
令和4年度　建設工事等発注予定情報

（R4.4.1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）4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

稚咲内団地公営住宅居住性改善工
事　その4

豊富町稚咲内 建築工事 8,492 昭和51年度建設の稚咲内団地住戸1戸の居住性改善
工事、水廻り改修、ボイラー設置、内装修繕他

R 04/04 下旬

R 04/08 中旬

指名競争入札 建設課

稚咲内団地公営住宅屋根葺替工事 豊富町稚咲内 建築工事 4,499 昭和51年度建設の稚咲内団地公営住宅1棟の屋根葺替
工事

R 04/04 下旬

R 04/07 下旬

指名競争入札 建設課

役場独身寮屋外階段修繕工事 豊富町稚咲内 建築工事 5,357 役場独身寮外階段と屋根（1か所）の修繕工事 R 04/04 中旬

R 04/09 中旬

指名競争入札 建設課

中央団地公営住宅B棟屋上防水改
修工事

豊富町稚咲内 建築工事 8,085 屋上防水改修工事および廊下外壁部分のクラック補修 R 04/04 下旬

R 04/08 下旬

指名競争入札 建設課

屋内多目的運動場屋根部分葺替工
事

豊富町市街 屋根板金工事 6,380 昨年の暴風により、屋内多目的運動場の屋根が破損し
たため、原状復旧の工事を行うもの。
屋根撤去164㎡・部分葺替589㎡

R 04/04 中旬

R 04/08 下旬

指名競争入札 教育委員会

診療所シャワーブース設置工事 豊富町市街 建築工事 1,738 医療従事者の感染症安全管理のためのシャワーブース
設置工事

R 04/04 下旬

R 04/09 下旬

指名競争入札 国保診療所

ふれあいセンターエアコン設置電源
工事

豊富町温泉 電気工事 1,265 200Vエアコン　14台分のコンセント、漏電ブレーカー設
置及び幹線工事

R 04/04 下旬

R 04/07 下旬

指名競争入札 商工観光課

火葬場下水道管敷設工事 豊富町新生 管工事 1,991 排水設備工事　W＝１ｍ　Ｌ＝１２０ｍ R 04/04 中旬

R 04/07 下旬

指名競争入札 町民課

防災備蓄倉庫新設工事 豊富町市街 一般土木工事 10,032 防災備蓄倉庫の新設工事（３箇所） R 04/04 下旬

R 04/12 下旬

指名競争入札 総務課

町道区画線標示工事 豊富町市街外 その他 1,793 2丁目線・４丁目線・東３条仲通線・ｻﾛﾍﾞﾂ団地３号線
実線2,490ｍ　　ドット線18カ所

R 04/04 下旬

R 04/07 下旬

指名競争入札 町民課

光回線移行工事 豊富町市街 その他 51 フレッツ光への移行工事 R 04/04 上旬

R 04/05 下旬

随意契約 保健推進課

豊富浄化センター電気設備更新工
事

豊富町市街 機械器具設置
工事

7,800 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）
電気設備更新工事　一式

R 04/05 上旬

R 05/02 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

豊富浄化センター機械計装更新工
事

豊富町市街 機械器具設置
工事

10,000 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）
機械計装更新工事　一式

R 04/05 上旬

R 05/02 下旬

指名競争入札 建設課

東豊富苗畑線整備工事 豊富町東豊富 一般土木工事 4,630 改良L=460m　W=5.0m R 04/05 中旬

R 04/08 下旬

指名競争入札 建設課

仲通線道路整備工事 豊富町市街 一般土木工事 9,535 改良L=177m　W=5.0m R 04/05 中旬

R 04/08 下旬

指名競争入札 建設課

宮下通線整備工事 豊富町市街 一般土木工事 8,557 改良L=230m　W=5.0m R 04/05 中旬

R 04/08 下旬

指名競争入札 建設課

教員住宅改修事業 豊富町市街 建築工事 6,083 建築年数約40年を経過して古くなった教員住宅を改修
する。
延べ面積　53.46㎡

R 04/05 下旬

R 04/09 下旬

指名競争入札 教育委員会

伊藤橋架替工事 豊富町東豊富 橋梁上部工事 10,000 取付道路工　L=151.7m
旧橋解体　１式

R 04/05 中旬

R 04/08 下旬

指名競争入札 建設課

瑞穂橋補修工事 豊富町瑞穂 橋梁上部工事 38,000 上部塗装　A=120㎡
支承工　6箇所
