
令和２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
令和２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
令和２年４月17日から
令和２年11月30日まで

令和2年4月16日 生涯学習課 指名

2
令和２年度　新富町商工業研修センター空調換
気設備外改修工事設計業務委託

新富町富田南１丁目１１２
令和２年４月22日から
令和２年８月20日まで

令和2年4月16日 産業振興課 指名

3 令和２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、新田原展望広
場、区画整理内街区公園（9公園）

令和２年４月20日から
令和３年３月26日まで

令和2年4月16日 都市建設課 指名

4
令和２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
令和２年４月20日から
令和２年12月25日まで

令和2年4月16日 都市建設課 指名

5 令和２年度　桜木住宅通路舗装修繕 新富町町営桜木住宅敷地内
令和２年４月22日から
令和２年５月29日まで

令和2年4月16日 都市建設課 指名

6
令和２年度　社会資本整備総合交付金事業
宮ケ平団地Ｂ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Ｂ
棟

令和２年４月22日から
令和２年８月５日まで

令和2年4月16日 都市建設課 指名

7
令和２年度　第１５部消防機械倉庫地質調査業
務委託

新富町大字日置672番地13
令和２年４月22日から
令和２年６月30日まで

令和2年4月16日 総務課 指名

8
令和２年度　第１５部消防機械倉庫建築工事実
施設計業務委託

新富町大字日置672番地13
令和２年４月22日から
令和２年７月31日まで

令和2年4月16日 総務課 指名

9 令和２年度　富田町～舟津線配水管布設工事 新富町大字新田地内
令和２年５月11日から
令和２年７月17日まで

令和2年4月23日 水道課 指名

10 令和２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２年４月27日から
令和２年11月20日まで

令和2年4月23日 都市建設課 指名

11 令和２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２年５月１日から
令和２年７月10日まで

令和2年4月23日 都市建設課 指名

12
令和２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
令和２年５月25日から
令和２年７月31日まで

令和2年5月13日 都市建設課 指名

13
令和２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
令和２年５月25日から
令和２年７月22日まで

令和2年5月13日 都市建設課 指名



令和２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

14
令和２年度　新富町第６期障がい福祉計画・第２
期障がい児福祉計画策定業務委託

新富町内
令和２年５月28日から
令和３年３月31日まで

令和2年5月21日 福祉課 指名

15
令和２年度　町内体育施設定期報告作成業務委
託

新富町大字上富田7485番地4　町体育館
新富町大字新田7287番地　西体育館

令和２年５月22日から
令和３年３月31日まで

令和2年5月21日 生涯学習課 指名

16
令和２年度　新富町総合交流センター定期報告
作成業務委託

新富町大字上富田6345番地5　新富
町総合交流センター

令和２年５月22日から
令和３年３月31日まで

令和2年5月21日 生涯学習課 指名

17
令和２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
令和２年５月22日から
令和３年３月31日まで

令和2年5月21日 生涯学習課 指名

18
令和２年度　各小中学校・富田給食共同調理場
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、富田給食共同調理場

