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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 総合体育館修繕工事 阿多野 12ヵ月 電気 アリーナ照明更新工事 指名競争入札 4月 41,690 生涯学習課 生涯学習課

2 道路等小規模維持補修工事 町内 12ヵ月 土木 （単価契約） 指名競争入札 4月 18,000 建設課 建設課

3 道路舗装維持補修工事 町内 12ヵ月 舗装 （単価契約） 指名競争入札 4月 15,000 建設課 建設課

4 多目的広場改修工事 阿多野 8ヵ月 土木
ジョギングコースの新設、イ
ンターロッキング舗装、照明
増設等

指名競争入札 4月 112,233 生涯学習課 生涯学習課

5
小山中区配水池加圧ポンプ設
置工事

藤曲 6ヵ月 その他 ポンプ　N=1基 指名競争入札 4月 12,408 上下水道課 上下水道課

6
成美小学校プール更衣室改修
工事

藤曲 3ヵ月 建築 指名競争入札 4月 5,000 学校教育課 学校教育課

7
町道富士学校線電線共同溝設
置工事

須走 10ヵ月 土木 L=218m 指名競争入札 5月 125,000 建設課 建設課

8 足柄地区コミセン改修工事 竹之下 6ヵ月 建築
足柄地区コミセン改修工事
610.52㎡

指名競争入札 5月 188,704 地域振興課 地域振興課

9
総合文化会館直流電源装置更
新工事

阿多野 6ヵ月 電気 蓄電池、整流器盤更新 指名競争入札 5月 21,582 生涯学習課 生涯学習課

10 町道2415号線道路改良工事 桑木 6ヵ月 土木 延長400ｍ・幅員12ｍ 指名競争入札 5月 165,000 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課

11 町道2416号線道路改良工事 桑木 6ヵ月 土木 延長350ｍ・幅員12ｍ 指名競争入札 5月 170,000 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課

12 町道2144号線道路改良工事 竹之下 5ヵ月 土木 L=20m 指名競争入札 5月 15,000 建設課 建設課

13 町道1017号線舗装補修工事 生土 4ヵ月 舗装 L=140m 指名競争入札 5月 4,300 建設課 建設課

14 健康福祉会館空調改修事業 小山地内 10ヵ月 管
３階ﾍﾙｽｱｯﾌﾟﾙｰﾑ他の空調設備
の交換と配管等設備工事一式

随意契約 6月 9,526 健康増進課 健康増進課

15
小山高区配水区配水管布設替
工事

菅沼
藤曲

9ヵ月 管 配水管布設　L=980m 指名競争入札 6月 58,000 上下水道課 上下水道課

16
須走浄化ｾﾝﾀｰ長寿命化対策電
気設備工事

須走 8ヵ月 電気 曝気装置VVVF盤更新 N=2基 指名競争入札 6月 44,500 上下水道課 上下水道課

17 菅沼急傾斜地崩壊防止工事 菅沼 7ヵ月 土木 法面工A=591m2 指名競争入札 6月 40,000 建設課 建設課

令和４年度
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18 藤曲急傾斜地崩壊防止工事 藤曲 7ヵ月 土木 法面工A=700m2 指名競争入札 6月 40,000 建設課 建設課

19 新柴水源ポンプ取替工事 新柴 6ヵ月 その他 ポンプ　N=1基 指名競争入札 6月 9,427 上下水道課 上下水道課

20 町道1689号線道路改良工事 小山 5ヵ月 土木 雑工　１式 指名競争入札 6月 10,000 建設課 建設課

21
町道小山犬の平線舗装補修工
事

小山 5ヵ月 舗装 L=338m 指名競争入札 6月 32,000 建設課 建設課

22 著名地点誘導標識整備 須走 2ヵ月 その他 7枚 指名競争入札 6月 3,311
観光スポーツ

交流課
観光スポーツ

交流課

23
須走口五合目観光案内所解体
工事

須走 1ヵ月 解体 Ａ＝36㎡ 指名競争入札 6月 3,663
観光スポーツ

交流課
観光スポーツ

交流課

24
第二東海自動車道建設に伴う
配水管布設替工事(町道一色
大御神線)

一色 8ヵ月 管 配水管布設　L=346m 指名競争入札 7月 37,686 上下水道課 上下水道課

25
第二東海自動車道建設に伴う
配水管布設替工事(町道3975
線)

用沢 8ヵ月 管 配水管布設　L=172m 指名競争入札 7月 18,161 上下水道課 上下水道課

26
第二東海自動車道建設に伴う
配水管布設替工事(町道3975
線)

用沢 8ヵ月 管 配水管布設　L=705m 指名競争入札 7月 28,424 上下水道課 上下水道課

27
第二東海自動車道建設に伴う
配水管布設替工事(町道3975
線富士山金太郎大橋)

大御神 8ヵ月 管 配水管布設　L=115m 指名競争入札 7月 13,145 上下水道課 上下水道課

28
第二東海自動車道建設に伴う
配水管布設替工事(町道阿多
野大御神線)

大御神 8ヵ月 管 配水管布設　L=694m 指名競争入札 7月 29,491 上下水道課 上下水道課

29 防犯カメラ設置工事 町内 8ヵ月 電気 防犯カメラ6箇所12台設置 指名競争入札 7月 5,522 くらし安全課 くらし安全課

30 金太郎ホール屋根等改修工事 阿多野 6ヵ月 建築 金太郎ホールのＲ屋根の修繕 指名競争入札 7月 82,442 生涯学習課 生涯学習課


