
令和３年度公共工事の発注予定表

開始時期 終了時期

福祉G 幌里生活館改修工事 幌里 5月 9月 建築工事 改修工事 指名 5月下旬

農業農村整備G 農地耕作条件改善事業１２工区 厚真町内 8月中旬 12月中旬 農業土木 農地の暗渠排水整備 指名 8月下旬

農業農村整備G 農地耕作条件改善事業１３工区 厚真町内 8月中旬 12月中旬 農業土木 農地の暗渠排水整備 指名 8月下旬

農業農村整備G 農地耕作条件改善事業１４工区 厚真町内 8月中旬 12月中旬 農業土木 農地の暗渠排水整備 指名 8月下旬

農業農村整備G 農地耕作条件改善事業１５工区 厚真町内 8月中旬 12月中旬 農業土木 農地の暗渠排水整備 指名 8月下旬

林業水産G 林業専用道（規格相当）幌里１号線開設工事 幌里 7月下旬 12月下旬 森林土木工事
延長L=700m
土工・路盤工

指名 7月下旬

林業水産G 林業専用道（規格相当）宇隆１号線開設工事 宇隆 7月下旬 12月下旬 森林土木工事
延長L=1000m
土工・路盤工

指名 7月下旬

林業水産G 林業専用道（規格相当）桜丘本線補強工事 桜丘 7月下旬 9月下旬 森林土木工事
延長L=100m
土工・路盤工

指名 7月下旬

土木Ｇ 町道豊沢山岸線側溝補修工事 字豊沢 5月中旬 8月下旬 側溝補修 横断函渠L＝66m 指名 5月中旬

土木Ｇ 町道浜3号線道路舗装工事 字浜厚真 5月中旬 9月下旬 舗装工事
路上路盤再生工Ｌ＝
620m、表層Ｌ＝620m

指名 5月中旬

土木Ｇ 町道新町フォーラム線道路舗装工事 字豊沢 4月下旬 8月下旬 舗装工事
車道舗装Ｌ＝497m、
歩道Ｌ＝657m

指名 4月下旬

土木Ｇ 町道新町9号線道路改良舗装工事 新町 5月中旬 11月下旬 改良舗装工事
道路改良、舗装Ｌ＝

270m
指名 5月中旬

土木Ｇ 町道宇隆東和線道路舗装工事 字宇隆 4月下旬 9月下旬 舗装工事
路上路盤再生工Ｌ＝
857m、表層Ｌ＝857m

指名 4月下旬

土木Ｇ 町道豊川共和線道路舗装工事 字共和、共栄 8月中旬 12月下旬 舗装工事
路上路盤再生工Ｌ＝
1300m、表層Ｌ＝

1300m
指名 5月中旬

土木Ｇ 町道幌内左岸線道路改良舗装工事 字幌内 6月上旬 9月下旬 道路改良
道路改良舗装工事Ｌ

＝400m
指名 6月上旬

土木Ｇ
町道上厚真小学校通り線道路改良舗装工事
（その２）

字厚和 6月中旬 10月下旬 改良舗装工事
ロードヒーティング、
歩道舗装Ｌ＝120m

指名 6月中旬

土木Ｇ 町道上厚真市街8号線道路舗装工事 字上厚真 7月上旬 10月下旬 歩道整備 歩道設置Ｌ＝80m 指名 6月下旬

土木Ｇ 共和地区排水路流末水路補修工事 字上厚真 7月上旬 11月下旬 河川補修 函渠Ｌ＝70m 指名 7月上旬

土木Ｇ シナイ沢川補修工事 新町 7月下旬 12月下旬 河川補修 柵渠補修Ｌ＝200m 指名 7月中旬

土木Ｇ
平成30年災第626号準用河川ウクル川災害
復旧工事

字宇隆 8月下旬 2月下旬 災害復旧
連節ブロック護岸Ｌ＝

344m
指名 8月中旬

土木Ｇ
豊沢地区大規模盛土造成地滑動崩落防止工事
（その３）

字豊沢 5月中旬 2月下旬 宅地耐震化
押さえ盛土工、抑止
杭工2箇所、推進管

路工
指名 5月中旬

建築住宅G 小規模改良住宅建設工事 幌内 6月下旬 11月 建築工事 木造平屋1戸建 指名 6月下旬

建築住宅G 小規模改良住宅造成工事 幌内 6月下旬 11月 建築工事 造成、道路、排水 指名 6月下旬