令和２年６月１日から
令和３年３月31日まで

令和2年5月21日 教育総務課 指名

19 令和２年度　庁舎空調設備保守点検業務委託 新富町役場
令和２年５月25日から
令和３年３月31日まで

令和2年5月21日 財政課 指名

20
令和２年度　新富町文化会館定期報告作成業務
委託

新富町大字上富田6367番地1
令和２年５月22日から
令和３年３月31日まで

令和2年5月21日 生涯学習課 指名

21
令和２年度　社会資本整備総合交付金事業
あれん橋外３橋補修設計業務委託

新富町内
令和２年６月10日から
令和２年９月30日まで

令和2年5月29日 都市建設課 指名

22
令和２年度　新田原飛行場周辺水道設置助成事
業
発電機室地盤改良工事

新富町大字新田地内
令和２年７月１日から
令和２年８月31日まで

令和2年6月18日 水道課 指名

23
令和２年度　富田小学校講堂建設（電気設備）工
事

新富町富田東一丁目70番地
契約締結日の翌日から
令和３年３月20日まで

令和2年6月24日 教育総務課 指名

24
令和２年度　富田小学校講堂建設（浄化槽設置）
工事

新富町富田東一丁目70番地
契約締結日の翌日から
令和３年３月20日まで

令和2年6月24日 教育総務課 指名

25
令和２年度　富田小学校講堂建設工事　監理業
務委託

新富町富田東一丁目70番地
契約締結日の翌日から
令和３年３月20日まで

令和2年6月24日 教育総務課 指名

26
令和２年度　新富し尿処理施設「潮香苑」受電設
備緊急修繕

新富町大字日置965番地12　「潮香
苑」地内

令和２年６月22日から
令和２年９月30日まで

令和2年6月18日 都市建設課 指名



令和２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

27
令和２年度　各小中学校・富田給食共同調理場
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）・
富田給食共同調理場

令和２年７月１日から
令和３年３月31日まで

令和2年6月18日 教育総務課 指名

28 新富町学校施設等長寿命化計画策定業務 新富町役場
令和２年７月１日から
令和３年３月24日まで

令和2年6月18日 教育総務課 指名

29
令和２年度　新富町公共施設等個別施設計画策
定業務

新富町大字上富田7491
令和２年７月１日から
令和３年３月19日まで

令和2年6月18日 財政課 指名

30 令和２年度　藤山～永牟田線配水管布設替工事 新富町大字新田地内
令和２年７月８日から
令和２年９月30日まで

令和2年6月29日 水道課 指名

31
令和２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２年７月１日から
令和２年11月30日まで

令和2年6月24日 生涯学習課 指名

32
令和２年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金
事業
塚原地区排水路整備工事【１工区】

新富町大字新田地内
令和２年７月８日から
令和２年10月30日まで

令和2年7月2日 農地管理課 指名

33
令和２年度　新田原飛行場関連再編関連特別事
業
福祉バス購入

新富町役場 令和３年１月29日まで 令和2年7月2日 財政課 指名

34 令和２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（9、10、11、
13号棟外）

令和２年７月17日から
令和２年11月20日まで

令和2年7月10日 都市建設課 指名

35
令和２年度　新富町福祉学習等供用施設定期報
告書作成業務委託

新富町大字上富田7485番地14
令和２年７月31日から
令和２年12月28日まで

令和2年7月2日 福祉課 指名

36 令和２年度　職員用ＰＣ購入 新富町役場 令和２年９月14日まで 令和2年7月10日 総務課 指名

37
令和２年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金
事業
大和地区排水路整備工事

新富町大字新田地内
令和２年７月27日から
令和２年11月20日まで

令和2年7月10日 農地管理課 指名

38
令和２年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金
事業
塚原地区排水路整備工事【２工区】

新富町大字新田地内
令和２年７月27日から
令和２年11月20日まで

令和2年7月10日 農地管理課 指名

39
令和２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２年７月８日から
令和２年12月25日まで

令和2年7月2日 農地管理課 指名
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40
令和２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２年７月８日から
令和２年12月25日まで

