
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４年５月１３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 庁舎内トイレ改修工事 工事 4月 下旬 指名競争入札 7.庁舎 法勝寺庁舎トイレ17箇所　洋式化・自動化 総務課

2 法勝寺中学校バリアフリー化工事設計監理委託業務 委託業務 4月 下旬 一般競争入札 10.学校・病院 バリアフリー化該当箇所8か所の設計監理 教育委員会

3 南部町保育所施設建設候補地適地選定業務 委託業務 4月 下旬 一般競争入札 10.学校・病院 適地選定支援、電子成果品作成 子育て支援課

4 小中学校教材備品（楽器）購入 物品 4月 下旬 一般競争入札 10.学校・病院
トロンボーン1本、立奏木琴アルト・テナー1台、コン
サートビブラフォン1台、チューバ1本

教育委員会

5 小中学校教材備品（大型モニター）購入 物品 4月 下旬 一般競争入札 10.学校・病院
65インチモニター（天吊）2台、55インチモニター
（キャスター）2台

教育委員会

6
小中学校教材備品（プリンター・プロジェクター）購
入

物品 4月 下旬 一般競争入札 10.学校・病院 プリンター7台、プロジェクター3台 教育委員会

7 西伯給食センター真空冷却機購入 物品 4月 下旬 一般競争入札 10.学校・病院
真空低温冷却器１台、AVS-35B、搬入据付・撤去処分
費込み

教育委員会

8 南部中学校自転車小屋建替え工事 工事 5月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院 6連棟、3連棟自転車小屋建替え工事 教育委員会

9 福成・馬場忠霊塔敷地草刈り業務 委託業務 5月 下旬 一般競争入札 13.その他 面積=3,380㎡、年2回 町民生活課

10 可燃ごみ収集運搬委託業務 委託業務 5月 下旬 一般競争入札 13.その他 全町週2回回収、収集箇所190箇所 町民生活課

11 小中学校管理備品（生徒机等）購入 物品 5月 下旬 一般競争入札 10.学校・病院
丸椅子33脚、事務用机5台、生徒用机35台、生徒用椅
子35台

教育委員会

12 西伯カントリーパークテニスコート砂購入 物品 5月 下旬 一般競争入札 5.下水道・公園 テニスコート4面分（珪砂4,592kg） 教育委員会

13 ふるさと交流センター多目的トイレ改修等工事 工事 6月 下旬 指名競争入札 13.その他
屋内多目的トイレ全面改修1、外女子トイレ洋式改修
１、保護継電器取替１、外灯撤去１、外灯再設置１

企画政策課

令和４年度　公共工事発注予定(２)

№ 工事名等 種別
発注予定 発注区分

概　　　要 担当課
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14
天萬庁舎太陽光発電用パワーコンディショナー取替工
事費

工事 6月 下旬 指名競争入札 7.庁舎 パワーコンディショナー2台 教育委員会

15 緑水園観光マップ看板修繕工事 工事 6月 下旬 指名競争入札 13.その他 N=1基、既設看板修繕一式 産業課

16 緑水園増築棟防水修繕工事 工事 6月 下旬 指名競争入札 13.その他 A=110㎡、ウレタン防水一式 産業課

17 緑水園プレハブ冷蔵庫等設置工事 工事 6月 下旬 指名競争入札 13.その他
プレハブ冷蔵庫・冷凍庫　1800×1800×H2200　N=各1
台
既設撤去・処分、組立・設置・調整・附帯工事一式

産業課

18 西町地区法面保護工事 工事 6月 下旬 指名競争入札 12.災害復旧 モルタル吹付工(t=10ｃｍ) 200㎡ 総務課

19 給食センター手洗器用給湯設備修繕工事 工事 6月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院
西伯給食センター　手洗器用給湯設備３台
会見給食センター　手洗器用給湯設備３台

教育委員会

20
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更新（2台） 健康福祉課

21 南部町住宅マーケティング調査委託事業 委託業務 6月 下旬 一般競争入札 13.その他
既存資料の収集・整理、住宅需等に関するヒアリング
調査、土地利用構想図の作成、住宅整備適地ゾーンの
抽出・整理、報告書の作成

企画政策課

22 里山テレワーク施設デザイン・設計委託業務 委託業務 6月 下旬 一般競争入札 13.その他
研修館１(延床面積：約300㎡)、コテージ３棟（延床
面積：各約70㎡）、ドッグラン１（約200㎡）

企画政策課

23 南部町立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126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257台/全熱交換機
フィルター洗浄13台/蓄熱暖房機124台
（長期継続契約）

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

床ワックス13,637㎡/カーペット998㎡/小便器96個/大
便器（和）52個/大便器（洋）86個/タイル575㎡/塩ビ
シート5,496㎡/換気扇53か所/ガラス4956㎡
（長期継続契約）

教育委員会

25 有害鳥獣侵入防止柵資材購入事業 物品 6月 下旬 一般競争入札 2.農林・水産
ワイヤーメッシュ　N=1400枚
異形棒鋼及びL型アングル　N=2000本
電気柵　3基

