
赤井川村の発注予定工事等情報（第1回） 令和４年４月１日現在

※ここに記載する内容は、令和４年４月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
　また、工事概要は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。 赤字

発注機関名 担当部所名 担当事務所（課）名 工事名称 工事場所 入札契約方式 工事種別(工事区分） 入札予定時期 工期 概要 概算工事規模

赤井川村 総務課 総務係 庁舎清掃業務 字赤井川 随意契約 維持 ４月上旬 １２ヶ月 日常清掃及び定期清掃 4,396千円

赤井川村 総務課 総務係 むらバス運行業務
赤井川村及び
余市町

随意契約 維持 ３月下旬 １２ヶ月
地域公共交通バス（自家用有償旅
客運送）の運行業務

17,763千円

赤井川村 総務課
企画地域振興
係

CIO（最高情報責任者）補佐業
務

字赤井川
公募型プロ
ポーザル

維持 ５月上旬 １１ヶ月
電算システムの適切化に関する調
査

8,806千円

赤井川村 総務課
企画地域振興
係

赤井川村小水力発電事業化
詳細調査

字轟ほか 随意契約 維持 ５月上旬 １１ヶ月
小水力発電事業化に向けた各種
調査業務

3,410千円

赤井川村 総務課
企画地域振興
係

ゼロカーボンビレッジ推進戦略
策定業務

字赤井川
公募型プロ
ポーザル

維持 ５月上旬 １１ヶ月
ゼロカーボンに向けた村づくりの構
想策定

19,998千円

赤井川村 総務課
企画地域振興
係

防災行政無線保守点検業務 字赤井川ほか 随意契約 維持 ４月上旬 １２ヶ月 防災行政無線保守管理業務 2,560千円

赤井川村 住民課 住民係
社会保障・税番号制度システ
ム整備業務

字赤井川 随意契約 維持 ５月上旬 １１ヶ月
戸籍とマイナンバーのシステム連
携業務

5,526千円

赤井川村 住民課 税務係 課税電算業務 字赤井川 随意契約 維持 ４月上旬 １２ヶ月 課税に係る電算業務 3,005千円

赤井川村 住民課 税務係
共通納税システム対応改修業
務

字赤井川 随意契約 維持 ４月上旬 １２ヶ月
共通納税システム対応へのシステ
ム改修業務

3,143千円

赤井川村 保健福祉課 国保衛生係
一般廃棄物最終処分場管理
業務

字都 随意契約 維持 ３月下旬 １２ヶ月 一般廃棄物最終処分場管理 20,680千円

赤井川村 保健福祉課 国保衛生係 家庭系一般廃棄物収集業務 村内全域 随意契約 維持 ３月下旬 １２ヶ月 家庭系一般廃棄物収集 15,840千円

赤井川村 保健福祉課 国保衛生係
家庭系資源リサイクル分別収
集

村内全域 指名競争 維持 ３月下旬 １２ヶ月 家庭系資源リサイクル分別収集 5,214千円

赤井川村 保健福祉課 国保衛生係 火葬場管理業務 字赤井川 指名競争 維持 ３月下旬 １２ヶ月 火葬場管理 4,675千円

赤井川村 保健福祉課 介護保険係
赤井川村地域包括支援セン
ター運営業務

字赤井川 随意契約 維持 ３月下旬 １２ヶ月 包括支援センター等の運営委託 33,792千円

赤井川村 保健福祉課 介護保険係
生活支援・介護予防体制整備
事業業務

字赤井川 随意契約 維持 ３月下旬 １２ヶ月 生活支援体制整備事業業務 8,448千円

赤井川村 保健福祉課 介護保険係
高齢者世話付住宅生活援助
員派遣事業業務

字赤井川 随意契約 維持 ３月下旬 １２ヶ月 シルバー住宅生活援助員派遣 3,894千円

赤井川村 産業課 産業係
カルデラ公園・栗林公園管理
業務

字赤井川 指名競争 維持 ４月上旬 ７ヶ月 公園草刈・追肥等 8,287千円

赤井川村 産業課 産業係
みやこ公園・都運動公園管理
業務

字都 指名競争 維持 ４月上旬 ７ヶ月 公園草刈・追肥等 24,037千円

赤井川村 産業課 産業係
構造改善センター（保養セン
ター）指定管理委託

字赤井川 随意契約 維持 ３月下旬 １２ヶ月
構造改善センター（保養センター）
の指定管理

13,340千円

赤井川村 産業課 産業係 道の駅指定管理委託 字都 随意契約 維持 ３月下旬 １２ヶ月 道の駅指定管理 31,192千円

赤井川村 産業課 土地改良係 落合ダム取水放流点検業務 字落合 随意契約 維持 ８月上旬 ３ヶ月 取水放流設備の点検 2,596千円

赤井川村 産業課 産業係
温泉熱（ｶﾙﾃﾞﾗ温泉）新規掘削及び公共施
設ｴﾈﾙｷﾞｰ転換設備導入実施設計 字赤井川 指名競争 維持 ４月上旬 １２ヶ月 温泉井戸掘削実施設計作成 183,304千円

