
No 工　　　　　事　　　　　名 工　　　事　　　概　　　要 施　工　場　所 工事種別

3.5下旬2 土砂仮置場整備工事 土工（土砂掘削、整地ほか）一式 栄町地区 3.6上旬 ～ 3.10下旬 土木一式 指名

3

3.5上旬1 北町・汐見海岸線排水補修工事 管渠工Ｌ＝13ｍ 汐見 3.5上旬 ～ 3.8下旬 土木一式 指名

3.7下旬

3.6上旬

4 北２条通歩道整備工事 歩道　Ｌ＝50ｍ 川北 3.7下旬 ～ 3.10下旬

令　和  ３  年  度　  　建  設  工  事  執  行  計  画  書

工　　　期 契約方法 入札時期

5 豊水橋補修工事 橋長Ｌ＝59.3ｍ　幅員Ｗ＝4.0ｍ 上羽幌 3.7下旬 ～ 指名 3.7下旬

土木一式 指名

3.12下旬 土木一式

3.9下旬南５条通歩道整備工事 土木一式 指名歩道　Ｌ＝126ｍ 川南 3.6上旬 ～

3.4中旬6 定住促進団地整備事業
１棟4戸
※プロポーザル方式による公設公営を予定

焼尻字東浜177
番地

3.4下旬 ～ 4.3下旬 建築一式 随契

10 教員住宅移築等整備工事
天売複合施設整備に伴う天売地区教職員
住宅の移築及び排水切替等の工事

天売字和浦 3.5上旬 ～ 3.10下旬 建築一式 指名 3.4下旬

3.4中旬

8 教職員住宅大規模改修工事 天売地区教職員住宅の大規模改修 天売字和浦 3.4中旬 ～ 3.10下旬 建築一式 指名 3.4中旬

7 羽幌小学校プール改修工事 鉄骨ボルトの交換 南５条５丁目 3.4中旬 ～ 3.9下旬 建築一式 指名

9
天売小中学校物置出入口ドア取替修
繕

ドアの取替修繕 天売字和浦 3.4中旬 ～ 3.9下旬 建築一式 指名 3.4中旬

5 豊水橋補修工事 橋長Ｌ＝59.3ｍ　幅員Ｗ＝4.0ｍ 上羽幌 3.7下旬 ～ 指名 3.7下旬3.12下旬 土木一式



3.6中旬17 若葉団地外部改修工事 １棟8戸　外部改修 北5条2丁目 3.6中旬 ～ 3.10中旬 建築一式 指名

3.5中旬

16 築別団地外部改修工事 1号棟1棟 築別613番地 3.5中旬 ～ 3.10下旬 建築一式 指名 3.5中旬

15 栄町南団地軒先改修工事 3棟18戸　軒先改修 栄町175番地 3.5中旬 ～ 3.10下旬 建築一式 指名

3.5中旬

14 朝日団地ベランダ柱補修工事 9戸分 字朝日1167番地 3.5中旬 ～ 3.10下旬 建築一式 指名 3.5中旬

13
幸町団地公営住宅建設工事（建築主
体工事）

木造平屋2戸長屋　2棟4戸　建築主体工事 幸町46番地の57 3.5中旬 ～ 3.10中旬 建築一式 指名

3.5中旬12 羽幌町総合体育館（便所）改修工事
便所内トイレブース・配管・便器及び周辺の
改修　一式

字朝日 3.5中旬 ～ 3.10中旬 建築一式 指名

3.5上旬11 羽幌中学校外壁修繕 雨漏り箇所の修繕 北5条3丁目 3.5中旬 ～ 3.10下旬 建築一式 指名

22
１系№１－２曝気装置電気計装設備
更新工事

速度制御盤更新　一式
字朝日
羽幌浄化セン
ター

3.6上旬 ～ 4.2下旬 電気 一般 3.5下旬

19
羽幌浄化センター
無停電電源装置（UPS)更新工事

無停電電源装置更新　一式
字朝日
羽幌浄化セン
ター

3.5上旬 ～ 4.1下旬 電気 指名 3.4下旬

3.5中旬21 若葉団地電気温水器取替修繕 5戸、5台分 北5条2丁目 3.5中旬 ～ 3.7下旬 電気 指名

3.6中旬

20
幸町団地公営住宅建設工事（電気設
備工事）

