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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 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検
査

随意契約 R3.4月 3,955 くらし安全課 くらし安全課

2 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 R3.4月 1,925 くらし安全課 くらし安全課

3
生土不燃物最終処分場浸出水
処理施設管理業務委託

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 R3.4月 1,650 くらし安全課 くらし安全課

4
小山町町民いこいの家温泉設
備等保守点検業務委託

竹之下 12ヵ月 その他 温泉設備等の保守点検 随意契約 R3.4月 3,043 商工観光課 商工観光課

5
小山町町民いこいの家入浴施
設管理業務委託

竹之下 12ヵ月 その他 温泉の運営業務 随意契約 R3.4月 26,000 商工観光課 商工観光課

6
小山町町民いこいの家定期清
掃業務委託

竹之下 12ヵ月 その他 温泉の定期清掃業務 随意契約 R3.4月 1,524 商工観光課 商工観光課

7 建物用途別現況調査 町内 6ヵ月 その他
町内建築物の位置、用途、構
造、面積、建築年、耐火構造種
別等の調査

指名競争入札 R3.4月 3,000 都市整備課 都市整備課

8
須走多目的広場芝生管理業務
委託

須走 12ヵ月 その他 業務委託の名称に同じ 随意契約 R3.4月 720 都市整備課 都市整備課

9
誓いの丘公園ネポン式トイレ
清掃業務委託

竹之下 12ヵ月 その他 業務委託の名称に同じ 随意契約 R3.4月 1,659 都市整備課 都市整備課

10
足柄SA周辺地区開発道路
橋梁整備工事施工監理等業務

桑木 16ヵ月 その他 施工監理　１式 随意契約 R3.4月 8,500 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課

11
令和3年度小山町文化芸術振
興計画策定委託事業

阿多野 12ヵ月 その他
小山町文化芸術振興計画策定及
び策定に伴う諸業務

随意契約 R3.4月 3,718 生涯学習課 生涯学習課

12
令和3年度小山町スポーツ振
興計画策定委託事業

阿多野 12ヵ月 その他
小山町文化芸術振興計画策定及
び策定に伴う諸業務

随意契約 R3.4月 3,663 生涯学習課 生涯学習課

13 公共施設可燃ゴミ等処理 町内 12ヵ月 その他 公共施設可燃ゴミ等処理業務 随意契約 R3.4月 5,129 総務課 総務課

14 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 R3.4月 825 危機管理局 危機管理局

15
富士山火山防災マップ作成業
務

総合文化
会館

12ヵ月 その他 防災ハザードマップ作成 随意契約 R3.4月 2,200 危機管理局 危機管理局

16
防災行政無線保守点検業務委
託（デジタル系）

町内 12ヵ月 その他 無線機器等の保守点検 随意契約 R3.4月 1,439 危機管理局 危機管理局

令和3年度
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№ 業 務 委 託 の 名 称 委託箇所 委託期間 委託種別 委 託 概 要
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令和3年度