追加・修正した項目
入札が完了した工事（発注予定がなくなった工事を含む）



赤井川村 教育委員会 学校教育係 スクールバス運行管理業務 村内全域 随意契約 維持 ４月上旬 １２ヶ月 スクールバスの運行管理 7,282千円

赤井川村 教育委員会 学校教育係 外国語指導助手派遣業務
字赤井川・字
都

随意契約 維持 ４月上旬 １２ヶ月 外国語指導助手の派遣 5,938千円

赤井川村 教育委員会 社会教育係 生活改善センター管理業務 字赤井川 指名競争 維持 ３月下旬 １２ヶ月 生活改善センターの管理 5,225千円

赤井川村 教育委員会 社会教育係 赤井川村体育館管理業務 字赤井川 指名競争 維持 ３月下旬 １２ヶ月 赤井川村体育館の管理 6,556千円

赤井川村 教育委員会 総務係
教育施設環境整備（草刈）業
務

字赤井川・字
都

指名競争 維持 ４月中旬 ５ヶ月
赤小、都小、赤中、郷土資料館、都
プール、山村広場の草刈

4,026千円

赤井川村 建設課 土木係 村道草刈り及び維持作業業務 村内全域 一般競争 維持 ４月中旬 ７ヶ月
主要村道草刈り・維持作業
Ｌ＝１３４．０km（92路線）

24,541千円

赤井川村 建設課 土木係 村道等除雪業務 村内全域 一般競争 維持 １１月初旬 ５ヶ月
村道等除雪作業
Ｌ＝６６.０km（75路線）

88,000千円

赤井川村 建設課 土木係 富田線道路改良工事 字富田 指名競争 土木 ５月中旬 ４ヶ月 Ｌ＝81ｍ　Ｗ＝4.0m 18,732千円

赤井川村 建設課 土木係 富田線富田橋補修工事 字富田 指名競争 土木 ５月下旬 ８ヶ月 １橋 52,196千円

赤井川村 建設課 土木係 板小屋川河川整備工事 字日ノ出 指名競争 土木 １０月上旬 ３ヶ月 L=1000ｍ 3,421千円

赤井川村 建設課 土木係 上中の川河川整備工事 字池田 指名競争 土木 １０月上旬 ３ヶ月 L=1000ｍ 4,345千円

赤井川村 建設課 土木係 池田川護岸復旧工事 字池田 指名競争 土木 １０月上旬 ２ヶ月 L=25m、コンクリート工 5,214千円

赤井川村 建設課 土木係 上池田川河川整備工事 字池田 指名競争 土木 １０月上旬 ３ヶ月 L=400ｍ 1,606千円

赤井川村 建設課 土木係 富田川河川整備工事 字富田 指名競争 土木 １０月上旬 ３ヶ月 L=450ｍ 1,672千円

赤井川村 建設課 水道係 水道施設水質等管理業務 村内全域 随意契約 維持 ３月下旬 １２ヶ月 施設管理・水質管理 21,263千円

赤井川村 建設課 水道係
赤井川村簡易水道事業地方
公営企業法適用業務

村内全域 随意契約 維持 ５月中旬 １２ヶ月 簡易水道事業法適化 13,860千円

赤井川村 建設課 水道係
都地区簡易水道水源改修工
事

字常盤 指名競争 水道 ５月下旬 4ヶ月 Ｌ＝220ｍ 16,082千円

赤井川村 建設課 水道係 量水器取替工事 字赤井川 指名競争 水道 ５月下旬 ４ヶ月 Ｎ＝130台 7,832千円

赤井川村 建設課 水道係
あかいがわアクアクリーンセン
ター管理業務

字赤井川・字
都

随意契約 維持 ３月下旬 １２ヶ月
水処理・汚泥処理・終末処理場施
設管理

24,497千円

赤井川村 建設課 水道係
あかいがわアクアクリーンセン
ター施設更新実施設計業務

字赤井川・字
都

指名競争 維持 5月下旬 １１ヶ月 下水道施設更新実施設計 9,000千円

赤井川村 建設課 水道係
赤井川村下水道事業地方公
営企業法適用業務

村内全域 随意契約 維持 ５月中旬 １２ヶ月 下水道事業法適化 8,690千円

赤井川村 建設課 建築係
村営中央団地個別改善改修
工事

字赤井川 指名競争 建築 ７月上旬 ５ヶ月
１棟３戸　個別改善（給湯設備・ユ
ニットバス）

11,550千円

赤井川村 建設課 建築係
村営中央団地耐力度調査業
務

字赤井川 指名競争 建築 ５月下旬 ２ヶ月 １棟３戸　耐力度調査 1,002千円

赤井川村 建設課 建築係 村営桜団地敷地整備工事 字都 指名競争 建築 ６月下旬 ４ヶ月 Ａ＝527㎡ 9,713千円

赤井川村 建設課 建築係
赤井川村公営住宅等長寿命
化計画見直し業務

村内全域 指名競争 建築 ５月下旬 ８ヶ月 ３０棟１１６戸 4,400千円



赤井川村 建設課 建築係 職員住宅塗装工事 字赤井川 指名競争 建築 ６月上旬 ３ヶ月 １棟４戸 4,620千円

赤井川村 建設課 建築係 村有住宅（都地区）塗装工事 字都 指名競争 建築 ６月上旬 ３ヶ月 １棟２戸 3,520千円

赤井川村 建設課 建築係
村有住宅（赤井川地区）解体
工事

字赤井川 指名競争 建築 ４月中旬 ３ヶ月 １棟１戸 2,970千円

注１）発注予定等工事情報は、250万円以上を対象としています。