令和2年7月2日 農地管理課 指名

41 令和２年度　議場放送設備改修工事 新富町役場内
令和２年７月15日から
令和２年８月31日まで

令和2年7月10日 議会事務局 指名

42
令和２年度　富田小学校講堂建設（浄化槽設置）
工事

新富町富田東一丁目70番地
契約締結日の翌日から
令和３年３月20日まで

令和2年7月2日 教育総務課 指名

43 令和２年度　新富町道路台帳修正業務委託
新富町大字上富田7491（新富町役場
内）

令和２年７月21日から
令和２年10月30日まで

令和2年7月10日 都市建設課 指名

44 令和２年度　新富町浄水場浄水濁度計更新工事 新富町大字新田地内
令和２年８月３日から
令和２年10月30日まで

令和2年7月21日 水道課 指名

45 令和２年度　塚原地区配水管布設替工事 新富町大字新田地内
令和２年８月３日から
令和２年11月20日まで

令和2年7月21日 水道課 指名

46
令和２年度　新田原飛行場関連再編関連特別事
業
八幡～大渕線用地測量業務委託

新富町大字上富田
令和２年８月３日から
令和２年12月25日まで

令和2年7月27日 都市建設課 指名

47
令和２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

新富町大字日置
令和２年８月３日から
令和２年12月18日まで

令和2年7月27日 都市建設課 指名

48
令和２年度　新田原飛行場関連再編関連特別事
業
駅前周辺道路改良工事

新富町大字上富田地内
令和２年８月３日から
令和２年10月30日まで

令和2年7月27日 都市建設課 指名

49
令和２年度　新田原飛行場関連再編関連特別事
業
「新富町緑の基本計画」修正業務委託

新富町内
令和２年８月３日から
令和３年３月25日まで

令和2年7月27日 都市建設課 指名

50
令和２年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金
事業
ホイルローダー購入

新富町大字新田21233番地1
契約締結日の翌日から
令和３年２月26日まで

令和2年7月27日 都市建設課 指名

51 令和２年度　新富町航空写真撮影業務委託 新富町税務課
令和２年８月21日から
令和３年３月19日まで

令和2年8月18日 税務課 指名

52
令和２年度　交通安全用品等整備助成事業
交通安全広報車購入

新富町役場 令和３年２月26日まで 令和2年8月18日 総務課 指名



令和２年度　指名の結果
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53
令和２年度　コミュニティ助成事業
地域防災組織育成事業　防火衣一式購入

新富町役場 令和２年11月30日まで 令和2年8月18日 総務課 指名

54
令和２年度　平伊倉予備水源送水管布設替工事
（１工区）

新富町大字三納代地内
令和２年９月７日から
令和２年11月30日まで

令和2年8月27日 水道課 指名

55
令和２年度　平伊倉予備水源送水管布設替工事
（２工区）

新富町大字三納代地内
令和２年９月７日から
令和２年11月30日まで

令和2年8月27日 水道課 指名

56
令和２年度　平伊倉予備水源送水管布設替工事
（３工区）

新富町大字三納代地内
令和２年９月７日から
令和２年11月30日まで

令和2年8月27日 水道課 指名

57
令和２年度　新富町小中学校校内通信ネット
ワーク環境施設整備委託業務

富田小学校、富田中学校、新田学園、
上新田学園

令和２年９月１日から
令和３年３月26日まで

令和2年8月27日 教育総務課 指名

58
令和２年度　日向新富駅～鬼付女線配水管布設
替工事

新富町大字上富田地内
令和２年９月７日から
令和２年10月30日まで

令和2年8月27日 水道課 指名

59
令和２年度　新田原飛行場関連再編関連特別事
業
新富町地区集会所用椅子整備事業

新富町大字上富田7491　新富町役場 令和２年12月25日まで 令和2年8月27日 基地対策課 指名

60
令和２年度　社会資本整備総合交付金事業
宮ケ平団地Ｂ棟給水設備改善工事

新富町大字新田3333　宮ケ平団地Ｂ
棟

令和２年９月８日から
令和３年１月25日まで

令和2年9月2日 都市建設課 指名

61 令和２年度　新富町デマンド交通運行業務委託 新富町内
令和２年９月７日から
令和３年３月31日まで

令和2年9月2日 総合政策課 指名

62
令和２年度　新富町デマンド交通整備事業に伴う
停留所購入

新富町役場（新富町大字上富田
7491）

令和２年10月23日まで 令和2年8月27日 総合政策課 指名

63
令和２年度　社会資本整備総合交付金事業
宮ケ平団地Ｂ棟屋根防水改善工事

新富町大字新田3333　宮ケ平団地Ｂ
棟

令和２年９月８日から
令和３年１月25日まで

令和2年9月2日 都市建設課 指名

64
令和２年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金
事業
学校給食備品更新

新富町富田東一丁目70番地ほか 令和２年10月30日まで 令和2年9月18日 教育総務課 指名

65
令和２年度　激甚地区集落内生活道路舗装補修
工事（今別府地区）

今別府地区
令和２年９月25日から
令和２年11月13日まで

令和2年9月18日 基地対策課 指名



令和２年度　指名の結果
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66
令和２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

