
令和２年度　幕別町発注予定工事等一覧表（R02.4.1現在）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。番号 種別 工事（業務）名 工事（業務）場所 概　　要 金額区分 発注形態 発注予定 完了予定1 土木 アルコ２３６正面玄関アプローチ改修 アルコ２３６ アルコ２３６の正面玄関前アプローチのインターロッキングをアスファルトに改修 ⑤ 随意契約 4月 6月2 電気 札内配水池発電機更新工事 字日新 非常用発電機　１式 ④ 入札 4月 12月3 管 札内９号団地道路２号配水管移設工事 札内中央町 HPPEφ50　L=80m ④ 入札 4月 6月4 管 緑町南団地道路４号配水管布設工事 緑町 HPPEφ50　L=100m ④ 入札 4月 6月5 管 若草団地道路１号配水管布設替工事 札内若草町 HPPEφ50　L=80m ④ 入札 4月 6月6 管 道の駅・忠類エアコン設置工事 道の駅・忠類 道の駅・忠類にエアコン本体及び送風ダクトを設置 ⑤ 随意契約 4月 6月7 解体 桂町旧教員住宅解体工事（その１） 札内桂町 解体工事　木造、平屋、8戸 ④ 入札 4月 6月8 解体 桂町旧教員住宅解体工事（その２） 札内桂町 解体工事　木造、平屋、6戸 ④ 入札 4月 6月9 測量設計 忠類第１幹線明渠排水路護岸復旧調査設計業務 忠類錦町 忠類第１幹線明渠　護岸復旧実施設計　L=20ｍ ⑤ 随意契約 4月 6月10 土木設計 忠類簡水配水管移設実施設計業務 忠類栄町 忠類インター線移設　測量・設計　L=100ｍ ⑤ 入札 4月 8月11 その他 町道区画線保全工事 市街地、郊外 ⑤ 入札 4月 7月12 その他 大豊浄水場電気設備更新工事 字軍岡 各電気設備(受電設備、動力設備)及び濁度計更新 ③ 入札 4月 12月13 その他 運動公園野球場整備工事 幕別運動公園野球場 一・二塁間、外野奥の不陸調整 ⑤ 随意契約 4月 4月14 その他 白銀台スキー場常用制動機更新工事 白銀台スキー場 白銀台スキー場リフトの制動機の更新 ⑤ 随意契約 4月 10月15 その他 白銀台スキー場受索装置オーバーホール工事 白銀台スキー場 白銀台スキー場リフトの索受装置のオーバーホール ④ 随意契約 4月 10月16 その他 上水道メーター検針業務（その１） 上水道区域内 メーター検針　1,416件 ⑤ 入札 4月 3月

金額区分（単位：千円）①：250,000以上 ③：25,000以上 100,000未満 ⑤：5,000未満②：100,000以上 250,000未満 ④： 5,000以上 25,000未満
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番号 種別 工事（業務）名 工事（業務）場所 概　　要 金額区分 発注形態 発注予定 完了予定17 その他 上水道メーター検針業務（その２） 上水道区域内 メーター検針　984件 ⑤ 入札 4月 3月18 その他 上水道メーター検針業務（その３） 上水道区域内 メーター検針　1,964件 ⑤ 入札 4月 3月19 その他 上水道メーター検針業務（その４） 上水道区域内 メーター検針　2,511件 ④ 入札 4月 3月20 その他 上水道メーター検針業務（その５） 上水道区域内 メーター検針　2,582件 ⑤ 入札 4月 3月21 その他 上水道メーター検針業務（その６） 上水道区域内 メーター検針　2,288件 ⑤ 入札 4月 3月22 その他 簡易水道メーター検針業務（その１） 簡易水道区域内 メーター検針　635件 ⑤ 入札 4月 3月23 その他 簡易水道メーター検針業務（その２） 簡易水道区域内 メーター検針　861件 ⑤ 入札 4月 3月24 その他 幕別町漏水調査業務 上水道区域内 上水道区域（幕別市街地） ④ 入札 4月 9月25 その他 糠内浄水場機器更新実施設計業務 字五位 実施設計業務　１式 ⑤ 入札 4月 2月26 その他 札内配水池機械設備更新計画策定業務 字日新 