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

指名 2.5中旬1 羽幌中学校玄関庇補修 庇部の補修・塗装、幕板交換 北５条３丁目 2.5中旬 ～

2.9上旬 建築一式

令　和  ２  年  度　  　建  設  工  事  執  行  計  画  書

工　　　期 契約方法 入札時期

指名 2.6下旬

2.9下旬 建築一式

土木一式 指名寿３線橋補修工事 橋長Ｌ＝10.4ｍ　幅員Ｗ＝6.0ｍ 寿町 2.5下旬 ～ 2.12中旬 2.5下旬

5 羽幌中学校防火区画補修 防火区画補修 北５条３丁目 2.6下旬 ～

8

9 南５条通歩道整備工事 歩道　Ｌ＝126ｍ 川南 2.6上旬 ～ 2.9下旬 土木一式 指名 2.6上旬

7
羽幌町産業廃棄物（安定型）最終処
分場埋立工事

旧産業廃棄物埋立処分場に超過して埋立さ
れた廃棄物を新たな最終処分場へ移設・埋
立する。

字高台
（羽幌町産業廃
棄物（安定型）最
終処分場）

2.5上旬 ～ 4.11下旬 土木一式 指名 2.4下旬

6 朝日公園等施設撤去工事
①朝日公園内建築物解体撤去
②朝日公園国道看板撤去
③サンセットビーチ国道看板撤去

字朝日（朝日公
園）ほか

2.4中旬 ～ 2.6下旬 土木一式 指名 2.4上旬

4
焼尻発電所高所作業車車庫改修工
事

焼尻発電所車庫改修　一式
大字焼尻字豊崎
（焼尻発電所付
近）

2.6上旬 ～ 2.9下旬 建築一式 指名 2.5中旬

3
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 2.5中旬 ～ 2.10中旬 建築一式 指名 2.5中旬

2 川北A団地（１号棟）屋根改修工事 １棟４戸　屋根改修工事 北５条２丁目 2.5中旬 ～ 2.10下旬 建築一式 指名 2.5中旬



16 羽幌中学校照明器具取替修繕 照明器具取替（71台） 北５条３丁目 2.5中旬 ～ 2.9下旬 電気 指名 2.5中旬

15 豊水橋補修工事 橋長Ｌ＝59.3ｍ　幅員Ｗ＝4.0ｍ 上羽幌 2.7下旬 ～ 3.2下旬 2.7下旬

10 福寿川護岸改修工事 護岸工事L=150m 港町 2.6中旬 ～ 3.3中旬 土木一式 指名 2.6中旬

土木一式 指名

11 北２条通歩道整備工事 歩道　Ｌ＝55ｍ 川北 2.7上旬 ～ 2.10下旬 土木一式 指名 2.7上旬

18 町道街路灯補修 街路灯取替　６基 市街地一円 2.6上旬 ～ 指名 2.6上旬

19 朝日５線橋街路灯補修工事 分電盤　１面　電柱　１本 中央 2.6上旬 ～ 指名 2.6上旬

12 道路排水整備工事 トラフ　L=10ｍ　桝　1個 高台 2.7上旬 ～

2.9下旬 電気

2.10下旬 土木一式 指名 2.7上旬

2.9下旬 電気

20 １系№１曝気装置速度制御盤更新 速度制御盤更新　一式
字朝日
（羽幌浄化セン
ター）

2.6上旬 ～ 3.3上旬 電気 随契 2.6上旬

13
オシリウシナイ第1排水区管渠布設工
事

ＨＰφ900mm、L=80m 緑町 2.7下旬 ～ 2.12上旬 土木一式 指名 2.7下旬

14 道路補修工事
舗装復旧工　ほか
L=70m

緑町 2.7下旬 ～ 2.12上旬 土木一式 指名 2.7下旬

17
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 2.5中旬 ～ 2.10中旬 電気 指名 2.5中旬



