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開始時期 終了時期

農地災害復旧工事　第１工区 幌内 H31.4中旬 H31.8下旬 農業土木工事
堆積土砂撤去
流木処理

指名 4月中旬 復興ＪＶ

農地災害復旧工事　第２工区 富里、東和 H31.4中旬 H31.8下旬 農業土木工事
耕土流出復旧
法面復旧

指名 4月中旬

平成30年災第550号厚南開拓本線男橋ほか災害復旧工事 軽舞 H31.5中旬 H31.11下旬 災害復旧 橋梁、舗装路盤 指名 4月下旬 復興ＪＶ

平成30年災第635号モベツ沢線ほか災害復旧工事 東和 H31.5中旬 H31.11下旬 災害復旧 崩土除去、路盤舗装 指名 4月下旬 復興ＪＶ

平成30年災第546号高丘本線ほか災害復旧工事 高丘 H31.5中旬 H31.11下旬 災害復旧 崩土除去、法面 指名 4月下旬 復興ＪＶ

かしわ公園野球場復旧工事 本郷 H31.5上旬 H31.5中旬 改良工事 土入れ、不陸ならし、転圧 指名 4月下旬

上厚真小学校プール整備工事 上厚真 H31.5下旬 H31.9下旬 新築工事 屋外プール新築 指名 5月上旬 特定JV

厚真中央小学校敷地内外構工事 新町 H31.5下旬 H31.7下旬 補修工事 法面復旧等 指名 5月上旬

厚真中央小学校プール災害復旧工事 新町 H31.5下旬 H31.9下旬 改修工事 鉄骨補強等 指名 5月上旬 ＪＶ

厚真中学校グラウンド災害復旧工事 新町 H31.5下旬 H31.9下旬 補修工事 亀裂の補修等 指名 5月上旬 復興ＪＶ

農地災害復旧工事　第５工区 幌里 H31.5中旬 H31.10中旬 農業土木工事
堆積土砂撤去
耕土流出復旧
流木処理

指名 5月中旬 復興ＪＶ

農地災害復旧工事　第６工区 幌里 H31.5中旬 H31.10中旬 農業土木工事
堆積土砂撤去
耕土流出復旧

指名 5月中旬 復興ＪＶ

農地災害復旧工事　第７工区 幌里 H31.5中旬 H31.10中旬 農業土木工事
堆積土砂撤去
耕土流出復旧
流木処理

指名 5月中旬 復興ＪＶ

農地災害復旧工事　第８工区 新町、美里 H31.5中旬 H31.10中旬 農業土木工事
堆積土砂撤去
耕土流出復旧
流木処理

指名 5月中旬 復興ＪＶ

農地災害復旧工事　第１０工区 鹿沼 H31.5中旬 H31.8中旬 農業土木工事
堆積土砂撤去
畦畔築立
流木処理

指名 5月中旬

共栄橋長寿命化工事 共栄 H31.6上旬 H31.12下旬 改良工事 橋梁施設補修工事 指名 5月下旬

長沼1号橋長寿命化工事 長沼 H31.6上旬 H31.12下旬 改良工事 橋梁施設補修工事 指名 5月下旬

厚和生活会館改修工事 厚和 H31.6上旬 H31.8中旬 改修工事
断熱改修
屋根塗装

指名 5月下旬

平成30年災第362号豊沢共栄線ほか災害復旧工事 豊沢 H31.6上旬 H31.11下旬 災害復旧 舗装路盤 指名 5月下旬 復興ＪＶ

平成30年災第453号新町美里線ほか災害復旧工事 美里 H31.6上旬 H31.11下旬 災害復旧 舗装路盤 指名 5月下旬 復興ＪＶ

宅地堆積土砂排除事業（1工区） 本郷ほか H31.6上旬 H31.11下旬 災害復旧 土砂倒木排除 指名 5月下旬 復興ＪＶ

本郷地区福祉施設解体撤去委託料 本郷 H31.5下旬 H31.12 解体撤去工事
鉄骨５階建