17
防災行政無線保守点検業務委
託（固定系）

町内 12ヵ月 その他 無線機器等の保守点検 随意契約 R3.4月 2,071 危機管理局 危機管理局

18
J-ALERT設備保守点検業務委
託

総合文化
会館

12ヵ月 その他 J-ALERT設備の保守点検 随意契約 R3.4月 523 危機管理局 危機管理局

19
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 R3.4月 3,821 商工観光課 商工観光課

20
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 R3.4月 3,248 商工観光課 商工観光課

21 敬老会演芸公演業務委託 阿多野 1ヵ月 その他 敬老会時の演芸公演一式 随意契約 R3.4月 1,000 介護長寿課 介護長寿課

22
シルバーワークプラザ管理業
務委託

用沢 12ヵ月 その他
シルバー人材センターへのシル
バーワークプラザ管理業務

随意契約 R3.4月 550 介護長寿課 介護長寿課

23
権利擁護支援センター事業業
務委託

小山 12ヵ月 その他 権利擁護支援センター業務 随意契約 R3.4月 1,467 介護長寿課 介護長寿課

24
地域包括支援センター事業業
務委託

小山 12ヵ月 その他 地域包括支援センター業務 随意契約 R3.4月 27,500 介護長寿課 介護長寿課

25
介護給付等費用適正化事業業
務委託

藤曲 12ヵ月 その他
介護給付等費用適正化システム
保守・運用業務

随意契約 R3.4月 1,155 介護長寿課 介護長寿課

26
在宅医療・介護連携推進事業
業務委託

小山 12ヵ月 その他
事業推進を目的にリハビリ専門
職を配置

随意契約 R3.4月 5,500 介護長寿課 介護長寿課

27
生活支援サービス体制整備事
業業務委託

小山 12ヵ月 その他
事業推進を目的に生活支援コー
ディネーターを配置

随意契約 R3.4月 2,200 介護長寿課 介護長寿課

28
生活支援サービス体制整備事
業業務委託

小山 12ヵ月 その他
事業推進を目的に生活支援コー
ディネーターを配置

随意契約 R3.4月 3,300 介護長寿課 介護長寿課

29 認知症総合支援事業業務委託 小山 12ヵ月 その他
事業推進を目的に認知症地域支
援推進員を配置

随意契約 R3.4月 11,000 介護長寿課 介護長寿課

30
（仮称）ＲＰＡ・ＡＩ－ＯＣ
Ｒツール導入・活用支援業務

藤曲 11ヵ月 その他
導入支援（シナリオ作成ＳＥ支
援、効果測定レポート作成
等）、システム利用料等

随意契約 R3.5月 900 企画政策課 企画政策課

31 水生生物調査業務委託 須走 3ヵ月 その他 小学生による水生生物調査 指名競争入札 R3.5月 1,188 くらし安全課 くらし安全課

32
町住南藤曲団地改修工事に伴
う設計業務委託

藤曲 2ヵ月 設計 業務委託の名称に同じ 指名競争入札 R3.5月 1,397 都市整備課 都市整備課
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33
湯船原団地内緑地除草業務委
託(第１工区)

湯船 5ヵ月 その他 業務委託の名称に同じ 随意契約 R3.5月 2,550 都市整備課 都市整備課

34
湯船原団地内緑地除草業務委
託(第４工区)

湯船 5ヵ月 その他 業務委託の名称に同じ 随意契約 R3.5月 2,550 都市整備課 都市整備課

35
町内雇用対策ホームページ作
成業務委託

6ヵ月 その他 ホームページ作成　１式 随意契約 R3.5月 1,000 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課

36
令和3年度町民プール管理委
託

阿多野 4ヵ月 その他 町民プールの管理・運営 随意契約 R3.5月 2,820 生涯学習課 生涯学習課

37
令和３年度小山町多目的広場
改修工事設計業務

阿多野 8ヵ月 その他
小山町多目的広場のジョギング
コース敷設の実施設計

指名競争入札 R3.5月 7,073 生涯学習課 生涯学習課

38 すばしりこども園実施設計 須走 6ヵ月 設計 500㎡ 指名競争入札 R3.5月 10,120 都市整備課 こども育成課

39
非常用階段塗装工事
（成美小・明倫小）

藤曲
菅沼

3ヵ月 設計
非常用階段塗装工事設計
（W=1.4ｍ、H=7.7ｍ）

指名競争入札 R3.5月 1,300 こども育成課 こども育成課

40 明倫小学校ベランダ改修工事 菅沼 3ヵ月 設計 ベランダ総延長 L=110m 指名競争入札 R3.5月 1,600 こども育成課 こども育成課

41
小山湯船原工業団地
除草業務委託（第２工区）

湯船 2ヵ月 その他 360㎡ 随意契約 R3.5月 572 建設課 建設課

42 オリパラ対策用町道除草 町内 2ヵ月 その他 町内 随意契約 R3.5月 500 建設課 建設課

43 洪水ハザードマップ作成業務
総合文化

会館
11ヵ月 その他 防災ハザードマップ作成 指名競争入札 R3.5月 1,965 危機管理局 危機管理局

44 J-ALERT設更新業務委託
総合文化

会館
2ヵ月 その他 J-ALERT設備の更新業務 随意契約 R3.5月 3,300 危機管理局 危機管理局

45
戸別受信機用ダイポールアン
テナ設置委託

北郷地区 9ヵ月 その他 ダイポールアンテナ一式 指名競争入札 R3.5月 8,503 危機管理局 危機管理局

46
足柄地区コミュニティセン
ター改修工事実施設計業務委
託

竹之下 9ヵ月 実施設計
鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）

建築面積：514.97㎡
延床面積：610.52㎡

指名競争入札 R3.6月 10,120 地域振興課 地域振興課

47 用途地域変更に係る基礎調査
小山
用沢

9ヵ月 その他 用途地域の変更に伴う調査業務 指名競争入札 R3.6月 1,000 都市整備課 都市整備課

48
町道３４９６号線外１路線土
質調査業務委託

下小林 4ヵ月 その他 ＣＢＲ試験等 １式 指名競争入札 R3.6月 3,000 建設課 建設課
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49
町道２３６２号線用地測量・
物件調査業務委託

