
令和２年度　川島町公共工事等発注見通 し　 (4月～3月)

工事名 工事場所 入札方式 工種業種 工事概要 案件期間
入札

予定時期

1 令和２年度配水管布設替等工事設計業務委託 川島町大字上大屋敷地内外 指名競争入札 委託 設計業務　一式 R2.5～R3.3 R2.4

2 特定外来生物等捕獲業務委託 川島町内 指名競争入札 委託 特定外来生物等の捕獲 R2.4～R2.3 R2.4

3
川島町IC北側地区土地区画整理事業環境影響事後
調査業務委託

川島町かわじま１丁目
川島町かわじま２丁目地内

指名競争入札 委託

・対象事業の規模：46.9ha
・環境影響評価書の事後調査の計画に基づく環境影
響事後調査
・調査計画の立案、事後調査報告書の作成、環境影
響評価条例の手続き支援

R2.4～R3.3 R2.4

4 町道1-2号線設計業務委託 川島町大字上八ツ林地内外 指名競争入札 委託 詳細設計　L=2,000m R2.5～R3.3 R2.4

5 中山小学校グラウンド改修工事 川島町立中山小学校地内
制限付一般競
争入札

工事 グラウンド改修　５，７１０㎡ R2.6～R2.10 R2.5

6 小学校校内通信ネットワーク整備業務委託 川島町立小学校地内
制限付一般競
争入札

委託 小学校４校 R2.6～R3.3 R2.5

7 中学校校内通信ネットワーク整備業務委託 川島町立中学校地内
制限付一般競
争入札

委託 中学校２校 R2.6～R3.3 R2.5

8 役場庁舎２階執務室机及びワゴン購入 川島町役場 一般競争入札 物品購入 机及びワゴン購入 R2.5～R2.10 R2.5

9 吹塚浄水場県水バイパス弁更新工事 川島町八幡地内 指名競争入札 工事 電動弁更新　一式 R2.6～R3.1 R2.5

10 吹塚浄水場補機盤更新工事設計業務委託 川島町八幡地内 指名競争入札 委託 設計業務　一式 R2.6～R3.3 R2.5

11 総合グラウンド外部トイレ解体工事 川島町大字下八ツ林地内 指名競争入札 工事 解体工事、給排水、電気設備工事等 R2.5～R2.9 R2.5

12 舗装個別施設計画作成業務委託 川島町内全域 指名競争入札 委託 個別施設計画作成 R2.6～R3.2 R2.5

13 町道1-4号線舗装補修工事 川島町かわじま一丁目地内 指名競争入札 工事 切削オーバーレイ　L=75m R2.6～R2.8 R2.5

14 町道1394号線舗装補修工事 川島町大字上小見野地内 指名競争入札 工事 切削オーバーレイ　L=130m R2.6～R2.9 R2.5

15 町道1025号線側溝補修工事 川島町大字正直地内 指名競争入札 工事 側溝整備　L=40m R2.6～R2.9 R2.5

16 橋梁定期点検業務委託 川島町内全域 指名競争入札 委託 橋梁点検 R2.6～R3.2 R2.5

17 橋梁修繕詳細設計業務委託（大塚橋） 川島町大字東大塚地内 指名競争入札 委託 修繕設計 R2.6～R3.2 R2.5

18 町道1-2号線物件調査業務委託 川島町大字上八ツ林地内外 指名競争入札 委託 物件調査 R2.6～R2.10 R2.5
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19 町道1-23号線外除草作業委託 川島町大字下伊草地内外 指名競争入札 委託 除草　17,900㎡×2回 R2.6～R2.12 R2.5

20 漏水調査業務委託 川島町八ツ保・小見野地区 指名競争入札 委託 漏水調査　一式 R2.7～R3.1 R2.6

21 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 指名競争入札 委託
給配水管データ補正　一式
台帳図出力製本　一式

R2.7～R3.2 R2.6

22 町道１－８号線配水管布設替工事 川島町大字下八ツ林地内外 指名競争入札 工事 配水管耐震化　L=430m R2.7～R3.2 R2.6

23
吹塚浄水場第１水源及び第２水源取水ポンプ盤等
更新工事

川島町八幡・大字吹塚地内 指名競争入札 工事 制御盤等更新　一式 R2.7～R3.2 R2.6

24 吹塚浄水場自家発電機切替盤更新工事 川島町八幡地内 指名競争入札 工事 制御盤等更新　一式 R2.7～R3.2 R2.6

25 下水道管渠調査業務委託 川島町大字伊草地内外 指名競争入札 委託 下水道管渠調査業務　一式 R2.6～R2.11 R2.6

26 飯島3号雨水幹線工事環境事後調査業務委託 川島町大字上伊草地内 指名競争入札 委託 工事による周辺への影響事後調査 R2.6～R3.2 R2.6

27 土地評価及び固定資産税基礎資料整備業務委託 川島町内 指名競争入札 委託
令和３基準年度固定資産土地評価替えに向けた土
地評価のための基礎資料作成および土地・家屋情
報システムを構築することを目的とした業務委託

