
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 車庫塗装修繕工事 塗装工 玉川村大字小高地内 3ケ月 車庫塗装工事 指名競争 平成29年5月

2 住民課 消防屯所建築事業委託 業務委託 玉川村大字四辻新田地内 2ケ月 消防屯所建築設計業務 指名競争 平成29年5月

3 住民課 消防屯所建築事業工事 建築工 玉川村大字四辻新田地内 8ケ月 消防屯所建築工事 指名競争 平成29年7月

4 住民課 耐震性貯水槽設置事業工事 一般土木工 玉川村大字川辺地内 4ケ月 耐震性貯水槽設置工事 指名競争 平成29年7月

5 産業振興課 森林再生事業委託 業務委託
玉川村大字南須釜地内
他

8ケ月 森林再生事業個別計画策定・積算支援業務 指名競争 平成29年7月

6 産業振興課 森林再生事業整備委託 業務委託 玉川村大字南須釜地内 5ケ月 森林再生事業整備委託業務 指名競争 平成29年11月

7 地域整備課 道路堆積物撤去実施設計 業務委託 玉川村地内 2ケ月 道路堆積物撤去実施設計業務 指名競争 平成29年10月

8 地域整備課 道路堆積物撤去工事 一般土木工 玉川村地内 4ケ月 道路堆積物撤去工事 指名競争 平成29年12月

9 地域整備課 社会資本整備総合交付金事業委託 業務委託
玉川村大字中地内
（村道中-16号線）

5ケ月 社会資本整備総合交付金事業委託（測量調査） 指名競争 平成29年10月

10 地域整備課 社会資本整備総合交付金事業委託 業務委託
玉川村大字中地内
（村道中-17号線）

5ケ月 社会資本整備総合交付金事業委託（測量調査） 指名競争 平成29年10月

11 地域整備課 社会資本整備総合交付金事業委託 業務委託 （燈明橋・44号橋） 4ケ月 社会資本整備総合交付金事業委託 指名競争 平成29年7月

12 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） 舗装工
玉川村
（村道Ⅰ－1号線）

3ケ月 社会資本整備総合交付金事業舗装補修工事 指名競争 平成29年9月

13 地域整備課 社会資本整備総合交付金事業改良工事（吉-10） 一般土木工
玉川村大字吉地内
（村道吉-10号線）

5ケ月 社会資本整備総合交付金事業改良工事 指名競争 平成29年9月

14 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） 一般土木工
玉川村大字山小屋地内
（村道山小-2号線）

5ケ月 社会資本整備総合交付金事業改良工事 指名競争 平成29年9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 一般土木工 （燈明橋・44号橋） 4ケ月 社会資本整備総合交付金事業橋梁修繕工事（燈明橋・44号橋） 指名競争 平成29年11月

16 教育委員会 泉放課後児童クラブ耐震補強工事監理 業務委託 玉川村大字小高地内 6ケ月 泉放課後児童クラブ耐震補強工事監理 指名競争 平成29年10月

17 教育委員会 泉放課後児童クラブ耐震補強工事 建築工 玉川村大字小高地内 6ケ月 泉放課後児童クラブ耐震補強工事 指名競争 平成29年10月

18 教育委員会 就業改善センター改修事業委託（空調設備） 業務委託 玉川村大字小高地内 3ケ月 就業改善センター改修事業委託（空調設備） 指名競争 平成29年5月

19 教育委員会 就業改善センター改修事業工事（空調設備）
冷暖房衛生設備

工
玉川村大字小高地内 4ケ月 就業改善センター改修事業工事（空調設備） 指名競争 平成29年7月

20 教育委員会 玉川第一小学校ベランダ手摺改修工事 建築工 玉川村大字小高地内 3ケ月 玉川第一小学校ベランダ手摺改修工事 指名競争 平成29年6月

21 教育委員会 泉中学校体育館通路屋上防水工事 舗装工 玉川村大字中地内 2ケ月 泉中学校体育館通路屋上防水工事 指名競争 平成29年6月

平成29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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22 公民館 須釜公民館耐震補強実施設計委託 業務委託 玉川村大字南須釜地内 7ケ月 須釜公民館耐震補強実施設計委託 指名競争 平成29年5月

23 公民館 須釜公民館空調設備設置実施設計委託 業務委託 玉川村大字南須釜地内 6ケ月 須釜公民館空調設備設置実施設計委託 指名競争 平成29年9月

24 公民館 須釜公民館改修実施設計委託 業務委託 玉川村大字南須釜地内 6ケ月 須釜公民館改修実施設計委託 指名競争 平成29年9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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1 地域整備課 管路敷設工事 上・下水道工 玉川村大字川辺地内 7ケ月 管路敷設工事 指名競争 平成29年4月

1 地域整備課
重要給水施設耐震化等交付金事業配水管布設
替工事実施設計委託

業務委託 （県道母畑・須賀川線外） 7ケ月 配水管布設替工事実施設計委託　Ｌ＝1,220ｍ 指名競争 平成29年5月

2 地域整備課 配水管橋梁添架布設替測量実施設計委託 業務委託
玉川村大字南須釜地内
（村道南-15号線　蟹沢橋）

7ケ月 配水管橋梁添架布設替測量実施設計委託　Ｌ＝20ｍ 指名競争 平成29年5月

3 地域整備課 上水道事業変更認可申請作成業務委託 業務委託 玉川村大字南須釜・四辻新田地内 11ケ月 上水道事業変更認可申請作成業務委託 指名競争 平成29年5月

4 地域整備課 水道未普及地域解消全体測量設計業務委託 業務委託 玉川村地内 5ケ月 水道未普及地域解消全体測量設計業務委託 指名競争 平成29年10月

5 地域整備課
重要給水施設耐震化等交付金事業配水管布設
替工事

上・下水道工 （県道母畑・須賀川線外） 6ケ月 配水管布設替工事　Ｌ＝1,220ｍ 指名競争 平成29年10月

6 地域整備課 道路改良工事関連配水管布設替工事 上・下水道工
玉川村大字山小屋地内
（村道山小-2号線）

6ケ月 配水管布設替工事　Ｌ＝100ｍ 指名競争 平成29年10月

7 地域整備課 配水管橋梁添架敷設替工事 上・下水道工
玉川村大字南須釜地内
（村道南-45号線　蟹沢橋）

6ケ月 配水管橋梁添架敷設替工事　Ｌ＝20ｍ 指名競争 平成29年10月

8 地域整備課 配水管布設工事 上・下水道工
玉川村大字川辺地内
（県道曲木・中野目線）

7ケ月 配水管布設工事 指名競争 平成29年4月

9 地域整備課 深井戸試掘調査 上・下水道工 玉川村大字岩法寺地内 6ケ月 深井戸試掘調査 指名競争 平成29年10月

10 地域整備課 道路整備工事関連 上・下水道工 玉川村地内 6ケ月 道路整備工事関連 指名競争 平成29年10月

【上水道事業会計】

【農業集落排水事業特別会計】

※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。


