
１３０万円以上の発注

Ａ　５０，０００千円以上（ＪＶでの参加を認めます）

Ｂ  ３０，０００千円以上５０，０００千円未満

Ｃ  １０，０００千円以上３０，０００千円未満

Ｄ　１０，０００千円未満

令和２年７月６日見込　　

発注予定時期

当初

1 道路係 土木
社会資本整備総合交付金事業
虹別61線道路改良工事

虹別 改良　L=130m 発注済 ５月～８月 指名競争入札 C

2 道路係 土木
社会資本整備総合交付金事業
桜13号線道路改良工事

桜 改良　L=125.75m ７月下旬 ８月～１１月 指名競争入札 C

3 道路係 土木
道路メンテナンス事業
暢洋橋補修工事

茶安別 支承補修工・伸縮装置工等 発注済 ６月～１１月 指名競争入札 C

4 道路係 土木
道路メンテナンス事業
珪藻橋補修工事

茶安別 支承補修工・伸縮装置工等 発注済 ６月～１０月 指名競争入札 C

5 道路係 土木 標茶中茶安別線 道路改良舗装工事 茶安別 改良　L=660m    舗装　L=493m ８月下旬 ９月～R３.９月 指名競争入札 A

6 道路係 土木 常盤4線 道路改良工事 常盤 改良　L=75m ８月下旬 ８月～１１月 指名競争入札 D

7 道路係 土木 東国１線 農道改良工事 茶安別 改良　L=270ｍ 発注済 ４月～８月 指名競争入札 B

8 道路係 土木 虹別６０線 農道改良工事 虹別 改良　L=303.19ｍ 発注済 ４月～８月 指名競争入札 B

9 道路係 土木 磯分内弥栄線 農道改良工事 弥栄 改良　L=308ｍ ７月中旬 ７月～１１月 指名競争入札 B

10 道路係 土木 萩野４号線 農道改良工事 虹別 改良　L=180ｍ 発注済 ６月～９月 指名競争入札 C

11 道路係 土木 虹別６４線 農道改良工事 虹別 改良　L=217ｍ ８月上旬 ８月～１２月 指名競争入札 C

12 道路係 土木 開運４線 道路改修工事 開運 改良舗装　L=83.6ｍ ７月下旬 ７月～１０月 指名競争入札 D

13 道路係 土木 旭６線 側溝補修工事 旭 側溝補修　L=30ｍ 発注済 ５月～６月 指名競争入札 D

14 道路係 土木 月山１線 待避所設置工事 虹別 待避所設置　４箇所 発注済 ５月～６月 指名競争入札 D

15 道路係 土木 阿歴内１号幹線 取付道路補修工事 阿歴内 取付道路補修　L=150m 発注済 ６月～８月 指名競争入札 C

16 道路係 土木 萩野1号線 大型視線誘導標設置工事 虹別 大型視線誘導標設置  N=10本 ９月下旬 ９月～１１月 指名競争入札 D

17 道路係 土木 交通安全施設整備区画線設置工事
町内
一円

区画線　一式 発注済 ６月～８月 指名競争入札 D

18 道路係 土木 町道維持補修工事
町内
一円

維持補修　一式 適宜 ４月～R３.３月 D

工期
入札及び
契約方法

予定価
格範囲

令和２年度　標茶町の発注予定情報（工事・委託業務等）
下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

