
令和３年度

富　良　野　市

建設工事等発注予定一覧表

(令和３年度　第１回変更）



担当課 都市施設課　 都市建築課
上下水道課
（上水道）

上下水道課
（下水道）

地籍調査課 計
広域連合

(消防・衛生
・給食ｾﾝﾀｰ）

合計

(16件) (7件) (3件) (1件) (27件) (1件) (28件)

345,238 125,870 178,800 19,132 669,040 6,000 675,040

(27件) (27件) (1件) (28件)

815,407 815,407 7,040 822,447

(16件) (27件) (7件) (3件) (1件) (54件) (2件) (56件)

345,238 815,407 125,870 178,800 19,132 1,484,447 13,040 1,497,487

                                                  令和３年度　各課事業費　第１回変更

土木関係

建築関係

計

     (単位：千円）



工期 概算工事費

当初 変更 （ヶ月） （千円）

令和３年度　　富良野市の発注工事等予定表

整理
番号

工種 工事（委託業務）名 工事（業務）場所 担当　部・課名 当初事業概要 変更事業概要
発注予定

備　　　考

【土木関係】

1 土木 東9条道路改良舗装工事 栄町 都市施設課
道路改良舗装工事L=65m
W=5.5m(7.5m)＋1.75m×2

5月上旬 4 25,000 補助

2 土木 南2丁目2道路改良舗装工事 栄町 都市施設課
道路改良舗装工事L=40m
W=5.5m(7.5m)＋1.75m×2

6月下旬 4 13,000 補助

3 土木 南3丁目2道路改良舗装工事 新富町 都市施設課
道路改良舗装工事L=135m
W=5.5m(８.0m)＋3.0m×2

6月下旬 4 51,000 補助

4 舗装 東雲通道路改良舗装工事 東町、西扇山 都市施設課 舗装工事L=193m 6月下旬 2 8,000 補助

5 土木
市道橋長寿命化修繕工事（馬追橋
他１橋）

字山部 都市施設課
馬追橋　支障補修一式
１２線川橋　下部工断面修復一
式

9月中旬 4 3,108 補助

6 土木
公園施設長寿命化改修工事（一般
施設）

栄町他 都市施設課
N=３公園（曙公園、東町幼
児公園、錦町幼児公園）

6月上旬 4 14,700 起債

7 土木
公園施設長寿命化改修工事（第1工
区）

朝日町他 都市施設課
N=３公園（朝日町公園、北
の峰南公園、清流公園）

7月上旬 4 24,820 補助

8 土木
公園施設長寿命化改修工事（第2工
区）

栄町他 都市施設課
N=２公園（栄町公園、すみ
れ公園）

7月上旬 4 16,240 補助

9 土木 道路区画線表示委託 富良野市一円 都市施設課 L=9km 6月上旬 3 3,000 単費

10 舗装 道路舗装側溝改良工事（第１工区） 字山部他 都市施設課 防塵舗装　山部西1号線他 5月下旬 4 13,000 単費

11 舗装 道路舗装側溝改良工事（第２工区） 字西達布他 都市施設課 防塵舗装　たちばな西線他 5月下旬 4 12,000 単費

12 土木 清水山線道路改良工事 字清水山 都市施設課
道路土工　掘削25,400m3 盛
土15,550m3 排水構造物工
一式

5月上旬 8 140,000 補償工事

13 土木 富良野市死亡獣畜取扱場整備工事 字南麓郷 経済部農林課
富良野市死亡獣畜取扱場
更新

10月上旬 2 1,540 単費

14 測量設計
設計測量調査委託（零号跨線橋実
施設計）

春日町、栄町 都市施設課 修繕実施設計 5月上旬 9 12,900 補助

15 測量設計
設計測量調査委託（村雨橋実施設
計）

字山部 都市施設課 修繕実施設計 6月上旬 3 4,600 補助