桑木 5ヵ月
測量、そ

の他
用地測量、物件調査 各１式 指名競争入札 R3.6月 5,800 建設課 建設課

50
町道一色中日向線交差点物件
調査業務委託

用沢 5ヵ月 その他 物件調査 １式 指名競争入札 R3.6月 2,500 建設課 建設課

51
急傾斜地（藤曲ハニ塚地区）
測量業務委託

藤曲 6ヵ月 測量
指定調書作成（測量・予備設
計）A=0.013k㎡

指名競争入札 R3.6月 8,300 建設課 建設課

52
急傾斜地（藤曲地区）測量設
計業務委託

藤曲 6ヵ月
測量、設

計
A=3,500㎡ 指名競争入札 R3.6月 7,960 建設課 建設課

53
急傾斜地（藤曲地区）地質業
務委託

藤曲 5ヵ月 その他 調査ボーリング４箇所等 指名競争入札 R3.6月 7,380 建設課 建設課

54
上野工業団地造成事業確定測
量業務

上野 10ヵ月 測量 境界確定測量　１式 随意契約 R3.6月 16,500 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課

55
小山PA周辺開発事業測量・用
地調査業務

大御神 10ヵ月 測量 境界確定測量　１式 随意契約 R3.6月 20,000 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課

56
小山PA周辺開発事業工事監理
業務

大御神 10ヵ月 その他 施工監理　１式 随意契約 R3.6月 10,000 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課

57
令和3年度小山町生涯学習推
進講演会講師派遣事業

阿多野 5ヵ月 その他
秋季開催予定
（派遣に伴う交通費・企画料等
一切を含める）

随意契約 R3.6月 800 生涯学習課 生涯学習課

58
令和3年度小山町文化団体交
流事業

阿多野 5ヵ月 その他
秋季に山形県上山市と町文化連
盟所属団体が文化団体交流事業
を行う

随意契約 R3.6月 600 生涯学習課 生涯学習課

59
令和３年度文化財保存活用地
域計画策定支援業務

阿多野 34ヵ月 その他
小山町文化財保存活用地域計画
策定及び策定に伴う諸業務

指名競争入札 R3.6月 8,107 生涯学習課 生涯学習課

60 小山町森林経営管理業務委託 北郷地区 9ヵ月 その他 指名競争入札 R3.6月 5,000 農林課 農林課

61
重度心身障害者医療システム
導入業務

住民福祉
課

9ヵ月 その他 システム導入 随意契約 R3.6月 7,642 住民福祉課 住民福祉課

62
地域福祉包括支援システム構
築業務

住民福祉
課

9ヵ月 その他 システム構築 随意契約 R3.6月 3,520 住民福祉課 住民福祉課

63
国民健康保険特定健診未受診
者対策業務

住民福祉
課

7ヵ月 その他 特定健診未受診者対策 随意契約 R3.6月 3,592 住民福祉課 住民福祉課
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64
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 R3.6月 1,452 商工観光課 商工観光課

65
町道小山白岩線外１路線交差
点・橋梁詳細設計業務委託

小山 8ヵ月 設計 交差点１箇所、橋梁２橋 指名競争入札 R3.7月 36,000 建設課 建設課

66
上野工業団地造成事業水文調
査業務

上野 9ヵ月 その他 水文調査　１式 随意契約 R3.7月 11,000 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課

67
小山PA周辺開発事業水文調査
業務

大御神 9ヵ月 その他 水文調査　１式 指名競争入札 R3.7月 20,000 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課

68
令和3年度一色その2地区
地籍調査業務委託

一色 6ヵ月 測量 6,000㎡ 指名競争入札 R3.7月 3,000 建設課 建設課

69
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 R3.7月 2,200 商工観光課 商工観光課

70 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 R3.7月 1,168 商工観光課 商工観光課

71
町道原向中日向線除草、剪定
業務委託

阿多野
菅沼

2ヵ月 その他 20か所　約1,030㎡ 指名競争入札 R3.8月 665 建設課 建設課

72
防災通信ファクシミリ更新業
務委託

総合文化会
館・本庁

6ヵ月 その他 防災通信ファクシミリ更新 随意契約 R3.8月 1,178 危機管理局 危機管理局

73
上野工業団地造成事業工事監
理業務

上野 6ヵ月 その他 施工監理　１式 随意契約 R3.9月 10,000 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課

74
老朽管更新工事測量設計業務
委託

用沢 6ヵ月
測量、設

計
L=1500m 指名競争入札 R3.9月 9,000 上下水道課 上下水道課

75
小山町森林経営管理業務委託
（森林整備）

4ヵ月 その他 A=5ha 指名競争入札 R3.9月 4,400 農林課 農林課

76
非常用自家発電設備Ｄ点検委
託

総合文化
会館

1ヵ月 その他 機械設備の保守点検 随意契約 R3.9月 1,276 危機管理局 危機管理局


