
令和４年度

富　良　野　市

建設工事等発注予定一覧表

(令和４年度　当初）



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

(15件) (7件) (3件) (2件) (27件) (1件) (28件)

818,100 213,409 141,600 32,400 1,205,509 6,000 1,211,509

(15件) (15件) (15件)

484,400 484,400 0 484,400

(15件) (15件) (7件) (3件) (2件) (42件) (1件) (43件)

818,100 484,400 213,409 141,600 32,400 1,689,909 6,000 1,695,909

                                                  令和３年度　各課事業費　当初予算

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４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 新庁舎外構工事 弥生町 都市施設課
基盤整備工事、植栽工事、施
設整備工事一式

6月上旬 5 15,000 起債

2 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=190m
W=5.5m(7.5m)＋1.75m×2
函渠工一式

7月中旬 6 102,800 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=205m
W=5.5m(8.0m)＋3.00m×2

5月下旬 5 80,000
補助

（Ｒ３繰越）

4 土木 南6丁目道路改良舗装工事 弥生町他 都市施設課
道路改良舗装工事L=35m
W=5.5m(8.0m)＋2.00m×2

9月中旬 4 16,000 補助

5 土木 市道橋長寿命化修繕工事（村雨橋） 字山部 都市施設課
村雨橋
PC桁断面修復一式

9月下旬 5 8,000 補助

6 土木 公園施設長寿命化改修工事（第１工区） 東町他 都市施設課 N=３公園 6月上旬 4 18,000 補助

7 土木 公園施設長寿命化改修工事（第２工区） 北の峰町他 都市施設課 N=２公園 6月上旬 4 10,000 補助

8 土木 道路区画線表示委託 富良野市一円 都市施設課 L=9km 7月上旬 3 3,000 単費

9 土木 清水山線道路改良工事（第１工区） 字清水山 都市施設課
道路改良舗装工事L=274m
掘削V=60,200㎥
舗装工A=2,000㎡排水工一式

5月上旬 8 397,000 補償工事

10 土木 清水山線道路改良工事（第２工区） 字清水山 都市施設課
道路改良舗装工事L=447m
掘削V=2,100㎥盛土V=300㎥
舗装工A=3,400㎡排水工一式

6月上旬 7 94,000 補償工事

11 測量設計 設計測量調査委託（南6丁目実施設計） 弥生町 都市施設課
道路改良実施設計
Ｌ＝335ｍ W=12.0m

4月中旬 4 11,000 補助

12 測量設計 設計測量調査委託（北２号橋実施設計） 東鳥沼 都市施設課 橋梁補修設計 5月上旬 5 7,800 補助

13 測量設計 設計測量調査委託（布礼別橋実施設計） 字西布礼別 都市施設課
橋梁詳細設計
L＝6.40ｍ　W=4.7ｍ(3.5m)

5月上旬 7 26,000 補助

14 測量設計 設計測量調査委託（槻巳橋実施設計） 字西達布 都市施設課
橋梁詳細設計
L＝6.10ｍ　W=6.2ｍ(5.0m)

5月上旬 7 27,000 補助

15 測量設計 設計測量調査委託（公園実施設計） 南町他 都市施設課 南町幼児公園外実施設計 9月中旬 4 2,500 補助



工期 概算工事費

当初 変更 （ヶ月） （千円）

令和４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
富良野市地籍調査業務委託
（東山地区３－２）

字西達布 地籍調査課
調査面積　A=3.57㎢
FⅡ-2・Ｇ・Ｈ工程

５月上旬 10 5,400 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㎢
Ｅ2・FⅡ-1工程

５月上旬 10 27,000 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=380m 7月中旬 6 33,000 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=434m 7月中旬 5 36,764 単費

20 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=356m 5月上旬 5 19,470 単費

21 水道施設 南６丁目配水管移設工事 弥生町 上下水道課 HPPEφ75　L=280m 9月中旬 4 19,600 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 91,465 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 7,710 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 監視制御装置 ４月下旬 10 124,000 補助

26 下水道
ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ対象機器実施設計委
託（ﾎﾟﾝﾌﾟ設備）

上下水道課 ﾎﾟﾝﾌﾟ設備実施設計 5月下旬 8 8,800 補助

27 下水道
ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ対象機器実施設計委
託（計装設備）

上下水道課 計装設備実施設計 5月下旬 8 8,800 補助

合　　　計 土木関係小計 27 件 1,205,509
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当初 変更 （ヶ月） （千円）
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【建築関係】

28 委託
ぶどう果樹研究所エレベーター設置
工事設計委託

字清水山 ぶどう果樹研究所
昇降機設置工事に係る実
施設計・構造検討

4月 3 3,000 単費

29 管
ぶどう果樹研究所売店冷房設備改修
工事

字清水山 ぶどう果樹研究所 業務用冷房ｴｱｺﾝ更新1台 4月 2 2,300 単費

30 塗装 ぶどう果樹研究所屋根塗装工事 字清水山 ぶどう果樹研究所
屋根ｼﾘｺﾝ樹脂塗装1,200
㎡

4月 2 6,200 単費

31 管 処理棟ボイラー更新工事 字上五区
富良野広域連合
環境衛生セン

ター

温水ﾎﾞｲﾗｰ撤去4基
温水ﾎﾞｲﾗｰ設置2基

4月 5 24,000 単費

32 管 下処理冷蔵庫室外機改修工事 花園町
富良野広域連合
学校給食セン

ター

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫用ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝ
ｸﾞﾕﾆｯﾄほか更新

4月 9 3,100 単費

33 電気 厨房照明器具改修工事 花園町
富良野広域連合
学校給食セン

ター
調理室照明器具のＬＥＤ化 4月 4 3,900 単費

34 委託 街区整備計画策定業務委託 幸町 都市建築課 街区整備計画策定 5月 10 23,100 補助

35 屋根
公営住宅長寿命化改修工事（瑞穂
団地屋根）

瑞穂町 都市建築課
長尺ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板葺
替240㎡

4月 1 2,800 補助

36 屋根
公営住宅長寿命化改修工事（ユーフ
レ団地屋根）

山部北町 都市建築課
長尺ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板葺
替240㎡

４月 1 2,800 補助

37 委託 スポーツセンター耐震診断業務委託 桂木町 市民協働課
体育施設（避難場所）の耐
震診断　床面積3,400㎡

4月 6 9,500 補助

38 屋根 東山庁舎屋根改修工事 字東山
富良野広域連合
富良野消防署

二重屋根200㎡ 5月 1 3,000 単費

39 建築 旧庁舎解体工事 弥生町
新庁舎開庁推進

課
RC造　7F･B1F　5,500㎡の
解体

７月 9 280,000 補助

40 建築
富良野小学校長寿命化改修工事
（Ⅱ期）

若松町 学校教育課
既存校舎（教室棟）の内部
改修

4月 10 94,700 補助

41 機械
富良野小学校長寿命化改修工事
（Ⅱ期）（機械設備）

若松町 学校教育課
既存校舎（教室棟）の内部
改修

4月 10 16,000 補助
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42 電気
富良野小学校長寿命化改修工事
（Ⅱ期）（電気設備）

若松町 学校教育課
既存校舎（教室棟）の内部
改修

4月 10 10,000 補助

合　　　計 建築関係小計 15 件 484,400

【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

3

広域連合小計 1 件 6,000

合　　　　計 43 件 1,695,909

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

42 件 1,689,909令和２年度（広域連合除く）発注件数 市発注　合計額


