
令和４年度公共工事の発注予定表

開始時期 終了時期

土木G 町道豊沢共栄線道路舗装工事 厚真町字豊沢 6月下旬 10月下旬 道路舗装
工事延長　L=４００ｍ
路上路盤再生工法

指名 6月上旬

土木G 町道桜丘幌里線道路舗装工事 厚真町字桜丘 7月下旬 11月下旬 道路舗装
工事延長　L=７２０ｍ
路上路盤再生工法

指名 7月上旬

土木G 町道幌内左岸線道路改良舗装工事 厚真町字富里、幌内 5月下旬 12月下旬 道路改良舗装
工事延長L=１２００ｍ

道路改良舗装
指名 5月上旬

土木G 町道本郷西線道路舗装工事 厚真町字本郷 7月上旬 10月下旬 道路舗装
工事延長L=４４３ｍ
舗装オーバーレイ

指名 6月下旬

土木G 町道表町西通り線道路舗装工事 厚真町表町 7月上旬 10月下旬 道路舗装
工事延長L=３２１ｍ
舗装オーバーレイ

指名 6月下旬

土木G 豊沢地区交通安全施設整備工事 厚真町字豊沢 4月下旬 6月下旬 道路付帯施設
カラー舗装　一式　道

路標識　一式
指名 4月下旬

土木G 町道軽舞豊丘線官光橋応急補修工事 厚真町字軽舞 4月上旬 5月中旬 橋梁補修
官公橋の応急補修工

事
指名 4月上旬

土木G 町道宇隆東和線側溝補修工事 厚真町字宇隆 6月下旬 12月下旬 側溝補修 側溝改良　L=78ｍ 指名 6月上旬

土木G 共和2号排水流末水路整備工事 厚真町字共和 9月上旬 1月下旬 河川 函渠工　L=58m 指名 8月下旬

土木G シナイ沢川河岸補修工事 厚真町新町 9月上旬 1月下旬 河川
河川護岸工事　L=66

ｍ
指名 8月下旬

土木G 上厚真中央公園整備工事 厚真町字上厚真 6月上旬 8月下旬 公園
バスケットコート整備

一式
指名 5月下旬

土木G 町道新町9号線道路改良舗装工事 厚真町新町 4月上旬 9月下旬 道路改良舗装
工事延長　L=６６ｍ

路盤工、舗装工
指名 4月上旬

土木G
新町地区　大規模盛土造成地滑動崩落防止
工事（その４）

パークタウン新町 6月中旬 1月下旬 工事用道路工 L=240ｍ 指名 5月上旬

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４）

豊沢ルーラルビレッジ 9月中旬 3月中旬 抑止杭工 N=2箇所 指名 8月上旬

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月上旬

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月上旬

農業農村整備G 農地耕作条件改善事業１６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月上旬

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
延長L=1,100m
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）桜丘本線開設工事 桜丘 7月下旬 12月下旬 森林土木
延長L=800m
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）高丘ヤチセ線開設
工事

高丘 7月下旬 12月下旬 森林土木
延長L=1,000m
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）幌内栄支線開設工
事

幌内 7月下旬 12月下旬 森林土木
延長L=1,300m
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）茂別沢１号線開設工
事

