
令和元年(平成31年）度　指名の結果

番号 工事の名称 工事の場所等 予定工期又は納期 入札予定日 担当課 備考

1
平成31年度　新田原古墳群草刈り（百足塚古
墳公園）業務委託

新富町大字新田14706ほか
平成31年４月22日から
平成31年11月29日まで

平成31年4月12日 生涯学習課 指名

2 平成31年度　都市公園等芝維持管理業務委託
富田浜公園、総合文化公園中央広
場、平和公園、湖水ヶ池公園、区画整
理内街区公園（9公園）

平成31年４月23日から
平成32年３月27日まで

平成31年4月17日 都市建設課 指名

3
平成31年度　観音山・唐ヶ山公園維持管理業
務委託

観音山公園　唐ヶ山公園
平成31年４月23日から
平成31年12月27日まで

平成31年4月17日 都市建設課 指名

4
平成31年度　上新田中学校複合機賃貸借及び
保守料

新富町大字新田17053番地8（上新田
中学校内）

平成31年４月26日まで 平成31年4月12日 教育総務課 指名

5
平成31年度　社会資本整備総合交付金事業
宮ケ平団地Ａ棟屋根防水及び給水設備改善工
事設計業務委託

新富町大字新田3333　宮ケ平団地Ａ
棟

平成31年４月25日から
平成31年８月５日まで

平成31年4月17日 都市建設課 指名

6
平成31年度　防災・安全社会資本整備交付金
事業　新町新団地Ａ棟外壁改善工事設計業務
委託

新富町大字三納代1864-21　新町新
団地Ａ棟

平成31年４月25日から
平成31年８月５日まで

平成31年4月17日 都市建設課 指名

7 平成31年度　新町新団地浄化槽修繕
新富町大字三納代1864番地　新町新団
地浄化槽 

平成31年５月10日から
平成31年６月10日まで

平成31年4月26日 都市建設課 指名

8 平成31年度　敷地内排水管等撤去工事 新富町大字三納代地内
平成31年５月13日から
平成31年６月28日まで

平成31年4月26日 総合政策課 指名

9
平成31年度　新富町総合交流センター空調・換
気設備保守点検業務委託

新富町大字上富田6345番地5
平成31年５月７日から
平成32年３月31日まで

平成31年4月26日 生涯学習課 指名

10 令和元年度　富田小・中学校校務用ＰＣ購入 新富町　富田小・中学校 令和元年７月19日まで 令和元年5月17日 教育総務課 指名

11 令和元年度　富田浜公園プール管理業務委託
新富町大字日置965-5（富田浜公園
内）

令和元年５月21日から
令和元年８月30日まで

令和元年5月17日 都市建設課 指名

12 令和元年度　富田浜公園洋木剪定業務委託
新富町大字日置965-5（富田浜公園
内）

令和元年５月21日から
令和元年７月19日まで

令和元年5月17日 都市建設課 指名

13
令和元年度　湖水ヶ池公園内森林下刈業務委
託

新富町大字日置820-3（湖水ヶ池公園
内）

令和元年５月21日から
令和元年11月15日まで

令和元年5月17日 都市建設課 指名



令和元年(平成31年）度　指名の結果
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14
令和元年度　宮崎県農業農村整備計画策定事
業　新田西地区地形図作成委託業務

