
番号 工事・委託名称 工事・委託場所 工事・委託期間 工事種別 工事・委託概要 入札及び契約の方法 入札時期

1 上新田学園講堂ガラスブロック補修工事 大字新田 約2か月 補修工事
上新田学園講堂壁面ガラスブ
ロックの破損対策補修工事

指名競争入札 第２四半期

2
新田地区多目的広場・駐車場測量設計業
務委託

大字新田 ６か月 委託業務
新田地区多目的広場の整備に
伴う測量設計

指名競争入札 第2四半期

3
新富町都市計画区域　街路灯取替設計業
務委託

富田一丁目外 約３ヶ月 業務委託 実施設計一式 指名競争入札 第2四半期

4 宮ヶ平団地C棟屋根改善工事 大字新田 約3ヶ月 建築工事 屋根改善　一式 指名競争入札 第2四半期

5 宮ヶ平団地C棟給水設備改善工事 大字新田 約3ヶ月 管工事 給水設備改善　一式 指名競争入札 第2四半期

6 宮ヶ平団地D棟屋根改善工事 大字新田 約3ヶ月 建築工事 屋根改善　一式 指名競争入札 第2四半期

7 宮ヶ平団地D棟給水設備改善工事 大字新田 約3ヶ月 管工事 給水設備改善　一式 指名競争入札 第2四半期

8 町営住宅空調機器機能復旧工事 町内一円 約3ヶ月 電気工事 各町営住宅空調機器更新　35台 指名競争入札 第2四半期

令和３年度の新富町における発注予定の工事等は、下記のとおりです。

（別記様式）

令和３年度　公共工事等の発注見通し（第２回）

（令和３年７月１日現在）

搭載した工事等について

１　搭載した工事等は、予定価格が２５０万円を越えると見込まれる工事等であり、公表日現在、当該年度の工事に必要な土地等の取得が未了、工事に必要な

    公物管理者等や地元関係者との協議・調整が未了であるなどの理由により工事の実施が未確定であるものは含まれません。

２　搭載した工事等は、公表日現在の予定であり、実際に発注する工事が搭載内容と異なる場合、又は搭載されていない工事が発注される場合があります。

３　搭載した工事等は、工種、工区等を分離・分割して発注する場合があります。



9 成法寺地区排水路測量設計業務委託 大字新田 約4か月 業務委託 測量設計一式 指名競争入札 第2四半期

10 永牟田線用地測量業務委託 大字日置 約4か月 業務委託 用地測量一式 指名競争入札 第2四半期

11 漆山～追分線用地測量業務委託 大字日置 約4か月 業務委託 用地測量一式 指名競争入札 第2四半期

12 駅前周辺道路改良工事 大字三納代 約3か月 土木工事 道路改良工事Ｌ＝27.7m 指名競争入札 第2四半期

13 農作業道舗装工事（新富北地区） 新富町内 約５ヶ月 舗装工事 舗装工事　L=１，９００ｍ 指名競争入札 第２四半期

14 東大谷地区補償調査委託業務 大字新田 約５ヶ月 委託業務 補償調査　N=６箇所 指名競争入札 第２四半期

15 大和第１号ため池改修測量設計委託業務 大字新田 約８ヶ月 委託業務
ため池改修測量設計委託業務一
式

指名競争入札 第２四半期

16
防災備蓄倉庫等用地整備・資材搬入スペー
ス工事

大字上富田 約５か月 土木工事 土木工事一式 指名競争入札 第2四半期

17
電気計装及び発電機更新施工監理業務委
託

新田（浄水場） 約21か月 委託業務 施工監理業務　一式 指名競争入札 第２四半期

18 末端残留塩素計更新工事(水道水) 日置・新田 約4か月 機械器具設置 残留塩素計更新　2基 指名競争入札 第２四半期

19 塚原地区配水管布設工事 大字新田 約３か月 管工事 PEφ75　L=400ｍ 指名競争入札 第２四半期

