50）5枚、汚水桝会所桝笠上各1か所

子育て支援課

21
総合福祉センターしあわせプールサイド照明LED化工
事

工事 6月 下旬 指名競争入札 13.その他 照明のLED化　9灯 健康福祉課

22
総合福祉センターしあわせ昇温用ヒートポンプチ
ラー取替工事

工事 6月 下旬 指名競争入札 13.その他
昇温用ヒートポンプチラー（プール・床暖房用）　1
台

健康福祉課

23 南部町学校空調設備保守点検委託業務 委託業務 6月 下旬 一般競争入札 10.学校・病院

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン119台/空冷
ヒートポンプ式ビル用エアコン3台/氷畜式パッケー
ジエアコン4台/室内機フィルター洗浄240台/全熱交
換機フィルター洗浄13台

教育委員会

24 南部町立学校施設清掃委託業務 委託業務 6月 下旬 一般競争入札 10.学校・病院

カーペット829㎡/小便器96個/大便器（和）52個/大
便器（洋）86個/タイル544㎡/塩ビシート31㎡/換気
扇（埋め込み）46か所/換気扇（その他）7か所/ガラ
ス4956㎡

教育委員会

25 東長田財産区樹種転換地保育作業委託業務 委託業務 6月 下旬 一般競争入札 1.治山・治水 実施面積12ha、下刈り1回 産業課
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26 業務用パソコン購入事業 物品 6月 下旬 一般競争入札 13.その他 業務用パソコン20台 デジタル推進課

27
サテライト拠点施設整備事業（南さいはく地区）建
設工事

工事 7月 下旬 指名競争入札 13.その他 建設一式（木造平屋　延べ面積281.55㎡） 企画政策課

28 有害鳥獣侵入防止柵資材購入事業 物品 7月 下旬 一般競争入札 2.農林・水産
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ　1,800枚、異形棒鋼　2,200本、Ⅼ形ｱﾝｸﾞﾙ
200本、電気柵　340m、防鳥ﾈｯﾄ　700ｍ

産業課

29 デジタル両面印刷機更新（1台） 物品 8月 下旬 一般競争入札 13.その他
デジタル両面印刷機1台の更新（リース契約、長期継
続契約）

健康福祉課

30 坂根地区農業用水路改修工事 工事 10月 下旬 指名競争入札 2.農林・水産 底張コンクリート　t=10㎝、W=1.9m、L=100ｍ 産業課

31 RPA導入事業 物品 11月 下旬 一般競争入札 13.その他
WinActor利用ライセンス（フル機能版）
WinActor利用ライセンス（実行版）

デジタル推進課

32 ナラ枯れ被害木駆除業務 委託業務 11月 下旬 一般競争入札 1.治山・治水 くん蒸処理　200本 産業課

33
サテライト拠点施設整備事業（南さいはく地区）厨
房等備品購入事業

物品 11月 下旬 一般競争入札 13.その他 厨房機器一式 企画政策課

34
サテライト拠点施設整備事業（南さいはく地区）事
務等備品購入事業

物品 1月 下旬 一般競争入札 13.その他 共用備品一式、里山資源活用備品一式 企画政策課