新富町大字新田地内
令和元年５月27日から
令和元年12月27日まで

令和元年5月17日 農地管理課 指名

15 令和元年度　弁指地区墓参道ブロック積工事 弁指地区
令和元年５月27日から
令和元年７月31日まで

令和元年5月17日 基地対策課 指名

16
令和元年度　新富町総合交流センター複合機
賃貸借

新富町大字上富田6345番地5 令和元年５月31日まで 令和元年5月17日 生涯学習課 指名

17
令和元年度　各小中学校空調設備保守管理業
務委託

新富町　富田小学校、新田学園小学
部、上新田学園小学校、富田中学校、
新田学園中学部、上新田学園中学校

令和元年６月１日から
令和２年３月31日まで

令和元年5月30日 教育総務課 指名

18 令和元年度　新田学園中学部複合機賃貸借
新富町大字新田5795番地（新田学園
中学部内）

令和元年５月31日まで 令和元年5月17日 教育総務課 指名

19
令和元年度　固定資産標準宅地鑑定評価業務
委託

新富町内全域
令和元年６月５日から
令和２年３月31日まで

令和元年5月30日 税務課 指名

20 令和元年度　庁舎空調設備保守点検業務委託 新富町役場
令和元年６月５日から
令和２年３月31日まで

令和元年5月30日 財政課 指名

21
令和元年度　防衛施設周辺防音事業
新富町立富田小学校講堂建設工事設計業務
委託

新富町富田東一丁目70番地
令和元年６月17日から
令和２年１月30日まで

令和元年6月10日 教育総務課 指名

22
令和元年度　防衛施設周辺防音事業
新富町立富田小学校講堂建設工事に伴う地質
調査業務委託

新富町富田東一丁目70番地
令和元年６月17日から
令和元年10月31日まで

令和元年6月10日 教育総務課 指名

23 令和元年度　栗野田一ノ池雑木撤去 新富町大字上富田地内
令和元年６月20日から
令和元年８月30日まで

令和元年6月13日 農地管理課 指名

24
令和元年度　障害防止対策事業
東大谷地区排水路用地測量委託業務

新富町大字新田地内
令和元年６月20日から
令和元年12月20日まで

令和元年6月13日 農地管理課 指名

25
令和元年度　各小中学校空調設備保守管理業
務委託

新富町　富田小学校、新田学園小学
部、上新田学園小学校、富田中学校、
新田学園中学部、上新田学園中学校

令和元年６月11日から
令和２年３月31日まで

令和元年6月10日 教育総務課 指名

26
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付
金事業
上新田中学校プール改修工事　監理業務委託

新富町大字新田17053番地8
契約締結日の翌日から
令和２年２月10日まで

令和元年6月27日 教育総務課 指名
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27
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付
金事業
上新田中学校プール改修（機械設備）工事

新富町大字新田17053番地8
契約締結日の翌日から
令和２年２月10日まで

令和元年6月27日 教育総務課 指名

28
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付
金事業
上新田中学校プール改修（建築主体）工事

新富町大字新田17053番地8
契約締結日の翌日から
令和２年２月10日まで

令和元年6月27日 教育総務課 指名

29
令和元年度　新田原古墳群草刈り（４８号墳ほ
か）業務委託

新富町大字新田14605ほか
令和元年７月１日から
令和元年11月29日まで

令和元年6月21日 生涯学習課 指名

30 令和元年度　上新田小学校複合機賃貸借
新富町大字新田17053番地8（上新田
小学校内）

令和元年６月28日まで 令和元年6月21日 教育総務課 指名

31
令和元年度　大和地区非農用地造成設計委託
業務

新富町大字新田地内
令和元年７月３日から
令和２年３月25日まで

令和元年6月27日 農地管理課 指名

32
令和元年度　大和地区不可避受益区域パイプ
ライン設計委託業務

新富町大字新田地内
令和元年７月３日から
令和２年３月25日まで

令和元年6月27日 農地管理課 指名

33
令和元年度　農地耕作条件改善事業　新富北
第２地区暗渠排水設置工事

新富町内一円
令和元年６月28日から
令和元年12月27日まで

令和元年6月21日 農地管理課 指名

34 令和元年度　平伊倉水源池ポンプ更新工事 新富町大字三納代地内
令和元年７月１日から
令和元年９月30日まで

令和元年6月21日 水道課 指名

35
令和元年度　第２期新富町まち・ひと・しごと創
生総合戦略策定支援委託業務

新富町大字上富田7491番地
令和元年７月10日から
令和２年３月２日まで

令和元年6月27日 総合政策課 指名

36
令和元年度　湖水ヶ池公園樹木伐採・倒木撤
去

新富町大字日置820-2　湖水ヶ池公園
内

令和元年７月16日から
令和元年８月30日まで

令和元年7月4日 都市建設課 指名

37
令和元年度　新田公民館他建設用地地質調査
業務委託

新富町大字新田7045番地1
令和元年７月５日から
令和元年８月20日まで

令和元年7月4日 生涯学習課 指名

38
令和元年度　新田公民館他建築工事設計業務
委託

新富町大字新田7045番地1
令和元年７月10日から
令和元年12月25日まで

令和元年7月11日 生涯学習課 指名

39 令和元年度　溜水地区墓参道舗装補修工事 溜水地区
令和元年７月16日から
令和元年９月２日まで

令和元年7月4日 基地対策課 指名
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40
令和元年度　各小中学校消防設備保守管理業
務委託

