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小山町業務委託発注予定表 単位：千円

№ 業 務 委 託 の 名 称 委 託 箇 所 委託期間 委託種別 委 託 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 テレビ番組制作 12ヵ月 その他 役場各課紹介等の番組制作 随意契約 H31.4月 360
ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推

進課
ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推

進課

2 動物死体運搬及び焼却処分業務委託 12ヵ月 その他 動物死体運搬及び焼却処分 随意契約 H31.4月 511 くらし安全課 くらし安全課

3 J-ALERT設備保守点検業務委託 役場本庁 12ヵ月 その他 J-ALERT設備の保守点検 随意契約 H31.4月 513 防災課 防災課

4 家庭内家具等固定作業業務委託 町内 12ヵ月 その他 申請者との連絡調整、金具取付等 随意契約 H31.4月 657 防災課 防災課

5 ダイオキシン類実態調査業務委託 藤曲 12ヵ月 その他 大気中のダイオキシン類測定 随意契約 H31.4月 671 くらし安全課 くらし安全課

6 携帯電話メール配信業務委託
総合文化会

館
12ヵ月 その他 システムの保守管理 随意契約 H31.4月 693 防災課 防災課

7 シルバーワークプラザ指定管理業務委託 12ヵ月 その他 シルバーワークプラザの管理・運営 随意契約 H31.4月 721 介護長寿課 介護長寿課

8 生涯学習推進講演会 阿多野地内 5ヵ月 その他 生涯学習に関する講演会講師派遣 随意契約 H31.4月 800 生涯学習課 生涯学習課

9 芸術文化振興事業 阿多野地内 8ヵ月 その他 姉妹市町等との文化交流事業 随意契約 H31.4月 1,000 生涯学習課 生涯学習課

10 防災行政無線保守点検業務委託 町内 12ヵ月 その他 無線機器等の保守点検 随意契約 H31.4月 1,413 防災課 防災課

11
生土不燃物処理場浸出水処理施設運転維持管
理業務委託

生土 12ヵ月 その他
一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設の
管理

随意契約 H31.4月 1,637 くらし安全課 くらし安全課

12 水質等分析測定業務委託 町内 12ヵ月 その他 町内事業所及び河川等の水質調査 随意契約 H31.4月 1,932 くらし安全課 くらし安全課

13 一般廃棄物中間処理業務委託 12ヵ月 その他 古紙類の中間処理 随意契約 H31.4月 2,028 くらし安全課 くらし安全課

14 無線機器保守点検業務委託 12ヵ月 その他 無線機器保守点検業務 随意契約 H31.4月 2,033
ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推

進課
ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推

進課

15 NPO支援センター業務 阿多野地内 12ヵ月 その他 NPO支援に関する各種事業 随意契約 H31.4月 2,500 生涯学習課 生涯学習課

16 パークゴルフ場管理業務 吉久保地内 12ヵ月 その他 受付業務、管理業務委託 随意契約 H31.4月 3,600 生涯学習課 生涯学習課

平成31年度



2/5

小山町業務委託発注予定表 単位：千円

№ 業 務 委 託 の 名 称 委 託 箇 所 委託期間 委託種別 委 託 概 要
入札及び契約

方 法
入札又は
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予 算 額
(単位千円)

