
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 平成の森公園保守管理業務委託 平成の森公園 H31.4～R2.3 委託 管理業務委託 随意契約 4月

2 八幡南公園・みしま第１・第２公園芝生管
理委託料

各公園 H31.4～R2.3 委託 芝生管理業務委託 長期継続契約1
年目

4月

3 平成の森公園等トイレ日常清掃業務委
託料（長期継続契約２年目）

平成の森トイ
レ・いこいトイレ

H31.4～R2.3 委託 清掃業務 長期継続契約 4月

4 町道3363号線舗装補修工事 中山 R1.5～R1.8 工事 舗装補修工事
　延長　L=120m

指名競争入札 4月

5 町道1-4号線舗装補修工事 かわじま R1.5～R1.7 工事 舗装補修工事
　延長　L=100m

指名競争入札 4月

6 町道1-5号線舗装補修工事 白井沼 R1.5～R1.7 工事 舗装補修工事
　延長　L=220m

指名競争入札 4月

7 町道1394号線舗装補修工事 上小見野 R1.5～R1.7 工事 舗装補修工事
　延長　L=130m

指名競争入札 4月

8 5-59号橋橋梁補修詳細設計業務委託 下狢 R1.5～R1.9 委託 橋梁補修設計　１式 指名競争入札 4月

9
町道3557号線舗装新設工事

中山 R1.5～R1.7 工事 舗装新設工事
　延長　L=480ｍ

指名競争入札 4月

10 川島町子ども・子育て支援事業計画策
定業務委託

川島町子育て
支援課

H31.4～R2.3 委託 ニーズ調査及び情報分析、現行計画の
検証及び分析

指名競争入札 4月

11 川島町つばさ南放課後児童クラブ建設
外構等工事

白井沼 H31.4～R1.5 工事 安全フェンス設置等 指名競争入札 4月

12 ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産
業廃棄物）処理委託（北海道分）

川島町内 H31.4～R2.3 委託 ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産
業廃棄物）である蛍光灯安定器の処理

随意契約 4月

13 町道1-23号線舗装補修工事 宮前 R1.6～R1.8 工事 舗装補修工事
　延長　L=130m

指名競争入札 5月

14 町道1-7号線舗装補修工事 下伊草 R1.6～R1.8 工事 舗装補修工事
　延長　L=120m

指名競争入札 5月

15 町道3029号線舗装補修工事 八幡 R1.6～R1.8 工事 舗装補修工事
　延長　L=160m

指名競争入札 5月

平成31年度　川島町公共工事等発注見通 し
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平成31年度　川島町公共工事等発注見通 し

