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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
須走小学校給食棟調理室・洗
浄室空調設備改修設計業務委
託

須走 2ヵ月 設計 空調設備の設計 指名競争入札 4月 11,666 学校教育課 学校教育課

2
地球温暖化対策環境学習事業
業務委託

町内 12ヵ月 その他
小学生による地球温暖化対策環
境学習事業

随意契約 4月 1,028 くらし環境課 くらし環境課

3 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 4月 1,430 くらし環境課 くらし環境課

4
一般廃棄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 4月 1,690 くらし環境課 くらし環境課

5
第４次小山町保健計画策定支
援業務委託

町内 12ヶ月 その他 次期保健計画の策定支援 随意契約 4月 2,497 健康増進課 健康増進課

6 道路台帳更新作業業務委託 町内 12ヵ月 その他
町道認定、廃止、道路改良に伴
う道路台帳及び附図の更新作業

随意契約 4月 12,584 建設課 建設課

7 まちなか空間活性化事業 藤曲 12ヵ月 その他
まちなか活性化イベントの企画
運営

随意契約 4月 5,000 商工振興課 商工振興課

8
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 4月 3,647 商工振興課 商工振興課

9
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 4月 24,880 商工振興課 商工振興課

10
道の駅地域振興センター空調
設備更新工事設計業務委託

用沢 2ヵ月 設計 空調設備の更新工事実施設計 指名競争入札 4月 2,607 商工振興課 商工振興課

11
駿河小山駅前交流センター等
管理業務

小山 12ヵ月 その他 施設の運営管理等 随意契約 4月 3,661 商工振興課 商工振興課

12
小山町水道事業水質検査業務
委託

全域 12ヵ月 その他 指名競争入札 4月 10,523 上下水道課 上下水道課

13 町民プール管理業務 町内 4ヵ月 その他 町民プールの管理・運営 指名競争入札 4月 3,600 生涯学習課 生涯学習課

14
ホームページメンテナンス業
務委託

12ヵ月 その他 ホームページ保守・新規編集 随意契約 4月 924 地域振興課 地域振興課

15
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 4月 9,000 地域振興課 地域振興課

課 令和５年度
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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

課 令和５年度

16
須走なかよし公園公衆用トイ
レ清掃業務委託

須走 12ヵ月 その他 業務委託の名称に同じ 随意契約 4月 1,636 都市整備課 都市整備課

17
水の広場№3トイレ清掃業務
委託

須走 12ヵ月 その他 業務委託の名称に同じ 随意契約 4月 1,646 都市整備課 都市整備課

18 北郷支所建替え設計業務委託 用沢 12ヵ月 設計
建築・解体(アスベスト調査含
む)・外構一式

指名競争入札 4月 10,550 北郷支所 北郷支所

19
小山PA周辺開発事業許認可協
議申請業務委託

大御神 9ヵ月 その他 申請業務　１式 随意契約 4月 7,500 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課

