
南部町　令和3年度年度工事発注計画
執行課名 工　事　名 場所 期　　間 契約方法 契約予定 種別 概　　要

建設課 越渡御屋敷線改良工事 万沢地内 契約の翌日～1５0日間 指名競争 8月 土木一式 Ｌ＝100ｍ　Ｗ＝7.0ｍ　

建設課 (仮称)町道アルカディア線新設工事 大和地内 契約の翌日～1５0日間 指名競争 9月 土木一式 Ｌ＝200ｍ　Ｗ＝5.0～7.0ｍ

建設課 坂本橋外4橋耐震補修設計委託 全域 契約の翌日～120日間 指名競争 5月 設計業務

建設課 蟹矢沢川橋外9橋塗膜調査業務委託 全域 契約の翌日～120日間 指名競争 5月 調査委託

建設課 船山川外29橋橋りょう点検業務委託 全域 契約の翌日～120日間 指名競争 5月 調査委託

建設課 御堂上橋外4橋設計積算業務委託 全域 契約の翌日～90日間 随意契約 6月 設計業務

建設課 御堂上橋耐震補修工事 福士地内 契約の翌日～100日間 指名競争 10月 土木一式 Ｌ＝13.0ｍ

建設課 鯨野橋耐震補修工事 福士地内 契約の翌日～100日間 指名競争 10月 土木一式 Ｌ＝11.5ｍ

建設課 梅島橋耐震補修工事 万沢地内 契約の翌日～100日間 指名競争 10月 土木一式 Ｌ＝8.5ｍ

建設課 町道境川梅島線小規模維持工事 万沢地内 契約の翌日～60日間 指名競争 6月 土木一式 L＝20m　W＝5.0m
建設課 アルカディア多目的広場建設工事(1工区) 大和地内 契約の翌日～60日間 指名競争 4月 給水散水一式 L=150m
建設課 アルカディア多目的広場建設工事(2工区) 大和地内 契約の翌日～220日間 指名競争 4月 給水散水一式 L=500m
建設課 アルカディア多目的広場建設工事(3工区) 大和地内 契約の翌日～180日間 指名競争 8月 土木一式 芝生広場A=6,000㎡

建設課 アルカディア多目的広場建設工事(4工区) 大和地内 契約の翌日～180日間 指名競争 8月 土木一式 芝生広場A=6,000㎡

建設課 アルカディア多目的広場建設工事(5工区) 大和地内 契約の翌日～150日間 指名競争 8月 土木一式 遊歩道整備L=500m

建設課 アルカディア多目的広場建設工事(6工区) 大和地内 契約の翌日～150日間 指名競争 9月 土木一式 駐車場A=9,000㎡

建設課 アルカディア多目的広場建設工事(7工区) 大和地内 契約の翌日～150日間 指名競争 9月 土木一式 緑地植栽工　1式

建設課 アルカディア多目的広場建設工事(8工区) 大和地内 契約の翌日～90日間 指名競争 12月 建物一式 管理棟・トイレ他　1式

建設課 アルカディア多目的広場建設工事(9工区) 大和地内 契約の翌日～90日間 指名競争 12月 遊具 遊戯場整備　1式

産業振興課 南部町富沢地区農村振興計画策定業務委託 富沢地区 契約の翌日～９0日間 随意契約 ４月 計画書策定業務 農村振興計画策定

産業振興課 南部工区ほ場整備 確定測量業務委託 南部地内 契約の翌日～100日間 随意契約 １１月 測量業務 Ａ＝5,400㎡

産業振興課 成島工区ほ場整備 換地業務委託 成島地内 契約の翌日～100日間 随意契約 １１月 測量等業務換地原案作成等

産業振興課 林道橋梁PCB塗膜調査業務委託 全域 契約の翌日～200日間 指名競争 6月 調査業務 11橋

産業振興課 森林経営管理制度における経営管理意向調査準備業務 全域 契約の翌日～200日間 未定 6月 調査業務 森林状況調査・解析

産業振興課 重要インフラ施設周辺森林整備業務委託 全域 契約の翌日～60日間 未定 11月 森林整備業務 重要インフラ施設周辺の森林整備
産業振興課 森林病害虫等被害対策業務委託 全域 契約の翌日～60日間 随意契約 4月 森林整備業務 ナラ枯れ被害木の処理
学校教育課 南部中学校トイレ手洗い器改修工事 南部地内 契約の翌日～150日間 指名競争 4月 水道工事 自動水栓取替（35台）

議会事務局 議会音響システム改修工事 福士地内 契約の翌日～60日間 指名競争 ５月 電気工事 議場音響設備改修

子育て支援課 睦合放課後児童保育施設駐車場舗装工事 南部地内 契約の翌日～９0日間 指名競争 ６月 土木一式(舗装) Ａ＝402㎡

生涯学習課 旧富河中学校体育館照明改修工事 福士地内 契約の翌日～６０日間 指名競争 11月 電気工事 照明器具のＬＥＤ化



生涯学習課 旧万沢中学校体育館照明改修工事 万沢地内 契約の翌日～６０日間 指名競争 11月 電気工事 照明器具のＬＥＤ化
デイサービスセンター 冷暖房機器取替工事 福士地内 契約の翌日～60日間 指名競争 ５月 管工事 冷暖房機器取替

医療センターエアコン設置工事 南部地内 契約の翌日～60日間 指名競争 ５月 電気工事 エアコン１４基設置

水道環境課 町道本郷成島線配水管布設工事設計委託 本郷地内 契約の翌日～120日間 指名競争 6月 設計業務

水道環境課 町道本郷成島線配水管布設工事 本郷地内 契約の翌日～180日間 指名競争 9月 管工事 L=300m　Ф150mm

水道環境課 町道御崎原陣原線配水管布設工事設計委託 南部地内 契約の翌日～120日間 随意契約 6月 設計業務

水道環境課 町道御崎原陣原線配水管布設工事 南部地内 契約の翌日～180日間 指名競争 9月 管工事 L=250m　Ф50mm

水道環境課 鍋島浄水場場内配管工事 成島地内 契約の翌日～180日間 指名競争 9月 管工事 場内配管


