
令和3年度　建設工事等発注予定情報

（R3.4.1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）3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

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 1,111 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 03/04 中旬

R 04/03 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 3,638 下水道事業公営企業法適用支援業務一式
例規整備、システム構築　他

R 03/04 中旬

R 04/03 下旬

随意契約 建設課

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

豊富町落合 測量調査設計 4,250 圃場進入路整備　調査設計　49箇所 R 03/04 下旬

R 03/07 下旬

指名競争入札 農林水産課

豊富町農業用施設等進入路拡幅支
援調査設計委託業務

豊富町一円 測量調査設計 584 農業用施設進入路拡幅　調査設計　取付道路　８箇所 R 03/04 下旬

R 03/07 下旬

指名競争入札 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 5,620 明渠排水管理　床堀　8,906ｍ3
　　　　　　　　　 残土均し　8,906ｍ3

R 03/04 中旬

R 03/12 上旬

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

豊富町一円 その他 2,068 水質検査業務一式 R 03/04 中旬

R 04/03 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 豊富町一円 技術資料作成 3,597 水道管路台帳整備　豊徳、稚咲内地区
管路台帳、給水台帳、弁栓台帳、現地調査　他

R 03/04 中旬

R 04/02 中旬

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 8,487 簡易水道事業公営企業法適用支援業務一式
例規整備、システム構築　他

R 03/04 中旬

R 04/03 下旬

随意契約 建設課

水道管路システム再構築委託業務 豊富町市街 技術資料作成 3,190 既存システムのバージョンアップに伴うシステム計画立
案、既存データ取込、変換　他

R 03/04 中旬

R 03/12 中旬

随意契約 建設課

簡易水道事業漏水調査委託業務 豊富町一円 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 03/04 中旬

R 03/10 下旬

随意契約 建設課

本町地区山の手幹線配水管移設実
施設計委託業務

豊富町市街 測量調査設計 5,907 配水管　HPPEφ75　L=430m
給水管　27箇所　L=530m

R 03/04 中旬

R 03/08 上旬

指名競争入札 建設課

デジタルマップ地番データ更新委託
業務

豊富町一円 測量調査設計 902 豊富町農用地等基礎情報データ事業で作成した地番図
等データの経年更新

R 03/04 中旬

R 03/08 下旬

随意契約 農林水産課

豊富町小学校社会科副読本制作委
託業務

豊富町市街 その他 1,980 小学校第３・４学年において、地域学習のために使用す
る社会科副読本の作成　デジタル版納品

R 03/04 中旬

R 04/03 上旬

指名競争入札 教育委員会

防災行政無線用戸別受信機設置委
託業務

豊富町一円 その他 1,925 防災伝達手段多重化のための戸別受信機等設置業務 R 03/04 中旬

R 04/03 下旬

随意契約 総務課



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

道路維持委託業務 豊富町一円 一般土木工事 15,378 道路除草、道路標識類補修、施設点検補修、
路面清掃、道路伐木処理

R 03/04 中旬

R 03/10 下旬

指名競争入札 建設課

道路側溝整備委託業務 豊富町全域 道路清掃 5,082 道路側溝清掃市街地西部地区、稚咲内地区及び温泉
地区排水槽清掃

R 03/04 中旬

R 03/10 中旬

指名競争入札 建設課

公営住宅等住宅用火災警報器更新
業委託

豊富町市街 電気工事 2,475 富士見団地（駅西・リモデル）、四町内団地（公営住宅・
特公賃）住戸内の住宅用火災警報器の更新作業（撤去・

R 03/04 下旬

R 03/12 下旬

指名競争入札 建設課

稚咲内団地公営住宅耐力度調査業
務委託

豊富町稚咲内 建築設計 957 昭和５０年建設の稚咲内団地の耐力度調査 R 03/04 上旬

R 03/07 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 1,303 管渠清掃：1,800m R 03/05 中旬

R 03/11 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 2,629 豊富浄化センター機器分解整備
（汚水ポンプNO.２・曝気装置NO.１）

R 03/05 中旬

R 03/11 下旬

指名競争入札 建設課

農地耕作条件改善事業豊徳３地区
農作業道整備調査設計委託業務

豊富町豊徳 測量調査設計 6,000 農作業道　調査設計　Ｌ＝550ｍ R 03/05 上旬

R 03/09 下旬

指名競争入札 農林水産課

農業水路等長寿命化・防災減災事業
芦川地区送配水管移設測量設計委

豊富町芦川 測量調査設計 5,632 1号送水管 φ150mm HPPE L=380m
第1幹線配水管　φ250mm DGXP L=768m

R 03/05 下旬

R 03/10 下旬

指名競争入札 建設課

本町地区取水井さく井委託業務 豊富町徳満 その他 15,048 掘削口径　450mm　550mm
仕上口径　300A　　 500A

R 03/05 中旬

R 03/10 下旬

指名競争入札 建設課

処方箋システム導入委託業務 豊富町市街 その他 4,103 処方箋システムを導入し、医療サービスの向上を目指
す。

R 03/05 中旬

R 03/07 下旬

随意契約 国保診療所

地籍調査測量委託業務 豊富町字上サ
ロベツ外

測量 20,264 上サロベツ、メナシベツの一部森林地域、約4.05㎢の地
籍調査業務

R 03/05 中旬

R 04/03 中旬

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 15,600 測量設計　L=600m R 03/05 中旬

R 03/12 下旬

指名競争入札 農林水産課

林業専用道57林班2号線測量設計委
託業務

豊富町福永 測量調査設計 6,600 測量設計　L=750m R 03/05 上旬

R 03/07 上旬

指名競争入札 農林水産課

瑞穂橋調査設計委託業務 豊富町瑞穂 橋梁上部工事 7,500 橋梁補修設計　１式（橋長L=14.5m） R 03/05 中旬

R 03/12 中旬

指名競争入札 建設課

橋梁長寿命化修繕計画策定委託業
務

豊富町全域 測量調査設計 9,000 橋梁修繕調査計画策定（本町橋梁数82橋） R 03/05 中旬

R 03/12 中旬

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
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豊富浄化センター電気機械更新工
事監理委託業務

豊富町市街 その他 5,300 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 03/06 中旬

R 04/03 下旬

随意契約 建設課

情報化機器更改委託事業 豊富町市街 その他 31,183 情報機器管理サーバー更新　一式 R 03/06 中旬

R 04/03 下旬

随意契約 総務課

温泉地区排水槽清掃委託業務 豊富町温泉 その他 1,104 温泉地区終末処理場内の清掃作業 R 03/06 上旬

R 03/12 下旬

指名競争入札 商工観光課

林道維持管理委託業務 豊富町全域 一般土木工事 1,243 全林道の草刈等の維持管理 R 03/06 中旬

R 03/10 下旬

指名競争入札 農林水産課

支障木除去委託業務 豊富町福永 その他 1,500 林業専用道57林班2号線開設に係る支障木除去
　L=750m

R 03/07 中旬

R 03/08 中旬

随意契約 農林水産課

東部地区道路除雪委託業務 豊富町東部 一般土木工事 40,000 豊富東部地区道路除雪　L=54km R 03/11 上旬

R 04/03 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 一般土木工事 35,000 豊富西部地区道路除雪　L=54km R 03/11 上旬

R 04/03 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 一般土木工事 25,000 豊富北部地区道路除雪　L=54km R 03/11 上旬

R 04/03 下旬

指名競争入札 建設課
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