
No. 区分 所管課
着手

時期(月) 契約の方法 事業名 施工場所
工期

（日） 事業概要

1 土木 下水道課 4 条件付一般競争入札
恵庭市公共下水道事業
福住地区管渠布設工事第１工区

福住町2丁目 180 汚水φ200　L=510m

2 土木 下水道課 4 条件付一般競争入札
恵庭市公共下水道事業
福住地区管渠布設工事第２工区

福住町2丁目 180 汚水φ200　L=457m

3 土木 下水道課 4 条件付一般競争入札
恵庭市公共下水道事業
福住・末広地区管渠布設工事

福住町2丁目、末広町 180 汚水φ200　L=490m

4 土木 教育施設課 4 条件付一般競争入札 小中学校校庭整備工事 市内小・中学校 30 校庭の転圧・敷均し

5 土木 下水道課 5 条件付一般競争入札
恵庭市公共下水道事業
基線通管渠布設工事第１工区

和光町4丁目 180
汚水φ200 L=96m
雨水φ250-300 L=107m φ1500
L=26m

6 土木 下水道課 5 条件付一般競争入札
恵庭市公共下水道事業
基線通管渠布設工事第２工区

戸磯 210
汚水φ200 L=271m
雨水φ250-500 L=727m

7 土木 下水道課 5 条件付一般競争入札
恵庭市公共下水道事業
西島松地区管渠布設工事

西島松 180 雨水φ1500　L=100m

8 土木 管理課 5 条件付一般競争入札 道路施設補修工事(土木補修) 市内一円 150 トラフ改修他

9 土木 下水道課 6 条件付一般競争入札
恵庭市公共下水道事業
幹線管渠更生工事

福住町外 120
汚水管更生　φ250 L=30m
φ600 L=10m　φ1200 L=25m

10 土木 土木課 6 条件付一般競争入札 南15漁川橋補修工事 中島松、林田、漁太 300 橋梁補修、塗装塗替え

11 土木 土木課 6 条件付一般競争入札 恵庭跨線橋補修工事 福住町1丁目、黄金北1丁目 120 階段補修

令和３年度　建設工事及び工事関連業務発注予定一覧（「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第7条に基づく）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　（令和３年４月１日現在）

*掲載内容は予定であり変更する場合があります。
＊工事：250万年以上、関連業務：100万円以上を公表します。 1
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12 土木 土木課 6 条件付一般競争入札 黄金橋補修工事 黄金北1丁目 90 橋梁補修、塗装塗替え

13 土木 下水道課 7 条件付一般競争入札
恵庭市公共下水道事業
幹線管渠耐震化工事

中島松 120
耐震継手設置(φ1350)
人孔耐震化

14 土木 土木課 7 条件付一般競争入札 有明14番線改良舗装工事 有明町2丁目 120 L=318m,W=6.0m

15 土木 土木課 7 条件付一般競争入札 恵庭南4番線改良舗装工事 白樺町2丁目 120 L=329m,W=6.0m

16 土木 土木課 7 条件付一般競争入札 島松大通アンダーパス補修工事 島松東町4丁目 120 L=72m、W=15.0m

17 土木
全国都市緑化
北海道フェア

準備室
7 条件付一般競争入札

全国都市緑化北海道フェア会場整備工
事その１

南島松817-7他 150
会場基盤整備、仮設設備工事一
式

18 土木
全国都市緑化
北海道フェア

準備室
7 条件付一般競争入札

全国都市緑化北海道フェア会場整備工
事その2

南島松918他 150
会場基盤整備、仮設駐車場整備
一式

19 土木 土木課 8 条件付一般競争入札 有福橋補修工事 有明町5丁目、福住町1丁目 180 舗装打替、伸縮装置取替

20 土木 土木課 9 条件付一般競争入札 西島松地区道路新設改良舗装工事 西島松 90 L=62.0,W=8.0

21 土木 下水道課 3 条件付一般競争入札
恵庭市公共下水道事業
福住地区管渠布設工事(ゼロ市債)