20 県道今別府八幡線外１配水管布設替工事 大字三納代 約３か月 管工事 PEφ75　L=350ｍ 指名競争入札 第２四半期

21 量水器取替工事 町内一円 約２か月 管工事 量水器交換　N=795個 随意契約 第２四半期



22 電気計装及び発電機更新工事 新田（浄水場） 約21か月 電気工事
電気計装更新　一式
発電機　１基

条件付一般競争入札 第２四半期

23 富田小学校講堂防音フェンス設置工事 富田東 約3か月 建築工事
富田小学校講堂南側の防音フェ
ンス設置工事

指名競争入札 第３四半期

24 富田小学校東擁壁・舗装工事 富田東 約3か月 土木工事 法面保護の擁壁、舗装工事 指名競争入札 第３四半期

25 新富町都市計画区域　街路灯取替工事 富田一丁目外 約３ヶ月 電気工事
ＬＥＤ照明への取替工事
街路灯　117基、照明灯　３基

指名競争入札 第3四半期

26
新富スマートインターチェンジ（仮称）建設事
業
用地測量業務委託

大字新田 約4か月 業務委託 用地測量一式 指名競争入札 第3四半期

27 八幡～大渕線用地測量業務委託 大字上富田 約4か月 業務委託 用地測量一式 指名競争入札 第3四半期

28 佐土原～木城線道路改修工事 大字新田 約3か月 土木工事 道路改良工事Ｌ＝101.2m 指名競争入札 第3四半期

29 越馬場～野中線鬼付女歩道橋新設工事 大字上富田 約4か月 土木工事 橋脚新設工事一橋 指名競争入札 第3四半期

30 五反田川堆積土砂撤去工事 大字下富田 約2か月 土木工事 土砂撤去工事一式 指名競争入札 第3四半期

31 生活道路舗装工事 町内一円 約3か月 土木工事 舗装補修工事一式 指名競争入札 第3四半期

32 バス停留所屋根設置工事 未定 約3か月 土木工事 バス停屋根設置一式（２基） 指名競争入札 第3四半期

33 大和第２号ため池廃止測量設計委託業務 大字新田 約５ヶ月 委託業務
ため池廃止測量設計委託業務一
式

指名競争入札 第３四半期

34 水道課車庫建築工事 大字新田 約4か月 建築工事 車庫築造　1棟 指名競争入札 第３四半期



35 辻～倉園線配水管布設替工事 大字三納代 約３か月 管工事 PEφ100　L=280ｍ 指名競争入札 第３四半期

36 国道10号外4消火栓工事 町内一円 約３か月 管工事 新設2基、移設1基、更新2基 指名競争入札 第３四半期

37 防犯灯設置工事 町内一円 約４か月 電気工事 町内全域の防犯灯の新設・更新 指名競争入札 第３四半期

38 辻～倉園線道路改良工事 大字三納代 約５か月 土木工事 道路改良工事一式 指名競争入札 第３四半期

39 屋外運動場建設（建築主体）工事 大字三納代 約１２か月 建築工事 建築工事一式 条件付一般競争入札 第３四半期

40 屋外運動場建設（電気設備）工事 大字三納代 約１２か月 電気工事 電気設備工事一式 条件付一般競争入札 第３四半期

41 屋外運動場建設（機械設備）工事 大字三納代 約１２か月 管工事 機械設備工事一式 条件付一般競争入札 第３四半期

42 屋外運動場建設（土木整備）工事 大字三納代 約１２か月 土木工事 土木整備工事一式 条件付一般競争入札 第３四半期

43
農業試験研究用ビニルハウス施設新設工
事

大字三納代 約4ヶ月 建築工事 建築工事一式 指名競争入札 第２四半期

44 農業試験研究用作業施設新設工事 大字三納代 約4ヶ月 建築工事 建築工事一式 指名競争入札 第2四半期