R2.7～R3.3 R2.6

28 農業振興地域整備計画策定業務委託 川島農業振興地域内 指名競争入札 委託 農業振興地域整備計画の見直し R2.7～R3.3 R2.6

29 町道2-31号線外舗装補修工事 川島町大字平沼地内外 指名競争入札 工事 切削オーバーレイ　L=70m R2.7～R2.10 R2.6

30 町道1-23号線舗装補修工事 川島町大字宮前地内 指名競争入札 工事 切削オーバーレイ　L=180m R2.7～R2.10 R2.6

31 町道5405号線側溝補修工事 川島町大字上大屋敷地内 指名競争入札 工事 側溝整備　L=70m R2.7～R2.11 R2.6

32 八幡運動公園駐輪場上屋設置工事 川島町八幡地内 指名競争入札 工事 駐輪場上屋設置　１式 R2.7～R2.10 R2.6

33 町道2192号線側溝補修工事 川島町大字畑中地内 指名競争入札 工事 側溝整備　L=80m R2.7～R2.11 R2.6

34 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 川島町内全域 指名競争入札 委託 修繕計画策定 R2.7～R3.2 R2.6

35 長狭物調査業務委託（その１） 川島町八幡地内外 指名競争入札 委託 長狭物調査　4.2㎞ R2.7～R2.12 R2.6

36 長狭物調査業務委託（その２） 川島町八幡地内外 指名競争入札 委託 長狭物調査　4.3㎞ R2.7～R2.12 R2.6

37 町道１－２３号線配水管布設替工事 川島町大字新堀地内外 一般競争入札 工事 配水管耐震化　L=750m R2.8～R3.2 R2.7
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38 令和2年度吹塚浄水場ＲＣ配水池耐震補強工事 川島町八幡地内 一般競争入札 工事 耐震補強工事　一式 R2.8～R3.3 R2.7

39 飯島3号雨水幹線工事環境事前調査業務委託 川島町大字上伊草地内 指名競争入札 委託 工事による周辺への影響事前調査 R2.7～R3.1 R2.7

40 川島町民体育館照明器具LED化工事 川島町大字下八ツ林地内 指名競争入札 工事 川島町民体育館アリーナ照明のLED化工事 R2.6～R2.9 R2.7

41 移動式販売施設購入 川島町大字下八ツ林地内 指名競争入札 物品購入 移動式販売設備　２基 R2.8～R2.10 R2.7

42 道路台帳補正業務委託 川島町全域 指名競争入札 委託 道路台帳補正　１式 R2.8～R3.2 R2.7

43 飯島3号雨水幹線工事 川島町大字上伊草地内 一般競争入札 工事 雨水幹線整備　L＝120ｍ R2.8～R3.3 R2.8

44 飯島6号雨水幹線工事 川島町大字飯島地内外 一般競争入札 工事 雨水幹線整備　L＝250ｍ R2.8～R3.3 R2.8

45 東野用水路整備工事 川島町大字三保谷宿地内 指名競争入札 工事 水路整備　L=70m R2.9～R2.3 R2.8

46 浅間排水路整備工事 川島町大字曲師地内外 一般競争入札 工事 水路整備　L=52m R2.9～R2.3 R2.8

47 5-59号橋長寿命化補修工事 川島町大字下狢地内 指名競争入札 工事 橋梁修繕 R2.9～R3.2 R2.8

48 町道1-10号線脇水路整備工事 川島町大字出丸下郷地内 指名競争入札 工事 水路整備　L=90m R2.9～R2.12 R2.8

49 配水管洗管調査業務委託 川島町大字中山地内外 指名競争入札 委託 洗管調査業務　一式 R2.10～R3.3 R2.9

50 県道日高川島線配水管布設替工事 川島町大字吹塚地内外 指名競争入札 工事 配水管布設替　L=30m R2.10～R3.3 R2.9

51 町道4533号線道路改良工事 川島町大字牛ケ谷戸地内 指名競争入札 工事 道路改良　L=50m R2.10～R3.2 R2.9

52 町道2189号線道路改良工事 川島町大字東大塚地内 指名競争入札 工事 道路改良　L=100m R2.10～R3.2 R2.9

53 町道4435号線道路改良工事 川島町大字吉原地内 指名競争入札 工事 道路改良　L=100m R2.10～R3.2 R2.9

54 町道1-20号線外街路樹等管理業務委託 川島町大字正直地内外 指名競争入札 委託 高木剪定　395本 R2.10.～R3.1 R2.9

55 道路反射鏡清掃及び点検業務委託 川島町全域 指名競争入札 委託 道路反射鏡清掃及び点検　1式 R2.10～R2.12 R2.9

56 下水道マンホール蓋交換工事 川島町大字伊草地内外 指名競争入札 工事 マンホール蓋交換　12箇所 R2.10～R3.2 R2.10
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57 下水道排水路設備補修工事 川島町大字伊草地内外 指名競争入札 工事 最終桝補修工事　80箇所 R2.11～R3.3 R2.10

58 町道3178号線側溝整備工事 川島町大字上伊草地内 指名競争入札 工事 側溝整備　L=60m R2.11～R3.2 R2.10

59 町道4430号線側溝整備工事 川島町大字吉原地内 指名競争入札 工事 側溝整備　L=70m R2.11～R3.2 R2.10

60 町道1-3号線舗装補修工事 川島町大字戸守地内 指名競争入札 工事 オーバーレイ　L=90m R2.12～R3.2 R2.11

61 町道3171号線土留設置工事 川島町大字上伊草地内 指名競争入札 工事 土留設置　L=70m R3.1～R3.2 R2.12