担 当 課 予 算 課

平成31年度

17
林業・木材産業成長産業化促進対策事業　林
業専用道大洞山線測量設計業務委託

大御神 3ヵ月
測量、設

計
延長790m 指名競争入札 H31.4月 3,950 農林課 農林課

18 安田コレクション修復事業 阿多野地内 12ヵ月 その他 文化財史料の修復 随意契約 H31.4月 5,000 生涯学習課 生涯学習課

19 新産業集積エリア施工監理業務
湯船
上野

9ヵ月 その他 施工監理　１式 随意契約 H31.4月 5,000 未来拠点課 未来拠点課

20 上野工業団地希尐植物等保全対策業務 上野 12ヵ月 その他 希尐植物等保全対策　１式 随意契約 H31.4月 5,000 未来拠点課 未来拠点課

21 足柄ふれあい公園維持管理業務委託 竹之下 12ヵ月 その他 維持管理業務 1式 随意契約 H31.4月 6,100 都市整備課 都市整備課

22 上野工業団地配水管詳細設計業務 上野 6ヵ月 設計 上水道配水管詳細設計 随意契約 H31.4月 7,000 未来拠点課 未来拠点課

23 足柄SIC開通効果検証業務 桑木 12ヵ月 その他 開通効果検証 １式 随意契約 H31.4月 7,500 未来拠点課 未来拠点課

24 小山フィルムファクトリー指定管理料 12ヵ月 その他 小山フィルムファクトリー指定管理 随意契約 H31.4月 9,000
ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推

進課
ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推

進課

25
林業・木材産業成長産業化促進対策事業　林
業専用道大洞山線開設業務委託

大御神 5ヵ月 その他 森林作業道 延長790m 指名競争入札 H31.4月 15,800 農林課 農林課

26 地域包括支援センター業務委託 12ヵ月 その他 総合相談支援業務等 随意契約 H31.4月 22,000 介護長寿課 介護長寿課

27 ふるさと振興事業業務委託 12ヵ月 その他 ふるさと寄附に対する返礼品発送等事務 随意契約 H31.4月 321,516
ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推

進課
ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推

進課

28 五合目公衆トイレ保守点検業務委託 須走 8ヵ月 その他 トイレの保守点検 随意契約 H31.4月 3,202 商工観光課 商工観光課

29 五合目トイレ清掃維持管理及び駐車場整理業務委託 須走 7ヵ月 その他 トイレ及び駐車場の管理 随意契約 H31.4月 3,400 商工観光課 商工観光課

30 自転車活用推進計画策定業務委託 町内 12ヵ月 その他 自転車活用推進計画の策定 随意契約 H31.4月 5,500 商工観光課 商工観光課

31 観光地域づくり推進業務委託 町内 12ヵ月 その他 小山町版ＤＭＯの構築 随意契約 H31.4月 10,000 商工観光課 商工観光課

32 町道用沢大御神線土地鑑定評価業務委託 用沢 3ヵ月 その他 L=460ｍ 随意契約 H31.5月 800 建設課 建設課
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33 「わが家の専門家診断事業」業務委託 町内 9ヵ月 その他 一式 随意契約 H31.5月 927 都市整備課 都市整備課

34 小山町水生生物調査業務委託 未定 6ヵ月 その他 地元小学生と水辺の生き物調査 指名競争入札 H31.5月 1,000 くらし安全課 くらし安全課

35
新規国調　用沢その1地籍調査測量業務･用沢
その2地籍調査業務委託

用沢 11ヵ月
測量
その他

A=0.09k㎡ 指名競争入札 H31.5月 2,440 建設課 建設課

36 公共嘱託登記　町道大胡田用沢線外1路線 用沢 3ヵ月 その他 公共嘱託登記　1式 随意契約 H31.5月 2,500 建設課 建設課

37 誓いの丘公園整備工事監理業務委託 竹之下 10ヵ月 その他 工事監理業務 随意契約 H31.5月 2,500 都市整備課 都市整備課

38 町民プール管理委託 藤曲地内 4ヵ月 その他 町民プール開放時の監視等 随意契約 H31.5月 2,620 生涯学習課 生涯学習課

39
再国調　一色その1地籍調査測量業務･一色そ
の2地籍調査業務委託

一色 11ヵ月
測量
その他

A=0.18k㎡ 指名競争入札 H31.5月 4,000 建設課 建設課

40 シティプロモーション推進業務 11ヵ月 その他 プロモーション動画制作等 随意契約 H31.5月 7,200
ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推