福住町3丁目 180 汚水φ200　L=258m

22 土木 下水道課 3 条件付一般競争入札
恵庭市公共下水道事業
末広地区管渠布設工事(繰越)

末広町 180 汚水φ200　L=440m

*掲載内容は予定であり変更する場合があります。
＊工事：250万年以上、関連業務：100万円以上を公表します。 2
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23 土木 土木課 3 条件付一般競争入札 茂漁13番線改良舗装工事(ゼロ市債) 大町1丁目 90 L=55m,W=8.0m

24 土木 土木課 3 条件付一般競争入札 島松南19番線改良舗装工事(ゼロ市債) 島松東町3丁目 90 L=119m,W=8.0m

25 土木 土木課 3 条件付一般競争入札 花の拠点整備工事(ゼロ市債) 南島松 214 植栽、施設整備

26 建築 建築課 5 条件付一般競争入札
総合体育館第２体育室フロア－床研磨
等改修工事

黄金中央5丁目199-2 60
体育館床フローリング研磨およ
び塗装改修工事

27 建築 建築課 6 条件付一般競争入札
恵庭小学校(管理棟)長寿命化改修工事
の内建築工事

福住町2丁目9-13 270
学校の内外全体の長寿命化改修
工事のうち建築工事

28 建築 建築課 7 条件付一般競争入札
恵み野旭小学校(校舎・講堂)煙突石綿
対策工事

恵み野北4-1-1 90
小学校煙突石綿含有断熱材撤去
と断熱材復旧工事

29 建築 上水道課 7 条件付一般競争入札 応急給水資材車庫整備事業 恵庭市有明町5丁目 120 カスケード車庫

30 建築
選挙管理委
員会事務局

9 条件付一般競争入札
衆議院議員選挙ポスター掲示場設置撤
去業務委託

恵庭市内一円123箇所 60

31 建築(防水) 建築課 7 条件付一般競争入札 和光小学校東校舎屋上防水改修工事 和光町2丁目9-13 120
校舎屋上SUS防水→As防水への改
修工事

32 舗装 管理課 5 条件付一般競争入札 恵み野地区外舗装補修工事 恵み野地区一円 180 舗装オーバーレイ他

33 舗装 管理課 5 条件付一般競争入札 柏陽・中島地区外舗装補修工事 柏陽・中島地区外一円 180 舗装オーバーレイ他

*掲載内容は予定であり変更する場合があります。
＊工事：250万年以上、関連業務：100万円以上を公表します。 3



No. 区分 所管課
着手

時期(月) 契約の方法 事業名 施工場所
工期

（日） 事業概要

令和３年度　建設工事及び工事関連業務発注予定一覧（「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第7条に基づく）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　（令和３年４月１日現在）

34 舗装 管理課 5 条件付一般競争入札 道路施設補修工事(舗装補修) 市内一円 180 舗装オーバーレイ他

35 舗装 管理課 5 条件付一般競争入札 道路施設補修工事(歩道補修) 市内一円 150 歩道舗装打換他

36 舗装 計画調整課 6 条件付一般競争入札 中島松地区道路整備工事 中島松 90 簡易舗装工事　L=1,100m

37 舗装 土木課 6 条件付一般競争入札 南26号交差点改良工事 戸磯 90 交差点拡幅

38 舗装 土木課 7 条件付一般競争入札 松園線道路補修工事 恵み野南5丁目、南島松 120 L=370m

39 舗装 土木課 8 条件付一般競争入札 島松駅通整備工事 島松東町2丁目 120 L=240m、W=11.0m＋3.5m×2

40 造園 管理課 5 条件付一般競争入札 街路樹管理委託業務(間引き等) 市内一円 210 街路樹間引き

41 造園 土木課 6 条件付一般競争入札 西島松地区伐採委託業務 西島松 60 L=62.0,W=8.0

42 造園 管理課 7 条件付一般競争入札 公園施設長寿命化改修工事(外柵等) 市内一円 150 公園外柵更新

43 造園 管理課 8 条件付一般競争入札 公園施設長寿命化改修工事 市内一円 180 公園遊具更新

44 電気
下水終末処

理場
6 随意契約

終末処理場　２系反応タンクＤＯ計更
新工事

中島松453番地 120 ＤＯ計交換

*掲載内容は予定であり変更する場合があります。
＊工事：250万年以上、関連業務：100万円以上を公表します。 4



No. 区分 所管課
着手

時期(月) 契約の方法 事業名 施工場所
工期

（日） 事業概要

令和３年度　建設工事及び工事関連業務発注予定一覧（「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第7条に基づく）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　（令和３年４月１日現在）