新富町内
令和２年９月８日から
令和３年１月22日まで

令和2年9月2日 都市建設課 指名

67
令和２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
令和２年９月30日から
令和３年２月26日まで

令和2年9月18日 都市建設課 指名

68
令和２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
令和２年９月30日から
令和３年２月19日まで

令和2年9月18日 都市建設課 指名

69
令和２年度　新田原飛行場関連再編関連特別事
業
環境管理車購入

新富町大字上富田7491番地 令和３年１月29日まで 令和2年9月18日 財政課 指名

70
令和２年度　新富町総合交流センター網戸設置
工事

新富町大字上富田6345番地5
令和２年10月９日から
令和３年１月８日まで

令和2年9月30日 生涯学習課 指名

71
令和２年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金
事業
第１５部消防機械倉庫解体工事

新富町大字日置672番地13
令和２年10月７日から
令和２年11月13日まで

令和2年9月30日 総務課 指名

72
令和２年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金
事業
第１５部消防機械倉庫建築工事

新富町大字日置672番地13
令和２年10月７日から
令和３年３月26日まで

令和2年9月30日 総務課 指名

73 令和２年度　ＲＰＡソフトウェア利用業務 新富町役場内 令和２年９月30日まで 令和2年9月18日 総務課 指名

74
令和２年度　防衛施設周辺民生安定施設整備事
業
越馬場～野中線鬼付女歩道橋橋台設置工事

新富町大字上富田
令和２年９月30日から
令和３年３月15日まで

令和2年9月18日 都市建設課 指名

75
令和２年度　新富町商工業研修センター改修工
事

新富町富田南一丁目112
令和２年10月７日から
令和３年１月６日まで

令和2年9月30日 産業振興課 指名

76 令和２年度　公共施設アルコール噴霧機等購入 新富町総合交流センター 令和３年３月31日まで 令和2年9月30日 生涯学習課 指名

77 令和２年度　新田公民館外外構設計業務委託 新富町大字新田地内
令和２年10月12日から
令和３年３月19日まで

令和2年9月30日 生涯学習課 指名

78 令和２年度　富田中学校複合機賃貸借
新富町富田東二丁目３０番地（富田中
学校内）

令和２年10月30日まで 令和2年9月30日 教育総務課 指名



令和２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２年度　理科教育設備整備費等補助事業
各小学校理科教育設備等備品購入

富田小学校、新田小学校、上新田小
学校

令和２年12月25日まで 令和2年10月7日 教育総務課 指名

80
令和２年度　新田原飛行場関連再編関連特別事
業
佐土原～木城線排水路整備測量設計業務委託

新富町大字新田地内
令和２年11月４日から
令和３年１月25日まで

令和2年10月28日 都市建設課 指名

81 令和２年度　集落内生活道路舗装補修工事 新富町内一円
令和２年10月26日から
令和２年12月31日まで

令和2年10月15日 都市建設課 指名

82 令和２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10月26日から
令和２年12月25日まで

令和2年10月15日 都市建設課 指名

83 令和２年度　観音山公園給水装置取替修繕 新富町大字上富田　観音山公園内
令和２年10月12日から
令和２年12月11日まで

令和2年10月7日 都市建設課 指名

84
令和２年度　学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係
る支援事業　電子黒板・大型ディスプレイ関連備品購入