進課
ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推

進課

41 上野工業団地水文調査業務 上野 8ヵ月 その他 地下水調査　１式 随意契約 H31.5月 15,000 未来拠点課 未来拠点課

42 デジタルマーケティング事業 11ヵ月 その他 プロモーション動画制作及び発信 随意契約 H31.5月 20,000
ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推

進課
ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推

進課

43 東京2020ﾃｽﾄｲﾍﾞﾝﾄ自転車ﾛｰﾄﾞ開催関連事業 町内 作成 コースサポーターのＴシャツ作成等 随意契約 H31.5月 1,000
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝ
ﾋﾟｯｸ推進局

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝ
ﾋﾟｯｸ推進局

44 自転車まちづくり事業業務委託 町内 1ヵ月 その他 自転車による地域振興事業 随意契約 H31.5月 1,500 商工観光課 商工観光課

45 開催PR用横断幕等作成業務 町内
作成・設

置
横断幕７枚作成・設置費含む 随意契約 H31.5月 1,705

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝ
ﾋﾟｯｸ推進局

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝ
ﾋﾟｯｸ推進局

46 中学校無線LAN整備業務委託 町内 4ヵ月 その他 町内中学校、全普通教室・特別教室 随意契約 H31.5月 6,490 こども育成課 こども育成課

47 小学校無線LAN整備業務委託 町内 4ヵ月 その他 町内小学校、全普通教室・特別教室 随意契約 H31.5月 10,457 こども育成課 こども育成課

48 町道2060号線外2測量設計業務委託 竹之下 5ヵ月 設計 測量、実施設計　1式 指名競争入札 H31.5月 6,000 建設課 建設課
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入札又は
契約時期

予 算 額
(単位千円)

担 当 課 予 算 課

平成31年度

49 （普）精進川支川改修測量設計業務 須走 6ヵ月 設計 測量、実施設計　1式 指名競争入札 H31.5月 15,000 建設課 建設課

50 大胡田用沢線設計図修正業務 用沢 6ヵ月 その他 図面修正 1式 随意契約 H31.6月 1,000 都市整備課 都市整備課

51 再国調　小山その1地籍調査地図訂正業務委託 小山 10ヵ月 その他 A=0.15k㎡ 指名競争入札 H31.6月 1,560 建設課 建設課

52 足柄駅交流センター建設工事監理業務委託 竹之下 10ヵ月 その他 工事監理業務 随意契約 H31.6月 6,000 都市整備課 都市整備課

53 上野工業団地施工監理業務 上野 10ヵ月 その他 施工監理　１式 随意契約 H31.6月 8,000 未来拠点課 未来拠点課

54
東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ自転車ﾛｰﾄﾞ開催PR
ｺｰﾅｰ設営事業

町内 設営 自転車競技開催PRｺｰﾅｰの設営 随意契約 H31.6月 1,000
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝ
ﾋﾟｯｸ推進局

