
2017/4/1

単位：千円

開始時期 終了時期

厚真地区配水管布設工事（１工区） 幌内 2017/4/29 2017/12/14 工事
PE.φ75 L=1,970m
（内、橋梁添架L=45m)

指名 4月下旬 JV

浄化槽設置工事（1工区） 豊沢他 2017/4/26 2017/6/30 工事 合併処理浄化槽4基 指名 4月下旬

農地耕作条件改善事業（第1工区） 高丘・軽舞 H29.4下旬 Ｈ29.12下旬 農地整備工事 暗渠排水整備 指名 4月下旬

農地耕作条件改善事業（第2工区） 浜厚真・鹿沼 H29.4下旬 Ｈ29.12下旬 農地整備工事 暗渠排水整備 指名 4月下旬

農地耕作条件改善事業（第3工区） 鹿沼 H29.4下旬 Ｈ29.12下旬 農地整備工事 暗渠排水整備 指名 4月下旬

町道新町２号線道路舗装工事 新町 H29.5上旬 H29.7下旬 舗装工事 L=130.3m 指名 5月上旬

上厚真パークゴルフ場整備工事 上厚真 H29.5上旬 H29.5下旬 公園整備 駐車場 指名 5月上旬

厚真川親水公園整備工事 京町 H29.5上旬 H29.5下旬 公園整備 駐車場 指名 5月上旬

幌内地区防火水槽撤去工事 幌内 H29.5上旬 H29.6下旬 施設撤去 防火水槽撤去 指名 5月上旬

町道大沼長沼線道路改良舗装工事 鯉沼 H29.5上旬 H29.8下旬 改良舗装工事 L=100m 指名 5月上旬

幌内地区防火水槽整備工事 幌内 H29.5中旬 H29.8下旬 施設装備 防火水槽整備 指名 5月中旬

厚真ダム宿泊研修所等解体工事 幌内 H29.5 Ｈ29.7 解体工事 除去・整備 指名 5月中旬

新町公園整備工事 新町 H29.5下旬 H29.9下旬 公園整備 駐車場、園路ほか 指名 5月下旬 JV

厚真地区配水管布設工事（４工区） 豊沢 2017/5/25 2017/8/31 工事 GXφ150 L=900m 指名 5月下旬 JV

厚真地区配水管布設工事（２工区） 富里 2017/5/25 2017/8/31 工事
PE.φ75 L=540m（内、
橋梁添架L=104m)

指名 5月下旬 JV

本郷かしわ団地６号棟屋根葺替工事 本郷 H29.5下旬 H29.7下旬 改良工事 屋根葺き替え 指名 5月下旬

小規模多機能ホーム本郷便所改修工事 本郷 H29.5上旬 H29.6下旬 改良工事 トイレ改修 指名 5月下旬

臨港大橋長寿命化補修工事 浜厚真 H29.6上旬 H29.10下旬 橋梁補修 伸縮装置補修 指名 6月上旬

官光橋長寿命化補修工事 軽舞 H29.6上旬 H29.10下旬 橋梁補修 塗装 指名 6月上旬

共和生活会館外壁塗装及び大集会室周り断
熱い改修・水周り改修工事

共和生活会館 H29.6上旬 H29.8下旬 改修工事 外壁塗装・断熱改修 指名 6月上旬

軽舞町有住宅住戸改善工事 軽舞 H29.6上旬 H29.8下旬 改良工事 水洗化・ＵＢ化 指名 6月上旬

研修農場管理施設整備工事 富野 H29.7上旬 H29.9下旬 改修工事 工事床面積 272.10㎡ 指名 6月中旬

研修農場格納庫整備工事 富野 H29.7上旬 H29.9下旬 格納庫新築工事 建築床面積 84.59㎡ 指名 6月中旬

研修農場駐車場整備工事 富野 H29.7上旬 H29.9下旬 駐車場舗装工事 舗装面積 630㎡ 指名 6月中旬

町道新町フォーラム線道路改良舗装工事 新町 H29.6下旬 H30.1下旬 改良舗装工事 L=1,000m 指名 6月下旬 JV

町道新町川手線道路舗装工事 新町 H29.6上旬 H29.8下旬 舗装工事 L=254.5m 指名 6月上旬

町道富野浜厚真線道路修繕工事 厚和・浜厚真 H29.6上旬 H29.10下旬 舗装工事 L=400m 指名 6月上旬 事後審査

浄化槽設置工事（2工区） 上厚真他 2017/6/21 2017/8/31 工事 合併処理浄化槽5基 指名 6月中旬

町道美里山手支線道路舗装工事 美里 H29.6下旬 H29.8下旬 舗装工事 L=219.6m 指名 6月下旬

厚真地区配水管布設工事（６工区） 厚和 2016/6/23 2016/10/31 工事
GXφ150 L=780m
（内、橋梁添架L=32m)