町内各小中学校（富田小・富田中・新
田中・上新田中）

令和２年12月25日まで 令和2年10月28日 教育総務課 指名

85
令和２年度　２８０ＭＨz帯デジタル同報無線システム整備工
事

新富町役場、白木八重牧場（木城町）
及び東児湯消防組合本部

令和３年３月26日まで 令和2年11月26日 総務課 指名

86
令和２年度　避難施設空調機整備工事設計業務
委託

新富町内各学校
令和２年10月21日から
令和２年11月30日まで

令和2年10月15日 総務課 指名

87
令和２年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金
事業　新富町防犯灯設置工事

新富町内
令和２年10月21日から
令和３年１月29日まで

令和2年10月15日 総務課 指名

88
令和２年度　新富町温泉健康センターサン・ルピ
ナス樹木伐採作業

新富町大字三納代　新富町温泉健康
センターサン・ルピナス

令和２年10月16日から
令和２年12月28日まで

令和2年10月15日 総合政策課 指名

89 令和２年度　産業振興課公用車購入 新富町大字上富田7491番地 令和３年１月29日まで 令和2年10月28日 産業振興課 指名

90 令和２年度　庁舎新館２階照明設備改修工事 新富町大字上富田7491番地
令和２年11月13日から
令和３年３月26日まで

令和2年11月6日 財政課 指名

91
令和２年度　新田原飛行場周辺水道設置助成事
業
新富町浄水場発電機室築造工事

新富町大字新田地内
令和２年11月24日から
令和３年３月30日まで

令和2年11月17日 水道課 指名



令和２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　バス停留所上屋設置工事 新富町大字三納代
令和２年11月16日から
令和３年２月26日まで

令和2年11月6日 都市建設課 指名

93
令和２年度　チャレンジショップ用空き店舗改修
工事実施設計業務委託

新富町大字三納代1765-1
令和２年11月16日から
令和３年１月15日まで

令和2年11月6日 産業振興課 指名

94
令和２年度　公立学校情報機器整備費補助金（公立学校情
報機器購入事業）
新富町立小中学校ＧＩＧＡスクール用タブレットＰＣ購入

富田小学校、富田中学校、新田学園、
上新田学園

令和３年３月22日まで 令和2年11月17日 教育総務課 指名

95
令和２年度　再編関連訓練移転等交付金事業　富田浜漕艇
場利用者備品整備事業（シングルスカル整備）

新富町大字日置964番地62　富田浜
漕艇庫

令和３年３月19日まで 令和2年11月17日 生涯学習課 指名

96
令和２年度　再編関連訓練移転等交付金事業　富田浜漕艇
場利用者備品整備事業（ナックルフォア整備）

新富町大字日置964番地62　富田浜
漕艇庫

令和３年３月19日まで 令和2年11月17日 生涯学習課 指名

97
令和２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（3、4、5、7
号棟外）

令和２年12月２日から
令和３年３月24日まで

令和2年11月26日 都市建設課 指名

98
令和２年度　成法寺住宅空家解体撤去工事(３工
区）

新富町大字新田字平ノ前（15、16、
21、24、25、27号棟外）

令和２年12月２日から
令和３年３月24日まで

令和2年11月26日 都市建設課 指名

99
令和２年度　新田原飛行場周辺水道設置助成事
業
新富町浄水場発電機室築造工事

新富町大字新田地内
令和２年12月７日から
令和３年３月30日まで

令和2年11月26日 水道課 指名

100
令和２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
令和２年12月15日から
令和３年３月15日まで

令和2年12月4日 都市建設課 指名

101 令和２年度　あれん橋外２橋修繕工事 新富町大字新田　外
令和２年12月15日から
令和３年３月26日まで

令和2年12月4日 都市建設課 指名

102 令和２年度　柿原橋修繕工事 新富町大字新田
令和２年12月15日から
令和３年３月26日まで

令和2年12月4日 都市建設課 指名

103
令和２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用地測量業務委託

新富町大字三納代地内
令和２年12月14日から
令和３年３月31日まで

令和2年12月4日 総合政策課 指名

104 令和２年度　職員用ＰＣ購入（その２） 新富町役場 令和３年２月26日まで 令和2年12月4日 総務課 指名



令和２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２年度　再編関連訓練移転等交付金事業
富田小学校体育用備品整備