機械設備更新計画策定業務　１式 ⑤ 入札 4月 2月27 その他 防災行政無線システム整備工事監理業務 町内全域 防災行政無線システムの工事監理委託 ④ 随意契約 4月 3月28 備品購入 金属探知機購入 忠類錦町 金属探知機購入 ⑤ 随意契約 4月 6月29 備品購入 農業集落排水処理施設溶存酸素濃度計購入 忠類錦町 溶存酸素濃度計購入 ⑤ 随意契約 4月 9月30 土木 札内９号団地道路２号道路整備工事 札内中央町 改良舗装　L=78m　W=1.0m+4.5m+1.5m ④ 入札 5月 8月31 土木 緑町南団地道路４号道路整備工事 緑町 改良舗装　L=100m　W=1.0m+5.5m+1.5m ④ 入札 5月 8月32 土木 いなほ公園複合遊具更新工事 札内みずほ町 複合遊具N=1基、幼児用遊具N=1基、2連ブランコN=2基 ③ 入札 5月 9月33 土木 ナウマン公園親水池防護柵増設工事 忠類白銀町 防護柵設置　L=11ｍ ⑤ 随意契約 5月 7月34 建築 桂町２団地修繕工事 札内桂町 桂町火災住宅修繕 ④ 入札 5月 9月35 電気 札内東中学校高圧受電設備改修工事 札内青葉町 高圧ケーブル等更新 ④ 入札 5月 8月2 / 8 ページ



番号 種別 工事（業務）名 工事（業務）場所 概　　要 金額区分 発注形態 発注予定 完了予定36 電気 防災行政無線システム整備工事（その１） 幕別町役場庁舎他幕別地区 ① 入札 5月 3月37 電気 防災行政無線システム整備工事（その２） 札内地区 ① 入札 5月 3月38 電気 防災行政無線システム整備工事（その３） 忠類地区 ② 入札 5月 3月39 電気 駒畠～忠類元忠類　共架柱変更工事 字駒畠、字弘和、忠類元忠類 北電柱の更新による光ケーブル移設工事 ⑤ 随意契約 5月 7月40 管 若草団地道路８号配水管布設替工事 札内若草町 HPPEφ50　L=70m ④ 入札 5月 7月41 管 仕切弁設置工事 札内共栄町 仕切弁φ150　１箇所 ⑤ 入札 5月 7月42 管 忠類簡水東部地区連絡管布設工事 忠類白銀町 忠類東部地区連絡管布設　HPPEφ150　L=69.00ｍ ⑤ 入札 5月 7月43 管 避難所施設配管改修工事 町内 幕小、幕中、白人、東中、糠中、保健福祉Ｃ ⑤ 入札 5月 8月44 管 学童保育所エアコン設置工事 町内 はぐるま、やまびこ、あすなろ、つくし、ちゅうるい ④ 入札 5月 8月45 管 幕別小学校地下オイルタンクライニング工事 緑町 オイルタンクライニング工事 ⑤ 入札 5月 8月46 管 幕別町図書館本館エアコン設置工事 緑町 エアコン設置 ④ 入札 5月 8月47 管 幕別町百年記念ホールボイラー改修工事 字千住 ボイラー改修　２基 ④ 入札 5月 9月48 管 道営駒畠地区関連駒畠西４号線配水管移設工事 字駒畠 HPPEφ100　L=400m ④ 入札 5月 8月49 管 上水道検定満了量水器取替工事（その１） 上水道区域 φ13～100㎜　196個 ⑤ 入札 5月 11月50 管 上水道検定満了量水器取替工事（その２） 上水道区域 φ13～100㎜　197個 ⑤ 入札 5月 11月51 管 上水道検定満了量水器取替工事（その３） 上水道区域 φ13～100㎜　197個 ⑤ 入札 5月 11月52 管 上水道検定満了量水器取替工事（その４） 上水道区域 φ13～100㎜　197個 ⑤ 入札 5月 11月53 管 上水道検定満了量水器取替工事（その５） 上水道区域 φ13～100㎜　197個 ⑤ 入札 5月 11月54 管 上水道検定満了量水器取替工事（その６） 上水道区域 φ13～100㎜　197個 ⑤ 入札 5月 11月

防災行政無線システムの新規整備（統制局、基地局３基、戸別受信機13,000台、屋外拡声器１基）※　工事の詳細な区分は検討中
