
令和2年度　建設工事等発注予定情報

（R2.4.1現在）

【注意事項】
　
　・事業概要は公表時点の内容であり、今後変更となる場合があります。
　
　・概算額はあくまで当該業務の概算規模を測る目安であり、設計額と異なりますので、ご留意願います。



入札予定  (工事）2令和 年度 豊富町

工事名 工事場所 資格 概算額
(千円)

工事概要 入札予定
完成予定

契約方法 担当課

東4条仲通線道路舗装工事 豊富町市街 一般土木工事 3,456 AS安定処理　L=91m、表層 　L=186m　W=4.5m R 02/04 中旬

R 02/06 下旬

指名競争入札 建設課

山の手線道路整備工事 豊富町市街 一般土木工事 2,677 改良・舗装工事　L=95m R 02/04 中旬

R 02/06 下旬

指名競争入札 建設課

町道区画線標示工事 豊富町市街 舗装工事 1,148 破線　７丁目線、東１条線（1,200ｍ）
　　　　落合線（1,700ｍ）
ドット線　町内15箇所

R 02/04 中旬

R 02/07 下旬

指名競争入札 町民課

国道40号街路灯移設工事 豊富町市街 電気工事 3,973 街路灯移設14基 R 02/04 中旬

R 02/05 下旬

指名競争入札 町民課

小規模土地改良事業芦川第２地区
圃場進入路整備工事

豊富町芦川 農業土木工事 8,000 芦川第２地区
取付道路拡幅　７箇所
取付道路新設　１箇所

R 02/04 中旬

R 02/09 中旬

指名競争入札 農林水産課

診療所医師住宅No.1解体工事 豊富町市街 建築工事 6,699 規模・構造：木造2階建　延床面積116.64㎡
医師住宅の解体撤去工事

R 02/04 下旬

R 02/05 下旬

指名競争入札 国保診療所

診療所医師住宅No.2外構工事 豊富町市街 一般土木工事 797 医師住宅№2玄関前のアスファルト擦り付け

延面積　68㎡

R 02/04 中旬

R 02/06 上旬

指名競争入札 国保診療所

中央団地公営住宅A棟屋上防水改
修工事

豊富町市街 塗装工事 9,284 平成１５年建設の中央団地A棟の屋上防水改修工事
建築面積　649.10㎡、延床面積1485.74㎡

R 02/04 上旬

R 02/09 下旬

指名競争入札 建設課

農地耕作条件改善事業豊徳3号幹線
1工区配水管移設工事

豊富町豊徳 管工事 27,115 水道管布設替工事
水道配水用ポリエチレン管
HPPE　φ75mm　L=1,144m

R 02/05 下旬

R 02/10 下旬

指名競争入札 建設課

農地耕作条件改善事業豊徳3号幹線
2工区配水管移設工事

豊富町豊徳 管工事 12,496 水道管布設替工事・給水管2箇所
HPPEφ75mm　L＝343ｍ
HPPEφ50mm　L＝196.85ｍ

R 02/05 下旬

R 02/10 下旬

指名競争入札 建設課

農業水路等長寿命化・防災減災事業
兜沼配水池非常用自家発電機更新
工事

豊富町兜沼 機械器具設置
工事

20,196 兜沼地区兜沼配水池（水道施設）
非常用自家発電機更新工事　一式
50KVA200V

R 02/05 下旬

R 03/03 下旬

指名競争入札 建設課

豊富浄化センター遠心脱水設備長
寿命化工事

豊富町市街 機械器具設置
工事

80,630 ストックマネジメント計画に基づく
豊富浄化センター（下水道施設）
遠心脱水設備長寿命化工事　一式

R 02/05 下旬

R 03/03 下旬

指名競争入札 建設課



工事名 工事場所 資格 概算額
(千円)

工事概要 入札予定
完成予定

契約方法 担当課

伊藤橋架替工事 豊富町東豊富 橋梁上部工事 67,400 橋台工　場所杭打（ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ）
護岸工　L=59.8m
旧橋撤去　（PCB仮設含む）

R 02/05 下旬

R 03/02 下旬

指名競争入札 建設課

美幸橋補修工事 豊富町清明 橋梁上部工事 29,000 上部工　主桁塗装塗替え　200㎡
床版工　床版補修　断面補修、ひび割れ補修　93㎡
支承工　支承ﾓﾙﾀﾙ補修　2箇所

