
（様式１）

№ 工事名／業務名 場所
工事期間
(月数）

種別 工事概要
発注予定
時期

契約方法
随契・入札

発注係

1 消防団員活動服購入 宮田村 2ヶ月 物品購入
消防庁基準に合わせた活動服の更
新

第１四半期 指名競争入札 総務係

2 ポンプ車庫建設工事 大田切区 4ヶ月 建築 消防車庫の老朽化による建て替え 第３四半期 指名競争入札 総務係

3 耐震性貯水槽設置工事 宮田村 6ヶ月 土木 耐震性貯水槽の設置工事（2ヶ所） 第３四半期 指名競争入札 総務係

4 令和３年度　新田区他2地区地籍調査業務委託 新田区、南割区、町3区 10ヶ月 業務委託
令和2年度新田区他２地区地籍調
査業務　施工面積　０．５８ｋ㎡

第１四半期 随意契約 建設

5 村道7号田中線用地測量・設計業務委託 大田切 6ヶ月 業務委託 地測量・設計業務　1式 第２四半期 指名競争入札 建設

6 村道20号大田原線舗装改良工事 大田切 2ヶ月 土木 Ｌ＝100ｍ　Ａ＝590㎡ 第２四半期 指名競争入札 建設

7 村道12号松の原線舗装改良工事 大田切 2ヶ月 土木 Ｌ＝130ｍ　Ａ＝860㎡ 第２四半期 指名競争入札 建設

8 村道129・130号線舗装改良工事 町2区 2ヶ月 土木 Ｌ＝230ｍ　Ａ＝735㎡ 第２四半期 指名競争入札 建設

9 道路橋定期点検業務一括発注 村内 6ヶ月 業務委託 道路橋定期点検業務　1式 第２四半期 随意契約 建設

10
道路メンテナンス事業中央自動車道跨道橋
点検調査業務委託（真米、霊園橋）

北割 6ヶ月 業務委託 道路橋定期点検業務　1式 第３四半期 随意契約 建設

発注予定情報調（予定価格が250万円以上のもの）※委託も含む
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11
道路メンテナンス事業ＪＲ跨線橋点検
調査業務委託

町3区 6ヶ月 業務委託 道路橋定期点検業務　1式 第３四半期 随意契約 建設

12
道路橋梁メンテナンス事業橋梁詳細調
査・補修設計業務委託（東裏橋・仙丈
橋）

町3区ほか 6ヶ月 業務委託
道路橋調査・補修設計業務　1
式

第２四半期 指名競争入札 建設

13 村道1号線改良工事（国庫補助） 町1区 6ヶ月 土木 Ｌ＝70ｍ 第２四半期 一般競争入札 建設

14 北の城橋修繕工事 中越 6ヶ月 土木 舗装・床版補修工等　1式 第３四半期 一般競争入札 建設

15 村道250号線水路改修工事 町3区 3ヶ月 土木 Ｌ＝27ｍ 第３四半期 指名競争入札 建設

16 つつじが丘村営住宅配水管洗浄工事 つつじが丘 2ヶ月 建築 上下水道配管洗浄工事　1式 第２四半期 指名競争入札 建設

17 農地耕作条件改善事業（1～5工区予定） 大田切 3～6ヶ月 土木 水路改修 第２四半期 指名競争入札 耕地林務

18 急速濾過機砂交換
新田区
第2水源

3ヶ月 機械 急速濾過機砂交換 10月 指名競争入札 上下水道係

19 第2配水池再構築実施設計業務
新田区

第2配水池
11ヶ月 業務委託 詳細設計 4月 指名競争入札 上下水道係

20 大原区配水管布設替工事（3工区） 大原区 4ヶ月 水道 配水管布設替 7月 指名競争入札 上下水道係
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21 中学校北減圧弁取替工事 町3区 3ヶ月 水道 減圧弁取替　1基 11月 指名競争入札 上下水道係

22 水道基本計画策定支援業務 村内全域 11ヶ月 業務委託 水道基本計画策定支援 4月 指名競争入札 上下水道係

23 南割管渠接続工事 南割区 2ヶ月 水道 下水道統合 第３四半期 指名競争入札 上下水道係

24 機器撤去業務委託
大久保区

コンポストセンター
3 業務委託 機器撤去 4月 指名競争入札 上下水道係

25 第4トリート機能強化詳細設計業務
大田切区

第4トリート
5 業務委託 機能強化詳細設計 4月 随意契約 上下水道係

26 第4トリート機能強化工事
大田切区

第4トリート
6 土木

土木付帯工事　1式
機械設備工事　1式
電気設備工事　1式

9月 一般競争入札 上下水道係

27 第4トリート門扉改修工事
大田切区

第4トリート
6 建築 既設門扉撤去・新設 5月 指名競争入札 上下水道係

28 中央アルプス国定公園重点歩道整備工事 中央アルプス登山道 3ヶ月 土木 登山道の橋改修 第２四半期 指名競争入札 商工観光係

29 農業振興地域整備計画基礎調査業務委託 村内一円 10ヶ月 業務委託
農業振興地域整備計画作成のため
の基礎調査資料の作成

5月 指名競争入札 農政係

30 宮田村民会館清掃業務委託 宮田村民会館 12ヶ月 業務委託
日常清掃業務、定期清掃業務
建築物環境衛生管理業務

4月 指名競争入札 生涯学習係


