
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
平成の森公園トイレ・いこいの広場日
常清掃委託

平森・いこいの広場
内

H30.4～H31.3 委託 清掃業務 指名競争入札 ３月

2
さくら保育園駐車場東側拡張整備工
事 さくら保育園 H30.5～H30.8 工事 構内改修工事及び舗装工事 指名競争入札 ４月

3

平成の森公園・かわじま公園・八幡中
央公園・八幡南公園みしま第１・２公
園芝生管理委託

各都市公園 H30.4～H31.3 委託 芝生管理業務委託 指名競争入札 ４月

4
平成の森公園保守管理業務委託

平成の森公園 H30.4～H31.3 委託 管理業務委託 随意契約 ４月

5
八幡公園保守管理業務委託

八幡公園 H30.4～H31.3 委託 管理業務委託 随意契約 ４月

6
バラの小径管理委託

平成の森公園内 H30.4～H31.3 委託 バラの管理 随意契約 4月

7
かわじま公園保守管理業務委託（トイ
レ清掃・除草） かわじま公園内 H30.4～Ｈ31.3 委託 清掃・除草 随意契約 4月

8
６次産業化に係る研修実施業務委託

川島町内外 H30.5～H31.3 委託 6次産業化に係る研修及び相談等 随意契約 ５月

9
町道4191号線舗装工事

上伊草 Ｈ30.6～Ｈ30.8 工事 舗装工事　延長Ｌ＝300ｍ 指名競争入札 ５月

10
町道1-5号線舗装工事

平沼・白井沼 Ｈ30.6～Ｈ30.8 工事 舗装工事　延長Ｌ＝350ｍ 指名競争入札 ５月

11
町道1-7号線舗装工事

下伊草 Ｈ30.6～Ｈ30.8 工事 舗装工事　延長Ｌ＝340ｍ 指名競争入札 ５月

12
町道2-31号線舗装工事

平沼・白井沼 Ｈ30.6～Ｈ30.8 工事 舗装工事　延長Ｌ＝200ｍ 指名競争入札 ５月

13
長狭物境界調査確認業務委託
(２１工区Ｈ)

谷中、加胡、
上小見野

H30.6～H31.2 委託
長狭物境界調査確認
実施延長Ｌ＝7.40ｋｍ

指名競争入札 ５月

14
長狭物境界調査確認業務委託
(２１工区Ｉ)

上小見野、
下小見野、加胡

H30.6～H31.2 委託
長狭物境界調査確認
実施延長Ｌ＝7.37ｋｍ

指名競争入札 ５月

15
長狭物境界調査確認業務委託
(２１工区Ｊ)

下小見野、
加胡、松永

H30.6～H31.2 委託
長狭物境界調査確認
実施延長Ｌ＝6.07ｋｍ

指名競争入札 ５月

平成３０年度　川島町公共工事等発注見通 し　 (4月～3月)
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16
国道254号沿い町道4648号線外除草
業務委託 下伊草外 H30.6～H30.12 委託 除草　面積A=30,000㎡ 指名競争入札 ５月

17
飯島6号雨水幹線工事実施設計業務
委託 安塚地内外 H30.5～H31.2 委託 実施設計業務　一式 指名競争入札 ５月

18
中山小学校トイレ改造工事 川島町立中山小学

校
Ｈ30.6～H30.9 工事 校舎トイレ改造　一式 一般競争入札 ５月

19
ばいじん及び焼却灰、排ガス等環境
調査業務委託 環境センター内 H30.5～H31.3 委託

施設内及び排ガス、煤塵中のダイオ
キシン濃度の測定

指名競争入札 ５月

20
災害廃棄物処理計画策定業務委託

町内 H30.5～H31.1 委託 災害廃棄物処理に係る計画の策定 指名競争入札 ５月

21
町道4597号線外配水管布設替工事

白井沼地内 H30.6～H31.1 工事 配水管耐震化　L=５１９ｍ 一般競争入札 ６月

22
配水管布設替等工事設計業務委託

上八ツ林地内外 H30.6～H31.3 委託 設計業務　一式 一般競争入札 ６月

23
町道1-3号線舗装工事

戸守 Ｈ30.7～Ｈ30.9 工事 舗装工事　延長Ｌ＝300ｍ 指名競争入札 ６月

24
町道1-23号線舗装工事

白井沼外 Ｈ30.7～Ｈ30.9 工事 舗装工事　延長Ｌ＝200ｍ 指名競争入札 ６月

25
町道4505号線舗装工事

白井沼 Ｈ30.7～Ｈ30.9 工事 舗装工事　延長Ｌ＝150ｍ 指名競争入札 ６月

26
町道2-19号線舗装工事

中山 Ｈ30.7～Ｈ30.9 工事 舗装工事　延長Ｌ＝160ｍ 指名競争入札 ６月

27
町道3363号線舗装工事

中山 Ｈ30.7～Ｈ30.9 工事 舗装工事　延長Ｌ＝200ｍ 指名競争入札 ６月

28
町道3178号線側溝整備工事

上伊草 Ｈ30.7～Ｈ30.8 工事 側溝整備　延長Ｌ＝150ｍ 指名競争入札 ６月

29
道路台帳補正業務委託

全域 H30.7～H31.3 委託 道路台帳補正 指名競争入札 ６月

30
川島中学校体育館大規模改修工事
設計業務委託

川島町立川島中学
校

H30.6～H31.3 委託
体育館改修工事に伴う設計業務　一
式

指名競争入札 ６月

31
漏水調査業務委託

三保谷地内外 H30.6～H30.11 委託
戸別音聴調査　2,600戸
漏水確認調査　80㎞

指名競争入札 ６月
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32
水道管路管理システムデータ更新業
務委託 水道事業区域 H30.6～H31.3 委託

