
種別 入札及び

（工種） 契約方法

指名 橋梁補修工 西様似3号橋補修工事 様似町字西様似 伸縮装置取替2箇所　橋面防水 6月 6ヵ月 指名競争入札

指名 道路維持工 シャモマナイ線法面補修工事 様似町字岡田 法面工　L=10m 6月 6ヵ月 〃

指名 河川工 門別川護岸工新設工事 様似町字平宇 護岸工　積ブロック護岸　L=10m（右岸） 9月 5ヵ月 〃

指名 排水工 朝日丘地区排水溝新設工事 様似町朝日丘 土砂溜め　1基 8月 6ヵ月 〃

指名 排水工 西様似地区（滝川宅付近）排水溝改修工事 様似町字西様似 U600型側溝　L=70m 6月 4ヵ月 〃

指名 委託業務 錦橋調査設計委託業務 様似町錦町 調査設計 6月 6ヵ月 〃

委託業務 様似町橋梁定期点検委託業務 様似町内 点検業務 6月 6ヵ月 〃

委託業務 様似町トンネル定期点検委託業務 様似町字冬島 点検業務 6月 6ヵ月 〃

委託業務 様似町シェッド定期点検委託業務 様似町字幌満 点検業務 6月 6ヵ月 〃

建築係 委託業務 庁舎外壁タイル調査業務 様似町大通１丁目 庁舎外壁のタイル打診調査 6月 6ヵ月 〃

委託業務 耐震改修促進計画策定業務 様似町内 計画策定 5月 9ヵ月 〃

委託業務 公共施設等個別施設計画策定及び総合管理計画改定業務 様似町内 計画策定 4月 10ヵ月 〃

建築 大通職員住宅外壁屋根改修工事 様似町大通１丁目 １棟８戸の屋根、外壁改修 6月 7ヵ月 〃

建築 緑町職員住宅屋根改修工事 様似町緑町 １棟４戸の屋根、外壁改修 6月 7ヵ月 〃

委託業務 錦町団地長寿命化改修工事実施設計委託業務 様似町錦町 実施設計 5月 9ヵ月 〃

委託業務 港町団地長寿命化改修工事実施設計委託業務 様似町港町 実施設計 5月 9ヵ月 〃

委託業務 大通第１団地長寿命化改修工事監理委託業務 様似町大通１丁目 工事監理 6月 6ヵ月 〃

建築 西町団地・鵜苫第２団地解体工事 様似町西町ほか 西町団地１棟４戸、鵜苫第２団地１棟４戸の解体 6月 5ヵ月 〃

建築 大通第1団地長寿命化改修工事 様似町大通１丁目 １棟１５戸の屋根、外壁、共用部改修 6月 7ヵ月 〃

クリーンセンター 機械設備 焼却炉乾燥ストーカー交換工事 様似町字西様似 乾燥ストーカー部の火格子補修 8月 7ヵ月 〃

機械設備 ガス冷却室補修工事 様似町字西様似 天井部・シュート部の補修、ロータリーバルブ羽根交換 5月 11ヵ月 〃

機械設備 空気予熱器補修工事 様似町字西様似 白防用及び燃焼用予熱器の伝熱管の交換 8月 7ヵ月 〃

機械設備 灰出し設備更新及び灰バンカ補修工事 様似町字西様似 落じんコンベア・灰搬送コンベアの更新、灰バンカーの腐食部補修 5月 11ヵ月 〃

機械設備 焼却炉再燃室補修工事 様似町字西様似 再燃室左右壁の耐火レンガの補修 5月 11ヵ月 〃

林務係 林道改良 林道アポイ新富線法面改良工事 様似町字新富 法面工 9月 4ヵ月 〃

委託業務 林道橋梁補修設計委託業務 様似町字大泉 林道橋梁補修設計 6月 5ヵ月 〃

委託業務 小規模治山事業計画設計委託業務 様似町字西様似 治山事業計画設計 6月 4ヵ月 〃

治山 冬島地区小規模治山工事 様似町字冬島 山腹工 10月 6ヵ月 〃

治山 西様似地区小規模治山工事 様似町字西様似 流路工 10月 6ヵ月 〃

林道開設 林業生産基盤整備道西冬島線開設工事 様似町字冬島 開設延長　L=200m 7月 6ヵ月 〃

林道開設 林業生産基盤整備道浜平宇幹線開設工事 様似町字平宇 開設延長　L=100m 7月 6ヵ月 〃

下水道係 委託業務 様似下水終末処理場改築実施設計 様似町栄町 実施設計 5月 7ヵ月 〃

委託業務 様似下水錦町下水道管布設替実施設計 様似町錦町 実施設計 5月 3ヵ月 〃

委託業務 様似下水公営企業会計法適用化移行業務 様似町内 全体方針構築　固定資産台帳整備　 8月 7ヵ月 〃

下水道 様似下水錦町下水道管布設替工事 様似町錦町 新設φ150　L＝21m　  撤去φ150　L＝19m  9月 3ヵ月 〃

下水道 様似下水終末処理場自家発電機整備工事 様似町栄町 電機制御盤更新 5月 8ヵ月 〃

上水道係 委託業務 上水道送配水管設計委託 様似町内 調査設計 5月 7ヵ月 〃

水道施設係 委託業務 栄町浄水場送水ポンプ室新築実施設計 様似町栄町 調査設計 5月 10ヵ月 〃

上水道 水道メーター取替（その1、その2、その3） 様似町内 メーター器φ13～φ50㎜　370個 5月 6ヵ月 〃

上水道 西様似駅前配水管新設工事 様似町西町 配水管　φ150　L＝515m 5月 5ヵ月 〃

上水道 上水道導配水管新設工事 様似町栄町 導水管　φ200　配水管　φ150　L＝423ｍ 5月 6ヵ月 〃

上水道 栄町岡田線配水管移設工事 様似町岡田 配水管　φ75　L＝108m 7月 3ヵ月 〃

水道施設 栄町浄水場上屋鉄骨柱耐震補強更新工事 様似町栄町 耐震・屋根改修 4月 5ヵ月 〃

水道施設 栄町浄水場沈殿池・ろ過池・浄水池配管布設替工事 様似町栄町 浄水処理工程における機器配管 5月 6ヵ月 〃

見積 水道施設 栄町浄水場沈殿池濁度計更新工事 様似町栄町 浄水処理工程における沈殿池濁度計　 9月 3ヵ月 見積合せ
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