
2018/4/1

開始時期 終了時期

厚真中央小学校プール改修工事 新町 H30,4月下旬 H30,6下旬 改修工事 プール水槽改修等 指名 4月中旬

富里浄水場場内整備工事 富里 H30,4月下旬 H30,6下旬 工事 舗装・門扉・照明灯　1式 指名 4月下旬

富里地区配水管布設替工事 富里 H30,4月下旬 H30,6上旬 工事 配水管伏越工　2箇所 指名 4月下旬

浄化槽設置工事（1工区） 豊沢他 H30,4月下旬 H30,6下旬 工事 合併処理浄化槽4基 指名 4月下旬

厚真地区配水管布設工事（4工区） 幌内 Ｈ30.4月下旬 H30.6中旬 工事 PE φ75　L=150m 指名 4月下旬

厚真放課後児童クラブ造成工事 新町 H30.6上旬 H30.12下旬 造成工事 敷地造成工 指名 ５月下旬 ＪＶ

旧幌里小中学校除却工事 幌里 H30,5月中旬 Ｈ30.7中旬 解体工事 除去・整備 指名 5月中旬

上厚真地区配水管布設替工事（1工区） 上厚真 H30.5上旬 H30,8上旬 工事
DIPφ150L=164.3m
PE　φ100L=120m

指名 5月下旬 JV

共栄地区配水管布設替工事 共栄 H30,5月下旬 H30,8上旬 工事 配水管伏越工事　4箇所 指名 5月下旬

幌内環境整備展望広場・駐車帯整備工事 幌内 H30.5下旬 H30.8下旬 公園工事 公園整備工事 指名 5月下旬

厚真地区配水管布設工事（1工区） 幌内 H30.5下旬 H30.8上旬 工事 PE φ75　L=600m 指名 5月下旬 JV

H29配水管等切替工事 新町 H30.5下旬 H30.12上旬 工事 土木・建築1式 指名 5月下旬 ＪＶ

新町中央線道路整備工事 新町 H30.6上旬 H30.8下旬 舗装工事 舗装工事L=160m 指名 5月下旬

幌里沢線道路整備工事 幌里 H30.6上旬 H30.8下旬 舗装工事 舗装工事L=1,000m 指名 5月下旬

新町2号線道路整備工事 新町 H30.6上旬 H30.8上旬 舗装工事 舗装工事L=201m 指名 5月下旬

新町11号線道路整備工事 新町 H30.6上旬 H30.8上旬 舗装工事 舗装工事L=90m 指名 5月下旬

共栄橋補修工事 豊沢 H30.6上旬 H30.12下旬 改良工事 橋梁施設補修工事 指名 5月下旬

幌内環境整備展望広場整備工事 幌内 H30.5下旬 H30.8下旬 公園工事 公園整備工事 指名 5月下旬

幌内マナビィ前広場整備工事 幌内 H30.6上旬 H30.11下旬 公園工事 公園整備工事 指名 5月下旬 JV

上厚真新団地6号棟屋根葺替工事 上厚真 H30.6月中旬 H30.8下旬 改修工事 屋根葺替=313㎡ 指名 6月上旬

上厚真中央公園整備工事 上厚真 H30.6下旬 H30.12下旬 公園工事 公園整備工事 指名 6月上旬 JV

新町フォーラム線道路整備工事 新町・豊沢 H30.6下旬 H30.12下旬 改良・舗装工事 改良舗装L=1,057m 指名 6月上旬 JV

浄化槽設置工事（2工区） 浜厚真 H30.6月中旬 H30.7月中旬 工事 合併処理浄化槽5基 指名 6月中旬

厚真地区配水管布設工事（2工区） 幌内 H30.6下旬 H30.9下旬 工事 PE φ75　L=1,750m 指名 6月下旬 JV

厚真地区配水管布設工事（5工区） 豊沢 H30.6下旬 H30.9下旬 工事 PE φ75　L=500m 指名 6月下旬 JV

富野浜厚真線道路整備工事 厚和・浜厚真 H30.6下旬 H30.9下旬 舗装工事 舗装工事L=1,387m 指名 6月下旬 事後審査

