
令和４年度　豊浦町発注予定工事情報

【 工　事 】 令和４年５月２５日現在

１． 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第７条の規定に基づき、予定価格が２５０万円を超える工事を公表します。
２． 下記の内容は、公表時点の概要であり今後変更となる場合があります。

番号 事　　　　業　　　名 場所 事　　業　　概　　要 発注時期 工　期 業種 契約方法

1 豊浦小学校プール維持改修工事 船見町 水槽塗装下地補修、トップライトガラス取替 発注済 ３ヶ月 建築 指名

2 公営住宅住戸改善工事（大岸第１団地） 大岸 間取り変更、ＵＢ化、３点給湯、断熱改修 ５月 ５ヶ月 建築 指名

3 天然豊浦温泉しおさい屋上防水・外壁改修工事 浜町 屋上防水及び外壁改修 ６月 ５ヶ月 建築 指名

4 公営住宅屋上防水・外壁改修工事 浜町 　1棟16戸 ６月 ４ヶ月 建築 指名

5 大岸地区簡易水道配水管更新工事 大岸 大岸地区　L=778ｍ ６月 ４ヶ月 水道施設 指名

6 林業専用道桜西川線流末改良工事 桜 　L=248ｍ ６月 ４ヶ月 土木 指名

7 市街地区水管橋更新工事 旭町 　ベンベ川水管橋更新　φ50mm　L=12m ７月 ４ヶ月 水道施設 指名

8 ふるさとドーム温風暖房機取替工事 浜町 大型ボイラー更新 N＝1台 ７月 ４ヶ月 管（設備） 指名

9 中央公民館トイレ改修工事 船見町 多目的トイレ増設及び便器改修 ７月 ３ヶ月 建築 指名

10 水道メーター取替工事 豊浦町一円 N=274個 ７月 ４ヶ月 管 指名

11 ＪＲ豊浦駅屋根防水改修工事 旭町 　屋上防水工事　A=178㎡ ７月 ２ヶ月 防水 指名

12 林道遠藤の沢線路肩補修工事 礼文華 　補修工事　L=20m ７月 ３ヶ月 土木 指名

13 スポーツセンター非常照明改修工事 船見町 　N=33個 ７月 ２ヶ月 電気 指名

14 公営住宅非常用照明更新工事 豊浦町内 　船見町:2棟　浜町:3棟 ７月 ３ヶ月 電気 指名

15 町道維持補修工事 豊浦町内 　人孔・桝切下げ及び法面補修 ７月 ３ヶ月 土木 指名

16 簡易水道電気計装設備更新工事 大和 大和ポンプ場　N=１箇所 ９月 ６ヶ月 電気通信 指名

17 林業専用道開設工事 桜 　開設工事　L=720ｍ ９月 ４ヶ月 土木 指名

18 公営住宅屋上防水・外壁改修工事 大和 　1棟18戸 ９月 ３ヶ月 建築 指名

19 公営住宅屋根等塗装工事 大岸・礼文華 　屋根及び外壁塗装　4棟 ９月 ２ヶ月 塗装 指名

20 公営住宅火災報知器更新工事 豊浦町内 火災報知器更新　15棟 ９月 ３ヶ月 電気 指名

21 天然豊浦温泉しおさい豊浦３号井温泉用水中ポンプ改修工事 浜町 温泉用水中ポンプ更新 １０月 ４ヶ月 さく井 指名

22 公営住宅除却工事 東雲町 3棟10戸 １０月 ３ヶ月 解体 指名

23 公営住宅油量計取替工事 豊浦町内 油量計更新　9棟 １０月 ３ヶ月 管（設備） 指名



【 業　務 】 令和４年５月２５日現在

１． 予定価格が１００万円以上の業務を公表します。
２． 下記の内容は、公表時点の概要であり今後変更となる場合があります。

番号 事　　　　業　　　名 場所 事　　業　　概　　要 発注時期 工　期 業種 契約方法

1 町道市街地区草刈業務 市街地区 55路線　2回刈り 発注済 ５ヶ月 土木 指名

2 町道大岸・礼文華地区草刈業務 大岸・礼文華 　19路線　2回刈り 発注済 ５ヶ月 土木 指名

3 簡易水道更新設計委託業務 豊浦町内 配水管更新設計:大岸　　電気計装設備設計:礼文華 ５月 ８ヶ月 水道設計 指名

4 林業専用道開設設計業務 桜 　L=400ｍ ６月 ５ヶ月 土木設計 指名

5 美和地区地下水等調査委託業務 美和 　地下水調査、水質試験 ６月 ８ヶ月 水道設計 指名

6 跨線橋撤去設計業務 旭町 橋梁撤去設計 ６月 ４ヶ月 土木設計 指名

7 橋梁長寿命化修繕計画策定業務 豊浦町一円 N=65橋 ６月 ５ヶ月 土木設計 指名

8 汚水管渠更生工法実施設計委託業務 豊浦町内 修繕計画、優先順位、工事費算出と平準化等 ７月 ４ヶ月 下水道設計 指名

9 ストックマネジメント計画策定委託業務 豊浦町内 ストックマネジメント計画の策定 ７月 ６ヶ月 下水道設計 指名

10 公共下水道計画変更等委託業務 豊浦町内 公共下水道計画の変更 ７月 ８ヶ月 下水道設計 指名

11 大岸第1団地改善設計業務 大岸 　改善設計　3棟10戸 ７月 ６ヶ月 建築設計 指名

12 農道橋梁点検業務 山梨 　N=1橋 ７月 ４ヶ月 土木設計 指名

13 橋梁補修調査設計業務 美和 N=1橋 ７月 ４ヶ月 土木設計 指名

14 東雲団地除却設計業務 東雲町 除却設計　2棟6戸 ７月 ３ヶ月 建築設計 指名

15 大和教員住宅解体設計業務 大和 　解体設計　1棟 ７月 ２ヶ月 建築設計 指名

16 公営住宅熱交換器保守点検業務 浜町 19棟180戸　熱交換器点検及びフィルター清掃・交換 １０月 ３ヶ月 管（設備） 指名


