
別紙

番号 担当課 工　事　名 工事種別 場　　　所 期間 工事の概要 入札の方法 入札予定月

1 総務課 玉川村民体育館解体工事実施設計業務委託 業務委託 玉川村大字小高地内 ３ヶ月 玉川村民体育館解体工事実施設計業務委託 指名競争 令和2年4月

2 総務課 玉川村民体育館解体工事 建築工 玉川村大字小高地内 ７ヶ月 玉川村民体育館解体工事 指名競争 令和2年8月

3 総務課 旧四辻分校観光交流拠点整備工事監理等業務委託 業務委託 玉川村大字四辻新田地内 １２ヶ月 旧四辻分校観光交流拠点整備工事監理業務委託 随意契約 令和2年4月

4 総務課 旧四辻分校観光交流拠点整備工事 建築工 玉川村大字四辻新田地内 １０ヶ月 旧四辻分校観光交流拠点整備工事 指名競争 令和2年6月

5 総務課 トレーラーハウス設備工事 設備工 玉川村大字小高地内 ７ヶ月 トレーラーハウスに係る設備工事 随意契約 令和2年4月

6 総務課 観光交流施設用備品購入 備品購入 玉川村大字四辻新田地内 ４ヶ月 旧四辻分校観光交流拠点用備品 指名競争 令和2年10月

7 産業振興課 圃場整備事業実施設計業務委託 業務委託 玉川村大字山小屋地内 ４ヶ月 圃場整備事業実施設計業務委託 指名競争 令和2年11月

8 産業振興課 森林再生事業整備委託 業務委託 玉川村大字山小屋地内 ６ヶ月 森林再生事業整備委託 指名競争 令和2年8月

9 産業振興課 森林再生事業整備委託【繰越分】 業務委託 玉川村大字四辻新田地内 ６ヶ月 森林再生事業整備委託 指名競争 令和2年6月

10 地域整備課 村道維持補修工事（川-30） 土木工 玉川村大字川辺地内 ６ヶ月 村道維持補修工事（川-30） 指名競争 令和2年6月

11 地域整備課 村道維持補修工事（一般） 土木工 玉川村地内 年　間 村道維持補修工事（一般） 指名競争 年　間

12 地域整備課 社会資本整備総合交付金事業改良工事（中-16） 土木工 玉川村大字中地内 ５ヶ月 社会資本整備総合交付金事業改良工事（中-16） 指名競争 令和2年11月

13 地域整備課 社会資本整備総合交付金事業改良工事（山小-2） 土木工 玉川村大字山小屋地内 ４ヶ月 社会資本整備総合交付金事業改良工事（山小-2） 指名競争 令和2年9月

14 地域整備課 社会資本整備総合交付金事業舗装補修工事（Ⅰ-1） 土木工 玉川村大字北須釜地内 ２ヶ月 社会資本整備総合交付金事業舗装補修工事（Ⅰ-1） 指名競争 令和2年10月

15 地域整備課 社会資本整備総合交付金事業橋梁修繕工事（燈明橋） 土木工 玉川村大字蒜生地内 ７ヶ月 社会資本整備総合交付金事業橋梁修繕工事（燈明橋） 指名競争 令和2年8月

16 地域整備課 令和元年災　公共土木施設（河川）災害復旧工事 土木工 玉川村大字四辻新田地内 ９ヶ月 河川災害復旧工事 指名競争 令和2年6月

17 地域整備課 令和元年災　公共土木施設（河川）災害復旧工事 土木工 玉川村大字四辻新田地内 ９ヶ月 河川災害復旧工事 指名競争 令和2年6月

18 地域整備課 令和元年災　公共土木施設（河川）災害復旧工事 土木工 玉川村大字四辻新田地内 ９ヶ月 河川災害復旧工事 指名競争 令和2年6月

19 地域整備課 令和元年災　公共土木施設（河川）災害復旧工事 土木工 玉川村大字山新田地内 ９ヶ月 河川災害復旧工事 指名競争 令和2年6月

20 地域整備課 令和元年災　公共土木施設（河川）災害復旧工事 土木工 玉川村大字山新田地内 ９ヶ月 河川災害復旧工事 指名競争 令和2年6月

21 地域整備課 令和元年災　公共土木施設（河川）災害復旧工事 土木工 玉川村大字南須釜地内 ９ヶ月 河川災害復旧工事 指名競争 令和2年6月

22 地域整備課 令和元年災　公共土木施設（道路）災害復旧工事 土木工 玉川村大字吉地内 ７ヶ月 道路災害復旧工事 指名競争 令和2年5月

23 地域整備課 令和元年災　公共土木施設（道路）災害復旧工事 土木工 玉川村大字山小屋地内 ７ヶ月 道路災害復旧工事 指名競争 令和2年5月

令和２年度公共工事等発注予定一覧表

※各事項については、公表時点での予定であり、変更される場合がありますので、予めご了承ください。
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24 地域整備課 令和元年災　公共土木施設（道路）災害復旧工事 土木工 玉川村大字南須釜地内 ７ヶ月 道路災害復旧工事 指名競争 令和2年5月