解体撤去及び処分

指名 5月下旬 特定JV

スポーツセンター・スタードーム渡り廊下復旧工事 本郷 H31.6下旬 H31.10下旬 復旧工事 再接続 指名 6月上旬

奥地林道幌内宇隆線宇隆工区災害復旧工事 宇隆 H31.6上旬 Ｈ31.11下旬 森林土木工事
延長L=533m
土工・路盤工

随意 6月上旬

奥地林道幌内宇隆線幌内工区災害復旧工事 幌内 H31.6上旬 H31.12上旬 森林土木工事
延長L=344m
土工・法面緑化

随意 6月上旬 復興ＪＶ

奥地林道幌内高丘線幌内工区災害復旧工事 高丘 H31.6上旬 H32.1.上旬 森林土木工事
延長L=391m
土工・法面緑化

随意 6月上旬 復興ＪＶ

高齢者生活自立支援センター除却工事 富里 H31.6下旬 H31.7下旬 解体撤去工事
鉄骨及び木造平屋建
解体撤去及び処分

指名 6月中旬

富里浄水場災害復旧工事（土木・建築） 富里 H31.6中旬 H32.6中旬 造成・建物 造成・建物 指名 6月中旬 特定ＪＶ

富里浄水場災害復旧工事（機械・電気） 富里 H31.6中旬 H32.6中旬 電機・機械 電機・機械 指名 6月中旬 特定ＪＶ

富里浄水場災害復旧工事（配水管） 富里 H31.6中旬 H31.3中旬 配水管 配水管 指名 6月中旬 復興ＪＶ

旧みつば保育園解体工事 富里 H31.6下旬 H31.7下旬 解体撤去工事
木造平屋建
解体撤去及び処分

指名 6月中旬

平成30年災第298号本郷桜丘線ほか災害復旧工事 朝日 H31.7上旬 H31.12下旬 災害復旧 舗装路盤 指名 6月下旬 復興ＪＶ

平成30年災第292号新町富里線ほか災害復旧工事 東和 H31.7上旬 H31.12下旬 災害復旧 舗装路盤 指名 6月下旬 復興ＪＶ

平成30年災第350号準用河川チケッペ川ほか災害復旧工事 本郷 H31.7上旬 H31.12下旬 災害復旧 護岸工 指名 6月下旬 復興ＪＶ

平成30年災第430号普通河川東仁達幌川災害復旧工事 本郷 H31.7上旬 H31.12下旬 災害復旧 護岸工 指名 6月下旬 復興ＪＶ

新町フォーラム線道路整備工事 新町・豊沢 H31.7下旬 H31.12下旬 改良工事 改良L=400m 指名 7月上旬

子育て支援住宅団地造成工事 上厚真 H31,8下旬 H31,12中旬 造成工事
団地造成設計（道路ｗ＝
6.5m　ｌ＝97m含む）

指名 7月上旬

子育て支援住宅建設工事 上厚真 H31,8下旬 H31,12下旬 住宅建設 ５棟５戸の住宅建設 指名 7月上旬

埋蔵文化財保管施設建設工事 軽舞 H31.7下旬 H31.9上旬 新築・増築工事 プレハブ保管倉庫建設 指名 7月中旬

平成30年災第299号桜丘本線ほか災害復旧工事 桜丘 H31.8上旬 H32.1下旬 災害復旧 舗装路盤法面 指名 7月下旬 復興ＪＶ

平成30年災第641号幌里本線ほか災害復旧工事 幌里 H31.8上旬 H32.1下旬 災害復旧 舗装路盤法面 指名 7月下旬 復興ＪＶ

平成30年災第294号桜丘幌里線ほか災害復旧工事 幌里 H31.8上旬 H32.1下旬 災害復旧 舗装路盤法面 指名 7月下旬 特定ＪＶ
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農地災害復旧工事　第３工区 朝日 H31.8中旬 H31.11下旬 農業土木工事
堆積土砂撤去
耕土流出復旧