町内各小中学校（旧追分分校含む）
令和元年７月８日から
令和２年３月31日まで

令和元年7月4日 教育総務課 指名

41
令和元年度　新田原飛行場関連再編関連特別
事業
八幡～大渕線道路改良測量設計委託業務

新富町大字上富田地内
令和元年７月22日から
令和２年２月28日まで

令和元年7月19日 都市建設課 指名

42
令和元年度　防災・安全交付金事業
祇園原～駒取線舗装補修工事

新富町大字新田地内
令和元年７月18日から
令和元年９月20日まで

令和元年7月11日 都市建設課 指名

43
令和元年度　防災・安全交付金事業
末永～鬼付女線舗装補修工事

新富町大字下富田地内
令和元年７月18日から
令和元年９月20日まで

令和元年7月11日 都市建設課 指名

44
令和元年度　特定防衛施設周辺調整交付金事
業
江梅瀬～西田線用地測量委託業務

新富町大字下富田地内
令和元年７月16日から
令和元年９月30日まで

令和元年7月11日 都市建設課 指名

45
令和元年度　防衛施設周辺民生安定施設整備
事業
鬼付女橋歩道橋詳細設計委託業務

新富町大字上富田地内
令和元年７月22日から
令和２年３月19日まで

令和元年7月11日 都市建設課 指名

46
令和元年度　防衛施設周辺民生安定施設整備
事業
観音橋歩道橋詳細設計委託業務

新富町大字日置地内
令和元年７月22日から
令和２年３月19日まで

令和元年7月11日 都市建設課 指名

47 令和元年度　職員用ＰＣ購入 新富町役場 令和元年９月30日まで 令和元年7月11日 総務課 指名

48 庁舎周辺ワシントニアパーム伐採作業 新富町役場
令和元年７月12日から
令和元年８月５日まで

令和元年7月11日 財政課 指名

49
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付
金事業　大和地区排水路測量設計委託業務

新富町大字新田地内
令和元年７月24日から
令和元年12月27日まで

令和元年7月19日 農地管理課 指名

50 令和元年度　新町新団地浄化槽仕切板修繕
新富町大字三納代1864番地　新町新
団地

令和元年７月29日から
令和元年９月30日まで

令和元年7月19日 都市建設課 指名

51
令和元年度　新田原飛行場周辺水道設置助成
事業　新富町浄水場電気計装設備更新実施設
計業務委託

新富町大字新田地内
令和元年８月１日から
令和２年２月28日まで

令和元年7月19日 水道課 指名

52
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付
金（消防に関する施設：小型動力ポンプ積載車
更新）整備事業

新富町大字上富田7491 令和２年３月６日まで 令和元年8月2日 総務課 指名
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53
令和元年度　新富町役場内税務課用複合機賃
貸借

