
平成２９年度　川島町公共工事発注見通し（前期：4月～9月）

NO. 工事等の名称 場  所 工期又は期間 種別 概   要 契約方法 入札契約時期

1 町民体育館バスケットゴール交換修繕 町民体育館 H29.5～H29.8 工事
町民体育館Ａ面バスケットゴール交換修
繕　一式（リング部分跳ね上げ式）

指名競争入札 ４月

2 川島町内公園芝生管理業務委託 平成の森公園外 H29.4～H30.3 委託 平成の森公園外の芝生管理 指名競争入札 ４月

3
平成の森公園・いこいの広場トイレ日常清掃
業務委託

平成の森公園、い
こいの広場

H29.4～H30.3 委託 各トイレ清掃 随意契約 ４月

4 八ツ保小学校改造工事 町立八ツ保小学校 H29.6～H29.9 工事 トイレ改修、教室床改修等　一式 一般競争入札 ５月

5 三保谷小学校改造工事 町立三保谷小学校 H29.6～H29.9 工事
トイレ改修、教室床改修、渡り廊下ス
ロープ化、多目的トイレ新設等　一式

一般競争入札 ５月

6
コミュニティセンター・町民体育館 外壁塗装
等修繕工事

コミュニティセン
ター、町民体育館

H29.7～H30.1 工事
 外壁塗装、 外壁のクラック補修　一
式、飛散防止フィルムの設置　一式

一般競争入札 ５月

7 中山小学校東側水路整備工事 中山 H29.5～H29.10 工事 水路整備　L=160m 指名競争入札 ５月

8
吹塚浄水場№２ろ過ポンプ及び電動弁更新工
事

吹塚浄水場 H29.5～H29.11 工事
吹塚浄水場№２ろ過ポンプ及び電動弁更
新　一式

指名競争入札 ５月

9 町道2015号線道路整備工事 松永 H29.5～H29.8 工事 舗装　L=140m 指名競争入札 ５月

10 町道3236号線外側溝整備工事 上伊草 H29.5～H29.8 工事 側溝整備　L=100m 指名競争入札 ５月

11
吹塚浄水場第３水源取水ポンプ及び現場計装
盤更新工事

吹塚浄水場及び吹
塚第３水源

H29.5～H30.1 工事
吹塚第３水源ポンプ及び現場計装盤更新
一式

指名競争入札 ５月

12 長狭物境界調査確認業務委託（第20工区Ｅ） 小見野地区 H29.5～H30.1 委託 長狭物境界確認調査　L=6km 指名競争入札 ５月

13 長狭物境界調査確認業務委託（第20工区Ｆ） 小見野地区 H29.5～H30.1 委託 長狭物境界確認調査　L=6km 指名競争入札 ５月

14 長狭物境界調査確認業務委託（第20工区G） 小見野地区 H29.5～H30.1 委託 長狭物境界確認調査　L=6km 指名競争入札 ５月

15
吹塚浄水場№２ろ過機ろ材及び電動弁更新工
事

吹塚浄水場 H29.5～H30.2 工事
吹塚浄水場№２ろ過機ろ材及び電動弁更
新　一式

指名競争入札 ５月

16
川島町高齢者福祉計画・第７期介護保険事業
計画策定業務委託

川島町全域 H29.5～H30.3 委託
法律に基づく高齢者福祉計画及び介護保
険計画の策定　一式

指名競争入札 ５月

17
川島町障がい基本計画・障がい福祉計画・障
がい児福祉計画策定業務委託

川島町全域 H29.5～H30.3 委託
障がい基本計画、障がい福祉計画、障が
い児福祉計画策定　一式

指名競争入札 ５月

18 公共発生土分別運搬業務委託 白井沼・中山 H29.6～H29.10 委託 分別・運搬一式 指名競争入札 ５月

19 中山小学校トイレ改修工事設計業務委託 町立中山小学校 H29.6～H29.12 委託 トイレ改修工事に伴う設計業務　一式 指名競争入札 ５月
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20
国道254号沿い町道4648号線 外除草業務委
託