25 地域整備課 令和元年災　公共土木施設（道路）災害復旧工事 土木工 玉川村大字四辻新田地内 ７ヶ月 道路災害復旧工事 指名競争 令和2年6月

26 地域整備課 令和元年災　公共土木施設（道路）災害復旧工事 土木工 玉川村大字中地内 ７ヶ月 道路災害復旧工事 指名競争 令和2年5月

27 地域整備課 令和元年災　公共土木施設（道路）災害復旧工事 土木工 玉川村大字南須釜地内 ７ヶ月 道路災害復旧工事 指名競争 令和2年6月

28 地域整備課 令和元年災　公共土木施設（道路）災害復旧工事 土木工 玉川村大字南須釜地内 ７ヶ月 道路災害復旧工事 指名競争 令和2年6月

29 地域整備課 令和元年災　公共土木施設（道路）災害復旧工事 土木工 玉川村大字北須釜地内 ７ヶ月 道路災害復旧工事 指名競争 令和2年6月

30 地域整備課 令和元年災　農地・農業用施設災害復旧工事 土木工 玉川村大字岩法寺地内 ３ヶ月 農地・農業用施設災害復旧工事 指名競争 令和2年4月

31 地域整備課 令和元年災　農地・農業用施設災害復旧工事 土木工 玉川村大字山小屋地内 ３ヶ月 農地災害復旧工事 指名競争 令和2年4月

32 地域整備課 令和元年災　農地・農業用施設災害復旧工事 土木工 玉川村大字竜崎地内 ３ヶ月 農地・農業用施設災害復旧工事 指名競争 令和2年4月

33 地域整備課 令和元年災　農地・農業用施設災害復旧工事 土木工 玉川村大字川辺地内 ３ヶ月 農地・農業用施設災害復旧工事 指名競争 令和2年4月

34 地域整備課 令和元年災　農地・農業用施設災害復旧工事 土木工 玉川村大字竜崎地内 ３ヶ月 農地・農業用施設災害復旧工事 指名競争 令和2年4月

35 地域整備課 令和元年災　農地・農業用施設災害復旧工事 土木工 玉川村大字南須釜地内 ３ヶ月 農業用施設災害復旧工事 指名競争 令和2年4月

36 地域整備課 令和元年災　農地・農業用施設災害復旧工事 土木工 玉川村大字竜崎地内 ３ヶ月 農業用施設災害復旧工事 指名競争 令和2年4月

37 地域整備課 令和元年災　農地・農業用施設災害復旧工事 土木工 玉川村大字小高地内 ３ヶ月 農業用施設災害復旧工事 指名競争 令和2年4月

38 地域整備課 令和元年災　農地・農業用施設災害復旧工事 土木工 玉川村大字南須釜地内 ３ヶ月 農業用施設災害復旧工事 指名競争 令和2年4月

39 地域整備課 令和元年災　農地・農業用施設災害復旧工事 土木工 玉川村大字四辻新田地内 ３ヶ月 農業用施設災害復旧工事 指名競争 令和2年4月

40 地域整備課 令和元年災　農地・農業用施設災害復旧工事 土木工 玉川村大字四辻新田地内 ３ヶ月 農業用施設災害復旧工事 指名競争 令和2年4月

41 住民課 消防車両・小型ポンプ整備事業 備品購入 玉川村大字蒜生地内　外 ８ヶ月 消防小型ポンプ積載車２台及び小型ポンプ２台購入 指名競争 令和2年4月

42 住民課 消防屯所建築工事設計監理業務委託 業務委託 玉川村大字川辺地内 １０ヶ月 消防屯所建築工事設計監理業務委託 指名競争 令和2年4月

43 住民課 消防屯所建築工事 建築工 玉川村大字川辺地内 １０ヶ月 消防屯所建築工事（川辺分団） 指名競争 令和2年6月

44 住民課 耐震性貯水槽設置事業工事 消防施設工 玉川村大字四辻新田地内 ５ヶ月 耐震性防火水槽設置工事 指名競争 令和2年6月

45 住民課 消火栓設置工事 消防施設工 玉川村大字蒜生地内　外 ３ヶ月 地上式消火栓設置工事 指名競争 令和2年7月

46 教育委員会 玉川中学校大規模改修工事監理業務委託【繰越分】 業務委託 玉川村大字中地内 ６ヶ月 玉川中学校大規模改修工事監理業務委託 随意契約 令和2年5月

