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小　山　町　工　事　発　注　予　定　表 単位：千円

№ 公 共 工 事 の 名 称 工 事 場 所 工事期間 工事種別 工 事 概 要
入札及び契約

方 法
入札又は契
約 時 期

予 算 額
(単位千円)

担当課 予算課

1 須走多目的広場歩道補修工事 須 走 3ヶ月 舗装 補修面積 150㎡、ゴムチップ舗装 指名競争入札 H31.4月 5,000 都市整備課 都市整備課

2 須走憩いの家改修工事 須走 3ヵ月 建築
木造平屋　約44.7㎡
玄関、内壁改修、廊下のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化等

指名競争入札 H31.4月 5,300 都市整備課 須走支所

3 西洋館改修工事 藤 曲 9ヶ月 建築
木造２階建て
延床面積　396㎡

随意契約 H31.5月 300,000 都市整備課 都市整備課

4 豊門公園修景工事 竹 之 下 9ヶ月 土木
整備面積 4,446㎡
木造平屋：延床面積 111㎡

指名競争入札 H31.5月 50,000 都市整備課 都市整備課

5 誓いの丘公園整備工事 竹 之 下 9ヶ月 建築
整備面積 4,446㎡
木造平屋：延床面積 111㎡

指名競争入札 H31.5月 50,000 都市整備課 都市整備課

6 町道2160号線外5路線舗装補修工事
竹之下・新
柴・桑木

4ヵ月 舗装 舗装補修　L=750m 指名競争入札 H31.5月 30,000 建設課 建設課

7
安全施設設置工事（防護柵等：足柄
地区）

竹之下・桑
木

4ヵ月 土木 防護柵ほか 1式 指名競争入札 H31.5月 4,000 建設課 建設課

8
安全施設設置工事（防護柵等：北郷
地区）

用沢･中日
向･大胡田･

一色
4ヵ月 土木 防護柵ほか 1式 指名競争入札 H31.5月 3,000 建設課 建設課

9 町道3248号線外6路線舗装補修工事
棚頭･阿多
野･吉久保･

上古城
5ヵ月 舗装 舗装補修　L=600m 指名競争入札 H31.5月 37,000 建設課 建設課

10
小山町消防団第7分団車庫建設・解体
工事

須 走 8ヶ月 建築
鉄骨造2階建て（防災倉庫60㎡含）
建築面積130㎡

指名競争入札 H31.5月 60,517 小山消防署 小山消防署

11 北郷中学校加圧給水ポンプ修繕 用 沢 2ヶ月 その他 加圧給水ポンプ設置・交換 指名競争入札 H31.5月 4,756 都市整備課 こども育成課

12 町道4211号線道路新設工事 須走 8ヵ月 土木 道路改良舗装　L=90m 指名競争入札 H31.6月 28,000 建設課 建設課

13
県単独林道事業
林道中島線改良工事

柳 島 3ヶ月 土木 L＝150m　W＝4.0ｍ 指名競争入札 H31.6月 5,000 農林課 農林課

14
県単独林道事業
林道竹之下金時線改良工事

竹 之 下 3ヶ月 土木 L＝150m　W＝4.0ｍ 指名競争入札 H31.6月 5,000 農林課 農林課

15
県単独治山事業
藤曲地区地山補強工事

藤 曲 5ヶ月 土木 山腹工　1式 指名競争入札 H31.6月 5,000 農林課 農林課

16 町道2416号線他１路線橋梁工事 桑 木 22ヶ月 土木 橋梁 橋長50m 指名競争入札 H31.6月 300,000 未来拠点課 未来拠点課

17 町道3099号線道路改良工事 上 野 10ヶ月 土木 延長300m・幅員9.5m 指名競争入札 H31.6月 260,000 未来拠点課 未来拠点課

18 町住北原団地解体工事 須 走 6ヶ月 解体 簡平５棟 指名競争入札 H31.6月 12,000
おやまで暮ら

そう課
おやまで暮ら

そう課

19 町住新緑ヶ丘団地３号棟改修工事 須 走 6ヶ月 その他 中耐３階建　１棟 指名競争入札 H31.6月 21,792
おやまで暮ら

そう課
おやまで暮ら

そう課

20 町住南藤曲団地Ｍ４棟改修工事 藤 曲 6ヶ月 その他 中耐３階建　１棟 指名競争入札 H31.6月 22,308
おやまで暮ら

そう課
おやまで暮ら

そう課

平成31年度
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21 (都)大胡田用沢線道路改良工事 用 沢 9ヶ月 土木 L=450m、W=16m 指名競争入札 H31.6月 200,000 都市整備課 都市整備課

22 足柄駅交流センター建設工事 竹 之 下 9ヶ月 建築
木造２階建て
延床面積　320㎡、外構含む

指名競争入札 H31.6月 165,000 都市整備課 都市整備課

23 足柄駅前広場改修工事 竹 之 下 9ヶ月
土木,舗

装
ロータリー部改修
駐車場整備

指名競争入札 H31.6月 50,000 都市整備課 都市整備課

24 誓いの丘公園法面修景工事 竹 之 下 9ヶ月
その他
(造園)