20
森の金太郎発電所管理運営業
務委託

大御神 12ヵ月 その他 施設管理　１式 随意契約 4月 11,767 農林課 農林課

21
令和5年度～令和7年度
小山町長車等運転業務委託

小山町 30ヵ月 その他
小山町が管理する町長車等の運
転業務委託

随意契約 4月 6,000 企画政策課 企画政策課

22 CIO補佐業務委託 藤曲 12ヵ月 その他 随意契約 4月 5,500 企画政策課 企画政策課

23
RPA・AI-OCRツール導入・活
用支援事業業務委託

藤曲 12ヵ月 その他 随意契約 4月 2,420 企画政策課 企画政策課

24 家庭内家具等固定業務 町内 12ヵ月 その他 家庭内家具固定20世帯 随意契約 4月 279 危機管理局 危機管理局

25 メール配信システム業務
危機管理

局
12ヵ月 その他

メール配信システム利用及び保
守

随意契約 4月 858 危機管理局 危機管理局

26 Jアラート設備保守点検業務
危機管理

局
12ヵ月 その他 保守点検 随意契約 4月 523 危機管理局 危機管理局

27
移動系防災行政無線設備保守
点検業務

危機管理
局

12ヵ月 その他 保守点検 随意契約 4月 1,439 危機管理局 危機管理局

28
固定系防災行政無線設備保守
点検業務

危機管理
局

12ヵ月 その他 保守点検 随意契約 4月 2,354 危機管理局 危機管理局

29
モーターサイレン保守点検業
務

危機管理
局

12ヵ月 その他 保守点検 随意契約 4月 231 危機管理局 危機管理局

30 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 4月 5,129 総務課 総務課

31 環境基本計画策定業務委託 町内 12ヵ月 その他
第２次小山町環境基本計画の策
定業務

指名競争入札 4月 4,037 くらし環境課 くらし環境課
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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

課 令和５年度

32 水質分析測定業務委託 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 4月 4,787 くらし環境課 くらし環境課

33 財政運営計画策定 藤曲 12ヵ月 その他 計画策定　一式 随意契約 4月 4,000 総務課 総務課

34
明倫小学校体育館照明改修
(LED化)設計業務委託

菅沼 3ヵ月 設計 照明設備の設計 指名競争入札 5月 1,210 学校教育課 学校教育課

35
小山中学校体育館照明改修
(LED化)設計業務委託

藤曲 3ヵ月 設計 照明設備の設計 指名競争入札 5月 1,067 学校教育課 学校教育課

36 水生生物調査業務委託 6ヵ月 その他 小学生による水生生物調査 指名競争入札 5月 935 くらし環境課 くらし環境課

37 すばしりこども園解体設計費 須走 4ヶ月 設計 建物解体工事674㎡ 指名競争入札 5月 2,000 都市整備課 こども未来課

38
建設図面プログラム導入支援
業務委託

藤曲 4ヵ月 その他 建設図面プログラムの導入 指名競争入札 5月 847 建設課 建設課

39
観光施設個別管理計画策定業
務

藤曲 10ヵ月 その他 観光施設等長寿命化計画策定 指名競争入札 5月 6,523 商工振興課 商工振興課

40
小山高区配水池建設工事 詳
細設計業務委託

藤曲 10ヵ月
測量、設

計
A=0.29ha 指名競争入札 5月 23,529 上下水道課 上下水道課

41 設計業務 阿多野 3ヵ月 設計
総合文化会館長寿命化工事に伴
う設計

指名競争入札 5月 1,397 生涯学習課 生涯学習課

42
体育施設リモートロック設置
業務

町内 3ヵ月 その他
町立小中学校体育館にリモート
ロック設置

随意契約 5月 1,358 生涯学習課 生涯学習課

43
豊門公園内樹木養生及び伐採
等業務

藤曲
竹之下

3ヵ月 その他 樹木養生及び伐採業務 随意契約 5月 750 生涯学習課 生涯学習課

44
富士見ヶ丘団地改修工事
実施設計業務委託

須走 4ヵ月 設計 業務委託の名称に同じ 指名競争入札 5月 1,309 都市整備課 都市整備課

45 森林経営管理業務委託（UAVレーザー計測による立木調査等業務）不老山地域 5ヵ月 その他 A=70㏊ 随意契約 5月 3,500 農林課 農林課

46 第２分団詰所外壁改修修繕 菅沼 3ヵ月 その他 外壁改修・塗装１９７㎡ 指名競争入札 5月 1,540 小山消防署 小山消防署

47
小山町役場本庁舎4階トイレ
改修工事設計業務

藤曲 3ヵ月 設計 実施設計　一式
指名競争入

札
5月 4,491 都市整備課 総務課
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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