    ･公表項目

    ・予定価格の範囲

整理
番号

発注係
種別

（工種）
名　　　　　　　　　　　　称 場　所 当初概要 備考



発注予定時期

当初
工期

入札及び
契約方法

予定価
格範囲

整理
番号

発注係
種別

（工種）
名　　　　　　　　　　　　称 場　所 当初概要 備考

19 道路係 土木 町道清掃業務（３ブロック）
町内
一円

清掃　一式 発注済 ４月～５月 指名競争入札 D

20 道路係 土木 町道巡回点検業務（４ブロック）
町内
一円

巡回点検　一式 発注済 ４月～R３.３月 指名競争入札 D

21 道路係 土木 町道路面整正業務
町内
一円

73路線 L=117.5km 発注済 ５月～１１月 指名競争入札 D

22 道路係 土木 防雪柵取外し・設置業務Aブロック
町内
一円

防雪柵撤去・設置 発注済 ４月～５月 指名競争入札 C

23 道路係 土木 防雪柵取外し・設置業務Bブロック
町内
一円

防雪柵撤去・設置 発注済 ４月～５月 指名競争入札 C

24 道路係 土木 防雪柵新設工事 虹別 吹溜式防雪柵新設　L=84ｍ ８月下旬 ９月～１２月 指名競争入札 D

25 道路係 土木 町道路肩草刈業務
町内
一円

人力草刈 105路線 発注済 ６月～８月 指名競争入札 D

26 都市計画係 土木 桜南町営住宅建替事業（M-10号棟）外構工事 桜 住戸前駐車場、車道舗装工、防犯灯設置工 １０月中旬 １０月～１２月 指名競争入札 C

27 下水道事業係 土木 右岸第9排水区管渠新設工事 常盤 RIVφ250　L=75m ７月上旬 ７月～１０月 指名競争入札 D

28 林政係 土木 林業専用道茶安別１０線開設工事 茶安別 L=560ｍ 発注済 ６月～１１月 指名競争入札 C

29 環境衛生係 土木 標茶霊園階段補修工事 開運 階段撤去6㎥、階段設置24㎡、手すり設置10ｍ 発注済 ６月～８月 指名競争入札 D

30 道路係 土木 下茶安別牧野線 道路補修工事 茶安別 舗装打換 L=93m　　側溝補修 L=186m 発注済 ５月～６月 指名競争入札 D

土木-３０件

31 道路係 舗装
社会資本整備総合交付金事業
虹別61線道路舗装工事

虹別 舗装　L=120m ９月中旬 ９月～１１月 指名競争入札 D

32 道路係 舗装
社会資本整備総合交付金事業
桜13号線道路舗装工事

桜 改良　L=130m １０月中旬 １０月～１２月 指名競争入札 D

33 道路係 舗装
公共施設等適正管理推進事業
磯分内瀬文平線　舗装補修工事

磯分内 舗装補修　L=500m 発注済 ７月～１０月 指名競争入札 A

34 道路係 舗装
公共施設等適正管理推進事業
西熊牛北幹線　舗装補修工事

磯分内 舗装補修　L=299.71m 発注済 ７月～１０月 指名競争入札 B

35 道路係 舗装 常盤4線 道路舗装工事 常盤 舗装　L=75m １０月下旬 １１月～１２月 指名競争入札 D

36 道路係 舗装 東国１線　農道舗装工事 茶安別 舗装　L=210ｍ ８月下旬 ８月～１１月 指名競争入札 C

37 道路係 舗装 虹別６０線　農道舗装工事 虹別 舗装　L=269ｍ ８月下旬 ８月～１１月 指名競争入札 C

38 道路係 舗装 磯分内弥栄線　農道舗装工事 弥栄 舗装　L=100ｍ 発注済 ５月～７月 指名競争入札 D

39 道路係 舗装 磯分内弥栄線　農道舗装その2工事 弥栄 舗装　L=308ｍ １１月上旬 １１月～R３.１月 指名競争入札 C
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予定価
格範囲
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40 道路係 舗装 萩野４号線　農道舗装工事 虹別 舗装　L=150ｍ ９月中旬 ９月～１１月 指名競争入札 D