45 電気 建築課 6 条件付一般競争入札
恵庭小学校(管理棟)長寿命化改修工事
の内電気設備工事

福住町2丁目9-13 270
学校の内外全体の長寿命化改修
工事のうち電気設備工事

46 電気
花と緑・観

光課
6 条件付一般競争入札 センターハウス非常用発電機改修工事 南島松 120 非常用発電機更新

47 電気
下水終末処

理場
8 随意契約

終末処理場　２系沈砂棟無停電電源装
置更新工事

中島松453番地 120 制御弁式据置鉛蓄電池交換

48 電気
基地・防災

課
10 条件付一般競争入札 防災行政無線更新工事 恵庭市内一円 450

防災行政無線(デジタル)の更新
工事

49 設備(管) 下水道課 4 条件付一般競争入札
個別排水処理施設設置工事
その１

市内一円 150 ５人槽２基、７人槽１基

50 設備(管) 下水道課 5 条件付一般競争入札 宅内分流化工事その１ 緑町、漁町、福住町 90
分流化工事に伴う宅内雨・汚水
の
接続替え工事

51 設備(管) 下水道課 6 条件付一般競争入札 宅内分流化工事その２ 緑町、漁町、福住町 90
分流化工事に伴う宅内雨・汚水
の
接続替え工事

52 設備(管) 下水道課 6 条件付一般競争入札 宅内分流化工事その３ 緑町、漁町、福住町 90
分流化工事に伴う宅内雨・汚水
の
接続替え工事

53 設備(管) 建築課 6 条件付一般競争入札
恵庭小学校(管理棟)長寿命化改修工事
の内機械設備工事

福住町2丁目9-13 270
学校の内外全体の長寿命化改修
工事のうち機械設備工事

54 設備(管) 下水道課 7 条件付一般競争入札
個別排水処理施設設置工事
その２

市内一円 150 ５人槽４基、７人槽３基

55 設備(管) 建築課 7 条件付一般競争入札 桜町会館防音機能復旧工事 桜町3丁目8-13 90 会館における暖房設備改修工事

*掲載内容は予定であり変更する場合があります。
＊工事：250万年以上、関連業務：100万円以上を公表します。 5
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56 設備(管) 建築課 7 条件付一般競争入札 かしわのもり冷房設備整備事業 大町1丁目5-7 60 施設内エアコン設置工事

