
　

　なお、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

承下さい。

令和３年度における工事発注見通しを別紙のとおり公表いたします。

　公表しております工事等は、予定価格が250万円を超えるものです。

　

令和３年度玉川村公共工事発注予定の公表について

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第７条第１項の規定に基づき、

（令和3年4月１日　現在）



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 議会事務局 議場音響設備改修業務委託 業務委託 玉川村大字小高地内 １ヶ月 議場マイク改修、傍聴席・傍聴控室スピーカー設置 指名競争 令和3年5月

2 企画政策課 WIFIステーション整備工事 電気設備工 玉川村大字小高地内　外 ３ヶ月 WIFI設備整備（yodge、道の駅たまかわ、ｸｯｸﾄﾞｰﾑ） 指名競争 令和3年7月

3 企画政策課 サテライトオフィス誘致事業設計監理業務委託 業務委託 玉川村大字南須釜地内 ６ヶ月 旧須釜中学校改修設計 ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ 令和3年9月

4 企画政策課 旧乙字亭調査改修設計業務委託 業務委託 玉川村大字竜崎地内 ９ヶ月 現況調査、市場調査、民間協同調査等 ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ 令和3年6月

5 企画政策課 サテライトオフィス教室等整備工事 建築工 玉川村大字南須釜地内 ６ヶ月 旧須釜中学校改修工事 ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ 令和3年9月

6 企画政策課 旧須釜中学校プール解体工事 建築工 玉川村大字南須釜地内 ２ヶ月 旧須釜中学校プール解体工事、避難所用駐車場整備 指名競争 令和3年6月

7 企画政策課 すがまプラザ駐車場整備工事 一般土木 玉川村大字南須釜地内 ２ヶ月 すがまプラザ駐車場整備 指名競争 令和3年6月

8 産業振興課 緊急自然災害防止対策事業実施設計業務委託 業務委託 玉川村大字川辺地内　外 ４ヶ月 測量・実施設計　一式 指名競争 令和3年6月

9 産業振興課 ため池緊急浚渫事業実施設計業務委託 業務委託 玉川村大字川辺地内 ４ヶ月 測量・実施設計　一式 指名競争 令和3年6月

10 産業振興課 ため池緊急浚渫等工事 一般土木 玉川村大字川辺地内 ６ヶ月 排土工　V=56,000㎥ 指名競争 令和3年10月

11 産業振興課 緊急自然災害防止対策工事 一般土木 玉川村大字川辺地内　外 ６ヶ月 水路整備工　L=220m×2ヶ所 指名競争 令和3年10月

12 産業振興課 農業水路等長寿命化・防災減災工事 一般土木 玉川村大字蒜生地内 ７ヶ月 頭首工補修 指名競争 令和3年9月

13 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 ６ヶ月 測量・実施設計　一式 指名競争 令和3年5月

14 産業振興課 農地耕作条件改善工事 一般土木 玉川村大字山小屋地内 ４ヶ月 水路整備工　L=600m 指名競争 令和3年11月

15 産業振興課 森林再生事業整備委託 業務委託 玉川村大字小高地内 ６ヶ月 森林再生事業整備委託 指名競争 令和3年9月

16 産業振興課 工業団地排水施設改修工事 土木工 玉川村大字小高地内 ２ヶ月 排水路蓋掛け等工事 指名競争 令和3年9月

17 産業振興課 公園改修工事 土木工 玉川村大字中地内 ２ヶ月 中池公園ウッドデッキ改修工事 指名競争 令和3年4月

18 地域整備課 河川緊急浚渫事業実施設計業務委託 業務委託 玉川村大字四辻新田地内　外 ６ヶ月 測量・実施設計　一式 指名競争 令和3年5月

19 地域整備課 河川緊急浚渫等工事 土木工 玉川村大字四辻新田地内　外 ６ヶ月 浚渫工事 指名競争 令和3年9月

20 地域整備課 河川緊急浚渫等工事【繰越分】 土木工 玉川村大字竜崎地内 ６ヶ月 浚渫工事（第２工区、第３工区） 指名競争 令和3年9月

21 地域整備課 村道維持補修工事（公共施設等適正管理事業） 土木工 玉川村大字竜崎地内 ３ヶ月 舗装補修工事　L=800m 指名競争 令和3年9月

22 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

23 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 ６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3年10月

令和３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。



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

令和３年度公共工事等発注予定一覧表

24 地域整備課 社会資本整備総合交付金事業改良工事（中-17） 土木工 玉川村大字中地内 ３ヶ月 社会資本整備総合交付金事業改良工事（中-17） 指名競争 令和3年10月

25 地域整備課 社会資本整備総合交付金事業改良工事（中-16）【繰越分】 土木工 玉川村大字中地内 ６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3年6月

26 地域整備課 公営住宅修繕工事実施設計業務委託 業務委託 玉川村大字岩法寺地内 ７ヶ月 実施設計（玉川団地１号棟） 随意契約 令和3年5月

27 総務課 消防車両・小型ポンプ整備事業 備品購入 玉川村大字北須釜地内 ７ヶ月 消防小型ポンプ積載車１台及び小型ポンプ１台購入 指名競争 令和3年5月

28 総務課 消防屯所建築工事 建築工 玉川村大字北須釜地内 ６ヶ月 消防屯所建築工事（北須釜分団） 指名競争 令和3年7月

29 総務課 耐震性貯水槽設置事業工事 消防施設工 玉川村大字南須釜地内 ５ヶ月 耐震性防火水槽設置工事 指名競争 令和3年7月

30 総務課 消火栓設置工事 消防施設工 玉川村大字川辺地内　外 ３ヶ月 消火栓設置工事 指名競争 令和3年10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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令和３年度公共工事等発注予定一覧表

1 地域整備課 処理場設計業務委託 業務委託 玉川村大字中地内 ９ヶ月 農業集落排水処理施設設計 随意契約 令和3年8月

2 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 下水道管布設設計 随意契約 令和3年6月

3 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 ７ヶ月 下水道管布設工事 指名競争 令和3年8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（山小屋工区）

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3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3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3年5月

4 地域整備課 未普及地域解消事業四辻新田水道設計業務委託 業務委託 玉川村大字四辻新田地内 １０ヶ月 水道施設設計 指名競争 令和3年5月

5 地域整備課 道路整備関連配水管布設測量設計業務委託 業務委託 玉川村大字中地内 ３ヶ月 配水管布設替測量実施設計 指名競争 令和3年6月

6 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 ３ヶ月 道路整備工事関連設計 指名競争 令和3年6月

7 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 ６ヶ月 配水管布設替工事 指名競争 令和3年8月

8 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 ６ヶ月 配水管布設替工事 指名競争 令和3年8月

9 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 ４ヶ月 配水管布設替工事 指名競争 令和3年9月

10 地域整備課 道路整備関連配水管布設工事 上水道工 玉川村大字中地内 ６ヶ月 配水管布設工事 指名競争 令和3年9月

11 地域整備課 道路整備工事関連工事 上水道工 玉川村大字中地内 ４ヶ月 配水管布設替工事 指名競争 令和3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。