41 道路係 舗装 虹別６４線 農道舗装工事 虹別 舗装　L=197ｍ １２月中旬 １２月～Ｒ３.３月 指名競争入札 C

42 道路係 舗装 麻生平和通り 舗装補修工事 麻生 オーバーレイ L=176m ７月下旬 ７月～８月 指名競争入札 D

43 道路係 舗装 沼幌川沿線 舗装補修工事 沼幌 舗装 L=220m 発注済 ７月～８月 指名競争入札 D

44 道路係 舗装 小林栄線 舗装補修工事 磯分内 オーバーレイ L=100m ９月下旬 １０月～１１月 指名競争入札 D

45 道路係 舗装 中茶安別1線 舗装補修工事 茶安別 オーバーレイ L=137m 発注済 ６月～８月 指名競争入札 D

46 道路係 舗装 雷別幹線 舗装補修工事 茶安別 オーバーレイ L=240m ９月下旬 １０月～１１月 指名競争入札 D

47 道路係 舗装 富士本通り線 舗装補修工事 富士 切削オーバーレイ L=250m 発注済 ６月～１０月 指名競争入札 D

48 道路係 舗装 桜１線 舗装補修工事 桜 オーバーレイ L=120m 発注済 ６月～８月 指名競争入札 D

49 道路係 舗装 町道舗装補修工事
町内
一円

オーバーレイ及びクラック補修　ほか 適宜 ４月～Ｒ３.３月 D

舗装-１９件

50 建築係 建築
令和元年度桜南町営住宅建替事業（M-10号棟）
建築主体工事

桜 1棟4戸木造平屋建建設A=274.94㎡ 発注済 ６月～１２月 指名競争入札 A

51 建築係 建築
令和２年度川上団地町営住宅Ｋ－4号棟住環境改善事業
建築主体工事

川上 1棟12戸　住戸改善 発注済 ６月～１２月 指名競争入札 A

52 建築係 建築
令和２年度桜団地町営住宅S-7号棟住環境改善事業
建築主体工事

桜 1棟13戸屋根・外壁改修 発注済 ６月～１０月 指名競争入札 B

53 建築係 建築
令和２年度桜団地町営住宅S-8号棟住環境改善事業
建築主体工事

桜 1棟13戸屋根・外壁改修 発注済 ６月～１０月 指名競争入札 B

54 建築係 建築
標茶中学校（講堂）防音事業
改築建築主体工事

常盤 講堂改築 A=1079.05㎡　　RC造 平屋 ７月中旬 ８月～Ｒ３.１０月 指名競争入札 A

55 建築係 建築
標茶中央学校給食共同調理場改築
建築主体工事

川上 RC造　２階建 改築A=1231.92㎡ ７月中旬 ８月～Ｒ３.１１月 指名競争入札 A

56 建築係 建築 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ改修工事 川上
既存ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ撤去
ｼﾞｬﾊﾞﾗ式ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ新設　 6ヶ所

発注済 ４月～７月 指名競争入札 C

57 建築係 建築 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙうぃず演題用バトン改修工事 旭 手動から電動に改修　電動ｽｸﾘｰﾝ新設 ８月下旬 ６月～１０月 指名競争入札 D

58 建築係 建築 塘路農村公園展望台建替え工事 塘路 既存展望台撤去後、新設木造 ９月下旬 ６月～１０月 指名競争入札 D

59 環境衛生係 建築 標茶町マテリアルリサイクル推進施設建設工事 開運 鉄骨造、240.5㎡ 発注済 ６月～Ｒ３.３月 指名競争入札 A

建築-１０件
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60 建築係 電気
令和元年度桜南町営住宅建替事業（M-10号棟）
附帯電気設備工事

