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開始時期 終了時期

厚真葬苑火葬炉施設改修工事 厚真葬苑 H28.4中旬 ６月中旬 改修工事 炉圧ダンパー・排ガス冷却混合器交換 随契 4月中旬

浄化槽設置工事（1工区） 富野他 H28.4中旬 ６月下旬 工事 合併処理浄化槽4基 指名 4月中旬

厚真中学校（校舎）大規模改修工事
(建築工事）

新町 H28.5中旬 H29.2中旬 改修工事 エレベータ設置/トイレ等改修 指名 4月下旬 ＪＶ

厚真中学校（校舎）大規模改修工事
（電気工事）

新町 H28.5中旬 H29.2中旬 改修工事 エレベータ・建物内部電気改修 指名 4月下旬

厚真中学校（校舎）大規模改修工事
（設備工事）

新町 H28.5中旬 H29.2中旬 改修工事 温風暖房設備改修 指名 4月下旬 ＪＶ

こぶしの湯前広場整備工事 本郷 H28.4下旬 H28.7下旬 公園工事 駐車場、園路 指名 4月中旬 ＪＶ

ルーラルつどいの森公園整備工事 ルーラル H28.4下旬 H28.6下旬 公園整備 遊具2基、緑化 指名 H28.4下旬

鹿沼町有住宅住戸改善工事 鹿沼 H28.5上旬 H29.7中旬 改修工事 内装、水廻り等改修 指名 H28.4下旬

かみあつまきらりタウン道路改良舗装工事 上厚真 H28.5中旬 H28.7中旬 改良舗装工事 L=50ｍ 指名 H28.5上旬

上厚真地区排水路整備工事 上厚真 H28.5中旬
Ｈ28.8中旬

工事 排水路蓋設置 L=130m 指名 5月中旬

軽舞特別収蔵庫改修工事 軽舞 H28.6上旬 Ｈ28.7下旬 改修工事 出土品保管庫 指名 H28.5下旬

共和南線道路改良舗装工事 共和 H28.5下旬 H28.7下旬 改良舗装工事 L=150m 指名 H28.5下旬

美里山手支線舗装工事 美里 H28.5下旬 H28.7下旬 舗装工事 L=219.6m 指名 H28.5下旬

富里地区親水景観施設整備工事 富里 H28.6上旬 H28.12下旬
公園工事

駐車場、四阿、植栽ほか 指名 H28.6上旬

町民スケートリンクオーバーレイ工事 新町 H28.6上旬 H28.8上旬 舗装工事 ｵｰﾊﾞｰﾚｲ、ｸﾗｯｸ処理 指名 H28.6上旬

新町フォーラム線道路改良工事 豊沢・新町 H28.6中旬 H28.10下旬
函渠工、改良工
事

函渠工　L=41m
改良工事 L=437m

指名 H28.6中旬 JV

鯉沼ポンプ場配水ポンプ施設更新工事 鯉沼 H28.6下旬 H28.8下旬 工事 配水ポンプ 3基 指名 6月下旬

学校無線ＬＡＮ等整備工事 新町、厚和、富野 H28.7中旬 H28.8下旬 整備工事 各小中学校に無線ＬＡＮ環境整備等 随意契約 6月下旬

本郷かしわ団地５号棟外部等改修工事 本郷 H28.7上旬 H28.8下旬 改修工事 屋根葺替、手摺設置等 指名 H28.6下旬

豊沢富野線道路改良舗装工事 富野 H28.6下旬 H28.10下旬 改良舗装工事 L=200m 指名 H28.6下旬

新町公園整備工事 新町 H28.6下旬 H28.12下旬 公園整備 遊具3基、他整備 指名 H28.6下旬 事後審査

橋梁長寿命化補修工事 浜厚真 H28.6下旬 H28.9下旬 橋梁補修 1橋 指名 H28.6下旬

浄水場建設工事（機械・電気） 富里 H28.6下旬 H29.2中旬 工事 機械電気一式 指名 6月下旬
特ＪＶ

（町内外）

厚真中央小学校ＬＥＤ照明改修工事 新町 H28.7中旬 H28.8下旬 整備工事 普通教室等のＬＥＤ整備 指名 6月下旬

浄化槽設置工事（2工区） 上厚真他 H28.6中旬 H28.8下旬 工事 合併処理浄化槽5基 指名 6月中旬

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 H28.7中旬 H28.12中旬 工事 遠方監視システム更新 指名 7月中旬

子育て支援住宅建設工事 上厚真 H28.7上旬 H28.10下旬 新築工事 戸建住宅2戸 指名 H28.7下旬

子育て支援住宅建設工事 上厚真 H28.7上旬 H28.10下旬 新築工事 戸建住宅2戸 指名 H28.7下旬

子育て支援住宅建設工事 上厚真 H28.7上旬 H28.10下旬 新築工事 戸建住宅1戸 指名 H28.7下旬

浄化槽設置工事(3工区） 豊沢他 H28.8中旬 2016/10/30 工事 合併処理浄化槽3基 指名 8月中旬

こぶしの湯前広場便所改修工事 本郷 H28.8下旬 H28.10.下旬 改修工事 便所改修　1基 指名 8月中旬

古民家（旧山口邸）解体工事 鹿沼 H28.9下旬 H28.10月下旬解体工事 古民家解体 随契 H28.8下旬

浄化槽設置工事（4工区） 上厚真他 H28.9中旬 H28.11下旬 工事 合併処理浄化槽4基 指名 9月中旬

スポーツセンター・スタードーム電気設備工
事

本郷
H28.9下旬 H28.１１下旬 電気設備工事

高圧引込ケーブル・変
圧器・コンデンサー取替

指名 H28.9下旬

共栄地区配水管布設替工事 共栄 H28.9下旬 H28.12下旬 工事 ppφ100 L=1000m 指名 9月下旬 ＪＶ

上厚真地区配水管布設替工事 上厚真 H28.9下旬 H28.12下旬 工事 DIPφ150 L=800m 指名 9月下旬 ＪＶ

幌内沢線擁壁補修工事 幌内 H28.11上旬 H29.2中旬 擁壁補修 L=35m 指名 H28.11上旬

浄化槽設置工事（5工区） 豊沢他 H28.11中旬 H28.12下旬 工事 合併処理浄化槽4基 指名 11月中旬

追加分

小規模多機能型居宅介護施設建築工事 本郷
H28.8中旬 H29.1下旬

建築工事 小規模多機能増築工事
指名 8月下旬

小規模多機能型居宅介護施設電気設備工
事 本郷

H28.8中旬 H29.1下旬
電気工事 小規模内電気工事

指名 8月下旬

小規模多機能型居宅介護施設機械設備工
事 本郷

H28.8中旬 H29.1下旬
機械工事 小規模内機械工事

指名 8月下旬

豊川上厚真線道路整備工事
上厚真 H28.9下旬 H28.11下旬 舗装工事 L=60m 指名 9月下旬

本町1号線道路整備工事
本町 H28.9下旬 H28.11下旬 舗装工事 L=301m 指名 9月下旬

林業専用道（規格相当）桜丘本線開設工事 桜丘 H28.9下旬 H29.1下旬 工事 L=1,100m 指名 9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 H28.9下旬 H29.1下旬 工事
L=1,000ｍ 指名

9月下旬

林業専用道（規格相当）幌里チケッペ川線開
設工事 幌里

H28.10中旬 H29.1下旬 工事
L=900m 指名

10月中旬

公共施設等ＬＥＤ化工事 町内公共施設設置箇所 H28.10上旬 H29.3下旬 電気工事 ＬＥＤ化更新 指名 H28.10上旬
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