16 町道2-5号線舗装補修工事 上伊草 R1.6～R1.8 工事 舗装補修工事
　延長　L=120m

指名競争入札 5月

17 町道4613号線道路整備工事 畑中 R1.6～R1.8 工事 道路整備工事
　延長　L=120m

指名競争入札 5月

18
町道1080号線側溝整備工事

長楽 R1.6～R1.8 工事 側溝整備工事
　延長　L=100ｍ

指名競争入札 5月

19
町道3178号線側溝整備工事

上伊草 R1.6～R1.8 工事 側溝整備工事
　延長　L=150ｍ

指名競争入札 5月

20 町道1-10号線脇水路整備工事 出丸下郷 R1.6～R1.9 工事 水路整備工事
　延長　L=90m

指名競争入札 5月

21 長狭物境界調査確認業務委託
（22工区Kブロック）

八幡 R1.6～R2.1 委託 長狭物境界調査確認　１式 指名競争入札 5月

22 長狭物境界調査確認業務委託
（22工区Lブロック）

八幡 R1.6～R2.1 委託 長狭物境界調査確認　１式 指名競争入札 5月

23 国道254号沿い町道4648号線外除草業
務委託

下伊草地内 外 R1.6～R1.10 委託 除草　A=33,100㎡ 指名競争入札 5月

24 旧川島町役場庁舎及び別館解体工事 川島町大字平
沼地内

R1.6～R2.2 工事 旧庁舎2棟と別館ならびに付属する建物
の解体撤去

制限付き一般競
争入札

5月

25 川島町保健センタートイレ改修工事 川島町大字平
沼地内

R1.5～R1.9 工事 保健センターのトイレの乾式及び洋式化 制限付き一般競
争入札

5月

26 役場庁舎職員用回転椅子購入 川島町役場他 R1.5～R1.9 物品
購入

職員の椅子の更新
130台予定

制限付き一般競
争入札

5月

27 伊草公民館駐車場整備外工事 伊草公民館 R1.5～R1.7 工事 伊草公民館駐車場整備外工事　1式 指名競争入札 5月

28 図書館屋上防水工事 川島町立図書
館

R1.5～R1.7 工事 図書館屋上防水工事　1式 指名競争入札 5月

29 道路台帳補正業務委託 川島町全域 R1.7～R2.1 委託 道路台帳補正　１式 指名競争入札 6月

30 町道2-31号線舗装補修工事 平沼 R1.7～R1.9 工事 舗装補修工事
　延長　L=165m

指名競争入札 6月
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31 町道1-8号線舗装補修工事 上八ツ林 R1.7～R1.9 工事 舗装補修工事
　延長　L=95m

指名競争入札 6月

32 町道1-8号線脇防草シート設置工事 白井沼 R1.7～R1.9 工事 防草シート設置　１式 指名競争入札 6月

33 出丸専用水路脇防草シート設置工事 飯島 R1.7～R1.9 工事 防草シート設置　１式 指名競争入札 6月

34 町道1363・1364号線用地測量業務委託 北園部 R1.7～R1.9 委託 用地測量業務
　延長　L=220m

指名競争入札 6月

35 町道4319号線用地測量業務委託 飯島 R1.7～R1.9 委託 用地測量業務
　延長　L=130m

指名競争入札 6月

36 町道1-2号線用地測量業務委託 鳥羽井 R1.7～R1.9 委託 用地測量業務
　延長　L=350m

指名競争入札 6月

37 冠水状況調査業務委託 出丸中郷 R1.7～R1.9 委託 冠水状況調査業務　１式 指名競争入札 6月

38
町道2-18号線道路改良工事

畑中 R1.7～R2.2 工事 道路改良工事
　延長　L=215ｍ

指名競争入札 6月

39
町道4533号線道路改良工事

牛ケ谷戸 R1.7～R2.2 工事 道路改良工事
　延長　L=225ｍ

指名競争入札 6月

40
町道4430号線側溝整備工事

吉原 R1.7～R1.9 工事 側溝整備工事
　延長　L=60ｍ

指名競争入札 6月

41 水路404整備工事 戸守 R1.7～R1.9 工事 水路整備工事
　延長　L=100m

指名競争入札 6月

42 委員会室テーブル、椅子購入 川島町役場他 R1.6～R1.9 物品
購入

委員会室2部屋のテーブルと椅子の更新 制限付き一般競
争入札

6月

43 土地評価及び固定資産税基礎資料整備
業務委託

町内全域 R1.6～R2.3 委託 固定資産課税業務のための航空写真撮
影、土地家屋現況図作成、画地計測等

指名競争入札 6月

44 ごみ焼却施設定期修繕 環境センター地
内

R1.7～R1.8 工事 １号炉　投入ホッパー水冷ジャケット更
新・耐火物補修

随意契約 6月

45 ごみ焼却施設　１号炉誘引送風機用イン
バーター更新

環境センター地
内

R1.7～R1.9 工事 １号炉　　誘引送風機用のインバーター
の経年劣化による更新

指名競争入札 6月
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46 し尿処理施設定期修繕 環境センター地
内