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番号 種別 工事（業務）名 工事（業務）場所 概　　要 金額区分 発注形態 発注予定 完了予定55 管 上水道検定満了量水器取替工事（その７） 上水道区域 φ13～100㎜　197個 ⑤ 入札 5月 11月56 管 簡易水道検定満了量水器取替工事 簡易水道区域 φ13～100㎜　154個 ⑤ 入札 5月 11月57 舗装 公親線道路整備工事 忠類公親 舗装新設　L=278ｍ ④ 入札 5月 7月58 測量設計 上稲志別線調査設計業務 字途別 調査設計　L=90m ⑤ 入札 5月 7月59 土木設計 札内北公園ろ過機更新実施設計業務 札内北町 機械設備（ポンプ、配管）更新実施設計業務 ④ 入札 5月 10月60 土木設計 若草７号通外２路線配水管調査設計業務 札内若草町、札内春日町、錦町 調査設計業務　１式 ④ 入札 5月 3月61 土木設計 明野ヶ丘公園再整備基本計画策定業務 明野 公募型プロポーザル方式基本計画25ha、ワークショップ開催含む ④ 随意契約 5月 12月62 建築設計 あかしや南団地公営住宅建替工事実施設計等業務 札内あかしや町 あかしや南団地実施設計等業務 ③ 入札 5月 12月63 その他 忠類西部浄水場塩素注入設備更新工事 忠類西当 次亜塩素注入設備更新 ⑤ 入札 5月 8月64 その他 農業集落排水処理施設機械設備工事 忠類錦町 NO,2原水ポンプ、NO,3調整槽ポンプ、NO,1処理水ポンプ更新、脱水汚泥移送ポンプ分解整備 ⑤ 入札 5月 10月65 その他 明野ケ丘スキー場リフト修繕工事 明野ケ丘スキー場 年次計画修繕工事主電動機のオーバーホール、ユニバーサルジョイント交換 ⑤ 随意契約 5月 6月66 その他 葬斎場改修工事 幕別町葬斎場 葬斎場火葬炉工事 ⑤ 随意契約 5月 9月67 その他 駒畠簡易水道認可変更業務 駒畠簡易水道区域 認可変更業務　１式 ④ 入札 5月 3月68 その他 下水道関連事業公営企業会計移行業務 ― 資産の状況把握・分析、決算書・工事関連情報の整理、資産調査・評価・整理　一式 ⑤ 入札 5月 3月69 土木 桂町西団地公営住宅外構工事 札内桂町 桂町西団地公営住宅１号棟、２号棟　駐車場A=640㎡（凍上抑制層まで） ④ 入札 6月 8月70 土木 若草団地道路１・８号道路整備工事 札内若草町 改良舗装　L＝141m　W=1.25m+5.5m+1.25m ③ 入札 6月 9月71 建築 白人小学校屋内運動場屋根改修工事 札内青葉町 屋内運動場屋上防水改修 ④ 入札 6月 8月72 建築 札内南小学校教頭住宅改修工事 札内文京町 断熱改修等 ⑤ 入札 6月 9月73 建築 札内中学校校長住宅改修工事 札内文京町 断熱改修等 ⑤ 入札 6月 9月4 / 8 ページ



番号 種別 工事（業務）名 工事（業務）場所 概　　要 金額区分 発注形態 発注予定 完了予定74 建築 アルコ２３６改修客室改修工事 忠類白銀町 ２Ｆ客室改修 ③ 入札 6月 11月75 建築 桂町西団地公営住宅建設工事（建築主体） 札内桂町 ＲＣ２階建　498.296㎡（建築工事） ① 入札 6月 3月76 電気 学校無線ＬＡＮ整備工事その１ 町内 南小、北小、札中、古舞小、途別小 ③ 入札 6月 1月77 電気 学校無線ＬＡＮ整備工事その２ 町内 白人小、東中、幕小、幕中 ③ 入札 6月 1月78 電気 学校無線ＬＡＮ整備工事その３ 町内 明倫小、糠小、糠中、忠類小、忠類中 ③ 入札 6月 1月79 電気 桂町西団地公営住宅建設工事（電気設備） 札内桂町 ＲＣ２階建　498.296㎡（電気設備） ④ 入札 6月 3月80 管 札内中央西２号通配水管移設工事 札内中央町 HPPEφ50　L=70m ⑤ 入札 6月 8月81 管 忠類２４号線配水管移設工事 忠類白銀町 HPPEφ150　L=125m ④ 入札 6月 8月82 管 緑町団地道路５号配水管布設替工事 緑町 HPPEφ50　L=130m ④ 入札 6月 8月83 管 桂町西団地公営住宅建設工事（機械設備） 札内桂町 ＲＣ２階建　498.296㎡（機械設備） ③ 入札 6月 3月84 舗装 青春通道路整備工事 札内青葉町 舗装(オーバーレイ)　 