課 令和５年度

48
金太郎テラス外壁塗装設計業
務委託

中島 3ヵ月 その他 業務委託の名称に同じ 指名競争入札 5月 583 都市整備課 都市整備課

49
フロンティアパーク富士小山
緑地等除草業務委託

湯船 5ヵ月 その他 業務委託の名称に同じ 随意契約 5月 5,610 都市整備課 都市整備課

50
足柄小学校敷地内倉庫・貯水
槽移設設計業務委託

竹之下 3ヵ月 設計 建築設計 指名競争入札 6月 2,299 学校教育課 学校教育課

51
町道小山白岩線他１路線不動
産鑑定業務委託

小山 6ヵ月 その他 不動産鑑定作業 随意契約 6月 668 建設課 建設課

52
町道1689号線測量設計地質調
査業務委託

小山 9ヵ月
測量、設

計
L=290m 指名競争入札 6月 18,000 建設課 建設課

53
橋梁修繕調査・補修実施設計
業務

全域 7ヵ月 設計 N=5橋 指名競争入札 6月 17,600 建設課 建設課

54
向方地区排水路用地測量設計
業務委託

竹之下 7ヵ月
測量、設

計
L=120m 指名競争入札 6月 4,100 建設課 建設課

55
宿地区排水路測量設計業務委
託

竹之下 3ヵ月
測量、設

計
L=35m 随意契約 6月 407 建設課 建設課

56
道の駅地域振興センターLED
化改修工事設計業務委託

用沢 2ヵ月 設計 ＬＥＤ化の改修工事実施設計 指名競争入札 6月 858 商工振興課 商工振興課

57
道の駅観光交流センターLED
化改修工事設計業務委託

須走 2ヵ月 設計 ＬＥＤ化の改修工事実施設計 指名競争入札 6月 1,441 商工振興課 商工振興課

58 生涯学習推進講演会委託 阿多野 3ヵ月 その他 講師派遣等 随意契約 6月 800 生涯学習課 生涯学習課

59 撮影用着ぐるみ制作業務委託 6ヵ月 備品 クマ着ぐるみ制作 随意契約 6月 591 地域振興課 地域振興課

60 わが家の専門家診断業務委託 町内 9ヵ月 その他 木造住宅耐震診断 随意契約 6月 236 都市整備課 都市整備課

61 治山工事に伴う測量設計業務委託大御神 5ヵ月 測量、設計山腹工　0.3㏊ 指名競争入札 6月 5,000 農林課 農林課

62 森林経営管理業務委託（森林境界明確化業務）不老山地域 5ヵ月 その他 A=10㏊ 指名競争入札 6月 5,000 農林課 農林課

63
議会タブレット用管理システ
ム構築業務委託

藤曲 1ヵ月 その他
タブレット管理システムの構築
業務委託

随意契約 6月 946 企画政策課 企画政策課

64
令和５年度東富士演習場周辺
無線放送施設設置助成事業
小山町防災行政無線（固定

町内 10ヵ月 その他 デジタルダイポール設置 指名競争入札 6月 22,264 危機管理局 危機管理局
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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