R 02/05 下旬

R 02/10 下旬

指名競争入札 建設課

豊富中南線沙流橋補修工事 豊富町新生 橋梁上部工事 18,000 上部工　塗装塗替え（配水管補修含む）295㎡ R 02/05 下旬

R 02/09 下旬

指名競争入札 建設課

サロベツ4号支線1号橋補修工事 豊富町豊田 舗装工事 26,000 上部工　主桁、塗装塗替え　RC-Ⅰ　140㎡
床版工　2種ｹﾚﾝ＋常温亜鉛ﾒｯｷ　30㎡
支承工　ﾓﾙﾀﾙ補修　4箇所

R 02/05 下旬

R 02/10 下旬

指名競争入札 建設課

兜沼小中学校トイレ洋式化改修工事 豊富町兜沼 建築工事 2,277 校舎等　1F　男子トイレ・女子トイレ・職員トイレ　各1箇所
校舎等　２F　男子トイレ・女子トイレ　各１箇所
既存和式トイレを洋式トイレに変更する工事

R 02/05 下旬

R 02/09 下旬

指名競争入札 教育委員会

豊富浄化センター電気機械更新工
事

豊富町市街 機械器具設置
工事

50,900 ストックマネジメント計画に基づく
豊富浄化センター（下水道施設）
電気・機械更新工事　一式

R 02/05 下旬

R 03/03 下旬

指名競争入札 建設課

通学路防犯カメラ設置工事 豊富町市街 電気工事 2,856 豊富小中学校通学路に４箇所・計８台の防犯カメラ設置
工事

R 02/05 中旬

R 02/07 下旬

随意契約 教育委員会

林業生産基盤整備道新生線新生工
区開設工事

豊富町新生 一般土木工事 35,000 開設工事　L=500ｍ R 02/05 中旬

R 02/12 下旬

指名競争入札 農林水産課

林業生産基盤整備道新生線下沼工
区開設工事

豊富町新生 一般土木工事 35,750 開設工事　L=650m R 02/05 中旬

R 02/12 下旬

指名競争入札 農林水産課

林業専用道幌加線開設工事 豊富町幌加 一般土木工事 29,250 開設工事　L=650m R 02/05 中旬

R 02/12 下旬

指名競争入札 農林水産課

豊富中学校エアコン設置工事 豊富町市街 機械器具設置
工事

479 豊富中学校保健室に１４畳用エアコンを設置する R 02/05 下旬

R 02/07 下旬

随意契約 教育委員会

診療所医師住宅No.1新築工事 豊富町市街 建築工事 36,500 規模・構造：木造2階建　延床面積36.25坪
医師住宅の新築工事

R 02/06 中旬

R 02/11 下旬

指名競争入札 国保診療所

町有林保育工事 豊富町東豊富 森林土木工事 1,713 下刈　A=12.36ha R 02/06 上旬

R 02/08 上旬

指名競争入札 農林水産課



工事名 工事場所 資格 概算額
(千円)