57 設備(管) 下水道課 8 条件付一般競争入札
個別排水処理施設設置工事
その３

市内一円 150 ５人槽４基、10人槽１基

58 設備(水道施設) 上水道課 4 条件付一般競争入札 検満メーター取替工事第1工区 市内一円 150
水道メーター取替φ13～φ150
計844個

59 設備(水道施設) 上水道課 4 条件付一般競争入札 検満メーター取替工事第2工区 市内一円 150
水道メーター取替φ13～φ150
計861個

60 設備(水道施設) 上水道課 4 条件付一般競争入札 検満メーター取替工事第3工区 市内一円 150
水道メーター取替φ13～φ150
計902個

61 設備(水道施設) 上水道課 4 条件付一般競争入札 検満メーター取替工事第4工区 市内一円 150
水道メーター取替φ13～φ150
計849個

62 設備(水道施設) 上水道課 4 条件付一般競争入札 検満メーター取替工事第5工区 市内一円 150
水道メーター取替φ13～φ150
計795個

63 設備(水道施設) 上水道課 5 条件付一般競争入札 島松西7番線外6配水管布設替工事 島松寿町2丁目 150 φ50-φ150  L=907m

64 設備(水道施設) 上水道課 6 条件付一般競争入札 南21号島松線外3配水管布設替工事 西島松 150 φ50-φ75  L=490m

65 設備(水道施設) 上水道課 6 条件付一般競争入札 東1線外1配水管布設替工事 戸磯、上山口、中央 90 φ50  L=450m

66 設備(水道施設) 上水道課 6 条件付一般競争入札 南9号線配水管布設替工事 北島 90 φ100  L=50m

*掲載内容は予定であり変更する場合があります。
＊工事：250万年以上、関連業務：100万円以上を公表します。 6
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67 設備(水道施設) 上水道課 6 条件付一般競争入札 中8線外1配水管布設替工事 下島松 90 φ50  L=900m

68 設備(水道施設) 上水道課 6 条件付一般競争入札 恵庭西9番線外3配水管布設替工事 漁町、桜町1・2丁目 120 φ50-φ75  L=347m

69 設備(水道施設) 上水道課 8 条件付一般競争入札 消火栓更新整備工事 市内一円 120 消火栓更新　20基

70 設備(水道施設) 上水道課 8 条件付一般競争入札
戸磯軽工業団地3号線外1配水管布設工
事

戸磯、黄金南1丁目 120 φ150  L=490m

71 設備(水道施設) 上水道課 8 条件付一般競争入札 基線通外1配水管布設替工事 和光町3・4丁目 120 φ75-φ100  L=220m

72 設備(水道施設) 上水道課 8 条件付一般競争入札 島松駅通線外1配水管布設替工事 島松東町2丁目 120 φ100  L=310m

73 設備(水道施設) 上水道課 8 条件付一般競争入札 茂漁21番線外3配水管布設替工事 文京町1・2丁目、幸町2丁目 120 φ50-φ100  L=388m

74 設備(水道施設)
廃棄物管理

課
8 条件付一般競争入札 ごみ処理場地下給水ポンプ交換工事

恵庭市ごみ処理場
(盤尻255-4)

180

75 設備(水道施設)
廃棄物管理

課
8 条件付一般競争入札

最終処分場浸出水貯留槽防水機能復旧
事業

恵庭市ごみ処理場
(盤尻255-4)

180

76 設備(水道施設) 上水道課 3 条件付一般競争入札 西3線配水管布設替工事(ゼロ市債) 林田 150 φ100  L=1,100m

77 設備(水道施設) 上水道課 3 条件付一般競争入札
漁川沿線外1配水管布設替工事(ゼロ市
債)

漁太 150 φ50  L=1,315m

*掲載内容は予定であり変更する場合があります。
＊工事：250万年以上、関連業務：100万円以上を公表します。 7



No. 区分 所管課
着手

時期(月) 契約の方法 事業名 施工場所
工期

（日） 事業概要

令和３年度　建設工事及び工事関連業務発注予定一覧（「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第7条に基づく）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　（令和３年４月１日現在）

78 設備(水道施設) 上水道課 3 条件付一般競争入札
南13号恵庭線外1配水管布設替工事(ゼ
ロ市債)

漁太 150 φ75  L=1,100m

79 設備(水道施設) 上水道課 3 条件付一般競争入札
柏木北線外4配水管布設替工事(ゼロ市
債)

北柏木町1・2丁目 150 φ50-φ100  L=540m

80 設備(他)
下水終末処

理場
5 随意契約

終末処理場　２系No.1消化槽撹拌機整
備工事

中島松453番地 120 撹拌機本体分解整備

81 設備(他)
下水終末処

理場
5 随意契約

終末処理場　沈殿汚泥し渣分離機整備
工事

中島松453番地 90 分離機分解整備

82 設備(他)
下水終末処

理場
5 随意契約

生ごみ・し尿処理場　生ごみ残渣移送
コンベア整備工事

中島松460番地1 210 コンベア分解整備

83 設備(他) 建築課 7 条件付一般競争入札 小学校消防設備等改修工事 福住町2-9-13　他 120
市内全小学校8校の消防設備保守
点検指摘事項の修繕改修工事

