
      公表されていない工事を発注する場合があります。

令和3年4月1日

日    野    町

                                                               　　　　【4月公開分】

　      ここに公表する内容は、令和3年4月1日現在において、発注する見通しのある工事の計画について記載

      したものであり、この時点で発注が想定されない工事、入札時期等の見通しの立たない工事、工事概要が

      未定の工事等については記載していません。

　      このため、この公表以降、内容に変更がある場合、公表以降の状況変化により発注しない場合、ここに



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 所属課 備考

公共下水道管渠築造工事　蓮花
寺南幹線(第2工区)

土木一式
日野町大字
蓮花寺他

指名競争入札 約7箇月
管渠工(推進)　L=209m
立坑工　N=4箇所
人孔工　N=4箇所

第1四半期 上下水道課

町道北脇杣線道路改良工事 土木一式
日野町大字

杣
指名競争入札 約4箇月

土工N=1式
側溝工L=300m
舗装工A=1,100㎡

第1四半期 建設計画課

防災基盤整備事業　防火水槽新
設工事

土木一式
日野町大字

佐久良
指名競争入札 約5箇月 防火水槽　40㎥　1基 第2四半期 総務課

公共下水道雨水渠整備工事　大
窪南幹線(第1工区)

土木一式
日野町大字

大窪
指名競争入札 約7箇月

側溝工　L=650m
管渠工　L=20m
付帯工　N=1式

第2四半期 上下水道課

公共下水道管渠築造工事　蓮花
寺南幹線(第3工区)

土木一式
日野町大字
蓮花寺他

指名競争入札 約7箇月

管渠工(開削) 　L=1,110m
人孔工　N=22箇所
取付管桝工　 N=1箇所
付帯工　N=1式

第2四半期 上下水道課

農業集落排水事業東桜谷地区
機能強化対策工事(その3)

土木一式
日野町大字
中之郷他

指名競争入札 約4箇月

マンホール蓋改修 　N=10箇所
マンホール内部改修　N=5箇所
管口止水　N=20箇所
付帯工　N=1式

第2四半期 上下水道課

町道橋梁修繕工事 土木一式 日野町内 指名競争入札 約5箇月 橋梁　N=3橋 第3四半期 建設計画課

町道西大路鎌掛道路改良工事
（その8）

土木一式
日野町大字

西大路
指名競争入札 約4箇月

土工N=１式
伐木除根工N=1式

第3四半期 建設計画課

ともだち増築工事 建築一式
日野町大字

中之郷
指名競争入札 約2箇月

プレハブハウス　12畳タイプ
電気設備工事　照明器具×2
　　　　　　　　　　 コンセント×2
空調設備工事　換気扇×2
空調機（8畳用）×2
外構工事　スロープ等
建築確認申請等諸申請一式

第1四半期 福祉保健課

令和3年度　建設工事　発注見通し
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令和3年度　建設工事　発注見通し