新富町大字上富田7491番地 令和元年７月31日まで 令和元年7月25日 税務課 指名

54
令和元年度　理科教育設備整備費等補助事業
各中学校理科教育設備等備品購入

新富町立各中学校　校内 令和元年８月30日まで 令和元年7月25日 教育総務課 指名

55 令和元年度　道路台帳修正委託業務 新富町内一円
令和元年８月４日から
令和元年９月30日まで

令和元年8月2日 都市建設課 指名

56
令和元年度　防衛施設周辺民生安定施設整備
事業　末永～鬼付女線道路改修工事

新富町大字下富田地内
令和元年８月23日から
令和２年１月31日まで

令和元年8月16日 都市建設課 指名

57
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付
金事業
新富町文化会館イベントホール整備工事

新富町文化会館
新富町大字上富田6367番地1

令和元年９月１日から
令和２年３月31日まで

令和元年8月29日 生涯学習課 指名

58
令和元年度　防衛施設周辺防音事業
新富町立上新田小学校校舎解体工事

新富町大字新田16416
契約締結日の翌日から
令和２年２月20日まで

令和元年8月16日 教育総務課 指名

59
令和元年度　防衛施設周辺防音事業
新富町立上新田小学校校舎解体に伴う電気設
備切替工事

新富町大字新田16416
契約締結日の翌日から
令和２年２月10日まで

令和元年8月16日 教育総務課 指名

60
令和元年度　祇園原～向原線配水管布設替工
事

新富町大字　新田　地内
令和元年８月26日から
令和元年10月31日まで

令和元年8月16日 水道課 指名

61 令和元年度　東五反田1号線配水管布設工事 新富町大字　下富田　地内
令和元年８月26日から
令和元年10月31日まで

令和元年8月16日 水道課 指名

62
令和元年度　国道１０号新富バイパス交差点解
析外業務

新富町大字　上富田　外
令和元年９月５日から
令和２年２月28日まで

令和元年8月29日 都市建設課 指名

63
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付
金事業
中村～竹渕線道路改良工事

新富町大字　新田　地内
令和元年９月５日から
令和２年２月10日まで

令和元年8月29日 都市建設課 指名

64 令和元年度　生活道路舗装補修工事 新富町内
令和元年９月９日から
令和元年10月11日まで

令和元年8月29日 都市建設課 指名

65
令和元年度　農地耕作条件改善事業
新富南第２地区暗渠排水設置工事

新富町内一円
令和元年９月２日から
令和元年11月29日まで

令和元年8月29日 農地管理課 指名
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66
平成３１年度　コミュニティ助成事業
地域防災組織育成事業　消防団活動備品購入

新富町役場 令和２年２月28日まで 令和元年8月29日 総務課 指名

67 令和元年度　生涯学習課公用車リース 新富町大字上富田6345番地5 令和元年10月31日まで 令和元年8月29日 生涯学習課 指名

68 令和元年度　生涯学習課公用車（トラック）購入 新富町大字上富田6345番地5 令和元年11月15日まで 令和元年8月29日 生涯学習課 指名

69
令和元年度　新田原飛行場周辺住宅防音事業
町営住宅空気調和機器機能復旧工事（その１）

新富町内
令和元年９月24日から
令和２年１月24日まで

令和元年9月13日 都市建設課 指名

70
令和元年度　新田原飛行場周辺住宅防音事業
町営住宅空気調和機器機能復旧工事（その２）

新富町内
令和元年９月24日から
令和２年１月24日まで

令和元年9月13日 都市建設課 指名

71
令和元年度　社会資本整備総合交付金事業
宮ケ平団地Ａ棟給水設備改善工事

新富町大字新田3333　宮ケ平団地Ａ
棟

令和元年９月20日から
令和２年１月30日まで

令和元年9月13日 都市建設課 指名

72
令和元年度　社会資本整備総合交付金事業
宮ケ平団地Ａ棟屋根防水改善工事

新富町大字新田3333　宮ケ平団地Ａ
棟

令和元年９月20日から
令和２年１月30日まで

令和元年9月13日 都市建設課 指名

73
令和元年度　防災・安全社会資本整備交付金
事業
新町新団地Ａ棟外壁改善工事

新富町大字三納代1864-21　新町新
団地Ａ棟

令和元年９月20日から
令和２年１月30日まで

令和元年9月13日 都市建設課 指名

74
令和元年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事業
新田原飛行場周辺無線放送施設設置助成事業（移
動系整備工事）