桜
木造平屋建　1棟4戸　A=274.94㎡
電気工事1式

発注済 ６月～１２月 指名競争入札 D

61 建築係 電気
令和２年度川上団地町営住宅Ｋ－4号棟住環境改善事業
附帯電気設備工事

川上 1棟12戸　住戸改善　電気工事1式 発注済 ６月～１２月 指名競争入札 C

62 建築係 電気
令和２年度桜団地町営住宅S-7号棟住環境改善事業
附帯電気設備工事

桜
1棟13戸　外壁改修による引込開閉器盤改修
ｵｲﾙｻｰﾊﾞｰｺﾝｾﾝﾄ新設

７月下旬 ６月～１０月 指名競争入札 D

63 建築係 電気
令和２年度桜団地町営住宅S-8号棟住環境改善事業
附帯電気設備工事

桜
1棟13戸　外壁改修による引込開閉器盤改修
ｵｲﾙｻｰﾊﾞｰｺﾝｾﾝﾄ新設

７月下旬 ６月～１０月 指名競争入札 D

64 建築係 電気
標茶中学校（講堂）防音事業
改築附帯電気設備工事

常盤 講堂改築に伴う電気設備工事 ７月下旬 ８月～Ｒ３.１０月 指名競争入札 B

65 建築係 電気
標茶中学校（講堂）防音事業
太陽光発電設備工事

常盤 講堂改築に伴う太陽光発電設備工事 ７月下旬 ８月～Ｒ３.１０月 指名競争入札 D

66 建築係 電気
標茶中央学校給食共同調理場改築
附帯強電設備工事

川上 調理場改築に伴う強電設備工事 ７月中旬 ８月～Ｒ３.１１月 指名競争入札 A

67 建築係 電気
標茶中央学校給食共同調理場改築
附帯弱電設備工事

川上 調理場改築に伴う受変電・弱電設備工事 ７月中旬 ８月～Ｒ３.１１月 指名競争入札 A

68 交通防災係 電気 防災行政無線（デジタル化）施設整備工事その１ 町内一円
基地局整備の一部、統制局整備の一部、移動
式無線整備の一部・戸別受信機整備の一部

発注済 ６月～R３.３月 指名競争入札 A

69 交通防災係 電気 防災行政無線（デジタル化）施設整備工事その２ 町内一円
基地局整備の一部、統制局整備の一部、移動
式無線整備の一部・戸別受信機整備の一部

発注済 ６月～R３.３月 指名競争入札 A

電気-１０件

70 建築係 機械
令和元年度桜南町営住宅建替事業（M-10号棟）
附帯機械設備工事

桜
木造平屋建　1棟4戸　A=274.94㎡
機械設備工事1式

発注済 ６月～１２月 指名競争入札 C

71 建築係 機械
令和２年度川上団地町営住宅Ｋ－4号棟住環境改善事業
附帯機械設備工事

川上 1棟12戸　住戸改善設備工事1式 発注済 ６月～１２月 指名競争入札 B

72 建築係 機械
令和２年度桜団地町営住宅S-7号棟住環境改善事業
附帯機械設備工事

桜
1棟13戸　ﾊﾞﾙｺﾆｰ雨水排水更新
給湯器用排気トップ更新

７月下旬 ６月～１０月 指名競争入札 D

73 建築係 機械
令和２年度桜団地町営住宅S-8号棟住環境改善事業
附帯機械設備工事

桜
1棟13戸　ﾊﾞﾙｺﾆｰ雨水排水更新
給湯器用排気トップ更新

７月下旬 ６月～１０月 指名競争入札 D

74 建築係 機械
標茶中学校（講堂）防音事業
改築附帯機械設備工事

常盤 講堂改築に伴う機械設備工事 ７月下旬 ８月～Ｒ３.１０月 指名競争入札 B

75 建築係 機械
標茶中央学校給食共同調理場改築
附帯衛生設備工事

川上 調理場改築に伴う衛生設備工事 ７月中旬 ８月～Ｒ３.１１月 指名競争入札 A

76 建築係 機械
標茶中央学校給食共同調理場改築
附帯空調暖房設備工事

川上 調理場改築に伴う空調暖房設備工事 ７月中旬 ８月～Ｒ３.１１月 指名競争入札 A

機械-７件

77 水道事業係 水道 標茶町上水道（川西）検定満了量水器取替工事
市街地
川西

量水器更新 発注済 ４月～９月 指名競争入札 C
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78 水道事業係 水道 標茶町上水道（川東）検定満了量水器取替工事
市街地
川東

量水器更新 発注済 ４月～９月 指名競争入札 C

79 水道事業係 水道 標茶町上水道桜４号配水管移設工事 桜 VWPφ75　L=76.0m ８月下旬 ８月～Ｒ３.１月 指名競争入札 D

80 水道事業係 水道 標茶町上水道桜１３号配水管移設工事 桜 VWPφ75　L=56.0m ７月下旬 ７月～Ｒ３.１月 指名競争入札 D

81 水道事業係 水道 標茶町上水道開運６号外配水管移設工事 開運 VWPφ75　L=80.0m　　PPφ50　L=110.0m ７月下旬 ７月～R３.１月 指名競争入札 D

82 水道事業係 水道 標茶町簡易水道検定満了量水器取替工事
簡水
区域

量水器更新 発注済 ４月～９月 指名競争入札 C

83 水道事業係 水道 標茶町簡易水道多和萩野水源改修工事 虹別 水源施設補修 ９月上旬 ９月～R３.２月 指名競争入札 D

水道-７件

84 都市計画係 造園 街路植樹帯整備業務 標茶市街 植栽維持工　一式 発注済 ４月～１１月 指名競争入札 D

造園-１件

85 建築係 塗装・防水 職員住宅(常盤9-1・2)屋根・外壁塗装改修工事 常盤 外部屋根・外壁塗装　　1式 ８月下旬 ９月～１２月 指名競争入札 D

86 建築係 塗装・防水 職員住宅(常盤10)屋根・外壁塗装改修工事 常盤 外部屋根・外壁塗装　　1式 ８月下旬 ９月～１２月 指名競争入札 D

87 建築係 塗装・防水 塘路団地T-5・6外部塗装改修工事 塘路 外部屋根・外壁塗装　　１式 ８月下旬 ９月～１２月 指名競争入札 D

88 建築係 塗装・防水
磯分内地区従業員住宅(I-3号棟)
外部塗装改修工事

磯分内
外部屋根・外壁塗装　１式
木部　金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞへ更新

８月下旬 ９月～１２月 指名競争入札 D

89 水道事業係 塗装・防水 標茶町簡易水道南部地区水道施設補修工事
簡水

南部地区
配水施設　屋根、外壁補修 ７月下旬 ７月～R３.１月 指名競争入札 D

90 町立病院 塗装・防水 病院屋上防水保護砂利改修 開運 屋根防水保護 未定 未定 指名競争入札 D

塗装・防水-６件

91 都市計画係 清掃 都市公園等清掃業務 標茶市街
都市公園６箇所・駅前広場・東口交通広場・
風運緑道・緑地5ヶ所

発注済 ４月～１１月 随意契約 C

92
（教委）

保健体育係
清掃

農業者トレーニングセンター及び
ふれあいプラザ清掃業務

川上･常盤 トレセン・ふれあいプラザ等の清掃業務 発注済 ４月～R３.３月 随意契約 D

93
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

指導係
清掃 都市公園（運動施設）等清掃委託業務 川上・常盤 都市公園（運動施設分）の清掃業務 発注済 ４月～１１月 随意契約 D

清掃-３件
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94 水道事業係 計装 標茶町簡易水道阿歴内調整井自家発設置工事 上多和 発電機設置 ７月下旬 ７月～R３.２月 指名競争入札 D