※各事項については、公表時点での予定であり、変更される場合がありますので、予めご了承ください。
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47 教育委員会 玉川中学校大規模改修工事【繰越分】 建築工 玉川村大字中地内 ６ヶ月 玉川中学校大規模改修工事 指名競争 令和2年4月

48 教育委員会 給食センター建築工事監理業務委託【繰越分】 業務委託 玉川村大字南須釜地内 １１ヶ月 給食センター建築工事監理業務委託 随意契約 令和2年5月

49 教育委員会 給食センター建築工事【繰越分】 建築工 玉川村大字南須釜地内 １１ヶ月 給食センター建築工事 指名競争 令和2年4月

50 教育委員会 給食センター調理機器購入【繰越分】 備品購入 玉川村大字南須釜地内 １１ヶ月 給食センター調理機器購入 指名競争 令和2年4月

51 公民館 夜間照明商用電源切替工事 電気設備工 玉川村大字小高地内 ３ヶ月 夜間照明商用電源切替工事 指名競争 令和2年5月

1 地域整備課 全体設計測量業務委託 業務委託 玉川村大字小高地内　外 ６ヶ月 河川測量（泉郷川　外） 指名競争 令和2年10月

2 地域整備課 処理場設計業務委託 業務委託 玉川村大字小高地内 ９ヶ月 処理場詳細設計 指名競争 令和2年7月

3 地域整備課 管路工設計業務委託 業務委託 玉川村大字小高地内　外 ６ヶ月 管路工設計 指名競争 令和2年7月

4 地域整備課 管路布設工事 下水道工 玉川村大字小高地内　外 ９ヶ月 管路布設工 指名競争 令和2年7月

1 地域整備課
生活基盤施設耐震化等交付金事業配水管布設替工事実施設
計業務委託

業務委託 玉川村大字山小屋地内 ３ヶ月 配水管布設替測量実施設計 指名競争 令和2年4月

2 地域整備課 配水管布設替工事実施設計業務委託（川辺工区） 業務委託 玉川村大字川辺地内 ３ヶ月 配水管布設替測量実施設計 指名競争 令和2年4月

3 地域整備課 農業集落排水事業工事関連工事実施設計業務委託 業務委託 玉川村大字小高地内 ３ヶ月 配水管布設替測量実施設計 指名競争 令和2年6月

4 地域整備課 四辻新田浄水場用地地質・土質調査業務委託 業務委託 玉川村大字四辻新田地内 ４ヶ月 地質・土質調査 指名競争 令和2年8月

5 地域整備課 四辻新田配水池用地地質・土質調査業務委託 業務委託 玉川村大字四辻新田地内 ４ヶ月 地質・土質調査 指名競争 令和2年8月

6 地域整備課 四辻新田地区施設設計業務委託 業務委託 玉川村大字四辻新田地内 ６ヶ月 水道施設設計 指名競争 令和2年8月

7 地域整備課 道路整備工事関連設計業務委託 業務委託 玉川村地内 ６ヶ月 道路整備工事関連設計 指名競争 令和2年8月

8 地域整備課 生活基盤施設耐震化等交付金事業配水管布設替工事 上水道工 玉川村大字山小屋地内 ５ヶ月 配水管布設替工事 指名競争 令和2年8月

9 地域整備課 配水管布設替工事（川辺工区） 上水道工 玉川村大字川辺地内 ５ヶ月 配水管布設替工事 指名競争 令和2年8月

10 地域整備課 農業集落排水事業工事関連配水管布設替工事 上水道工 玉川村大字小高地内 ５ヶ月 配水管布設替工事 指名競争 令和2年9月

11 地域整備課 四辻新田浄水場用地造成工事 上水道工 玉川村大字四辻新田地内 ４ヶ月 土地造成工事 指名競争 令和2年9月

12 地域整備課 四辻新田配水池用地造成工事 上水道工 玉川村大字四辻新田地内 ４ヶ月 土地造成工事 指名競争 令和2年9月

【農業集落排水事業特別会計】

【上水道事業会計】

※各事項については、公表時点での予定であり、変更される場合がありますので、予めご了承ください。
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13 地域整備課 道路整備工事関連工事 上水道工 玉川村大字山小屋地内 ４ヶ月 配水管布設替工事 指名競争 令和2年5月

14 地域整備課 水道メーター器取替工事 上水道工 玉川村地内 １０ヶ月 水道メーター器交換 指名競争 令和2年5月

※各事項については、公表時点での予定であり、変更される場合がありますので、予めご了承ください。