新富町役場
契約締結日の翌日から
令和２年２月28日まで

令和元年10月16日 総務課 指名

75
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付
金事業
富田浜公園基本計画策定業務委託

新富町大字日置（富田浜公園内）
令和元年10月１日から
令和２年３月30日まで

令和元年9月19日 都市建設課 指名

76
令和元年度　末永～鬼付女線配水管布設替工
事

新富町大字　下富田　地内
令和元年10月７日から
令和元年12月20日まで

令和元年9月26日 水道課 指名

77 令和元年度　富田浜入江線配水管布設替工事 新富町大字　日置　地内
令和元年10月７日から
令和元年12月20日まで

令和元年9月26日 水道課 指名

78 令和元年度　中末永線舗装補修工事 新富町大字　新田　地内
令和元年10月23日から
令和元年12月25日まで

令和元年10月16日 都市建設課 指名



令和元年(平成31年）度　指名の結果

番号 工事の名称 工事の場所等 予定工期又は納期 入札予定日 担当課 備考

79 令和元年度　新田原～川床線舗装補修工事 新富町大字　新田　地内
令和元年10月23日から
令和元年12月25日まで

令和元年10月16日 都市建設課 指名

80 令和元年度　財政課公用車購入 新富町大字上富田7491番地 令和２年２月28日まで 令和元年10月16日 財政課 指名

81
令和元年度　新田原飛行場関連再編関連特別
事業　駅前周辺整備道路改良工事

新富町大字三納代
令和元年11月14日から
令和２年２月28日まで

令和元年11月6日 都市建設課 指名

82
令和元年度　防衛施設周辺民生安定施設整備
事業　佐土原～木城線（上新田地区）道路改修
工事

新富町大字　新田　地内
令和元年11月６日から
令和２年２月28日まで

令和元年10月30日 都市建設課 指名

83
令和元年度　防衛施設周辺民生安定施設整備
事業　佐土原～木城線（麓地区）補償調査委託
業務

新富町大字　新田　地内
令和元年11月６日から
令和２年２月28日まで

令和元年10月30日 都市建設課 指名

84 令和元年度　成法寺住宅空家解体撤去工事
新富町大字新田字平ノ前（22、29、30
号棟）

令和元年11月６日から
令和２年１月30日まで

令和元年10月30日 都市建設課 指名

85 令和元年度　新田学園樹木伐採作業 新富町　新田学園
令和元年11月１日から
令和２年２月28日まで

令和元年10月30日 教育総務課 指名

86 令和元年度　新富町役場シュレッダ―賃貸借
新富町役場及び町内各小学校・中学
校

令和元年11月29日まで 令和元年10月30日 財政課 指名

87
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付
金事業　スポーツ公園道路新設整備測量設計
業務委託

新富町大字三納代地内
令和元年11月15日から
令和２年３月27日まで

令和元年11月8日 総合政策課 指名

88 令和元年度　財政課公用車購入 新富町大字上富田7491番地 令和２年２月28日まで 令和元年11月8日 財政課 指名

89
令和元年度　日向新富～鬼付女線配水管布設
替工事

新富町大字上富田地内
令和元年12月２日から
令和２年２月28日まで

令和元年11月21日 水道課 指名

90
令和元年度　樋之元～江梅瀬線配水管布設工
事

新富町大字下富田地内
令和元年12月２日から
令和２年２月28日まで

令和元年11月21日 水道課 指名

91
令和元年度　新田原飛行場関連再編関連特別
事業再編関連訓練移転等交付金　航空機騒音
測定装置等購入（航空機騒音測定装置）

新富町内 令和２年２月28日まで 令和元年11月27日 基地対策課 指名



令和元年(平成31年）度　指名の結果

番号 工事の名称 工事の場所等 予定工期又は納期 入札予定日 担当課 備考

92
令和元年度　農地耕作条件改善事業　新富北
第２地区農作業道舗装工事

新富町内一円
令和元年11月29日から
令和２年２月28日まで

令和元年11月21日 農地管理課 指名

93
令和元年度　農地耕作条件改善事業  新富南
第２地区農作業道舗装工事

新富町内一円
令和元年11月29日から
令和２年２月28日まで

令和元年11月21日 農地管理課 指名

94
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付
金事業　円明寺線道路改良工事

新富町大字上富田地内
令和元年12月10日から
令和２年３月27日まで

令和元年12月12日 都市建設課 指名

95 令和元年度　庁舎新館１階照明設備改修工事 新富町大字上富田7491番地
令和元年12月２日から
令和２年２月28日まで

令和元年11月27日 財政課 指名

96
令和元年度　新田原飛行場関連再編関連特別
事業
永牟田線道路改良工事

新富町大字新田
令和元年12月26日から
令和２年３月10日まで

令和元年12月19日 都市建設課 指名

97
令和元年度　新田原飛行場関連再編関連特別
事業
永牟田線道路改良測量設計委託業務

新富町大字日置
令和元年12月26日から
令和２年３月27日まで

令和元年12月19日 都市建設課 指名

98
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付
金事業
切通～栗野田線道路改良測量設計委託業務

