
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  (委託）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

農地耕作条件改善事業豊富地区１
号排水路調査設計委託業務

豊富町福永 測量調査設計 1,600 福永地区1号排水路
 L＝320ｍ（うちVトラフL=200m）

R 02/04 中旬

R 02/07 中旬

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
号排水路調査設計委託業務

豊富町沼向 測量調査設計 3,300 沼向地区排水路
 L=660m（うちVトラフ L=400m）

R 02/04 中旬

R 02/07 中旬

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
号排水路調査設計委託業務

豊富町福永 測量調査設計 7,380 福永地区②③④号排水路
②L=300m（Vトラフ L=100m）

R 02/04 中旬

R 02/07 中旬

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圃
場進入路調査設計委託業務

豊富町字上サ
ロベツ外

測量調査設計 5,000 公共草地圃場進入路
 N=60ヵ所

R 02/04 中旬

R 02/07 中旬

指名競争入札 農林水産課

豊富町簡易水道事業水質検査委託
業務

豊富町市街外 その他 2,055 簡易水道事業水質検査　一式
本町、東部、北部、北部（豊徳）地区

R 02/04 中旬

R 03/03 下旬

指名競争入札 建設課

水道管路台帳整備作成委託業務 豊富町市街外 技術資料作成 4,312 水道管路台帳整備　市街地東部
管路台帳、給水台帳、仕切弁台帳、現地調査　他

R 02/04 中旬

R 02/02 下旬

随意契約 建設課

簡易水道事業法適用化支援委託業
務

豊富町市街 技術資料作成 6,992 簡易水道事業公営企業会計適用支援業務 R 02/04 中旬

R 03/03 下旬

随意契約 建設課

簡易水道事業漏水調査委託業務 豊富町市街外 その他 2,420 漏水調査業務　一式
流量測定、路面・弁栓・戸別音調　他

R 02/04 中旬

R 02/10 下旬

指名競争入札 建設課

下水道台帳補正保守点検委託業務 豊富町市街 技術資料作成 1,089 下水道施設更新入力　現況更新
維持管理データ入力　保守点検

R 02/04 中旬

R 03/03 下旬

随意契約 建設課

下水道事業法適用化支援委託業務 豊富町市街 技術資料作成 2,997 下水道事業公営企業会計適用支援業務 R 02/04 中旬

R 03/03 下旬

随意契約 建設課

農用地等基礎データ作成事業委託
業務

豊富町一円 その他 23,309 農用地基礎データ、航空写真の作成
地番データの更新

R 02/04 中旬

R 02/12 下旬

随意契約 農林水産課

明渠排水管理委託業務 豊富町一円 農業土木工事 5,074 床掘　　  　9,241ｍ3
残土均し 　9,241ｍ3

R 02/04 中旬

R 02/12 上旬

指名競争入札 農林水産課

温泉地区排水槽清掃委託業務 豊富町温泉 その他 1,385 温泉地区終末処理場の清掃業務 R 02/04 下旬

R 02/12 下旬

指名競争入札 商工観光課

道路側溝整備委託業務 豊富町一円 その他 4,620 温泉地区排水槽清掃　75m3
稚咲内地区排水槽清掃　24m3

R 02/04 下旬

R 02/10 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

道路台帳補正委託業務 豊富町一円 測量 1,210 道路台帳補正図補正（取付道路形状）
改良路線　L=0.53km

R 02/04 下旬

R 02/10 下旬

随意契約 建設課

道路維持委託業務 豊富町一円 その他 15,367 道路除草、道路修繕、構造物補修　1式 R 02/04 下旬

R 02/10 下旬

指名競争入札 建設課

豊富町教育施設長寿命化計画策定
委託業務

豊富町市街 技術資料作成 1,500 公共施設等総合計画に基づいて、個別施設枚の具体の
方針を定める計画を策定する。

R 02/04 下旬

R 02/10 下旬

指名競争入札 教育委員会

沼ノ端団地公営住宅耐力度調査業
務委託

豊富町兜沼 建築設計 946 昭和６３年～平成元年建設の沼ノ端団地の耐力度調査 R 02/04 上旬

R 02/07 上旬

指名競争入札 建設課