指名 6月下旬 JV

厚真地区配水管布設工事（７工区） 幌内 2016/6/23 2017/12/14 工事 PEφ75 L=2,500m 指名 6月下旬 JV

共栄地区配水管布設替工事 共栄 2016/6/23 2016/10/31 工事 PEφ100 L=1,800m 指名 6月下旬 JV

福祉センターエレベーター設置工事 京町 H29.7上旬 H29.10下旬 改良工事 エレベータ１基設置 指名 6月下旬

新町教員住宅外壁塗装等改修工事 新町 H29,7上旬 H29,7下旬 改修工事 外壁改修 指名 ７月上旬

スタードーム直暖系統温水配管改修工事 あつまスタードーム（本郷） H29.7下旬 H29.9下旬 改修工事 配管の更新 指名 7月下旬

厚真地区子育て支援住宅建設工事 表町 H29.8下旬 H30.1中旬 建設工事 1棟5戸 指名 7月中旬 混合

研修農場高設ハウス整備工事 富野 H29.8上旬 H29.8下旬 ハウス設置工事 建築面積 252㎡ 指名 7月中旬

上厚真中央公園整備工事 上厚真 H29.7上旬 H30.2下旬 公園整備 野球場、便所ほか 指名 7月上旬 JV

林業専用道（規格相当）桜丘本線開設工事 桜丘 H29.7中旬 H29.11中旬 開設工事 L=1,000m 指名 7月下旬

林業専用道（規格相当）幌内マッカウス線開
設工事

幌内 H29.7中旬 H29.11中旬 開設工事 L=1,000m 指名 7月下旬

厚真地区配水管布設工事（５工区） 豊沢、富野 2017/7/20 2017/10/27 工事
GXφ150 L=490m
（内、橋梁添架L=70m)

指名 7月中旬 JV

上厚真地区配水管布設替工事 上厚真 2017/7/20 2017/12/14 工事
GXφ150 L=600m
PEφ100　L=200m

指名 7月下旬 JV

既設浄水場切替工事 新町、上厚真 2017/7/20 2018/3/16 工事 機械・電気工事一式 指名 7月下旬
特ＪＶ

（町内外）

幌内地区増圧ポンプ場建設工事 幌内 2017/7/20 2017/12/14 工事
建築・機械・
電気工事一式

指名 7月下旬
特ＪＶ

（町内外）

厚真浄化センター外遠方監視システム更新
工事

厚真浄化センター外 2017/7/20 2017/12/14 工事
遠方監視システム更

新
指名 7月中旬

町道鯉沼開拓１号線道路舗装工事 鯉沼 H29.8上旬 H29.10下旬 舗装工事 L=630.2m 指名 8月上旬

高齢者共同福祉住宅建設工事 京町 H29.8下旬 H30.2下旬 建設工事 1棟10戸 指名 8月上旬 混合

いきいきサポートサロン建設工事 京町 H29.8下旬 H30.2下旬 建設工事 1棟建設 指名 8月中旬 混合

浄化槽設置工事(3工区） 豊沢他 2017/8/23 2017/10/31 工事 合併処理浄化槽3基 指名 8月中旬

高齢者共同福祉住宅等造成工事 京町 H29.8下旬 H30.2下旬 建設工事 指名 8月下旬

旧宮の森保育園改修工事
旧宮の森保育園施設周辺環境整備工事

上厚真 H29.9上旬 H29.12下旬 改修工事
ｼｪｱｵﾌｨｽへの改修
施設周辺整備

指名 9月上旬

厚真地区配水管布設工事（３工区） 幌内 2017/9/7 2017/12/14 工事 PEφ75 L=3,100m 指名 9月上旬 JV
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幹線橋護岸補修工事 豊沢 H29.9上旬 H29.11下旬 橋梁補修 護岸補修 指名 9月上旬

旧向陽団地解体工事 本郷 H29.9上旬 H29.10下旬 解体工事 3棟12戸 指名 9月上旬

浄化槽設置工事（4工区） 上厚真他 2017/9/20 2017/11/30 工事 合併処理浄化槽4基 指名 9月中旬

富里地区場内整備工事 富里 2016/10/20 2016/1/30 工事 土木工事　一式 指名 10月下旬

浄化槽設置工事（5工区） 豊沢他 2017/11/15 2017/12/22 工事 合併処理浄化槽4基 指名 11月中旬

2017/6/29

単位：千円

開始時期 終了時期

共和地区防火水槽移転工事 上厚真・共和 H29.8上旬 H29.12下旬 施設撤去・整備 防火水槽撤去・整備 指名 8月上旬

2017/8/29

単位：千円

開始時期 終了時期

上厚真地区配水管布設工事（２工区） 上厚真・共和 H29.１１上旬 H30.1下旬 工事 指名 10月下旬

2017/9/12

単位：千円

開始時期 終了時期

上野地区配水管布設工事 上野 H29.１１上旬 H29.12下旬 工事 指名 10月下旬

2017/9/12

単位：千円

開始時期 終了時期

交流促進センター機械設備改修工事 本郷 H30.１中旬 H30.5上旬 工事 ボイラー交換等 指名 １月中旬 混合

交流促進センター浴室サウナ改修工事 本郷 H30.１中旬 H30.5上旬 工事 浴室改修 指名 １月中旬
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