R1.7～R1.9 工事 し尿用破砕機ほか各設備修繕 指名競争入札 5月

47 漏水調査業務委託 中山地内外 R1.6～R1.11 委託 漏水調査　一式 指名競争入札 6月

48 配水管布設替等工事設計業務委託 下八ツ林地内
外

R1.6～R2.2 委託 設計業務　一式 指名競争入札 6月

49 吹塚浄水場県水受水流量計及び現場操
作盤更新工事

吹塚浄水場内 R1.6～R1.12 工事 流量計及び現場操作盤更新工事　一式 指名競争入札 6月

50 芝沼配水機場配水設備更新工事 芝沼配水機場
内

R1.6～R1.11 工事 配水設備更新工事　一式 指名競争入札 6月

51 下水道管渠調査業務委託 伊草地内 R1.6～R1.11 委託 下水道管渠調査業務　一式 指名競争入札 6月

52 飯島3号雨水幹線工事環境事前調査業
務委託

上伊草地内 R1.6～R2.1 委託 工事による周辺への影響事前調査 指名競争入札 6月

53 町道1-3号線舗装補修工事 戸守 R1.8～R1.9 工事 舗装補修工事
　延長　L=300m

指名競争入札 7月

54 平沼浄水場管理棟空調設備更新工事 平沼浄水場内 H31.7～H31.9 工事 空調設備更新工事　一式 指名競争入札 ７月

55 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

R1.7～R2.2 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 ７月

56 吹塚浄水場排泥ポンプ更新工事 吹塚浄水場内 R1.7～R2.2 工事 排泥ポンプ更新工事　一式 指名競争入札 ７月

57 吹塚浄水場滅菌設備更新工事 吹塚浄水場内 R1.7～R2.2 工事 滅菌設備更新工事　一式 指名競争入札 ７月

58 飯島3号雨水幹線工事環境事後調査業
務委託

上伊草地内 R1.7～R2.2 委託 工事による周辺への影響事後調査 指名競争入札 ７月

59
東野用水路整備工事

三保谷宿 R1.9～R2.3 工事 用水路整備工事
　延長　L=100ｍ

指名競争入札 8月

60
浅間排水路整備工事

曲師・西谷 R1.9～R2.3 工事 排水路整備工事
　延長　L=70ｍ

指名競争入札 8月
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61 松永橋修繕工事 松永 R1.9～R2.3 工事 橋梁補修工事　１橋 一般競争入札 8月

62 町道1-20号線外植栽管理業務委託 正直地内 外 R1.9～R2.1 委託 植栽管理　347本 指名競争入札 8月

63 町道2-17号線外配水管布設替工事 下八ツ林地内
外

R1.8～R2.3 工事 配水管耐震化　Ｌ＝1180m 一般競争入札 8月

64 吹塚浄水場ＲＣ配水池耐震補強工事 吹塚浄水場内 R1.8～R2.3 工事 耐震補強工事　一式 一般競争入札 8月

65 平沼及び吹塚浄水場県水残留塩素計更
新工事

平沼浄水場及
び吹塚浄水場
内

R1.8～R1.12 工事 残留塩素計更新工事　一式 指名競争入札 8月

66 飯島3号雨水幹線工事 上伊草地内 R1.8～R2.3 工事 雨水幹線整備　L＝160ｍ 一般競争入札 8月

67 飯島6号雨水幹線工事 飯島地内外 R1.8～R2.3 工事 雨水幹線整備　L＝200ｍ 一般競争入札 8月

68 配水管洗管業務委託 中山地内 R1.10～R2.2 委託 配水管内の洗管業務 指名競争入札 10月

69 県道平沼・中老袋線配水管布設替工事 上大屋敷地内
外

R1.10～R2.3 工事 配水管耐震化　Ｌ=100m 指名競争入札 10月

70 下水道マンホール蓋交換工事 伊草地内 R1.10～R2.2 工事 マンホール蓋交換　20箇所 指名競争入札 10月

71 下水道排水設備補修工事 伊草地内 R1.11～R2.3 工事 最終桝補修工事　100箇所 指名競争入札 11月