L=700m　W=7.0m ④ 入札 6月 8月85 舗装 中当基線舗装強化工事 忠類中当 舗装強化　L=180ｍ ④ 入札 6月 8月86 塗装 忠類白銀町団地屋根塗装工事 忠類白銀町 白銀団地16、17、18号棟 ⑤ 随意契約 6月 9月87 個別排水 個別排水処理施設整備工事（その１） 字軍岡・相川 ５人槽：１基　　７人槽：１基 ⑤ 入札 6月 8月88 個別排水 個別排水処理施設整備工事（その２） 字明倫・大豊 ７人槽：２基 ④ 入札 6月 8月89 測量 地籍調査測量業務その２ 中里 Ｒ02着手地区（6.97平方キロ） ③ 入札 6月 2月90 測量 地籍調査測量業務その１ 駒畠及び中里 Ｈ28着手地区（9.44平方キロ）及びＨ29着手地区（9.12平方キロ） ④ 随意契約 6月 2月91 建築設計 桂町西団地公営住宅建設工事監理業務 札内桂町 工事監理業務 ⑤ 随意契約 6月 3月92 その他 農業集落排水処理施設電気設備工事 忠類錦町 投込式水位計整備、ばっ気装置用ｲﾝﾊﾞｰﾀ、動力盤換気用ファン・温度センサー交換 ⑤ 入札 6月 10月5 / 8 ページ



番号 種別 工事（業務）名 工事（業務）場所 概　　要 金額区分 発注形態 発注予定 完了予定93 その他 新和浄水場膜処理設備更新工事 字五位 膜ろ過ユニット　６本 ④ 入札 6月 11月94 その他 忠類浄水場原水濁度設備外4更新工事 忠類栄町 原水濁度、配水流量計、原水流量計、浄水PH計、NO,1取水ポンプ設備更新 ④ 入札 6月 11月95 その他 忠類地区区画線設置工事 忠類・駒畠地域 忠類・駒畠地域区画線設置 ⑤ 随意契約 6月 8月96 その他 幕別町水道施設計装機器点検業務 上水道区域内簡易水道区域内 上水道施設点検・簡易水道施設点検 ⑤ 入札 6月 9月97 その他 農業集落排水処理施設定期点検業務(機械設備) 忠類錦町 各設備(ゲート設備、電動バルブ、破砕機、し渣脱水機等)の点検 ⑤ 入札 6月 9月98 その他 農業集落排水処理施設定期点検業務(電気設備) 忠類錦町 各電気設備(受変電設備、動力設備(水処理、汚泥処理）計装設備)の点検 ⑤ 入札 6月 10月99 その他 新和浄水場膜処理設備点検業務 字五位 膜処理設備点検・洗浄 ⑤ 入札 6月 3月100 その他 下水道事業全体計画変更業務 単独公共下水道流域関連公共下水道 事業期間の延伸、計画諸元の変更、流域統合を踏まえた全体計画の変更 ④ 入札 6月 3月101 その他 下水道ストックマネジメント実施設計業務 泉町・みずほ町/スマイルパーク、運動公園、依田 泉町・みずほ町雨水排水ポンプ場：水位計３基、非常通報装置２基マンホールポンプ所（３箇所）：ポンプ抑制盤３基、非常通報 ④ 入札 6月 3月102 その他 忠類簡水計装機器点検業務 忠類地域全域 忠類・西部・東部　浄水場等各施設の計装機器の点検 ⑤ 随意契約 6月 9月103 土木 札内中央西２号通道路整備工事 札内中央町 改良舗装　L＝85m　W=1.635m+4.0m+1.635m ④ 入札 7月 10月104 土木 あかしや公園外１外周柵更新工事 札内あかしや町 あかしや公園外周柵更新L=121ｍなかよし公園外周柵更新L=299ｍ ④ 入札 7月 11月105 建築 西当近隣センター改修工事 忠類西当 バリアフリー等改修 ④ 入札 7月 10月106 管 緑町団地道路７号配水管布設替工事 緑町 HPPEφ50　L=130m ④ 入札 7月 9月107 管 消火栓更新工事 上水道区域 消火栓　５基 ④ 入札 7月 10月108 管 道道更別幕別線配水管布設替工事 札内文京町 HPPEφ75　L=250m ④ 入札 7月 11月109 管 いなほ公園ろ過機更新工事 札内みずほ町 ろ過機械設備更新（処理能力35㎥/ｈ、薬注ユニット、自動残留塩素制御装置） ④ 入札 7月 1月110 管 忠類簡水消火栓更新工事 忠類白銀町 消火栓１基 ⑤ 随意契約 7月 10月111 個別排水 個別排水処理施設整備工事（その３） 字相川・弘和 ５人槽：１基　　７人槽：１基 ⑤ 入札 7月 9月6 / 8 ページ