木造平屋2戸長屋　2棟4戸　電気設備工事 幸町46番地の57 3.5中旬 ～ 3.10中旬 電気 指名 3.5中旬

17 若葉団地外部改修工事 １棟8戸　外部改修 北5条2丁目 3.6中旬 ～ 3.10中旬 建築一式 指名

18
羽幌町いきいき交流センター駐車場
外灯修繕

外灯の灯具及び電源ユニットの取替修繕 北3条1丁目 3.4下旬 ～ 3.7下旬 電気 指名 3.4中旬



3.4下旬29 公共汚水桝設置工事（その１） 汚水桝設置　２箇所 市街地区 3.5上旬 ～ 3.10中旬 管 指名

3.4中旬27
羽幌町いきいき交流センター食器洗
浄機取替修繕

食器洗浄機の取替修繕 北3条1丁目 3.4下旬 ～ 3.6下旬 管 一般

28
ハートタウンはぼろ
コンプレッサー交換修繕

GHPガス冷暖房設備の室外機交換 南3条2丁目 3.4下旬 ～ 3.8下旬 管 随契 3.4下旬

26 中央公民館空調設備改修工事
エアハンドリングユニット整備、加湿器更新、
外気取入れダンパー交換、排風機整備　一
式

南6条2丁目 3.4上旬 ～ 3.7下旬 管 指名 3.4上旬

23
羽幌町市街地区学校給食センター
開閉器、変圧器、ケーブル更新工事

高圧区分開閉器及び高圧ケーブルの更新 南5条5丁目 3.6中旬 ～ 3.8上旬 電気 指名 3.6中旬

25 電気 指名羽幌港港湾道路街路灯補修 灯具取替　5基 羽幌港 3.8中旬 ～ 3.11中旬 3.8中旬

24 電気 指名町道街路灯補修 街路灯取替　4基 市街地一円 3.6下旬 ～ 3.10下旬 3.6下旬

3.5下旬34 下水道施設更新工事 １号汚水人孔、公共桝等更新　４箇所外 市街地区 3.6上旬 ～ 3.10下旬 管 指名

3.4下旬29 公共汚水桝設置工事（その１） 汚水桝設置　２箇所 市街地区 3.5上旬 ～ 3.10中旬 管 指名

32 栄町夕陽ヶ丘団地風呂釜取替修繕 15戸、15台分 栄町93番地 3.5中旬 ～ 3.8下旬 管 指名 3.5中旬

31
幸町団地公営住宅建設工事（機械設
備工事）

木造平屋2戸長屋　2棟4戸　機械設備工事 幸町46番地の57 3.5中旬 ～ 3.10中旬 管 指名 3.5中旬

33
羽幌町総合体育館（ボイラー等）改修
工事

ボイラー及び周辺機器改修　一式 字朝日 3.5中旬 ～ 3.10中旬 管 指名 3.5中旬

30
羽幌町市街地区学校給食センター
場内エアコン室外機移設工事

現在地面に設置している室外機を
屋上へ移設する

南5条5丁目 3.5上旬 ～ 3.6中旬 管 指名 3.5上旬



3.5下旬

36 焼尻簡易水道　量水器取替工事 φ13mm　22個 焼尻地区 3.6上旬 ～ 3.9下旬 管 指名 3.5下旬

35 天売簡易水道　量水器取替工事 φ13mm、φ25mm　24個 天売地区 3.6上旬 ～ 3.9下旬 管 指名

40 道路補修工事（その１）
舗装工
A＝220㎡

緑町地区 3.6上旬 ～ 3.10下旬 舗装 指名 3.5下旬

38 サンセットビーチスロープ修繕
鋼製スロープの修繕
（鋼板の交換、人工芝の交換）

港町5丁目 3.4中旬 ～ 3.7上旬 鋼構造物 一般 3.4中旬

3.4中旬37 中央公民館外壁工事 外壁タイル改修 南6条2丁目 3.4中旬 ～ 3.7下旬
タイル・レ
ンガ・ブ
ロック

指名

3.6上旬41 灯台前浜連絡線道路補修工事 L=70ｍ 天売 3.6上旬 ～ 3.9下旬 舗装 指名

3.6下旬 塗装 指名 3.4下旬39 町道区画線塗装業務 溶剤型ペイント式Ｌ＝7,000ｍ 市街地一円 3.4下旬 ～