産業課

26 消防防災IP無線整備事業 物品 6月 下旬 一般競争入札 13.その他 IP無線親機、移動局23台 総務課
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27 ＡＥＤ賃貸借 物品 6月 下旬 一般競争入札 13.その他 法勝寺庁舎ほか、36施設のＡＥＤ賃貸借 総務課

28 法勝寺中学校バリアフリー化工事 工事 7月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院 バリアフリー化該当箇所8か所の工事 教育委員会

29 あいみドームトイレ改修工事 工事 7月 下旬 指名競争入札 5.下水道・公園
男子小便器1台、洋風便器2台、手洗器2台、ベビー
チェア2台、ベビーシート2台、幼児用便器1台、既存
器具撤去、給水排水器具取付補修

子育て支援課

30
ひまわり保育園ちゅうりっぷ組便器及び手洗器新設工
事

工事 7月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院
幼児用腰掛式便器1組、壁掛手洗器1組、給排水設備工
事、改修工事

子育て支援課

31 法勝寺児童館遊戯室屋根保守工事 工事 7月 下旬 指名競争入札 10.学校・病院
屋根防水工事（清掃洗浄、下地調整・補修、養生、下
塗り、上塗り）318.5㎡

子育て支援課

32 防犯灯LED化工事 工事 7月 下旬 指名競争入札 13.その他 防犯灯140基をLED化 町民生活課

33 光ファイバ引込工事 委託業務 7月 下旬 一般競争入札 13.その他 3,070世帯への光ファイバ引込 デジタル推進課

34 キナルなんぶ冷暖房設備機器保守点検委託料 委託業務 7月 下旬 一般競争入札 13.その他
エアコン22台、ファン18台、換気扇25台、フィルター
67台

企画政策課

35 中学校教材備品（理科教材備品）購入 物品 7月 下旬 一般競争入札 10.学校・病院
力学的エネルギー実験機8個、記録タイマー2個、力学
台車2台、モノコード3個、顕微鏡3台、顕微鏡保管庫1
台、双眼実体顕微鏡7台、ダニエルボルタ電池7個

教育委員会

36 オートキャンプ場サイト再整備工事 工事 9月 下旬 指名競争入札 5.下水道・公園
A=100㎡
フリーサイトへ再整備　N=6サイト分
水道施設一式

産業課

37 防火水槽新設事業 工事 9月 下旬 指名競争入札 13.その他 耐震貯水槽40ｔ 総務課

38 南部町健康福祉課公用車借上業務 委託業務 9月 下旬 一般競争入札 13.その他 公用車新規リース（2台） 健康福祉課

39 坂根地区農業用排水路改修工事 工事 10月 下旬 指名競争入札 2.農林・水産
既設柵渠底張りコンクリート
L=100m、W=1.9ｍ、t=10㎝

産業課
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40 里山テレワーク研修館改修工事 工事 11月 下旬 指名競争入札 13.その他
2階建1棟（延床面積：約300㎡）、ドッグラン（約200
㎡）

企画政策課

41 里山テレワーク虹の村コテージ改修工事(その１) 工事 11月 下旬 指名競争入札 13.その他 1棟（延床面積：約70.0㎡） 企画政策課

42 里山テレワーク虹の村コテージ改修工事(その２) 工事 11月 下旬 指名競争入札 13.その他 1棟（延床面積：約70.0㎡） 企画政策課

43 里山テレワーク虹の村コテージ改修工事(その３) 工事 11月 下旬 指名競争入札 13.その他 1棟（延床面積：約70.0㎡） 企画政策課

44 虹の村コテージ外壁塗装工事 工事 11月 下旬 指名競争入札 13.その他
A=840㎡、N=7棟
外壁木部塗り替え一式

産業課

45 里山テレワーク入館システム導入委託 委託業務 11月 下旬 一般競争入札 14.その他 タッチ式入館システム一式 企画政策課

46
里山テレワーク
活躍フィールド情報一元化委託業務

委託業務 11月 下旬 一般競争入札 13.その他 まとめサイト構築 企画政策課

47
里山テレワーク
プロモーション委託業務

委託業務 11月 下旬 一般競争入札 13.その他 戦略策定、利用促進案作成、ＰＲ実施等 企画政策課

48
里山テレワーク
モニター調査等委託業務

委託業務 11月 下旬 一般競争入札 13.その他 モニターツアー２回、ニーズ調査、マーケット分析等 企画政策課

49 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 2.農林・水産 薬剤くん蒸処理　N=150本 産業課

50 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

51 里山テレワーク備品購入 物品 11月 下旬 一般競争入札 13.その他
ワークデスク5台、ワークテーブル10台、ワークチェ
ア41脚、Ｌ型ソファ3セット、ベッド6台、スツール3
台等

企画政策課

52 里山テレワークデジタル備品購入 物品 11月 下旬 一般競争入札 14.その他
移動式大型モニター1台、モニター3台、複合機1台、
ハンドスキャナ1台、ＷＥＢ会議システム1式、ＨＤＭ
Ｉケーブル等

企画政策課

53 南部町広報誌印刷製本業務 委託業務 2月 下旬 一般競争入札 13.その他 ４月号から翌３月号 総務課


