
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 10 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 150 雨水φ1350  L= 88m

2 土木 下水道課 10 条件付一般競争入札
恵庭市公共下水道事業
恵庭１号幹線管渠更生工事

福住町外 150 汚水管更生　φ1200 L=128m

3 土木
廃棄物管理

課
11 条件付一般競争入札 最終処分場浸出水貯留槽補修工事

恵庭市ごみ処理場
(盤尻255-4)

120
コンクリートはつり・コンク
リート打設・防食塗装

4 土木 下水道課 10 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

末広町 120 汚水φ200　L=244m

5 土木
全国都市緑化
北海道フェア

推進室
11 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3

南島松918他 150 修景施設等整備一式

6 土木 土木課 R4.2 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 121
L=62.0,W=8.0
伐採委託業務と合併発注

7 建築 上水道課 10 条件付一般競争入札 応急給水資材車庫整備工事 有明町5丁目 60 車庫整備（土木工事含む）

8 建築
選挙管理委員

会事務局 9 公募型指名競争入札
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122箇所 60

9 建築
選挙管理委員

会事務局 10 公募型指名競争入札
市長選挙ポスター掲示場設置撤去業務
委託

恵庭市内一円122箇所 60

10 建築 建築課 11 条件付一般競争入札
恵庭小学校講堂トイレ改修工事の内建
築工事

福住町2丁目9-13 90
小学校講堂トイレ内装改修工事
の内建築工事

11 建築 建築課 11 条件付一般競争入札 恵庭中学校シャッター等改修工事 文京町3-4-5 90
中学校におけるシャッター新
設・改修工事

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10月１日以降入札予定分（随意契約は契約予定分）
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＊工事：250万円以上、関連業務：100万円以上を公表します。 1



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10月１日以降入札予定分（随意契約は契約予定分）

12 舗装 土木課 10 条件付一般競争入札 黄金・恵み野地区外舗装補修工事
黄金中央5丁目、恵み野西2･
3･4丁目

92 切削オーバーレイ 2か所

13 造園
花と緑・観

光課
10 公募型指名競争入札 壁面装飾委託業務 南島松 60

花の拠点センターハウスの壁面
装飾

14 造園
廃棄物管理

課
10 公募型指名競争入札 最終処分場進入路樹木伐採委託業務 盤尻最終処分場 50 樹木伐採

15 造園 管理課 11 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

16 電気 建築課 11 条件付一般競争入札
恵庭小学校講堂トイレ改修工事の内電
気設備工事

福住町2丁目9-13 90
小学校講堂トイレ内装改修工事
の内電気設備工事

17 設備（管） 下水道課 10 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 120 ５人槽３基、７人槽１基

18 設備（他） 建築課 11 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

19 設備（他） 建築課 11 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

20 設備（管） 建築課 11 条件付一般競争入札
恵庭小学校講堂トイレ改修工事の内機
械設備工事

福住町2丁目9-13 90
小学校講堂トイレ内装改修工事
の内機械設備工事

21 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

22 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
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23 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

24 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

25 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

26 委託 社会教育課 11 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
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