整備面積 2,223㎡
植栽工：１式

指名競争入札 H31.6月 4,000 都市整備課 都市整備課

25 町道桑木新柴線側溝設置工事 桑木 4ヵ月 土木 側溝工　L=150m 指名競争入札 H31.6月 3,000 建設課 建設課

26 町道3533号線舗装新設工事 用沢 4ヶ月 舗装 舗装新設　L=40m 指名競争入札 H31.6月 2,000 建設課 建設課

27 町道3292号線道路改良舗装工事 吉久保 5ヵ月 土木 道路改良舗装　L=50m 指名競争入札 H31.6月 5,000 建設課 建設課

28
町道３９７５号線道路改良舗装事業
（大御神工区）

大御神 10ヵ月 土木 道路改良舗装　L=580m 指名競争入札 H31.6月 255,000 建設課 建設課

29
町道大胡田用沢線道路改良舗装事業
（第1工区）

用沢 10ヵ月 土木 道路改良舗装　L=560m 指名競争入札 H31.6月 130,000 建設課 建設課

30 町道足柄三保線側溝蓋設置工事 柳 島 4ヵ月 土木 側溝工　L=320m 指名競争入札 H31.6月 5,830 建設課 建設課

31 町道1017号線側溝蓋設置工事 生 土 4ヵ月 土木 側溝工　L=100m 指名競争入札 H31.6月 1,500 建設課 建設課

32 小山町役場本庁舎トイレ改修工事 藤曲 4ヵ月 建築 トイレ改修 指名競争入札 H31.7月 4,000 都市整備課 総務課

33
須走浄化センター長寿命化対策機械
設備工事

須 走 8ヶ月 機械 汚泥脱水機　1.0式 指名競争入札 H31.7月 50,000 上下水道課 上下水道課

34 須走コミセン等改修工事 須 走 9ヶ月 建築
外壁改修面積540㎡
屋根改修面積800㎡

指名競争入札 H31.7月 150,000 都市整備課 須走支所

35 小山球場改修工事 阿 多 野 8ヶ月 建築
土壌入替及びスコアボード・防護フェン
ス等の修繕。

指名競争入札 H31.7月 200,000 生涯学習課 生涯学習課

36 町道文京通り線舗装補修工事 須走 3ヵ月 舗装 舗装補修　L=100m 指名競争入札 H31.7月 3,000 建設課 建設課

37 町道上野大御神線舗装補修工事
上野・中日
向・大御神

5ヵ月 舗装 舗装補修　L=720m 指名競争入札 H31.7月 36,000 建設課 建設課

38 町道1207号線道路改良舗装 菅沼 6ヵ月 土木 改良舗装　L=50m 指名競争入札 H31.7月 11,000 建設課 建設課

39 町道4048号線舗装工事外2路線 須走 5ヶ月 土木 舗装工事　L=330m 指名競争入札 H31.7月 5,000 建設課 建設課

40 町道1671号線舗装工事外4路線 成美 5ヵ月 土木 舗装工事　L=590m 指名競争入札 H31.7月 9,870 建設課 建設課
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41 町道1635号線道路改良舗装工事 藤 曲 5ヶ月 土木 道路改良　L=120m 指名競争入札 H31.7月 6,300 建設課 建設課