2.5中旬天売教職員住宅解体工事
教職員住宅と付属物置　約７０㎡解体　及び
周辺整備等一式

天売字和浦 2.5下旬 ～ 2.7下旬 解体 一般

2.8下旬 建具 指名

2.5中旬 ～ 2.10上旬 塗装 指名 2.5中旬29 教職員住宅外部塗装工事 1棟2戸　外壁塗装、屋根塗装、煙突修繕 栄町103番地の６

21 羽幌中学校窓枠修繕 窓の取替（普通教室・保健室） 北５条３丁目 2.5中旬 ～

管 指名

2.8下旬 管 指名

2.5中旬

22
天売中学校単独調理場エアコン取替
修繕

エアコンの取替 天売字和浦 2.4下旬 ～

25
羽幌町市街地区学校給食センター
排水管取替工事

給食センター内厨房系統排水管取替工事1
式

南５条５丁目１番
地

2.7上旬 ～ 2.6上旬

30

26 南６条通舗装修繕工事 延長Ｌ＝138ｍ　幅員Ｗ＝13ｍ 南町 2.6上旬 ～ 2.9下旬 舗装 指名 2.6上旬

28 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 2.4下旬 ～ 2.8下旬 塗装 指名 2.4下旬

27
オシリウシナイ第1排水区に係る路面
復旧工事

舗装工　A=300㎡（L=70m、ｂ=4.30m） 緑町 2.6中旬 ～ 2.9上旬 舗装 指名 2.6中旬

24 天売簡易水道量水器取替工事 φ13mm、φ20mm、φ50mm　19個 天売地区 2.6上旬 ～ 指名 2.6上旬

2.4中旬2.6下旬

23
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 2.5中旬 ～ 指名 2.5中旬

2.9下旬 管

2.10中旬 管



2.10下旬 解体 指名 2.5下旬31 旧朝日小学校解体

校舎：ブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建　376.6㎡
　　　　一部木造　46㎡
物置：39.62㎡
体育館：鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平屋建　247.65㎡
住宅：ｽﾄﾚｰﾄ張亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平屋建　63.63㎡
　　　　　一部木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平屋建　4.95㎡

字朝日1683番地
1

2.6中旬 ～

32 旧道営低家賃住宅解体 コンクリートブロック造6戸　243㎡
北3条2丁目13番
地

2.6下旬 ～ 2.9中旬 解体 指名 2.6上旬

34 寿町旧職員住宅解体
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建1戸　39.66
㎡

寿町2番地13 2.9下旬 ～ 2.11上旬 解体 指名 2.9上旬

33
公営住宅（幸町団地10号棟）解体工
事

CB造平屋建　1棟4戸　　　解体 幸町46番地の57 2.8中旬 ～ 指名 2.8中旬2.11下旬 解体



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

（水道事業分）

工　　　期 契約方法 入札時期

1 量水器取替工事（第１回発注分）
φ13mm、φ20mm、φ25mm、φ40mm、φ
50mm
237個

市街地区 2.4下旬 ～ 2.9下旬 管 指名 2.4中旬

2 配水管布設工事 ＰＰφ40mm　Ｌ=100m 緑町 2.5下旬 ～ 2.8下旬 管 指名 2.5下旬

6 薬品注入用調節計更新工事
薬品注入用調節計　2台
プログラム修正含む

緑町
（上水道浄水場）

2.6上旬 ～ 2.11下旬 水道施設 随契 2.6上旬

7 低区配水池テレメータ系更新工事
テレメータ装置親子局　1組
計装盤改造

緑町
（上水道浄水場
低区配水池）

2.7上旬 ～ 2.11下旬 水道施設 随契 2.7上旬

8
高台送水ポンプ場
電磁流量計更新工事

２線式電磁流量計　１台
字高台
（送水ポンプ場）

2.7上旬 ～ 2.11下旬 水道施設 指名 2.7上旬

9
羽幌浄水場
２－２フロキュレーター更新工事

減速機取替
G１シール交換

緑町
（上水道浄水場）

2.8上旬 ～ 2.12下旬 水道施設 指名 2.8上旬

3 量水器取替工事（第２回発注分）
φ13mm、φ20mm、φ25mm、φ40mm
322個

市街地区 2.8上旬 ～ 2.12下旬 管 指名 2.8上旬

5 取水口環境整備工事 土砂除去工　一式 寿町 2.9上旬 ～

4 消火栓更新工事 積雪型　２箇所更新 南町・緑町 2.10上旬 ～ 2.11下旬 管 指名 2.10上旬

2.11下旬 土木一式 指名 2.9上旬