95 水道事業係 計装 標茶町簡易水道西部ポンプ場高圧機器更新工事 オソベツ 高圧受電盤更新 ７月上旬 ７月～R３.３月 指名競争入札 C

計装-２件

96 道路係 調査設計
社会資本整備総合交付金事業
共栄橋外１橋　修繕設計業務

久著呂
茶安別

補修設計　N=2橋 発注済 ５月～９月 指名競争入札 C

97 道路係 調査設計 標茶中茶安別線 調査設計業務 茶安別 調査設計　L=1.28km 発注済 ５月～R３.２月 指名競争入札 C

98 道路係 調査設計 西熊牛北幹線 舗装補修設計業務 磯分内 補修設計　L=1.10km 発注済 ６月～１０月 指名競争入札 D

99 道路係 調査設計 磯分内弥栄線 調査設計業務 弥栄 調査設計 L=0.40km ７月中旬 ７月～１１月 指名競争入札 C

100 道路係 調査設計 虹別６４線 調査設計業務 虹別 調査設計 L=1.00km ７月中旬 ７月～Ｒ３.１月 指名競争入札 C

101 建築係 調査設計
桜公営住宅S-2・10号棟・集会場
住環境改善工事実施設計業務

桜
RC造3階建12戸 A=1120.46㎡
住環境改善工事実施設計

１０月上旬 １０月～Ｒ３.３月 指名競争入札 D

102 建築係 調査設計 標茶中学校（講堂）防音事業改築工事監理業務 常盤
講堂改築 A=1079.05㎡
RC造 平屋 工事監理

７月下旬 ８月～Ｒ３.１０月 指名競争入札 D

103 建築係 調査設計 標茶中央学校給食共同調理場改築工事監理業務 川上 RC造　２階建 改築A=1231.92㎡ 工事監理 ７月下旬 ８月～Ｒ３.１１月 指名競争入札 C

調査設計-８件

104 道路係 測量 標茶中茶安別線 用地確定測量業務 茶安別 用地確定 L=0.80km 発注済 ５月～１１月 指名競争入札 C

105 道路係 測量 磯分内弥栄線 用地確定測量託業務 弥栄 用地確定 L=0.49km ７月中旬 ７月～９月 指名競争入札 D

測量-２件

106 建築係 解体
令和２年度磯分内町営住宅建替事業（北団地1-1・2-1号
棟）
解体工事

磯分内 2棟6戸鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　平屋 A=324.96㎡解体 ８月下旬 ９月～１１月 指名競争入札 C

107 建築係 解体
令和２年度桜南町営住宅建替事業（桜南団地1-3・2-3号
棟）
解体工事

桜 2棟6戸鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　平屋 A=314.76㎡解体 ８月下旬 ９月～１１月 指名競争入札 C

108 建築係 解体
令和元年度桜南町営住宅建替事業（5-1-1号棟）
解体工事

桜 1棟4戸鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　平屋 A=277.08解体 発注済 ４月～６月 指名競争入札 D

109 建築係 解体
令和元年度桜南町営住宅建替事業（5-1-2号棟）
解体工事

桜 1棟4戸鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　平屋 A=277.08解体 発注済 ４月～６月 指名競争入札 D
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110 建築係 解体 職員住宅開運２解体工事 開運 1棟1戸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造　平屋 A=64.8㎡ 発注済 ４月～６月 指名競争入札 D

111 建築係 解体 旧新栄児童館解体工事 麻生 木造平屋建  A=187.15㎡ ９月下旬 １０月～１２月 指名競争入札 D

解体-６件

112 道路係 その他
道路メンテナンス事業
標茶町個別施設計画（橋梁）策定業務

町内一円 計画策定 N=104橋 発注済 ５月～９月 指名競争入札 D

113 都市計画係 その他 標茶町都市計画マスタープラン策定（改訂）業務 標茶市街
報告書とりまとめ、関係機関協議・調整、
委員会の運営支援

発注済 ４月～１２月 随意契約 D

その他-２件

※標茶町役場ホームページにおいても閲覧できます。