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝ
ﾋﾟｯｸ推進局

55 須走口下山道看板管理業務委託 須走 5ヵ月 その他 看板設置・撤去・巡回 随意契約 H31.6月 1,426 商工観光課 商工観光課

56
町道足柄三保線外２路線舗装補修実施設計業
務委託

町内 5ヵ月 設計 N=10個所、L=650ｍ 指名競争入札 H31.6月 7,300 建設課 建設課

57
町道3975号線交差点(ラウンドアバウト)道路
照明灯詳細設計業務委託

大御神 9ヵ月 設計 照明施設設計　1式 指名競争入札 H31.6月 7,600 建設課 建設課

58 橋梁長寿命化修繕計画見直し業務委託 町内 9ヵ月 その他 計画見直し検討　1式 指名競争入札 H31.6月 8,000 建設課 建設課

59
町道小山白岩線外２路線法面擁壁補修実施設
計業務委託

町内 9ヵ月 設計 L=1,000m、A=6,500㎡ 指名競争入札 H31.6月 15,700 建設課 建設課

60 小山町道路橋梁定期点検業務委託 町内 9ヵ月 その他 橋梁定期点検　1式 指名競争入札 H31.6月 33,200 建設課 建設課

61 町道4186号線測量設計業務 須走 5ヵ月 設計 測量、実施設計　1式 指名競争入札 H31.6月 6,250 建設課 建設課

62 町道3275号線外4測量設計業務委託
上野･阿多
野･大胡田･

一色
6ヵ月 設計 測量、実施設計　2式 指名競争入札 H31.6月 25,000 建設課 建設課

63
東名高速道路跨道橋橋梁補修工事原坂橋・南
の原橋

桑木 10ヵ月 その他 橋梁補修工　N=2橋 随意契約 H31.6月 100,000 建設課 建設課

64
小山町農業振興地域整備計画定期変更（基礎
調査）業務委託

町内全域 7ヵ月 その他
農業振興地域整備計画定期変更（基礎調
査）

指名競争入札 H31.7月 3,036 農林課 農林課
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65 須走コミセン等改修工事監理業務委託 須走 9ヵ月 その他 須走コミセン等改修工事監理業務 指名競争入札 H31.7月 5,000 都市整備課 須走支所

66 富士山ナビゲーター業務委託 須走 2ヵ月 その他 登山指導・周辺観光案内等 随意契約 H31.7月 1,109 商工観光課 商工観光課

67 富士山須走ルート巡視業務委託 須走 2ヵ月 その他 登山者の安全確保・屋外排泄物の回収等 随意契約 H31.7月 2,001 商工観光課 商工観光課

68 富士山保全協力金徴収業務委託 須走 2ヵ月 その他 協力金への呼びかけ・徴収 随意契約 H31.7月 4,848 商工観光課 商工観光課

69 町道中島藤曲線測量設計業務 中島 5ヵ月 設計 測量、実施設計　1式 指名競争入札 H31.7月 1,100 建設課 建設課

70 町道大胡田用沢線外1路線物件調査業務委託 用沢 3ヵ月 その他 立木等調査　1式 指名競争入札 H31.7月 3,000 建設課 建設課

71 町道大胡田用沢線外1路線土質調査業務委託 用沢 3ヵ月 その他 土質CBR試験等　1式 指名競争入札 H31.7月 4,000 建設課 建設課

72 町道1064号線測量設計業務 落合 5ヵ月 設計 測量、実施設計　1式 指名競争入札 H31.7月 5,000 建設課 建設課

73
東富士演習場関連公共用施設整備事業正倉用
排水路測量設計業務委託

一色 6ヵ月 測量設計 L=500ｍ 指名競争入札 H31.8月 7,280 農林課 農林課

74 橋梁補修実施設計業務 町内 6ヵ月 設計 橋梁補修実施設計　1式 指名競争入札 H31.8月 10,000 建設課 建設課

75 須走低区配水池建設工事実施設計業務委託 須走 7ヵ月
測量、設

計
配水池設計業務　1式 指名競争入札 H31.8月 16,000 上下水道課 上下水道課

76 小山PA周辺地区施工監理業務 大御神 6ヵ月 その他 施工監理　１式 随意契約 H31.9月 6,000 未来拠点課 未来拠点課

77 湯船原地区熱伝導管設計業務 上野 6ヵ月 設計 熱伝導管路基本設計 指名競争入札 H31.9月 10,000 未来拠点課 未来拠点課

78 建設工事設計業務委託 町内 3ヵ月 設計 一式 随意契約 H31.9月 500 都市整備課 都市整備課

79
老朽管更新工事に伴う詳細設計（小山水系高
区）

藤曲 5ヵ月
測量、設

計
配水管(HPPE)φ75～φ200 L=1,100m 指名競争入札 H31.9月 6,000 上下水道課 上下水道課