新富町大字上富田地内
令和元年12月26日から
令和２年３月27日まで

令和元年12月19日 都市建設課 指名

99
令和元年度　新田原飛行場関連再編関連特別
事業
新富町道路施設等詳細調査委託業務

新富町大字新田地内
令和元年12月26日から
令和２年３月27日まで

令和元年12月19日 都市建設課 指名

100
令和元年度　新田原飛行場関連再編関連特別
事業（防災に関する事業：活動服等整備事業）
消防団員活動服購入

新富町役場 令和２年３月19日まで 令和元年12月19日 総務課 指名

101
令和元年度　新田原飛行場関連再編関連特別
事業（防災に関する事業：活動服等整備事業）
消防団員安全靴購入

新富町役場 令和２年３月19日まで 令和元年12月19日 総務課 指名

102 令和元年度　春日地区配水管布設替工事 新富町大字新田地内
令和２年１月14日から
令和２年３月19日まで

令和元年12月26日 水道課 指名

103 令和元年度　金丸取水場残留塩素計設置工事 新富町大字新田地内
令和２年１月14日から
令和２年３月19日まで

令和元年12月26日 水道課 指名

104
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付
金事業
大和地区排水路用地測量委託業務

新富町大字新田地内
令和２年１月８日から令
和 ２ 年 ３ 月 27 日 ま で

令和元年12月19日 農地管理課 指名



令和元年(平成31年）度　指名の結果

番号 工事の名称 工事の場所等 予定工期又は納期 入札予定日 担当課 備考

105
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付
金事業
塚原地区排水路測量設計委託業務

新富町大字新田地内
令和２年１月８日から令
和 ２ 年 ３ 月 27 日 ま で

令和元年12月26日 農地管理課 指名

106
令和元年度　新田原飛行場関連再編関連特別
事業
訓練移転等広報車購入

新富町大字上富田7491番地 令和２年３月13日まで 令和元年12月19日 基地対策課 指名

107
令和元年度　新田原飛行場関連再編関連特別
事業
道路維持管理車購入

新富町大字上富田7491番地 令和２年３月30日まで 令和元年12月19日 都市建設課 指名

108
令和元年度　新田原飛行場関連再編関連特別
事業
駅前周辺整備道路改良工事　その２

新富町大字三納代
令和２年１月８日から令
和 ２ 年 ３ 月 30 日 ま で

令和元年12月26日 都市建設課 指名

109
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事
業
越馬場～五反田線道路改良測量設計委託業務

新富町大字下富田地内
令和２年１月14日から
令和２年３月13日まで

令和元年12月26日 都市建設課 指名

110
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付
金事業
越馬場～野中線外８区画線設置工事

新富町内一円
令和２年１月20日から
令和２年３月31日まで

令和元年12月26日 都市建設課 指名

111
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付
金事業　江梅瀬～西田線道路改良工事

新富町大字下富田地内
令和２年１月８日から令
和 ２ 年 ３ 月 31 日 ま で

令和元年12月26日 都市建設課 指名

112 令和元年度　学園台法面改修工事 新富町内（新富町大字新田）
令和２年１月14日から
令和２年３月31日まで

令和元年12月26日 財政課 指名

113
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事
業
八幡～大渕線外２路線舗装補修設計委託業務

新富町内
令和２年１月16日から
令和２年３月27日まで

令和2年1月10日 都市建設課 指名

114
令和元年度　新田原飛行場関連再編関連特別
事業
楠～西畦原線道路改良工事

新富町内
令和２年１月16日から
令和２年３月31日まで

令和2年1月10日 都市建設課 指名

115 令和元年度　大溝川護岸補修工事 新富町大字新田地内
令和２年１月17日から
令和２年３月31日まで

令和2年1月10日 都市建設課 指名

116
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付
金事業
防犯灯設置工事

新富町役場
令和２年１月17日から
令和２年３月19日まで

令和2年1月10日 総務課 指名

117
令和元年度　特定防衛施設周辺整備調整交付
金事業
新富町文化会館西側造成設計委託業務

新富町文化会館
令和２年２月３日から令
和 ２ 年 ３ 月 27 日 ま で

令和2年1月28日 総合政策課 指名



令和元年(平成31年）度　指名の結果
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118 令和元年度　佐土原～木城線舗装補修工事 新富町大字新田
令和２年２月４日から令
和 ２ 年 ３ 月 31 日 ま で

令和2年1月28日 都市建設課 指名

119 令和元年度　麓～新田原線道路補修工事 新富町内
令和２年２月３日から令
和 ２ 年 ３ 月 ６ 日 ま で

令和2年1月28日 都市建設課 指名

120 令和元年度　大溝川護岸補修工事 新富町大字新田地内
令和２年２月３日から令
和 ２ 年 ３ 月 31 日 ま で

令和2年1月28日 都市建設課 指名

121
令和元年度　成法寺住宅空家解体撤去工事（２
工区）

新富町大字新田字平ノ前（6、8、20、
26号棟）

令和２年２月３日から令
和 ２ 年 ３ 月 30 日 ま で

令和2年1月28日 都市建設課 指名