84 設備(他) 建築課 7 条件付一般競争入札 中学校消防設備等改修工事 文京町3-4-5　他 120
市内全中学校5校の消防設備保守
点検指摘事項の修繕改修工事

85 設備(他)
下水終末処

理場
7 指名競争入札

終末処理場　４系嫌気槽撹拌機整備工
事

中島松453番地 180 減速機交換

86 設備(他)
下水終末処

理場
7 随意契約 終末処理場　自家発電機点検整備工事 中島松453番地 90

給気ダンパー、排気ダンパー分
解整備

87 設備(他)
下水終末処

理場
7 指名競争入札

生ごみ・し尿処理場　ドラムスクリー
ン整備工事

中島松460番地1 120 ドラムスクリーン分解整備

88 設備(他) 管理課 7 随意契約 恵庭駅自由通路昇降設備等補修工事 恵庭駅 120 EV・ESC

*掲載内容は予定であり変更する場合があります。
＊工事：250万年以上、関連業務：100万円以上を公表します。 8



No. 区分 所管課
着手

時期(月) 契約の方法 事業名 施工場所
工期

（日） 事業概要

令和３年度　建設工事及び工事関連業務発注予定一覧（「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第7条に基づく）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　（令和３年４月１日現在）

89 設備(他)
下水終末処

理場
8 随意契約

終末処理場　２系初沈・終沈掻寄機整
備工事

中島松453番地 120 減速機交換

90 設備(他)
下水終末処

理場
9 指名競争入札

終末処理場　２系消化槽投入・引抜弁
整備工事

中島松453番地 150 投入・引抜弁分解整備

91 設備(他)
下水終末処

理場
10 指名競争入札

終末処理場　５系No.1・2返送汚泥ポン
プ整備工事

中島松453番地 120 ポンプ分解整備

92 設備(他)
下水終末処

理場
10 随意契約

終末処理場　１系No.3し渣搬出コンベ
ア整備工事

中島松453番地 150 下ベルト点検・分解整備

93 設備(他) 環境課 10 随意契約 恵浄殿火葬炉改修工事 恵浄殿 120

94 塗装 建築課 6 指名競争入札 恵み野憩の家修繕工事(外壁塗装等) 恵み野北2-1-3 60 外壁塗装改修工事

95 委託 管理課 4 随意契約 道路維持関連委託業務 市内一円 365 道路維持関連業務

96 委託 建築課 4 公募型指名競争入札
市営住宅恵央団地6号棟新築工事設計委
託業務

恵央町17番地 150
市住恵央団地C地区基本設計書見
直しおよび6号棟新築工事実施設
計業務

97 委託 農政課 4 公募型指名競争入札
北島排水機場・南９号排水路床ざらい
委託業務

北島 60
排水路に堆積した土砂の床ざら
い

98 委託 下水道課 5 公募型指名競争入札
恵庭市公共下水道事業
新・京・栄恵町地区測量委託業務

新町、京町、栄恵町 120 測量委託　L=3.4㎞

99 委託
管財・契約

課
6 公募型指名競争入札 旧職業訓練センター確定測量委託業務 漁町 90

売却にかかり境界を明確にする
ため確定測量を行う。

*掲載内容は予定であり変更する場合があります。
＊工事：250万年以上、関連業務：100万円以上を公表します。 9



No. 区分 所管課
着手

時期(月) 契約の方法 事業名 施工場所
工期

（日） 事業概要

令和３年度　建設工事及び工事関連業務発注予定一覧（「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第7条に基づく）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　（令和３年４月１日現在）

