
令和　４年　９月１５日

1 委託業務 スポーツセンター改修実施設計業務
令和４年５月１３日～
令和５年２月２８日

スポーツセンター 令和５年度改修工事に係る実施設計業務
令和４年５月１３日

１０時００分
指名競争 委託 生涯学習課

2 管工事 保健福祉総合センター浴場等換気設備改修工事
令和４年５月１６日～
令和４年９月１５日

南幌町中央３丁目４番２６号 南幌町保健福祉総合センターあいくるの「ふれあいの湯」の換気設備を改修する。
令和４年５月１３日

１０時００分
指名競争 請負 保健福祉課

3 建築工事 緑町コミュニティセンター改修工事
令和４年８月２５日～
令和４年１１月３０日

南幌町緑町３丁目１番１４号 緑町コミュニティセンター外壁、屋根等の塗装・補修
令和４年８月２３日

１０時００分
指名競争 請負 総務課

4 解体工事 旧町営夕張太プール解体工事
令和４年７月２１日～
令和４年１１月３０日

南幌町稲穂２丁目１番１号
管理棟：６０.７５㎡
プール棟：６９６.４１㎡

令和４年７月１９日
１１時００分

指名競争 請負 総務課

5 土木一式工事
農業水路等長寿命化・防災減災事業南７線排水路地区排
水路改修工事

令和４年９月１２日～
令和５年２月２０日

南７線西２号～西３号 排水路改修　５６０ｍ
令和４年８月２３日

１０時００分
指名競争 請負 産業振興課

6 委託業務 南幌温泉改修工事実施設計
令和４年８月２９日～
令和５年３月３１日

南幌温泉 南幌温泉の大規模改修に要する工事費の積算
令和４年８月２３日

１０時００分
指名競争 委託 産業振興課

7 管工事 栄町団地ガス給湯器・浴槽設置工事（第４期）
令和４年６月２８日～
令和４年１２月２７日

南幌町栄町４丁目３番 ガス給湯器、浴槽及び各種給湯配管設置に係る工事（２戸）
令和４年６月２７日

１０時００分
指名競争 請負 都市整備課

8 委託業務 立地適正化計画等策定業務
令和４年４月２２日～
令和５年２月２８日

南幌町内 都市計画に係る立地適正化計画の策定業務
令和４年４月２２日

１０時００分
随意契約 委託 都市整備課

9 舗装工事 町道西２１号舗装改修工事
令和４年６月２０日～
令和４年１０月３１日

西２１号南１２線～西１５線間 オーバーレイ(レべリング含む)　一式
令和４年６月１７日

１０時００分
指名競争 請負 都市整備課

10 電気工事 街路灯改修工事
令和４年６月２０日～
令和４年１０月２０日

稲穂２丁目・南１０線西１４
号

稲穂２丁目　２本・南１０線西１４号　１本（８ｍ）
令和４年６月１７日

１１時３０分
指名競争 請負 都市整備課

11 土木一式工事 南１４線道路歩道改修工事
令和４年６月２２日～
令和４年１０月２０日

南１４線西９号～南幌停車場
線間（３カ所）

路盤改良・インターロッキング舗装
令和４年６月１７日

１１時００分
指名競争 請負 都市整備課

12 委託業務 橋梁点検業務
令和４年６月１７日～
令和４年１１月１日

南幌町内一円 橋梁点検一式
令和４年６月１７日

１０時３０分
指名競争 委託 都市整備課

13 委託業務 鶴沼橋補修設計業務
令和４年６月１７日～
令和４年８月２６日

南１８線
鶴沼橋補修設計業務
橋長５.４m

令和４年６月１７日
１０時３０分

指名競争 委託 都市整備課

14 委託業務 橋梁長寿命化計画策定業務
令和４年６月１７日～
令和４年９月１２日

南幌町内一円 橋梁長寿命化計画策定業務一式
令和４年６月１７日

１０時３０分
指名競争 委託 都市整備課

15 土木一式工事 第３西１３号橋改修工事
令和４年７月２１日～
令和４年１２月３０日

南１２線
橋梁補修工事一式
橋長９.３５m

令和４年７月１９日
１１時００分

指名競争 請負 都市整備課

16 委託業務 南２０線道路台帳修正業務
令和４年５月１３日～
令和５年２月２８日

南２０線 道路台帳修正業務一式
令和４年５月１３日

１０時００分
指名競争 委託 都市整備課

17 委託業務 中央公園トイレ基本計画・実施設計業務
令和４年６月１７日～
　令和４年９月２０日

中央公園 トイレ基本計画・実施設計業務一式
令和４年６月１７日

１１時００分
指名競争 委託 都市整備課

18 土木一式工事 中央公園大型滑り台改修工事
令和４年７月２９日～
令和５年１月３０日

中央公園 大型滑り台改修工事一式
令和４年７月１９日

１１時００分
指名競争 請負 都市整備課

19 土木一式工事 中央公園ベンチ改修工事
令和４年８月２４日～
令和５年１月２０日

中央公園 ベンチ改修工事一式
令和４年８月２３日

１０時００分
指名競争 請負 都市整備課

20 土木一式工事 南幌向揚水機場取水ゲート・除塵機設備更新工事
令和４年６月２３日～
令和５年３月３１日

南幌向揚水機場 取水ゲート・除塵機設備更新工事一式
令和４年６月１７日

１０時００分
指名競争 請負 都市整備課

入札方法 契約方法 担当課

令和４年度　南幌町発注予定工事等情報

　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「法」という。）第７条第１項及び法施行令第５条第１項並びに第５項に基づき、南幌町が発注することが見込まれる公共工事を次のとおり公表する。

　　　　　南幌町長　大　崎　貞　二

番
号

種 別 工事等名称 工事期間 場所 工事概要 入札等執行日



21 建築工事 移住体験住宅建設工事
令和４年９月～
令和５年２月

南幌町内 移住体験住宅２棟の建築工事
令和４年９月２６日

１０時００分
指名競争 請負 まちづくり課

22 建築工事 観光案内看板等設置工事
令和４年１０月～
令和４年１２月

南幌町内 大型観光案内看板の設置、市街地以外の観光看板・施設看板の設置 令和４年１０月 指名競争 請負 まちづくり課

23 土木一式工事 中央公園パークゴルフ場防護柵改修工事
令和４年６月２８日～
令和４年１２月３０日

中央公園 中央公園パークゴルフ場の防護柵の改修
令和４年６月２７日

１０時３０分
指名競争 請負 都市整備課

24 電気工事 高圧受変電設備改修工事
令和４年６月２７日～
令和５年３月３１日

町立病院内 真空遮断器（ＶＣＢ）の取替工事
令和４年６月２７日

１０時３０分
指名競争 請負 町立南幌病院

25 電気工事 シルバーハウジング緊急通報システム更新工事
令和４年９月～
令和５年２月

道営住宅内 道営住宅集会所及びシルバーハウジング20戸の緊急通報システムの更新工事
令和４年９月２６日

１０時００分
随意契約 請負 都市整備課

26 土木一式工事 中央公園取付道路移設工事
令和４年９月～
令和５年３月

中央公園 中央公園内における取付道路の移設
令和４年９月２６日

１０時００分
指名競争 請負 都市整備課

27 土木一式工事 中央公園臨時駐車場整備工事
令和４年９月～
令和５年３月

中央公園 中央公園内における臨時駐車場を整備
令和４年９月２６日

１０時００分
指名競争 請負 都市整備課