新富町富田東一丁目70番地 令和３年３月30日まで 令和2年12月4日 教育総務課 指名

106 令和２年度　ごみボックス購入 新富町大字上富田7491番地 令和３年２月19日まで 令和2年12月17日 都市建設課 指名

107 令和２年度　横江排水機場導水路改修 新富町大字下富田地内
令和２年12月23日から
令和３年２月26日まで

令和2年12月17日 農地管理課 指名

108
令和２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（１工区）

新富町大字下富田地内
令和２年12月23日から
令和３年３月26日まで

令和2年12月17日 農地管理課 指名

109
令和２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（２工区）

新富町大字新田地内
令和２年12月23日から
令和３年３月26日まで

令和2年12月17日 農地管理課 指名

110
令和２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（３工区）

新富町大字新田地内
令和２年12月23日から
令和３年３月26日まで

令和2年12月17日 農地管理課 指名

111
令和２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

新富町大字三納代・新田地内
令和２年12月23日から
令和３年３月26日まで

令和2年12月17日 農地管理課 指名

112 令和２年度　柿原橋修繕工事 新富町大字新田
令和２年12月25日から
令和３年３月30日まで

令和2年12月17日 都市建設課 指名

113 令和２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３年１月12日から
令和３年３月19日まで

令和2年12月25日 水道課 指名

114
令和２年度　新馬場～上城元線配水管布設替工
事

新富町大字上富田地内
令和３年１月12日から
令和３年３月19日まで

令和2年12月25日 水道課 指名

115
令和２年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金
事業
自主防災組織資機材整備事業　備品購入

新富町役場 令和３年３月26日まで 令和2年12月25日 総務課 指名

116
令和２年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金
事業
消防用ホース購入

新富町役場 令和３年３月５日まで 令和2年12月25日 総務課 指名

117 令和２年度　避難施設空調機整備工事（１工区） 富田中学校体育館
令和３年１月15日から
令和３年３月29日まで

令和2年12月25日 総務課 指名



令和２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

118 令和２年度　避難施設空調機整備工事（２工区） 新田学園中学部体育館
令和３年１月15日から
令和３年３月29日まで

令和2年12月25日 総務課 指名

119 令和２年度　避難施設空調機整備工事（３工区） 上新田学園体育館
令和３年１月15日から
令和３年３月29日まで

令和2年12月25日 総務課 指名

120
令和２年度　新田原飛行場関連再編関連特別事
業
高齢者介護予防巡回車購入

新富町大字上富田7491番地 令和３年３月19日まで 令和2年12月25日 福祉課 指名

121
令和２年度　新田原飛行場関連再編関連特別事
業
富田小学校講堂外構工事

新富町富田東一丁目70番地
令和３年１月８日から
令和３年３月30日まで

令和2年12月25日 教育総務課 指名

122
令和２年度　新田運動広場ナイター照明撤去工
事

新富町大字新田20853番地　新田運
動広場

令和３年１月４日から
令和３年２月26日まで

令和2年12月25日 生涯学習課 指名

123 令和２年度　議場空調設備改修工事 新富町大字上富田7491番地
令和３年１月10日から
令和３年３月31日まで

令和2年12月25日 財政課 指名

124 令和２年度　五反田川堆積土砂撤去 新富町大字下富田地内
令和３年１月21日から
令和３年２月26日まで

令和3年1月13日 都市建設課 指名

125 令和２年度　富田浜入江線道路災害復旧工事 新富町大字日置
令和３年１月21日から
令和３年３月30日まで

令和3年1月13日 都市建設課 指名

126 令和２年度　弁指線道路災害復旧工事 新富町大字上富田
令和３年１月21日から
令和３年３月30日まで

令和3年1月13日 都市建設課 指名

127
令和２年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金
事業
越馬場～五反田線用地測量業務委託

新富町大字下富田地内
令和３年１月20日から
令和３年３月30日まで

令和3年1月13日 都市建設課 指名

128
令和２年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金
事業
上日置～八反ヶ丸線測量設計業務委託