給配水管データ補正　一式
台帳図出力製本　一式

指名競争入札 ６月

33
吹塚浄水場非常用発電機コンプレッ
サー等更新工事 吹塚浄水場内 H30.６～H30.１１ 工事 老朽化による更新 指名競争入札 ６月

34
下水道管渠調査業務委託

下伊草地内外 H30.6～H30.11 委託 下水道管渠調査業務　一式 指名競争入札 ６月

35
町道4533号線道路整備工事

牛ケ谷戸 Ｈ30.8～Ｈ31.2 工事 道路改良　延長Ｌ＝130ｍ 指名競争入札 ７月

36
町道1080号線側溝整備工事

長楽 Ｈ30.8～Ｈ30.9 工事 側溝整備　延長Ｌ＝120ｍ 指名競争入札 ７月

37
町道5632号線舗装新設工事

出丸中郷 Ｈ30.8～Ｈ30.10 工事 舗装工事　延長Ｌ＝160ｍ 指名競争入札 ７月

38
下伊草上地区水路整備工事

下伊草 Ｈ30.8～Ｈ31.2 工事 水路整備　延長Ｌ＝80ｍ 指名競争入札 ７月

39
吹塚浄水場次亜塩素酸ナトリウム貯
留槽更新工事 吹塚浄水場内 H30.７～H31.1 工事 老朽化による更新 指名競争入札 ７月

40
吹塚浄水場№１ろ過機ろ材及び電動
弁更新工事 吹塚浄水場内 H30.７～H31.1 工事 老朽化による更新 指名競争入札 ７月

41
吹塚浄水場№３ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ及び電動弁
更新工事 吹塚浄水場内 H30.７～H31.1 工事 老朽化による更新 指名競争入札 ７月

42
平沼浄水場空調設備更新工事

平沼浄水場内 H30.７～H30.１２ 工事 老朽化による更新 指名競争入札 ７月

43
下水道事業公営企業会計移行業務
委託 下水道事業区域 H30.7～H31.3 委託 公営企業会計システム構築等　一式 指名競争入札 ７月

44
町民体育館多目的室改修工事

町民体育館 H30.７～H30.10 工事 エアコンの新設工事 指名競争入札 ７月

45
浅間排水路整備工事

曲師・西谷 Ｈ30.9～Ｈ31.2 工事 水路整備　延長Ｌ＝70ｍ 一般競争入札 ８月

46
飯島3号雨水幹線工事

上伊草地内 H30.8～H31.3 工事 雨水幹線整備　L＝160ｍ 一般競争入札 ８月

47
ふれあいセンターフラットピア川島空
調更新工事

ふれあいセンターフ
ラットピア川島

H30.8～H30.12 工事 エアコンの更新工事 指名競争入札 ８月
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48
コミュニティセンタートイレ改修工事 コミュニティセン

ター
H30.8～H31.1 工事 トイレの改修工事 指名競争入札 ８月

49
農業振興地域基礎調査業務委託

川島町全域 H30.9～H31.3 委託 基礎資料作成及びアンケート調査等 指名競争入札 ９月

50
つばさ南放課後児童クラブ（仮称）建
設工事 つばさ南小学校 H30.10～H31.3 工事 放課後児童クラブ建設工事 一般競争入札 ９月

51
飯島排水路脇道路整備工事

平沼 Ｈ30.10～Ｈ31.2 工事 道路改良　延長Ｌ＝120ｍ 指名競争入札 ９月

52
町道4416号線道路整備工事

下狢 Ｈ30.10～Ｈ31.2 工事 道路改良　延長Ｌ＝200ｍ 指名競争入札 ９月

53
東野用水路整備工事

三保谷宿 Ｈ30.10～Ｈ31.2 工事 水路整備　延長Ｌ＝100ｍ 指名競争入札 ９月

54
松永橋橋梁修繕詳細設計業務委託

下狢 Ｈ30.10～Ｈ31.2 委託 橋梁補修設計　1橋 指名競争入札 ９月

55
町道1-10号線脇水路整備工事

出丸下郷 Ｈ30.10～Ｈ31.2 工事 水路整備　延長Ｌ＝60ｍ 指名競争入札 ９月

56
町道1-20・1-12号線植栽管理業務委
託 正直外 Ｈ30.10～Ｈ30.12 委託 植栽剪定　358本 指名競争入札 ９月

57
配水管洗管業務委託

中山地内 H30.9～H31.2 委託 配水管内の洗管業務 指名競争入札 ９月

58
町道4659号線配水管布設替工事

上八ツ林地内 H30.9～H31.2 工事 配水管耐震化　L=２４０ｍ 指名競争入札 ９月

59
し尿処理施設定期修繕

環境センター内 H30.10～H30.12 修繕
深刻なダメージを負う前に、重要箇所
の修繕を実施する

随意契約 ９月

60
下水道マンホール蓋交換工事

下伊草地内外 H30.10～H31.2 工事 マンホール蓋交換　20箇所 指名競争入札 １０月

61
下水道排水路設備補修工事

八幡地内外 H30.10～H31.3 工事 最終桝補修工事　100箇所 指名競争入札 １０月

62
ごみ焼却施設定期修繕

環境センター内 H30.11～30.12 工事
深刻なダメージを負う前に、重要箇所
の修繕を実施する

随意契約 １０月

63
平成の森公園イルミネーションイベン
ト 平成の森公園内 H30.12 委託

イルミネーション既存のものに（6500
球の追加）点灯

随意契約 １１月