指名 8月中旬

農地災害復旧工事　第４工区 幌里 H31.8中旬 H31.11下旬 農業土木工事
堆積土砂撤去
耕土流出復旧
法面復旧、畦畔築立

指名 8月中旬

平成30年災第457号幌里開拓本線ほか災害復旧工事 幌里 H31.9上旬 H32.2下旬 災害復旧 舗装路盤法面 指名 8月下旬 復興ＪＶ

平成30年災第643号幌里本線ほか災害復旧工事 幌里 H31.9上旬 H32.2下旬 災害復旧 舗装路盤法面 指名 8月下旬 特定ＪＶ

平成30年災第679号幌里開拓本線ほか災害復旧工事 幌里 H31.9上旬 H32.2下旬 災害復旧 舗装路盤法面 指名 8月下旬 復興ＪＶ

平成30年災第680号幌里開拓2号線ほか災害復旧工事 幌里 H31.9上旬 H32.2下旬 災害復旧 舗装路盤法面 指名 8月下旬 特定ＪＶ

宅地堆積土砂排除事業（２工区） 東和ほか H31.7上旬 H31.12下旬 災害復旧 土砂倒木排除 指名 8月下旬 復興ＪＶ

宅地堆積土砂排除事業（３工区） 高丘ほか H31.9上旬 H32.2下旬 災害復旧 土砂倒木排除 指名 8月下旬 復興ＪＶ

幌内地区親水景観施設整備工事 幌内 H31.8下旬 H31.11下旬 公園造成工事
親水路　L=23m
人道橋等設置
基盤整備

指名 8月下旬

農地耕作条件改善事業　第１工区 幌内、富里、高丘、桜丘、新 H31.8下旬 H31.11下旬 農業土木工事 区画拡大、暗渠排水 指名 8月下旬

農地耕作条件改善事業　第２工区 富野、鯉沼。豊丘、鹿沼 H31.8下旬 H31.11下旬 農業土木工事 区画拡大、暗渠排水 指名 8月下旬

農地耕作条件改善事業　第３工区 厚和、浜厚真 H31.8下旬 H31.11下旬 農業土木工事 暗渠排水 指名 8月下旬

上厚真地区配水管布設替工事（１工区） 上厚真 H31.9中旬 H31.12中旬 配水管 配水管 指名 9月中旬 ＪＶ

上厚真地区配水管布設替工事（２工区） 上厚真 H31.9中旬 H31.12中旬 配水管 配水管 指名 9月中旬 ＪＶ

上厚真地区配水管布設替工事（３工区） 上厚真 H31.9中旬 H31.12中旬 配水管 配水管 指名 9月中旬 ＪＶ

平成30年災第293号鹿沼旧停車場線ほか災害復旧工事 鹿沼 H31.10上旬 H32.3中旬 災害復旧 舗装路盤 指名 9月下旬 復興ＪＶ

平成30年災第376号豊丘宇隆線ほか災害復旧工事 豊丘 H31.10上旬 H32.3中旬 災害復旧 舗装路盤 指名 9月下旬 復興ＪＶ

平成30年災第440号軽舞豊丘線ほか災害復旧工事 軽舞 H31.10上旬 H32.3中旬 災害復旧 舗装路盤 指名 9月下旬 復興ＪＶ

平成30年災第361号宇隆南線災害復旧工事 宇隆 H31.10上旬 H32.3中旬 災害復旧 舗装路盤 指名 9月下旬 復興ＪＶ

平成30年災第527号東仁達幌川災害復旧工事 朝日 H31.10上旬 H32.3中旬 災害復旧 護岸工 指名 9月下旬 復興ＪＶ

平成30年災第287号軽舞川災害復旧工事 軽舞 H31.11上旬 H32.3中旬 災害復旧 護岸工 指名 10月下旬 復興ＪＶ

平成30年災第626号ウクル川災害復旧工事 宇隆 H31.11上旬 H32.3中旬 災害復旧 埋塞土砂撤去 指名 10月下旬 復興ＪＶ

新町公園ほか災害復旧工事 新町 H31.11上旬 H32.3中旬 災害復旧 公園施設 指名 10月下旬

かしわ公園ほか災害復旧工事 本郷 H31.11上旬 H32.3中旬 災害復旧 公園施設 指名 10月下旬