新富町大字日置
令和３年１月20日から
令和３年３月31日まで

令和3年1月13日 都市建設課 指名

129
令和２年度　新田原飛行場関連再編関連特別事
業
漆山～追分線流末排水路整備業務委託

新富町大字日置
令和３年１月21日から
令和３年３月30日まで

令和3年1月13日 都市建設課 指名

130
令和２年度　新田原飛行場関連再編関連特別事
業
下城元地区排水路測量設計業務委託

新富町大字上富田地内
令和３年１月20日から
令和３年３月30日まで

令和3年1月13日 都市建設課 指名



令和２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

131
令和元年度　屋外運動場設置事業不動産鑑定
業務委託

新富町大字三納代地内
令和３年１月20日から
令和３年３月31日まで

令和3年1月13日 総合政策課 指名

132
令和２年度　スポーツ公園敷地内排水等実施設
計業務委託

新富町大字三納代地内
令和３年１月20日から
令和３年３月31日まで

令和3年1月13日 総合政策課 指名

133
令和２年度　まちづくり事業北側敷地駐車場整備
工事

新富町大字三納代
令和３年１月20日から
令和３年２月26日まで

令和3年1月13日 総合政策課 指名

134
令和２年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金
事業
災害時等照明設備更新工事

新富町役場
令和３年１月18日から
令和３年３月26日まで

令和3年1月13日 総務課 指名

135
令和２年度　防災行政無線屋外拡声子局撤去工
事

新富町内
令和３年１月18日から
令和３年３月26日まで

令和3年1月13日 総務課 指名

136
令和２年度　農業水路等長寿命化・防災減災事
業
塚原ため池廃止測量設計委託業務

新富町大字新田地内
令和３年１月20日から
令和３年３月26日まで

令和3年1月13日 農地管理課 指名

137
令和２年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金
事業
富田小学校講堂備品購入

新富町富田東一丁目70番地 令和３年３月17日まで 令和3年1月13日 教育総務課 指名

138
令和２年度　新田原飛行場関連再編関連特別事業
防災備蓄倉庫用地・機材搬入スペース整備測量設計
業務委託

新富町役場
令和３年１月19日から
令和３年３月30日まで

令和3年1月13日 財政課 指名

139
令和２年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業
佐土原～木城線外10区画線設置工事

新富町内一円
令和３年２月15日から
令和３年３月30日まで

令和3年2月3日 都市建設課 指名

140 令和２年度　町営新成法寺団地Ａ棟浄化槽修繕 新富町大字新田5712番地
令和３年２月16日から
令和３年３月26日まで

令和3年2月10日 都市建設課 指名

141
令和２年度　非接触型キャッシュレス決済対応ポスレ
ジスター購入

新富町役場町民課、新田支所 令和３年３月15日まで 令和3年2月10日 町民課 指名

142 令和２年度　チャレンジショップ用空き店舗改修工事 新富町大字三納代1765-1
令和３年２月15日から
令和３年３月31日まで

令和3年2月10日 産業振興課 指名

143
令和２年度　新型コロナウイルスワクチン接種体制確
保事業　備品購入

新富町大字上富田7491番地（いきい
き健康課内）

令和３年３月31日まで 令和3年2月10日 いきいき健康課 指名



令和２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

144 新富町デマンド交通運行業務委託 新富町内
令和３年４月１日から
令和６年３月31日まで

令和3年2月22日 総合政策課 指名

145 令和２年度　スタジアム案内道路標識設置工事 新富町内一円
令和３年３月２日から
令和３年３月31日まで

令和3年2月22日 総合政策課 指名

146 令和２年度　佐土原～木城線横断側溝布設替工事 新富町大字新田
令和３年３月25日から
令和３年３月30日まで

令和3年3月17日 都市建設課 指名

147
令和２年度　新田原飛行場関連再編関連特別事
業　佐土原～木城線排水路布設替工事

新富町大字新田
令和3年4月14日から
令和3年5月10日まで

令和3年4月7日 都市建設課 指名

148
令和２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１舗装補修工事

新富町大字上富田地内
令和3年4月14日から
令和3年5月31日まで

令和3年4月7日 都市建設課 指名