番号 種別 工事（業務）名 工事（業務）場所 概　　要 金額区分 発注形態 発注予定 完了予定112 測量設計 あかしや団地道路３号調査設計業務 札内あかしや町 調査設計　L=92m ⑤ 入札 7月 10月113 測量設計 あかしや団地道路４号調査設計業務 札内あかしや町 調査設計　L=92m ⑤ 入札 7月 10月114 その他 町道排水施設保全工事 ⑤ 随意契約 7月 10月115 土木 忠類24号線道路整備工事 忠類白銀町 改良舗装　L=120m　W=2.5m+9.0m ③ 入札 8月 11月116 管 道道豊頃糠内芽室線配水管移設工事 字美川 旧橋梁添架管撤去　１式 ⑤ 入札 8月 10月117 個別排水 個別排水処理施設整備工事（その４） 字依田 ７人槽：１基 ⑤ 入札 8月 10月118 その他 幕別町橋梁定期点検業務 幕別町全域 橋梁定期点検　40橋 ③ 入札 8月 12月119 その他 学校林更新工事 札内東中学校 札内東中学校周辺の学校林の伐採、剪定 ⑤ 随意契約 8月 11月120 土木 緑町団地道路５号道路整備工事 緑町 改良舗装　L=69m  W=1.75m+6.5m+1.75m ④ 入札 9月 11月121 土木 緑町団地道路７号道路整備工事 緑町 改良舗装　L=69m  W=1.75m+6.5m+1.75m ④ 入札 9月 11月122 土木 上稲志別線排水路改良工事 字途別 法面・排水路補修　L=90m ④ 入札 9月 11月123 土木 忠類栄町公共汚水桝新設工事 忠類栄町 公共汚水桝設置 ⑤ 入札 9月 11月124 電気 古舞地区共聴設備移設工事 字古舞 古舞道営農道整備特別対策事業による地上デジタル放送用の光ケーブル、鋼管柱の移設工事 ④ 入札 9月 11月125 管 忠類簡水配水管移設工事 忠類公親 HPPEφ75　L=100m ④ 入札 9月 11月126 管 道営相川第２地区関連相川３線配水管移設工事 相川 Peφ50　L=550ｍ ④ 入札 9月 11月127 管 明倫地区送水管布設替工事 字美川 DCIPφ100　L=200ｍ ④ 入札 9月 11月128 舗装 日新線道路整備工事 字日新 舗装(オーバーレイ)　 L=113m　W=7.5m ⑤ 入札 9月 11月129 塗装 農業者トレセンアリーナ床ウレタン塗装工事 農業者トレセン 農業者トレセンアリーナ床のウレタン塗装 ⑤ 随意契約 9月 10月130 測量設計 旭町４・５丁目仲通調査設計業務 旭町 調査設計　L=71m ⑤ 入札 9月 11月7 / 8 ページ



番号 種別 工事（業務）名 工事（業務）場所 概　　要 金額区分 発注形態 発注予定 完了予定131 測量設計 東５条通調査設計業務 東５条 調査設計　L=91m ⑤ 入札 9月 11月132 その他 忠類簡水台帳修正業務 忠類地域全域 台帳修正業務　一式 ⑤ 随意契約 9月 2月133 その他 道路交通量調査業務 町内 町内10か所 ⑤ 入札 9月 11月134 その他 農業集落排水処理施設台帳修正業務 忠類市街地 農業集落排水処理施設台帳修正　一式 ⑤ 随意契約 9月 2月135 土木 歩道段差改良工事 札内西町ほか 歩道段差改良 ⑤ 入札 10月 11月136 土木 忠類第１幹線明渠排水路外１護岸復旧工事 忠類錦町、本町 忠類第１幹線明渠　積ブロック復旧　L=20ｍ忠類幹線明渠　連結ブロック復旧　L=20ｍ ④ 入札 10月 1月137 土木 春駒橋橋梁補修工事 忠類明和 橋梁補修工事　１橋 ④ 入札 10月 2月138 造園 町道支障木剪定保全工事 本町地区、札内地区 ⑤ 随意契約 10月 12月139 その他 道路台帳修正委託 ― 道路台帳修正 ⑤ 入札 10月 3月140 その他 河川台帳修正委託 ― 河川台帳修正 ⑤ 随意契約 10月 3月141 備品購入 農業集落排水処理施設薬品保冷庫購入 忠類錦町 薬品保冷庫購入 ⑤ 随意契約 10月 1月
8 / 8 ページ