公共賃貸住宅長寿命化計画及び住
宅長寿命化計画策定業務委託

豊富町全域 技術資料作成 5,500 社会資本整備総合交付金の活用に係る豊富町の公営
住宅整備及び住環境整備に係る長寿命化計画並びに

R 02/04 上旬

R 03/03 下旬

指名競争入札 建設課

LANSCOPE並びにWindowsサーバー
アップデート委託業務

豊富町市街 その他 1,738 資産管理サーバ及びWindows機能のアップデートを行う R 02/04 上旬

R 02/06 上旬

随意契約 総務課

本町地区新規水源さく井委託業務 豊富町徳満 その他 10,450 本町地区水道用試験井戸さく井業務　一式
φ200mm　H＝60ｍ

R 02/05 中旬

R 02/10 下旬

指名競争入札 建設課

下水道管渠清掃委託業務 豊富町市街 その他 1,430 管渠清掃1,500ｍ
カメラ調査300m

R 02/05 中旬

R 02/10 下旬

指名競争入札 建設課

豊富浄化センター機器分解整備委
託業務

豊富町市街 その他 4,611 豊富浄化センター機器分解整備　一式
スカム分離機・発電機バッテリー、汚水ポンプ　他

R 02/05 中旬

R 02/12 下旬

指名競争入札 建設課

汚水管渠3号幹線10支線新設実施設
計委託業務

豊富町市街 測量調査設計 4,886 汚水管渠整備実施設計　φ150mm　Ｌ＝130ｍ
測量、設計、地質調査他

R 02/05 中旬

R 02/12 下旬

指名競争入札 建設課

下水道事業全体計画見直し及び事
業計画変更設計委託業務

豊富町市街 技術資料作成 3,888 下水道事業全体計画の見直し、事業計画の変更設計、
補助対象路線図の変更　他

R 02/05 中旬

R 02/12 下旬

随意契約 建設課

豊富浄化センター機器更新工事工
事監理委託業務

豊富町市街 その他 4,500 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）工事監理

R 02/05 下旬

R 03/03 下旬

随意契約 建設課

豊修橋調査設計委託業務 豊富町修徳 測量調査設計 7,500 補修設計　1式 R 02/05 下旬

R 02/09 下旬

指名競争入札 建設課

瑞穂橋調査設計委託業務 豊富町瑞穂 測量調査設計 7,500 補修設計　1式 R 02/05 下旬

R 02/09 下旬

指名競争入札 建設課

林業専用道幌加線測量設計委託業
務

豊富町幌加 測量調査設計 14,400 測量設計　L=800m R 02/05 中旬

R 02/12 下旬

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

林業専用道52林班2号線測量設計委
託業務

豊富町東豊富 測量調査設計 7,371 測量設計　L=900m R 02/05 上旬

R 02/07 上旬

指名競争入札 農林水産課

国土強靭化地域計画策定業務委託 豊富町全域 技術資料作成 5,280 豊富町における国土強靭化地域計画策定業務委託 R 02/05 中旬

R 02/12 下旬

指名競争入札 建設課

防災行政無線電波伝搬調査業務委
託

豊富町一円 その他 1,265 防災行政無線電波障害改善のための調査業務 R 02/05 中旬

R 02/11 下旬

随意契約 総務課

林道維持管理委託業務 豊富町全域 一般土木工事 1,146 全林道の草刈等の維持管理 R 02/06 中旬

R 02/10 下旬

指名競争入札 農林水産課

支障木除去委託業務 豊富町東豊富 その他 1,800 林業専用道52林班2号線開設に係る支障木除去
　L=900m

R 02/07 中旬

R 02/08 中旬

随意契約 農林水産課

農地耕作条件改善事業豊富２地区
農作業道整備工事調査設計委託業

豊富町有明 測量調査設計 13,000 豊富２地区　有明地区農道整備工事調査設計
　L=1,580m

R 02/08 中旬

R 02/12 上旬

指名競争入札 農林水産課

東部地区道路除雪委託業務 豊富町東部 その他 32,000 東部地区道路除雪　1式 R 02/10 下旬

R 03/03 下旬

指名競争入札 建設課

西部地区道路除雪委託業務 豊富町西部 その他 30,000 西部地区道路除雪　1式 R 02/10 下旬

R 03/03 下旬

指名競争入札 建設課

北部地区道路除雪委託業務 豊富町北部 その他 18,000 北部地区道路除雪　1式 R 02/10 下旬

R 03/03 下旬

指名競争入札 建設課
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