町民会館わたむきホール虹　外
壁補修工事

建築一式
日野町大字

松尾
指名競争入札 約6箇月 外壁補修工事　A=5,810㎡ 第1四半期 生涯学習課

日野町立西大路小学校トイレ改
修工事

建築一式
日野町大字

西大路
指名競争入札 約5箇月 既存トイレ洋式化改修等　102㎡ 第1四半期 学校教育課

日野町立南比都佐小学校トイレ
改修工事

建築一式
日野町大字

深山口
指名競争入札 約5箇月 既存トイレ洋式化改修等　106㎡ 第1四半期 学校教育課

公共下水道舗装復旧工事　日野
内海道雨水幹線

舗装
日野町大字

日田
指名競争入札 約3箇月 アスファルト舗装工　A=700㎡ 第1四半期 上下水道課

公共下水道舗装復旧工事　西大
路大日雨水幹線

舗装
日野町大字

西大路
指名競争入札 約3箇月 アスファルト舗装工　A=800㎡ 第1四半期 上下水道課

町道西大路鎌掛道路改良工事
（その7）

舗装
日野町大字

西大路
指名競争入札 約4箇月

舗装工(車道)A=8,000㎡
舗装工(歩道)A=3,000㎡

第1四半期 建設計画課

町道石原鳥居平線舗装修繕工
事

舗装
日野町大字

石原
指名競争入札 約3箇月 舗装工 A=2,500㎡ 第2四半期 建設計画課

町道湖南ｻﾝﾗｲｽﾞ1・2・3号線舗装
修繕工事

舗装
日野町大字

山本
指名競争入札 約3箇月 舗装工 A=1,600㎡ 第2四半期 建設計画課

町道奥之池線道路改良工事（そ
の2）

舗装
日野町大字

奥之池
指名競争入札 約4箇月

舗装工 A=2,000㎡
道路付属物N=1式

第2四半期 建設計画課

安部居鳥居平老朽管布設替工
事　舗装本復旧工事

舗装
日野町大字

安部居
指名競争入札 約4箇月 W4×L500 第3四半期 上下水道課
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町道北脇杣線舗装修繕工事 舗装
日野町大字

北脇
指名競争入札 約3箇月 舗装工 A=2,000㎡ 第3四半期 建設計画課

公共下水道舗装復旧工事　横町
雨水幹線

舗装
日野町大字

日田他
指名競争入札 約4箇月 アスファルト舗装工　A=1,100㎡ 第3四半期 上下水道課

県道西明寺安部居線道路拡幅
に伴う配水管布設替工事

水道施設
日野町大字
中之郷他

指名競争入札 約6箇月
DGXφ150 L=521ｍ
DGXφ100 L=27ｍ　他

第1四半期 上下水道課

第2工業団地配水管布設替工事 水道施設
日野町大字

北脇
指名競争入札 約4箇月 PEφ150 L=350ｍ 第2四半期 上下水道課

中央西部配水池間配水管布設
替に伴う給水管接続工事

水道施設
日野町大字

松尾
指名競争入札 約3箇月 給水管接続工事 N=4箇所 第2四半期 上下水道課

蔵王地区配水管布設替工事 水道施設
日野町大字

蔵王
指名競争入札 約4箇月 PEφ40 L=250ｍ 第2四半期 上下水道課

村井奥師間基幹配水管布設替
工事（第1工区）

水道施設
日野町大字

村井
指名競争入札 約5箇月

DGXφ200 L=500ｍ
仮設配水管 N=1式

第2四半期 上下水道課

中央配水池流入流出管布設替
工事

水道施設
日野町大字

河原
指名競争入札 約4箇月

DGXφ300 L=180ｍ
仮設配水管 N=1式　他

第3四半期 上下水道課

グリム冒険の森　浄化槽制御盤
改修工事

電気
日野町大字

熊野
指名競争入札 約6箇月 浄化槽制御盤改修　一式 第1四半期 農林課

西大路公民館会議室等空調機
更新工事

電気
日野町大字

西大路
指名競争入札 約2箇月

和室1、会議室1・2、団体室の空調
機更新

第1四半期 生涯学習課
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松尾公園外灯LED化工事 電気
日野町

松尾一丁目
指名競争入札 約3箇月

LED灯(支柱建替え)　N=16個
電源ｹｰﾌﾞﾙ　L=950ｍ

第2四半期 建設計画課

農業集落排水事業東桜谷地区
機能強化対策工事(その2)

機械器具
設置

日野町大字
中之郷

指名競争入札 約4箇月
微細気泡散気装置設置　N=1組
遠隔監視装置更新　N=1組
付帯工　N=1式

第1四半期 上下水道課

農業集落排水事業佐久良奥之
池地区　機能強化対策工事(そ
の1)

機械器具
設置

日野町大字
佐久良

指名競争入札 約4箇月

ブロワ更新　N=2台
前処理機器更新　 N=2台
遠隔監視装置更新　N=1組
付帯工　N=1式

第2四半期 上下水道課

公共下水道中継ポンプ場改築工
事（内池・三十坪）

機械器具
設置

日野町大字
内池他

指名競争入札 約5箇月
中継ポンプ操作盤更新　N=2箇所
付帯工　N=1式

第3四半期 上下水道課
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