工期 概算工事費

当初 変更 （ヶ月） （千円）

令和３年度　　富良野市の発注工事等予定表

整理
番号

工種 工事（委託業務）名 工事（業務）場所 担当　部・課名 当初事業概要 変更事業概要
発注予定

備　　　考

16 測量設計
設計測量調査委託（みどり公園2公
園他実施設計）

緑町他 都市施設課 公園実施設計 9月下旬 5 2,330 補助

17 測量
富良野市地籍調査業務委託
（東山地区３－３）

字西達布 地籍調査課
調査面積　A=3.68㎢
R1・E1・FⅠ工程

5月上旬 10 19,132 補助

18 水道施設 東９条配水管移設工事 栄町 上下水道課 HPPEφ75　L=65m 5月上旬 4 5,000 単費

19 水道施設 南２丁目２配水管移設工事 栄町 上下水道課 HPPEφ75～150　L=80m 6月下旬 4 6,000 単費

20 水道施設 東雲通配水管移設工事 東町 上下水道課 HPPEφ150　L=193m 4月中旬 4 13,500 単費

21 水道施設 南３丁目２配水管移設工事 新富町 上下水道課 HPPEφ75　L=160m 6月下旬 4 5,500 単費

22 管 量水器取替工事（３条） 上水道区域 上下水道課 検満量水器の交換 4月下旬 6 81,700 単費

23 管 量水器取替工事（４条） 上水道区域 上下水道課 検満量水器の交換 4月下旬 4 8,770 単費

24 管 簡易水道量水器取替工事 簡易水道区域 上下水道課 検満量水器の交換 4月下旬 4 5,400 単費

25 下水道
富良野水処理センタースットックマネ
ジメント改築・更新工事（電気設備）

西町 上下水道課 主ポンプ 6月下旬 8 81,800 補助

26 下水道
富良野水処理センタースットックマネ
ジメント改築・更新工事（機械設備）

西町 上下水道課 主ポンプ 6月下旬 8 84,000 補助

27 委託 公共下水道耐水化計画策定委託 上下水道課 耐水化計画 6月上旬 8 13,000 補助

合　　　計 土木関係小計 27 件 669,040



工期 概算工事費

当初 変更 （ヶ月） （千円）

令和３年度　　富良野市の発注工事等予定表
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【建築関係】

28 管 看護専門学校トイレ改修工事 弥生町 看護専門学校 洋式便器化改修7か所 6月中旬 2 2,500 単費

29 屋根
農村環境改善センター管理棟屋根
改修工事

字島ノ下 農林課 管理棟屋根重ね葺き300㎡ 9月下旬 2 5,400 単費

30 委託
庁舎及び文化会館解体工事設計委
託

弥生町 財政課
市役所本庁舎、文化会館
等の解体工事に係る実施
設計

5月下旬 9 22,000 補助

31 委託
防災行政無線設備整備事業設計委
託

弥生町 総務課
防災行政無線（移動系）の
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化に伴う調査及び
実施設計

5月下旬 7 8,500 単費

32 委託 耐震改修促進計画改定委託 市内 都市建築課
耐震改修促進計画改定に
係る調査及び計画策定

6月下旬 7 3,600 補助

33 委託 立地適正化計画策定業務委託 市内 都市建築課 立地適正化計画策定 5月下旬 9 6,000 補助

34 委託 地区再生計画策定業務委託 市内 都市建築課 地区再生計画策定 6月下旬 8 10,000 補助

35 建築 老節布会館屋根外壁改修工事 字老節布 市民協働課 屋根外壁塗装他 6月下旬 2 5,200 補助

36 板金 スポーツセンター外壁等改修工事 桂木町 市民協働課
外壁ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板張
り110㎡