課 令和５年度

65 本庁舎外壁改修設計業務 藤曲 3ヵ月 その他 外壁全面打診検査　一式
指名競争入

札
6月 9,500 総務課 総務課

66
大型カルバート定期点検業務
委託

須走 6ヵ月 その他 須走カルバート法定点検 一般競争入札 7月 2,650 建設課 建設課

67 道路橋梁定期点検業務委託 町内 6ヵ月 その他
道路橋9橋(内　跨道橋5橋)定期
点検

一般競争入札 7月 26,800 建設課 建設課

68
町道富士学校線外１路線土質
調査業務委託

須走・菅
沼

4ヵ月 その他 CBR試験等 １式 指名競争入札 7月 3,100 建設課 建設課

69
藤曲ハニ塚急傾斜地測量設計
業務委託

藤曲 7ヵ月
測量、設

計
A=18000㎡ 指名競争入札 7月 19,500 建設課 建設課

70
道の駅地域振興センター空調
設備更新工事監理業務委託

用沢 3ヵ月 その他 空調設備の更新工事監理業務 随意契約 7月 869 商工振興課 商工振興課

71 原向減圧槽測量設計業務委託 菅沼 8ヵ月
測量、設

計
A=0.06ha 指名競争入札 7月 10,527 上下水道課 上下水道課

72
町道1288号線配水管布設替工
事測量設計業務委託

藤曲 8ヵ月
測量、設

計
L=1200m 指名競争入札 7月 13,662 上下水道課 上下水道課

73 老朽管更新測量設計業務委託 中島･菅沼 8ヵ月
測量、設

計
L=675m 指名競争入札 7月 5,368 上下水道課 上下水道課

74
小山町公共下水道ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ基本計画策定業務委託

須走 8ヵ月 その他 指名競争入札 7月 30,294 上下水道課 上下水道課

75 湯船原地区水文調査業務 上野 9ヵ月 その他 水文調査　１式 随意契約 7月 7,500 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課 ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進課

76
再生可能エネルギー導入可能
性調査業務委託

町内 7ヵ月 その他
小山町における再生可能エネル
ギーの導入可能性調査

指名競争入札 8月 3,487 くらし環境課 くらし環境課

77
町道1689号線境界杭打設業務
委託

小山 6ヵ月 測量
官民境界を復元し、境界杭の設
置作業

随意契約 8月 3,388 建設課 建設課

78
橋梁PCB含有塗膜調査業務委
託

町内 6ヵ月 その他 橋梁3橋のPCB塗膜調査業務 一般競争入札 8月 2,700 建設課 建設課

79
町道桑木新柴線道路法面測量
設計業務委託

桑木 6ヵ月
測量、設

計
L=20m 一般競争入札 8月 5,500 建設課 建設課

80
町道七曲阿多野線道路法面測
量設計業務委託

菅沼 6ヵ月
測量、設

計
L=30m 一般競争入札 8月 4,500 建設課 建設課
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(単位千円)

担 当 課 予 算 課

課 令和５年度

81
南藤曲団地Ｍ２改修工事監理
業務委託

藤曲 5ヵ月 その他 業務委託の名称に同じ 随意契約 8月 968 都市整備課 都市整備課

82 建設工事設計業務 町内 3ヵ月 設計 概算設計業務 随意契約 8月 500 都市整備課 都市整備課

83 ダイポールアンテナ撤去業務 町内 8ヵ月 その他
アナログダイポールアンテナ撤
去等

随意契約 8月 1,848 危機管理局 危機管理局

84
小山消防署新庁舎建設
造成設計業務

町内 10ヵ月 設計 消防庁舎建設に伴う造成設計 指名競争入札 8月 3,000 危機管理局 危機管理局

85
温室効果ガス推定排出量算出
業務委託

町内 6ヵ月 その他 温室効果ガスの推定排出量算定 随意契約 9月 665 くらし環境課 くらし環境課

86
小山町町民いこいの家内風呂
濾材交換業務委託

竹之下 2ヵ月 その他 内風呂の濾材交換 随意契約 9月 638 商工振興課 商工振興課

87 用途地域の変更図面作成等 用沢 5ヵ月 その他
用沢地区市街化区域内の用途の
変更に係る図面作成

指名競争入札 9月 810 都市整備課 都市整備課

88 戸籍情報システム改修事業 住民課 6ヵ月
システム

改修
システム改修 随意契約 10月 3,540 住民課 住民課

89 戸籍の附票システム改修事業 住民課 6ヵ月
システム

改修
システム改修 随意契約 10月 1,480 住民課 住民課

90 戸別受信機等回収業務 町内 5ヵ月 その他 アナログ戸別受信機回収 随意契約 10月 1,353 危機管理局 危機管理局

91 都市計画図書電子化 町内 4ヵ月 その他 業務委託の名称に同じ 指名競争入札 11月 1,000 都市整備課 都市整備課

92 スポーツ振興事業 阿多野 3ヵ月 その他
スポーツ振興のための他市町交
流事業

随意契約 未定 600 生涯学習課 生涯学習課