林業専用道（規格相当）開設工事 桜丘 H30.6下旬 Ｈ30.12下旬 改良工事 道路開設L＝800ｍ 指名 6月下旬

共栄生活会館外壁・断熱等改修工事 共栄 Ｈ30.6下旬 H30.8上旬 改修工事 外壁・断熱改修 指名 6月下旬

桜丘生活会館外壁・断熱等改修工事 桜丘 Ｈ30.6下旬 H30.8上旬 改修工事 外壁・断熱改修 指名 6月下旬

古民家移築周辺外構工事 豊沢 H30.7下旬 H30.12下旬 土木一式工事 古民家移築外構 指名 7月中旬

古民家移築工事 豊沢 H30.7下旬 H30.12下旬 建築一式工事 古民家移築再生 指名 7月中旬 

豊川地区配水管布設替工事 豊川 H30.7上旬 H30.8中旬 工事 配水管伏越工事　1箇所 指名 7月下旬

あつまスタードームボイラー更新工事 本郷 H30.7下旬 H30.9中旬 更新工事 ボイラー本体更新 指名 7月下旬

豊沢山岸線道路整備工事 豊沢 H30.8下旬 H30.11上旬 改良工事 道路側溝改良 指名 8月中旬

浄化槽設置工事(3工区） 豊沢他 H30.8下旬 H30.10下旬 工事 合併処理浄化槽3基 指名 8月中旬

厚真地区配水管布設工事（3工区） 本郷 H30.8下旬 H30.11下旬 工事 PE φ75　L=1,600m 指名 8月下旬 JV

上厚真地区配水管布設替工事（3工区） 上厚真 H30.8下旬 H30.11下旬 工事
DIPφ150L=300m
PE　φ75L=230m

指名 8月下旬 JV

上厚真地区配水管布設替工事（2工区） 上厚真 H30.8下旬 H30.11下旬 工事 PE　φ100L=480m 指名 8月下旬 JV

幌内地区親水景観施設整備事業 幌内 H30.9中旬 Ｈ30.12下旬 公園工事 人道橋、緑化など 指名 9月中旬 JV

浄化槽設置工事（4工区） 上厚真他 H30.9下旬 H30.11下旬 工事 合併処理浄化槽4基 指名 9月中旬

豊川地区防火施設整備事業 豊川 H30.9中旬 Ｈ30.12下旬 防火施設工事 防火水槽整備 指名 9月中旬

浄化槽設置工事（6工区） 上厚真他 H30.11中旬 H31.2下旬 工事 合併処理浄化槽4基 指名 11月中旬

浄化槽設置工事（5工区） 豊沢他 H30.11中旬 H31.2下旬 工事 合併処理浄化槽4基 指名 11月中旬

創作館ＬＥＤ化及びトイレバリアフリー化改修工事 京町 Ｈ31.1月上旬 H31.2上旬 改修工事 照明ＬＥＤ化・トイレバリアフリー化 指名 12月中旬

追加分 2018/6/8

開始時期 終了時期

厚真放課後児童クラブ建設工事 新町 H30.7中旬 Ｈ30.12下旬
建設工事

本体建設
一般 ６月下旬

ＪＶ

厚真放課後児童クラブ電気設備工事 新町 H30.7中旬 Ｈ30.12下旬
設備工事

電気設備施工
一般 ６月下旬

混合

厚真放課後児童クラブ機械設備工事 新町 H30.7中旬 Ｈ30.12下旬
設備工事

機械設備施工
一般 ６月下旬

混合

追加分 2018/6/29

開始時期 終了時期

厚幌ダム建設事業配水管布設工事 幌内 H30.7中旬 H30.10下旬 工事 PE φ75　L=2,300m 指名 ７月中旬 JV

名称 場所

発注工事 入札及び契約
工事期間

種別 概要

H30公共工事の発注予定表

方法 入札時期
備　　考

発注工事 入札及び契約
備　　考

名称 場所
工事期間

種別 概要 方法 入札時期

発注工事 入札及び契約
備　　考

名称 場所
工事期間

種別 概要 方法 入札時期