42 町道1626号線道路改良舗装工事 小 山 5ヶ月 土木 道路改良　L=230m 指名競争入札 H31.7月 5,000 建設課 建設課

43 町道1630号線道路改良舗装工事 小 山 4ヶ月 土木 道路改良　L=30m 指名競争入札 H31.7月 2,200 建設課 建設課

44 （普）大沢川護岸改修工事 小 山 4ヶ月 土木 河川改修　L=40m 指名競争入札 H31.7月 3,300 建設課 建設課

45 （都）大胡田用沢線配水管布設工事 用 沢 8ヶ月 管 配水管(DIP)φ200 L=400m 随意契約 H31.7月 20,000 上下水道課 上下水道課

46 老朽管更新工事（須走水系） 須 走 4ヶ月 管 配水管(HPPE)φ75 L=200m 指名競争入札 H31.7月 7,500 上下水道課 上下水道課

47 北郷小PAS接地修繕工事 用 沢 2ヶ月 電気 PAS接地修繕・高圧引込ケーブル更新 指名競争入札 H31.7月 2,104 都市整備課 こども育成課

48 町道1186号線道路改良工事 菅沼 5ヵ月 土木 水路改修　L=60m 指名競争入札 H31.8月 5,000 建設課 建設課

49 町道一色中日向線舗装補修工事 棚頭 4ヵ月 舗装 舗装補修　L=300m 指名競争入札 H31.8月 17,000 建設課 建設課

50 町道用沢大御神線舗装補修工事
用沢・大御

神
5ヵ月 舗装 舗装補修　L=1500m 指名競争入札 H31.8月 38,000 建設課 建設課

51
町道大胡田用沢線外1道路改良舗装事
業（第2工区）

用沢 8ヵ月 土木 道路改良舗装　L=460m 指名競争入札 H31.8月 120,000 建設課 建設課

52 町道用沢大御神線道路改良舗装事業 用沢 8ヵ月 土木 道路改良舗装　L=600m 指名競争入札 H31.8月 280,000 建設課 建設課

53 竹之下神田急傾斜地崩壊防止工事 竹之下 5ヵ月 土木 法枠工ほか　1式 指名競争入札 H31.8月 24,000 建設課 建設課

54 旧鎌倉往還道整備工事 須走 3ヵ月 土木 堆積土砂除去　L=150m 指名競争入札 H31.8月 2,000 建設課 建設課

55 老朽管更新工事（柳島1-1,1-2） 柳 島 7ヶ月 管 配水管(DIP)φ150 L=590m 指名競争入札 H31.8月 32,000 上下水道課 上下水道課

56 老朽管更新工事（滝沢配水区3,6-1） 小 山 6ヶ月 管 配水管(HPPE)φ75 L=250m 指名競争入札 H31.8月 16,000 上下水道課 上下水道課

57 足柄小学校プール付属棟改修工事 竹 之 下 3ヶ月 建築 屋根・外壁・トイレ改修 指名競争入札 H31.8月 5,000 都市整備課 こども育成課

58 小山中バックネット改修工事 藤 曲 3ヶ月
土木
建築

ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ・基礎・既存ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ撤去工事 指名競争入札 H31.8月 15,000 都市整備課 こども育成課

59 足柄小学校プール塗装改修工事 竹 之 下 3ヶ月 建築 プール改修塗装塗替 指名競争入札 H31.8月 11,000 都市整備課 こども育成課

60 町道1288号線待避所設置工事 藤曲 6ヵ月 土木 待避所設置　1箇所　L=30m 指名競争入札 H31.9月 11,000 建設課 建設課
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61 小富士遊歩道整備工事 須 走 3ヶ月 その他 木道設置　L=800m 指名競争入札 H31.9月 41,841 商工観光課 商工観光課

62 町道原向中日向線舗装補修工事 棚頭 5ヵ月 舗装 舗装補修　L=700m 指名競争入札 H31.9月 39,000 建設課 建設課

63 普通河川維持工事（足柄地区） 桑木 5ヵ月 土木 河川維持　L=250m 指名競争入札 H31.9月 10,000 建設課 建設課

64 町道1181号線橋梁補修工事 竹之下 4ヵ月 土木 橋梁補修　N=1橋 指名競争入札 H31.9月 4,000 建設課 建設課

65
町道5036号線舗装新設工事外2路線舗
装新設工事

中日向･大胡
田･一色

4ヶ月 舗装 舗装新設　L=390m 指名競争入札 H31.9月 14,000 建設課 建設課

66
普通河川維持工事
（北郷地区）

吉久保 5ヵ月 土木 河川維持　L=200m 指名競争入札 H31.9月 2,000 建設課 建設課

67 町道一色大御神線舗装補修工事 一色 4ヵ月 舗装 舗装補修　L=250m 指名競争入札 H31.9月 10,000 建設課 建設課

68 町道阿多野大御神線舗装補修工事
大御神・棚

頭
4ヵ月 舗装 舗装補修　L=200m 指名競争入札 H31.9月 10,000 建設課 建設課

69 足柄三保線（堀城橋）橋梁補修工事 菅沼 5ヵ月 土木 橋梁補修　N=1橋 指名競争入札 H31.9月 10,000 建設課 建設課

70
町道上野大御神線道路改良舗装工事
（第1工区）

大御神 7ヵ月 土木 道路改良舗装　L=360m 指名競争入札 H31.9月 110,000 建設課 建設課

71 （普）精進川支川河川改修工事 須走 6ヵ月 土木 河川改修　L=120m 指名競争入札 H31.9月 52,000 建設課 建設課

72 普通河川維持工事（成美地区） 成美 4ヵ月 土木 河川維持　L=350m 指名競争入札 H31.9月 2,100 建設課 建設課

73 新東名側道配水幹線布設工事
用沢・大御

神
6ヶ月 管 配水管(HPPE)φ150 L=1000m 随意契約 H31.9月 40,000 上下水道課 上下水道課

74
駿河小山駅前修景及び町の駅活性化
事業

小 山 10ヶ月
建築その

他
観光案内看板・水飲み場・フェンス・町
の駅改修　１式

指名競争入札 未定 50,000 商工観光課 商工観光課

75 町の駅すばしり改修工事 須 走 6ヶ月
建築その

他
展望台設置・軒下設置・外観改修　１式 指名競争入札 未定 60,000 商工観光課 商工観光課