東和 7月下旬 12月下旬 森林土木
延長L=1,200m
土工・路盤工

指名 7月下旬

防災G 避難所表示看板設置工事 厚真町 7月上旬 3月下旬 電気
町内15箇所に照明付
避難所看板を設置

指名 6月下旬

防災G 防災カメラ更新工事 厚真町 5月中旬 8月下旬 電気通信
町内4箇所の防災カメ

ラ更新
随契 5月上旬

学校給食センター アレルギー調理室増設工事 厚真町学校給食センター 9月上旬 12月下旬 建築
アレルギー調理室の

設置
指名 8月下旬

学校教育Ｇ 小学校電話装置更改工事 町内小学校（２校） 6月上旬 8月下旬 設備 電話装置の更新 指名 5月下旬

学校教育Ｇ 中学校電話装置更改工事 町内中学校（２校） 6月上旬 8月下旬 設備 電話装置の更新 指名 5月下旬

学校教育Ｇ 厚南中学校玄関前スロープ改良工事 厚南中学校 6月上旬 8月下旬 建築
玄関前スロープに屋

根を設置する
指名 5月下旬

学校教育Ｇ 厚真中学校陸上グラウンド等整備工事 厚真中学校 6月中旬 11月下旬 土木
グラウンド整備（照明

工事含む）
指名 5月上旬

学校教育Ｇ 陸上グラウンド用器具庫建設工事 厚真中学校 6月中旬 11月下旬 建築
厚真中学校グラウン
ドに付帯する器具庫

指名 5月上旬

学校教育Ｇ 厚真中学校排水路修繕工事 厚真中学校 5月上旬 6月中旬 土木 排水路の修繕 指名 4月下旬

福祉G 鯉沼生活館改修工事 鯉沼 6月上旬 8月下旬 建築 生活館の改修 指名 5月上旬

福祉G 福祉センター外壁等改修工事 京町 5月上旬 7月下旬 建築 建物外壁等の改修 指名 4月下旬

上下水道Ｇ 高丘地区配水管布設工事（１工区） 高丘 9月中旬 12月中旬 配水管 配水管 指名 9月上旬

上下水道Ｇ 高丘地区配水管布設工事（２工区） 高丘 9月中旬 12月中旬 配水管 配水管 指名 9月上旬

上下水道Ｇ 上厚真地区配水管布設替工事(１工区) 上厚真 6月中旬 9月上旬 配水管 配水管 指名 6月上旬

上下水道Ｇ 上厚真地区配水管布設替工事(２工区) 上厚真 7月上旬 10月下旬 配水管 配水管 指名 7月上旬

上下水道Ｇ 上厚真地区配水管布設替工事(３工区) 上厚真 7月上旬 10月下旬 配水管 配水管 指名 7月上旬

上下水道Ｇ 上厚真地区配水管布設替工事(４工区) 上厚真 7月上旬 10月下旬 配水管 配水管 指名 7月上旬

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､7､10人槽 各1基 指名 4月上旬

上下水道Ｇ 浄化槽設置工事（２工区） 町内 5月中旬 7月下旬 浄化槽 5､7､10人槽 各1基 指名 5月上旬

上下水道Ｇ 浄化槽設置工事（３工区） 町内 6月中旬 8月下旬 浄化槽 5､7､10人槽 各1基 指名 6月上旬

上下水道Ｇ 浄化槽設置工事（４工区） 町内 7月中旬 9月下旬 浄化槽 5､7､10人槽 各1基 指名 7月上旬

上下水道Ｇ 浄化槽設置工事（５工区） 町内 8月中旬 10月下旬 浄化槽 5､7､10人槽 各1基 指名 8月上旬

上下水道Ｇ 浄化槽設置工事（６工区） 町内 9月中旬 11月下旬 浄化槽 5､7､10人槽 各1基 指名 9月上旬

上下水道Ｇ 浄化槽設置工事（７工区） 町内 10月中旬 12月下旬 浄化槽 5､7人槽 各1基 指名 10月上旬

上下水道Ｇ 厚真浄化センター電気計装設備更新工事 表町 6月中旬 12月下旬 電気 計装設備一式 指名 6月上旬

上下水道Ｇ 本郷ポンプ場電気計装設備更新工事 本郷 6月中旬 12月下旬 電気 計装設備一式 指名 6月上旬

上下水道Ｇ 本郷ポンプ場監視装置設備更新工事 本郷 6月中旬 12月下旬 電気 計装設備一式 指名 6月上旬

上下水道Ｇ
新町１号マンホール所電気計装設備更新工
事

新町 6月中旬 12月下旬 電気 計装設備一式 指名 6月上旬
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