4月下旬 1 1,900 単費

37 管 固形燃料ボイラー整備工事 字山部 環境課 鋼製煙突設置13m 4月下旬 2 2,400 単費

38 建築
固形燃料化施設改修工事（屋根外
壁改修）

字山部 環境課
二重屋根690㎡
外壁等塗装500㎡

6月下旬 2.5 13,500 補助

39 管 東山公民館汚水管路改修工事 字東山 東山公民館 汚水管管路改修45m 6月下旬 2.5 2,300 補助

40 管
ふれあいセンター真空温水ヒーター
改修工事

春日町 高齢者福祉課 暖房用ﾁｪﾝｼﾞｬｰ更新2台分 4月下旬 3 2,900 単費

41 建築 山部保育所玄関ポーチ改修工事 山部北町 こども未来課 ｶﾗｰｳﾚﾀﾝﾁｯﾌﾟ舗装40㎡ 7月上旬 2 2,100 補助

42 建築 樹海義務教育学校整備工事 字老節布 学校教育課
木造　平屋建て300㎡増築
既存校舎改修　管工事共

4月下旬 9 115,000 補助



工期 概算工事費

当初 変更 （ヶ月） （千円）
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43 電気
樹海義務教育学校整備工事（電気
設備）

字老節布 学校教育課
木造　平屋建て300㎡増築
既存校舎改修

4月下旬 9 29,500 補助

44 解体 公営住宅解体工事（北麻町団地） 北麻町 都市建築課 3棟12戸程度解体 4月下旬 2 8,500 補助

45 解体 公営住宅解体工事（東町団地） 東町 都市建築課 1棟4戸解体 4月下旬 2 3,500 補助

46 建築
公営住宅建設工事（北麻町団地建
築主体）

北麻町 都市建築課
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　2階建て
590㎡新築　外構工事共

4月下旬 8 120,000 補助

47 管
公営住宅建設工事（北麻町団地機
械設備）

北麻町 都市建築課
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　2階建て
590㎡新築

4月下旬 8 24,000 補助

48 電気
公営住宅建設工事（北麻町団地電
気設備）

北麻町 都市建築課
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　2階建て
590㎡新築

4月下旬 8 14,000 補助

49 防水
公営住宅長寿命化改修工事（緑町
団地屋上防水）

緑町 都市建築課
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水塗重ね　1
棟12戸

4月下旬 2 7,000 補助

50 建築
公営住宅長寿命化改修工事（瑞穂
団地外壁等）

瑞穂町 都市建築課
外壁ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板張り
外断熱改修

4月下旬 3 13,000 補助

51 塗装
公営住宅屋根塗装工事（北の峰西団
地）

北の峰町 都市建築課 屋根塗装　3棟12戸 4月下旬 2 3,900 単費

52 建築
富良野小学校長寿命化改修工事
（Ⅰ期）

若松町 学校教育課
既存校舎（教室棟・管理
棟）の外部及び内部改修

4月下旬 10 272,272 補助

53 機械
富良野小学校長寿命化改修工事
（Ⅰ期）（機械設備）

若松町 学校教育課
既存校舎（教室棟）の外部
及び内部改修

4月下旬 10 88,440 補助

54 電気
富良野小学校長寿命化改修工事
（Ⅰ期）（電気設備）

若松町 学校教育課
既存校舎（教室棟）の外部
及び内部改修

4月下旬 10 27,995 補助

合　　　計 建築関係小計 27 件 815,407



工期 概算工事費

当初 変更 （ヶ月） （千円）
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【広域連合】

1 水道施設 上水道消火栓新設工事 市内
富良野広域連合
富良野消防署

上水道消火栓新設4基 5月下旬 4 6,000 単費

2 塗装
環境衛生センター処理棟外壁塗装
工事

字上五区
富良野広域連合
環境衛生セン

ター

外壁塗装
クラック補修A=575㎡

4月下旬 2.5 7,040 単費

3

広域連合小計 2 件 13,040

合　　　　計 56 件 1,497,487

建設工事については、130万円以上、委託関係は50万円以上を掲載

54 件 1,484,447令和２年度（広域連合除く）発注件数 市発注　合計額