3.6上旬

45 庁舎１階相談室屋上防水工事
屋上防水（既存防水清掃、既設防水層部分
補修、立上り部ひび割れ補修、ドレン補強、
ウレタン塗膜防水）

南町１番地１ 3.6中旬 ～ 3.9下旬 防水 一般 3.6上旬

44 消防アパート屋上防水工事
アパート屋上防水（既設屋上清掃、既設防
水層部分補修、立上り部ひび割れ補修、ドレ
ン補強、ウレタン塗膜防水）

南3条4丁目 3.6中旬 ～ 3.9下旬 防水 一般

3.4下旬43 ハートタウンはぼろ屋上防水修繕 雨漏りの原因と思われる屋上の防水補修 南3条2丁目 3.4下旬 ～ 3.10下旬 防水 一般

3.6上旬41 灯台前浜連絡線道路補修工事 L=70ｍ 天売 3.6上旬 ～ 3.9下旬 舗装 指名

舗装 指名 3.7下旬42 南６条通舗装修繕工事 延長Ｌ＝138ｍ　幅員Ｗ＝13ｍ 川南 3.7下旬 ～ 3.11中旬



3.8中旬49
公営住宅（幸町団地11号棟）解体工
事

CB造平屋建　1棟2戸　　　解体 幸町46番地の57 3.8中旬 ～ 3.11下旬 解体 指名

48
旧公営住宅（北町団地６号棟）解体工
事

ドリゾール造２階建、１棟８戸、建築面積176
㎡、延面積347.28㎡

北町55番地34 3.5下旬 ～ 3.9上旬 解体 指名 3.5中旬

3.4上旬46
中央公民館大ホール舞台音響設備
改修工事（第２期）

デジタルミキシングコンソール、コンパクトミキ
サー、デジタルミキサー、イーサネットパッチ
盤、LAN配線工事、その他周辺機器等　一
式

南6条2丁目 3.4上旬 ～ 4.3下旬 電気通信 随契

3.6上旬47
羽幌町市街地区学校給食センター
給食食材搬入口引き戸取替改修工事

片引き戸取替 南5条5丁目 3.6中旬 ～ 3.7中旬 建具 指名



No 工　　　　　事　　　　　名 工　　　事　　　概　　　要 施　工　場　所 工事種別

（水道事業分）

3.5下旬

5
二股第２南地区用水路改修に伴う配
水管布設替え工事

VWPφ40　L＝110m 字中央 3.6上旬 ～ 3.7下旬 管 指名 3.5下旬

4
二股第２北地区用水路改修に伴う水
道管切り廻し工事

VWPφ150　L＝20m　切廻工 字中央 3.6上旬 ～ 3.7下旬 管 指名

3.4下旬

3 南５条４丁目配水管布設工事 ＰＰφ40　Ｌ＝55m 南５条４丁目 3.5上旬 ～ 3.9下旬 管 指名 3.4下旬

2 取水口環境整備工事 土砂除去工　一式 緑町 3.5上旬 ～ 3.7下旬 管 指名

工　　　期 契約方法 入札時期

1 量水器取替工事
φ13mm、φ20mm、φ25mm、φ40mm、φ
50mm
216個

市街地区 3.5上旬 ～ 3.10上旬 管 指名 3.4下旬

3.9下旬8 消火栓更新工事 積雪型　２箇所更新 市街地区 3.10上旬 ～ 3.11下旬 管 指名

3.7下旬

7 南５条６丁目配水管布設工事
ＰＰφ40　Ｌ＝100ｍ
VWPφ75　L＝11.5m

南５条６丁目 3.8上旬 ～ 3.11下旬 管 指名 3.7下旬

6 量水器取替工事
φ13mm、φ20mm、φ25mm、φ40mm
252個

市街地区 3.8上旬 ～ 3.12下旬 管 指名

3.5下旬

10 PLCネットワーク機器更新工事 機器更新　一式
緑町
上水道浄水場

3.6上旬 ～ 3.12下旬 水道施設 随契 3.5下旬

9 浄水場内シーケンサ装置更新工事 シーケンサ装置更新　一式
緑町
上水道浄水場

3.6上旬 ～ 4.2下旬 水道施設 随契