100 委託
管財・契約

課
6 公募型指名競争入札 教員住宅恵庭４号棟確定測量委託業務 福住町１丁目 90

売却にかかり境界を明確にする
ため確定測量を行う。

101 委託 計画調整課 6 公募型指名競争入札 生ごみし尿処理場更新整備設計委託 中島松 150
生ごみし尿処理場更新整備基本
設計・実施設計

102 委託 建築課 6 指名競争入札
恵庭小学校(管理棟)長寿命化改修工事
監理委託

福住町2丁目9-13 270
小学校長寿命化改修工事監理委
託

103 委託 建築課 6 公募型指名競争入札 恵浄殿外壁屋上改修工事設計委託 西島松248-1 120
外壁・屋上防水改修工事実施設
計

104 委託 上水道課 6 公募型指名競争入札 配水管実施設計委託業務 市内一円 180 L=9,000m

105 委託 下水道課 7 公募型指名競争入札
恵庭市公共下水道事業
新・京・栄恵町地区地質・設計委託業
務

新町、京町、栄恵町 150 地質調査・設計委託　L=3.4㎞

106 委託 下水道課 7 公募型指名競争入札
恵庭市公共下水道事業
管渠耐震化実施設計委託業務

恵み野西外 120 耐震化設計

107 委託 下水道課 7 公募型指名競争入札
恵庭市公共下水道事業
管渠調査委託業務

市内一円 150 カメラ調査等　L=10km

108 委託 建築課 7 公募型指名競争入札
中学校給食センター施設設備更新事業
(実施設計)

柏木町3丁目129 120
吸収式冷温水発生器および冷却
塔の更新工事に係る実施設計

109 委託 建築課 7 指名競争入札 桜町会館防音機能復旧工事監理委託 桜町3丁目8-13 90
会館における暖房設備改修工事
監理委託

110 委託 建築課 7 公募型指名競争入札
恵み野小学校(校舎、講堂)防音機能復
旧工事設計委託

恵み野南4丁目1-1 90
校舎および講堂における暖房設
備改修工事に係る実施設計

*掲載内容は予定であり変更する場合があります。
＊工事：250万年以上、関連業務：100万円以上を公表します。 10



No. 区分 所管課
着手

時期(月) 契約の方法 事業名 施工場所
工期

（日） 事業概要

令和３年度　建設工事及び工事関連業務発注予定一覧（「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第7条に基づく）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　（令和３年４月１日現在）

111 委託 建築課 7 公募型指名競争入札 東恵庭会館改修工事設計委託 中央449 120
東恵庭憩の家との統合に伴う改
修工事設計委託

112 委託 建築課 7 公募型指名競争入札 和光会館防音機能復旧工事設計委託 和光町2丁目2-8 90
会館における暖房設備改修工事
に係る実施設計

113 委託 土木課 7 公募型指名競争入札 道路測量調査設計委託業務
緑町1丁目、島松東町1丁
目、島松旭町4丁目

140 L=631m,W=6.0m～8.0m

114 委託

全国都市緑
化北海道

フェア準備
室

7 指名競争入札
全国都市緑化北海道フェア施工監理委
託業務

南島松817-7他 150 会場整備施工監理委託

115 委託 農政課 8 公募型指名競争入札
北島排水機場・南９号排水路草刈委託
業務

北島 60 機械草刈

116 委託 管理課 11 随意契約 路線排雪運搬委託業務 市内一円 150 路線排雪業務

117 委託 教育総務課 11 公募型指名競争入札 学校スケートリンク造成・管理委託 和光小学校、若草小学校 90

118 委託
健康スポー

ツ課
11 公募型指名競争入札 市民スケート場造成管理業務 牧場53-4 120

スケート場の造成、運営維持管
理

119 委託
健康スポー

ツ課
11 公募型指名競争入札 島松スケート場造成管理業務 南島松406-1 120

スケート場の造成、運営維持管
理

120 委託 市民生活課 11 公募型指名競争入札
市営有料駐車場除排雪委託(恵庭駅東口
外)

恵庭駅東口外 125

121 委託 社会教育課 12 公募型指名競争入札
生涯学習施設かしわのもり
駐車場除雪・排雪委託業務

大町1丁目・2丁目 121 除雪１６回、排雪５回

*掲載内容は予定であり変更する場合があります。
＊工事：250万年以上、関連業務：100万円以上を公表します。 11