伸縮装置交換　６箇所

R 04/05 中旬

R 04/10 下旬

指名競争入札 建設課

林業専用道幌加線開設工事 豊富町幌加 一般土木工事 30,000 開設工事　L=400m R 04/05 中旬

R 04/12 下旬

指名競争入札 農林水産課

農地耕作条件改善事業有明地区農
作業道整備工事第1工区

豊富町有明 一般土木工事 36,900 農作業道整備工事　L＝455m　　車道幅員　L＝4.00m
造成幅員　L＝5.50m

R 04/05 上旬

R 04/08 上旬

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
本町地区取水施設非常用自家発電
機更新工事

豊富町徳満 電気工事 26,224 非常用自家発電機更新　１基 80ｋVA R 04/05 上旬

R 05/03 中旬

指名競争入札 建設課

農業水路等長寿命化・防災減災事業
芦川地区送配水管布設替工事

豊富町芦川 管工事 75,033 送水管　HPPEφ150　L=396.5ｍ
配水管　DGXPφ250　L=712.5m

R 04/05 上旬

R 04/12 中旬

指名競争入札 建設課

本町地区８号取水井導水管布設工
事

豊富町徳満 管工事 8,063 導水管布設　HPPEφ150　L=76m
井戸ピット配置築造　管理用道路砂利敷均

R 04/05 上旬

R 04/09 下旬

指名競争入札 建設課

本町地区取水施設電気計装盤新設
工事

豊富町徳満 電気工事 88,814 8号井取水盤新設　室内配管　取水ポンプ取付
5号取水盤・計装盤・監視装置改造
エアチャンバー更新

R 04/05 上旬

R 05/03 上旬

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

本町地区取水施設非常用自家発電
機室築造工事

豊富町徳満 建築工事 4,620 発電機室築造　ガレージ型　18.24m2　布基礎 R 04/05 上旬

R 04/09 下旬

指名競争入札 建設課

稚咲内団地公営住宅外壁改修工事 豊富町稚咲内 建築工事 1,859 昭和51年度建設の稚咲内団地公営住宅1棟の外壁改修
工事、クラック補修のうえ水性シリコン樹脂塗装2回塗り

R 04/06 中旬

R 04/09 上旬

指名競争入札 建設課

町有林保育工事 豊富町東豊富 森林土木工事 2,693 下刈　A=19.36ha R 04/06 上旬

R 04/08 上旬

指名競争入札 農林水産課

小規模土地改良事業豊富地区施設
進入路整備工事

豊富町上福永
　他

一般土木工事 8,000 横断管布設替1箇所
農業用施設進入路1箇所
農作業道　80m

R 04/07 上旬

R 04/10 下旬

指名競争入札 農林水産課

小規模土地改良事業瑞穂南第1地区
圃場進入路整備工事

豊富町瑞穂南 一般土木工事 7,501 圃場進入路の既設鋼製コルゲート管をコンクリート管・波
付加工管へ布設替えする。5箇所

R 04/07 上旬

R 04/10 下旬

指名競争入札 農林水産課

小規模土地改良事業瑞穂南第2地区
圃場進入路整備工事

豊富町上福永
　他

一般土木工事 7,501 圃場進入路の既設鋼製コルゲート管をコンクリート管・波
付加工管へ布設替えする。5箇所

R 04/07 上旬

R 04/10 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
援事業

豊富町芦川 一般土木工事 1,097 国道に隣接している農業用施設等進入路を拡幅する。1
箇所

R 04/07 上旬

R 04/10 下旬

指名競争入札 農林水産課

町有林間伐工事 豊富町東豊富 森林土木工事 10,461 間伐　A=18.73ha R 04/07 上旬

R 04/10 下旬

随意契約 農林水産課

福永線１工区林道環境改良工事 豊富町福永 一般土木工事 2,000 路盤改良　L=100m R 04/08 中旬

R 04/12 中旬

指名競争入札 農林水産課

福永線２工区林道環境改良工事 豊富町福永 一般土木工事 2,000 路盤改良　L=100m R 04/08 中旬

R 04/12 中旬

指名競争入札 農林水産課

農地耕作条件改善事業有明地区農
作業道整備工事第2工区

豊富町有明 一般土木工事 43,000 農作業道整備工事　L＝437m　　車道幅員　L＝4.00m
造成幅員　L＝5.50m

R 04/08 中旬

R 04/11 中旬

指名競争入札 農林水産課

鮒釣川整備工事 豊富町市街 一般土木工事 20,900 整備延長　L=1,680m　 R 04/12 中旬

R 05/02 下旬

指名競争入札 建設課


