
令和２年度建設工事発注見通調

工事名 工事種別 工事場所
入札契約
の方法

期  間 工事概要
入札予定時期
契約予定時期

発注機関(担当課）

豊郷町立小学校および中学校内通信ネットワーク整備事業 委託
豊日中学校、豊郷小学校
日栄小学校

指名競争入札 約10ヶ月 校内LAN整備事業 第１四半期 学校教育課

通級指導教室改修設計委託 委託 豊日中学校 指名競争入札 約８ヶ月 通級指導教室改修設計委託 第１四半期 学校教育課

IH立体炊飯器購入 物品 豊郷小学校、日栄小学校 指名競争入札 約４ヶ月 IH立体炊飯器購入 第１四半期 学校教育課

南部浄水場耐震補強工事及び緊急遮断弁
設置工事

建築一式 豊郷町上枝
条件付一般競

争入札
約10ヶ月

耐震補強工事
場内配管工事
電気計装設備工事
機械設備工事
中央監視設備工事

第１四半期 上下水道課

水道施設機器更新工事
電気・機械

設備
豊郷町上枝、四十九院 指名競争入札 約６ヶ月

調節計更新
キュービクル改修
防犯受信機用電源装置修繕
除マンガン装置操作盤修繕
アレスタ修繕
テレメーター更新

第１四半期 上下水道課

北部浄水場除マンガン装置ろ材交換工事 機械設備 豊郷町四十九院 指名競争入札 約４ヶ月 ろ材交換工事 第１四半期 上下水道課

北部配水管布設替工事 土木一式 豊郷町四十九院 指名競争入札 約６ヶ月
配水管布設替工事
L=411.0ｍ

第１四半期 上下水道課

高野瀬地先配水管布設替工事 土木一式 豊郷町高野瀬 指名競争入札 約６ヶ月 配水管布設替工事 第１四半期 上下水道課

水道事業経営戦略策定業務 役務 豊郷町全域 指名競争入札 約８ヶ月 水道事業経営戦略の策定 第１四半期 上下水道課

下水道事業計画変更図書作成業務 役務 豊郷町全域 指名競争入札 約９ヶ月
下水道事業計画変更図書策
定

第１四半期 上下水道課

下水道事業経営戦略策定業務 役務 豊郷町全域 指名競争入札 約８ヶ月 下水道事業経営戦略の策定 第１四半期 上下水道課



令和２年度建設工事発注見通調

工事名 工事種別 工事場所
入札契約
の方法

期  間 工事概要
入札予定時期
契約予定時期

発注機関(担当課）

下水道ストックマネジメント計画作成業
務

役務 豊郷町全域 指名競争入札 約８ヶ月
下水道ストックマネジメン
ト計画の策定

第１四半期 上下水道課

下水道事業ＢＣＰ策定業務 役務 豊郷町全域 指名競争入札 約９ヶ月 下水道事業ＢＣＰの策定 第１四半期 上下水道課

雨水総合管理計画策定業務 役務 豊郷町全域 指名競争入札 約７ヶ月 雨水総合管理計画の策定 第１四半期 上下水道課

可搬型発電機 物品 北部浄水場 指名競争入札 約２ヶ月 可搬型発電機1台 第１四半期 上下水道課

豊郷町浄水場水質検査業務 役務 豊郷町浄水場 指名競争入札 約１ヶ月
水質検査、目標管理設定項
目

第１四半期 上下水道課

改良住宅分離工事（第1工区） 建築一式 安食南地先 指名競争入札 約２ヶ月
改良住宅譲渡に伴う連結物
置分離工および境界ﾌﾞﾛｯｸﾌｪ
ﾝｽの設置工

第１四半期 人権政策課

三ツ池児童館屋根改修工事 建築一式 三ツ池児童館 指名競争入札 約３ヶ月 屋根瓦の葺替、撤去 第１四半期
人権政策課

地域総合センター

三ツ池防災道路線舗装工事 ほ装 安食南地先 指名競争入札 約３ヶ月
L=176m
a=1,156㎡

第１四半期 地域整備課

石畑八町東西線舗装工事 ほ装 石畑地先 指名競争入札 約３ヶ月
L=170m
a=812㎡

第１四半期 地域整備課

吉田宮裏線舗装工事 ほ装 吉田地先 指名競争入札 約３ヶ月
L=160m
a=656㎡

第１四半期 地域整備課

弁財天川改修工事 土木 安食南地先 指名競争入札 約３ヶ月
NSﾌﾘｭｰﾑ L=22.6m
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ水路B型 L=40m

第１四半期 地域整備課

消防ポンプ購入業務 物品・役務 豊郷町役場 指名競争入札 ６ヶ月 消防ポンプ購入 第１四半期 総務課

防災マップ更新業務 委託 豊郷町役場 指名競争入札 ８ヶ月 防災マップ更新 第１四半期 総務課
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防火服等購入業務 物品・役務 豊郷町役場 指名競争入札 ６ヶ月
消防ポンプ車購入に係る
防火服一式購入業務

第１四半期or
第２四半期

総務課

豊郷町地籍調査事業
（吉田地区、安食西地区）

測量 吉田、安食西地先 指名競争入札 約９ヶ月
吉田　　0.09k㎡
安食西　0.47k㎡

第２四半期 地域整備課

橋梁長寿命化修繕計画策定 設計 町内一円 指名競争入札 約６ヶ月 39橋 第２四半期 地域整備課

吉田秦荘線・吉田愛知川線用地測量業務 測量 吉田地先 指名競争入札 約８ヶ月 用地測量 第２四半期 地域整備課

四十九院防災道路新設測量設計業務委託 測量 四十九院地先 指名競争入札 約６ヶ月
防災道路新設
L=150m

第２四半期 地域整備課

交通安全施設整備工事
交通安全
施設

豊郷町内一円 指名競争入札 約３ヶ月
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ3基、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
L=50m,区画線1式

第２四半期 地域整備課

公共施設等適正管理推進事業費(長寿命
化事業)舗装打換工事

ほ装 豊郷町内一円 指名競争入札 約３ヶ月
L=546m
a=3,120㎡

第２四半期 地域整備課

備蓄倉庫購入業務 物品・役務 日栄小学校 指名競争入札 ６ヶ月

ガルバリウム製防災倉庫
ソーラーLED外灯、ソーラー
換気扇
多目的棚×3、防災ボック
ス、専用アタッチメント、
照明設備

第２四半期 総務課

非常用保存食品購入業務 物品・役務 豊郷町防災倉庫 指名競争入札 ３ヶ月 保存食品の購入
第２四半期or
第３四半期

総務課

沢河川改修工事 土木 沢地先 指名競争入札 約３ヶ月
重力式擁壁 L=10m
PU1 L=62.4m他

第３四半期 地域整備課

豊郷町スポーツ公園　樹木剪定業務 土木一式 豊郷町スポーツ公園 指名競争入札 約２ヶ月
サクラ剪定工　45本
雑木伐採・剪定工　3本
剪定枝葉・幹等処分 30㎥

第３四半期 社会教育課
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改良住宅分離工事（第2工区） 建築一式 安食南地先 指名競争入札 約２ヶ月
改良住宅譲渡に伴う連結物
置分離工および境界ﾌﾞﾛｯｸﾌｪ
ﾝｽの設置工

第４四半期 人権政策課