工事概要 入札予定
完成予定

契約方法 担当課

兜沼団地公営住宅解体工事 豊富町兜沼 建築・管工事 6,776 昭和３６年建設の兜沼団地1棟4戸の解体工事
建築面積　150.55㎡、延床面積150.55㎡

R 02/06 中旬

R 02/10 上旬

指名競争入札 建設課

沼ノ端団地公営住宅合併浄化槽設
置工事

豊富町兜沼 管工事 8,800 昭和６３年～平成元年建設の沼ノ端団地3棟12戸分に係
る合併浄化槽設置工事（50人槽）

R 02/06 下旬

R 02/10 下旬

指名競争入札 建設課

沼ノ端団地公営住宅居住性改善工
事　その１

豊富町兜沼 建築工事 4,334 昭和６３建設の沼ノ端団地住戸1戸の居住性改善工事
ＵＢ設置、トイレ水洗化、給湯配管設備等

R 02/06 下旬

R 02/10 下旬

指名競争入札 建設課

沼ノ端団地公営住宅居住性改善工
事　その２

豊富町兜沼 建築工事 4,334 昭和６３建設の沼ノ端団地住戸1戸の居住性改善工事
ＵＢ設置、トイレ水洗化、給湯配管設備等

R 02/06 下旬

R 02/10 下旬

指名競争入札 建設課

沼ノ端団地公営住宅居住性改善工
事　その３

豊富町兜沼 建築工事 4,334 平成元年建設の沼ノ端団地住戸1戸の居住性改善工事
ＵＢ設置、トイレ水洗化、給湯配管設備等

R 02/06 下旬

R 02/10 下旬

指名競争入札 建設課

温心園外構整備工事 豊富町西豊富 一般土木工事 2,514 中庭の整備　A=263㎡　B=306㎡　計569㎡ R 02/06 中旬

R 02/10 下旬

指名競争入札 町民課

町有林間伐工事 豊富町東豊富 森林土木工事 10,879 間伐　A=21.84ha R 02/07 上旬

R 02/10 下旬

随意契約 農林水産課

林業専用道52林班2号線開設工事 豊富町東豊富 一般土木工事 26,460 開設工事　L=900m R 02/07 下旬

R 02/12 下旬

指名競争入札 農林水産課

農地耕作条件改善事業豊富地区１
号排水路整備工事

豊富町福永 農業土木工事 14,400 福永①
 L=320m（うちVトラフL=200m）

R 02/08 上旬

R 02/11 上旬

指名競争入札 農林水産課

農地耕作条件改善事業豊富地区２
号排水路整備工事

豊富町沼向 農業土木工事 28,200 豊富地区２号排水路（沼向）
 L=660m（うちVトラフ L=400m）

R 02/08 上旬

R 02/11 上旬

指名競争入札 農林水産課

農地耕作条件改善事業豊富地区３
号排水路整備工事

豊富町福永 農業土木工事 7,000 豊富地区３号排水路（福永②）
 L=300m（うちVトラフ L=100m）

R 02/08 上旬

R 02/11 上旬

指名競争入札 農林水産課

農地耕作条件改善事業豊富地区４
号排水路整備工事

豊富町福永 農業土木工事 24,820 豊富地区４号排水路（福永③）
 L=760m（うちVトラフ L=350m）

R 02/08 上旬

R 02/11 上旬

指名競争入札 農林水産課

農地耕作条件改善事業豊富地区５
号排水路整備工事

豊富町福永 農業土木工事 21,000 豊富地区５号排水路（福永④）
 L=300m（うちVトラフ L=300m）

R 02/08 上旬

R 02/11 上旬

指名競争入札 農林水産課



工事名 工事場所 資格 概算額
(千円)

工事概要 入札予定
完成予定

契約方法 担当課

農地耕作条件改善事業豊富地区１
工区圃場進入路整備工事

豊富町字上サ
ロベツ外

農業土木工事 12,000 豊富地区圃場進入路（公共草地）
 N=30ヵ所

R 02/08 上旬

R 02/11 上旬

指名競争入札 農林水産課

農地耕作条件改善事業豊富地区２
工区圃場進入路整備工事

豊富町字上サ
ロベツ外

農業土木工事 12,000 豊富地区圃場進入路（公共草地）
 N=30ヵ所

R 02/08 上旬

R 02/11 上旬

指名競争入札 農林水産課

寺沢線林道環境改良工事 豊富町東豊富 一般土木工事 2,200 路盤改良　L=100m R 02/08 中旬

R 02/12 中旬

指名競争入札 農林水産課

福永線林道環境改良工事 豊富町福永 一般土木工事 2,200 路盤改良　L=100m R 02/08 中旬

R 02/12 中旬

指名競争入札 農林水産課

小規模土地改良事業芦川第１地区
圃場進入路整備工事

豊富町芦川 農業土木工事 8,000 芦川第１地区
取付道路拡幅、アスファルト処理
 N=22ヵ所

R 02/09 上旬

R 02/11 下旬

指名競争入札 農林水産課

Ｒ-10号井ポンプ交換工事 豊富町温泉 その他 2,717 Ｒ-10号井温泉水ポンプの交換、オーバーホール工事 R 02/09 上旬

R 02/12 中旬

随意契約 商工観光課

Ｒ-10号井ガス配管工事
Ｒ-10号井ガス配管工事

豊富町温泉 管工事 550 Ｒ-10号井のガス配管設置工事 R 02/09 上旬

R 02/12 中旬

随意契約 商工観光課

診療所医師住宅No.1外構工事 豊富町市街 一般土木工事 1,000 医師住宅№1玄関前のアスファルト擦り付け

延面積　70㎡

R 02/10 中旬

R 02/12 下旬

指名競争入札 国保診療所
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