
　次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

№

1 新滝上中学校教員住宅改修等工事 幸町 4月 ～ 7月 建築一式 住宅改修（UTB設置ほか）1棟2戸 指名 請負 4月 7,480,000

2 町道東町通り線取付道路整備工事 濁川みどり町 4月 ～ 7月 ほ装 改良舗装　L=55m 指名 請負 4月 10,000,000

3 文化センター高圧設備改修工事 栄町 4月 ～ 9月 電気 キュービクル内部改修ほか 指名 請負 4月 6,750,000

4 あけぼの東団地公営住宅Ｅ棟屋根外壁改善工事 あけぼの町 4月 ～ 12月 建築一式 屋根板金葺替及び外壁遮熱塗装改修 指名 請負 4月 17,490,000

5 橋梁長寿命化修繕工事(単独) 町内一円 5月 ～ 8月 土木一式 高欄修繕 指名 請負 5月 3,000,000

6 町道二区11線改良工事 二区 5月 ～ 8月 土木一式 道路改良　L=45m 指名 請負 5月 10,000,000

7 橋梁長寿命化修繕工事 二区、幸町 5月 ～ 9月 土木一式 拾線橋、幸南橋 指名 請負 5月 28,100,000

8 橋梁長寿命化架換工事 幸町 5月 ～ 9月 土木一式 無名橋 指名 請負 5月 30,000,000

9 量水器取替え工事 町内一円 5月 ～ 12月 水道施設 99箇所 指名 請負 5月 3,905,000

10 町道元町滝美線改修工事 あけぼの町 6月 ～ 10月 土木一式 道路改修　L=70m 指名 請負 6月 25,000,000

11 滝上町管内舗装修繕工事(単独) 濁川、幸町 6月 ～ 10月 ほ装 滝上濁川線・幸町北線（車道舗装） 指名 請負 6月 10,000,000

12 林業専用道札久留南線開設工事 幸町 6月 ～ 11月 土木一式 L=840m 指名 請負 6月 21,000,000

13 林業専用道白鳥雄柏線開設工事 雄柏 6月 ～ 11月 土木一式 L=960m 指名 請負 6月 23,350,000

14 かんがい用水管理システム無線機更新工事 滝上町 6月 ～ 12月 電気 無線機17台ほか 指名 請負 6月 16,927,000

15 雑用水B団地第3号幹線空気弁改修工事 雄鎮内 6月 ～ 12月 土木一式 指名 請負 6月 9,097,000

16 小規模治山事業四区会館地先その2小規模治山工事 四区 6月 ～ 12月 土木一式 谷止工　1基 指名 請負 6月 17,996,000

17 あけぼの東団地公営住宅Ｓ棟新築機械設備工事 あけぼの町 7月 ～ 2月 管 木造平家建1棟2戸 指名 請負 7月 7,000,000

18 あけぼの東団地公営住宅Ｔ棟新築機械設備工事 あけぼの町 7月 ～ 2月 管 木造平家建1棟2戸 指名 請負 7月 7,000,000

19 あけぼの東団地公営住宅Ｓ棟新築建築主体工事 あけぼの町 7月 ～ 2月 建築一式 木造平家建1棟2戸 指名 請負 7月 44,550,000

20 あけぼの東団地公営住宅Ｔ棟新築建築主体工事 あけぼの町 7月 ～ 2月 建築一式 木造平家建1棟2戸 指名 請負 7月 44,550,000
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21 あけぼの東団地公営住宅Ｓ棟新築電気設備工事 あけぼの町 7月 ～ 2月 電気 木造平家建1棟2戸 指名 請負 7月 3,795,000

22 あけぼの東団地公営住宅Ｔ棟新築電気設備工事 あけぼの町 7月 ～ 2月 電気 木造平家建1棟2戸 指名 請負 7月 3,795,000

23 特定空き家解体工事 元町 7月 ～ 12月 解体 木造2階建2棟2戸 指名 請負 7月 11,770,000

24 昭和49年度建設あけぼの西団地公営住宅解体工事 あけぼの町 7月 ～ 12月 解体 CB造平家建1棟4戸 指名 請負 7月 5,687,000

25 滝上終末処理場処理水給水ポンプ更新工事 濁川みどり町 7月 ～ 12月 管 ポンプ更新2台 指名 請負 7月 6,000,000

26 こども園土砂災害対策工事 元町 7月 ～ 12月 建築一式 コンクリート壁の設置 指名 請負 7月 11,000,000

27 文化センター屋上防水改修工事 栄町 7月 ～ 12月 建築一式 断熱パネル設置後ウレタン吹きつけほか 指名 請負 7月 18,300,000

28 マンホールポンプ計測設備更新工事 栄町、元町 8月 ～ 2月 電気 動力制御盤、レベル計、通報装置 指名 請負 8月 21,000,000

29 芝ざくら滝上公園長寿命化工事 元町 8月 ～ 12月 土木一式 木製階段、鋼製トラフ他 指名 請負 8月 30,008,000

30 町道サクルー南線補修工事 札久留 8月 ～ 12月 土木一式 法面復旧 指名 請負 8月 10,000,000

31 町道防雪柵設置工事 町内一円 10月 ～ 12月 土木一式 7カ所　 指名 請負 10月 2,500,000