下伊草 外 H29.6～H29.12 委託 除草　A=34,400㎡ 指名競争入札 ５月

21 三保谷・八ツ保小学校改造工事監理業務委託 町立三保谷小学校 H29.6～H29.9 委託
小学校の改修工事に伴う工事管理業務
一式

随意契約 ５月

22 町道3171号線土留設置工事 上伊草 H29.6～H29.10 工事 土留設置　L=180m 指名競争入札 ６月

23 町道3178号線側溝整備工事 上伊草 H29.6～H29.10 工事 側溝整備　L=100m 指名競争入札 ６月

24 町道4430号線側溝整備工事 吉原 H29.6～H29.10 工事 側溝整備　L=100m 指名競争入札 ６月

25 吹塚浄水場№１配水ポンプ更新工事 吹塚浄水場 H29.6～H29.12 工事 吹塚浄水場№１配水ポンプ更新　一式 指名競争入札 ６月

26 水質浄化施設撤去時調査業務委託 中山 H29.6～H29.12 委託 水質浄化施設撤去時の影響調査 指名競争入札 ６月

27 三保谷公民館西側駐車場整備工事 三保谷公民館 H29.6～H29.7 工事
舗装工事　2,157㎡、区画線
685m、外灯2基設置外

指名競争入札 ６月

28 西中学校中庭修繕 町立西中学校 H29.6～H29.9 工事 中庭修繕等　一式 指名競争入札 ６月

29 町道1-5号線舗装工事 平沼 H29.6～H29.9 工事 舗装　L=380m 指名競争入札 ６月

30 町道3236号線舗装工事 上伊草 H29.6～H29.9 工事 舗装　L=110m 指名競争入札 ６月

31 町道4029号線道路整備工事 上八ツ林 H29.6～H29.9 工事 舗装　L=160m 指名競争入札 ６月

32 町道4191号線舗装工事 上伊草 H29.6～H29.9 工事 舗装　L=150m 指名競争入札 ６月

33 公共下水道固定資産台帳整備業務委託 中山 外 H29.6～H30.3 委託 固定資産台帳整備　一式 指名競争入札 ６月

34 ６次産業化新商品開発等検討業務委託 町内全域 H29.6～H30.3 委託
新商品の開発、プロモーション計画の策
定　など

指名競争入札 ６月

35 農業振興地域基礎調査業務委託 町内全域 H29.6～H30.3 委託
農業振興地域整備計画変更の基礎調査、
アンケート、農地一筆調査など

指名競争入札 ６月

36 照明ケーブル交換修繕 町民会館 H29.7～H29.9 修繕 照明ケーブル交換　一式 指名競争入札 ６月

37 橋梁定期点検業務委託 町内全域 H29.7～H30.2 委託 橋梁点検　138橋 一般競争入札 ７月

38 町道3557号線道路改良工事 中山・上伊草 H29.7～H30.2 工事 道路改良　L=290m 一般競争入札 ７月
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39 水質浄化施設撤去工事 中山 H29.7～H29.10 工事 役割を終えた水質浄化施設を撤去 指名競争入札 ７月

40 飯島３号雨水幹線工事実施設計業務委託 上伊草 H29.7～H29.12 委託 詳細設計　一式 指名競争入札 ７月

41 配水管布設替等工事設計業務委託
川島町水道事業区
域

H29.7～H30.1 委託 配水管布設替等工事設計　一式 指名競争入札 ７月

42 出丸専用水路整備工事 飯島 H29.7～H30.2 工事 水路整備　L=250m 指名競争入札 ７月

43 東野用水路整備工事 三保谷 H29.7～H30.2 工事 水路整備　L=130m 指名競争入札 ７月

44 平沼西排水路整備工事 平沼 H29.7～H30.2 工事 水路整備　L=100m 指名競争入札 ７月

45 道路台帳補正業務委託 町内全域 H29.7～H30.3 委託 道路台帳補正　一式 指名競争入札 ７月

46 漏水調査業務委託 中山 外 H29.8～H29.11 委託 漏水調査　一式 指名競争入札 ８月

47 平成の森公園ライトアップ業務委託 平成の森公園 H29.8～H29.12 委託 ライトアップを行い町のPRをする 指名競争入札 ８月

48 水道管路管理システムデータ更新業務委託
川島町水道事業区
域

H29.8～H30.1 委託 地図の調整　一式 指名競争入札 ８月

49 平沼浄水場フェンス等更新工事 平沼浄水場 H29.8～H30.1 工事 平沼浄水場フェンス更新　一式 指名競争入札 ８月

50 飯島排水路脇道路整備工事 平沼 H29.8～H30.2 工事 道路改良　L=250m 指名競争入札 ８月

51 町道1-14号線道路改良工事 東大塚 H29.8～H30.2 工事 道路改良　L=290m 指名競争入札 ８月

52 町道4088・4094号線道路改良工事 平沼 H29.8～H30.2 工事 道路改良　L=220m 指名競争入札 ８月

53 水道事業経営戦略策定業務委託
川島町水道事業区
域

H29.8～H30.3 委託 水道事業経営戦略策定　一式 指名競争入札 ８月

54 し尿処理施設定期修繕 し尿処理施設 H29.9～H29.12
施設
修繕

し尿処理過程機材の破損前交換等 指名競争入札 ８月

55 町道３０１３号線 外舗装工事 八幡 外 H29.9～H29.12 工事 路面切削工　A=1,290㎡ 指名競争入札 ９月

56 下水道排水設備補修工事 八幡 H29.9～H30.2 工事 宅内最終桝補修　一式 指名競争入札 ９月

57 谷中橋修繕工事 東部 H29.9～H30.3 工事 橋梁修繕　一式 指名競争入札 ９月