防災Ｇ 北部防災拠点施設造成工事 富里373-1、374-1 4月下旬 1月下旬 造成工事 3,000㎡ 指名 R3.4.22

防災Ｇ 北部防災拠点施設建設工事 富里373-1、374-1 6月下旬 1月下旬 建築工事 集会施設1棟 指名 R3.5.26

社会教育G スポーツセンターアリーナ床改修工事 厚真町スポーツセンター 7月上旬 10月下旬 建築工事 体育館床全面張替 指名 6月上旬

社会教育G 幌内マナビィハウス外部塗装工事 幌内マナビィハウス 7月上旬 9月下旬 建築工事 外部塗装工事 指名 6月上旬

学校給食センター 厚真町学校給食センター直膨ユニット更新工事 厚真町学校給食センター 7月下旬 10月下旬 設備工事 空調機器更新 指名 7月下旬

上下水道Ｇ ルーラル地区配水管布設替工事(1工区） 豊沢 4月下旬 8月上旬 配水管 配水管 指名 4月下旬

上下水道Ｇ ルーラル地区配水管布設替工事(2工区) 豊沢 4月下旬 8月上旬 配水管 配水管 指名 4月下旬

上下水道Ｇ 新町・ルーラル地区配水管布設替工事(3工区) 新町 8月中旬 10月下旬 配水管 配水管 指名 8月中旬

上下水道Ｇ 吉野ポンプ場解体工事 桜丘 7月中旬 9月上旬 配水管 配水管 指名 7月中旬

上下水道Ｇ 鯉沼地区配水管布設工事 鯉沼 4月下旬 8月上旬 配水管 配水管 指名 4月下旬

上下水道Ｇ 上厚真地区配水管布設替工事(１工区) 上厚真 8月中旬 11月下旬 配水管 配水管 指名 8月中旬

上下水道Ｇ 上厚真地区配水管布設替工事(２工区) 上厚真 8月中旬 11月下旬 配水管 配水管 指名 8月中旬

上下水道Ｇ 上厚真地区配水管布設替工事(３工区) 上厚真 8月中旬 11月下旬 配水管 配水管 指名 8月中旬

上下水道Ｇ 幌里地区配水管布設工事 幌里 4月下旬 8月上旬 配水管 配水管 指名 4月下旬

上下水道Ｇ 富野地区配水管布設替工事 富野 7月中旬 9月上旬 配水管 配水管 指名 7月中旬

上下水道Ｇ 浄化槽設置工事（１工区） 町内 4月下旬 6月下旬 浄化槽 5人槽：各2基 指名 4月下旬

上下水道Ｇ 浄化槽設置工事（２工区） 町内 6月下旬 8月下旬 浄化槽 5･7･10人槽：各1基 指名 6月下旬

上下水道Ｇ 浄化槽設置工事（３工区） 町内 6月下旬 8月下旬 浄化槽 5･7･10人槽：各1基 指名 6月下旬

上下水道Ｇ 浄化槽設置工事（４工区） 町内 8月下旬 10月下旬 浄化槽 5･7･10人槽：各1基 指名 8月下旬

上下水道Ｇ 浄化槽設置工事（５工区） 町内 8月下旬 10月下旬 浄化槽 5･7･10人槽：各1基 指名 8月下旬

上下水道Ｇ 浄化槽設置工事（６工区） 町内 10月下旬 12月下旬 浄化槽 5･7･10人槽：各1基 指名 10月下旬

上下水道Ｇ 浄化槽設置工事（７工区） 町内 10月下旬 12月下旬 浄化槽
7人槽：2基、10人槽：

1基
指名 10月下旬

上下水道Ｇ 厚真浄化センター電気設備改築更新工事 表町 7月下旬 1月下旬 下水道 監視制御設備一式 指名 7月下旬

上下水道Ｇ 真空弁ユニット設置工事（１工区） 本郷 4月中旬 6月下旬 下水道 真空弁ユニット設置 指名 4月中旬

上下水道Ｇ 真空弁ユニット設置工事（２工区） 本郷 6月下旬 8月下旬 下水道 真空弁ユニット設置 指名 6月下旬

上下水道Ｇ 本郷ポンプ場可搬形自家発電機整備工事 本郷 7月下旬 11月下旬 下水道 自家発電機設置 指名 7月下旬
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