
区分

1 250万円以上 1,000万円未満

2 1,000万円以上 2,000万円未満

3 2,000万円以上 3,000万円未満

4 3,000万円以上 6,000万円未満

5 6,000万円以上 1億円未満

6 1億円以上 1億5,000万円未満

7 1億5,000万円以上

工事発注規模価格帯表

令 和 ４ 年 度
建設工事及び工事関連委託業務発注予定一覧
（「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）



No. 区分 所管課
入札
時期
(月)

契約の方法 事業名
工事
発注
規模

施工場所
工期

（日） 事業概要

1 土木 土木課 4 条件付一般競争入札 夢創館外構工事 1 島松仲町1丁目 60
A=150㎡　舗装工、排水構造物工、構造
物撤去工、仮設工 各一式

2 土木 土木課 4 条件付一般競争入札 茂漁14番線外1改良舗装工事 2 文京町1丁目 170
L=169.64m W=6.5m
道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線
工、構造物撤去工、仮設工 附帯工 各一式

3 土木 土木課 4 条件付一般競争入札 柏陽中学校防球フェンス設置工事 3 柏陽町3丁目 120 防球フェンス設置 L=100m

4 土木 土木課 4 条件付一般競争入札 有福橋補修工事 6 有明町５丁目、福住町1丁目 300
落橋防止装置 6基、橋梁塗装工 1,120
㎡、橋梁補修工、構造物撤去工、橋梁
足場等設置工、仮設工 各一式

5 土木 土木課 5 条件付一般競争入札 戸磯軽工業団地3号線改良舗装工事 5 戸磯 180
L=351.95m W=10.0m
道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線
工、構造物撤去工、仮設工 附帯工 各一式

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
緑町地区管渠布設工事

5 緑町１丁目 180 汚水φ200　L=520m

7 土木 土木課 5 条件付一般競争入札 島松大通アンダーパス補修工事 5 島松寿町２丁目 150
L=126.00m W=15.5m
舗装工、縁石工、排水構造物工、床版工、区画線工、
構造物撤去工 各一式

8 土木 土木課 6 条件付一般競争入札 島松北21番線改良舗装工事 3 島松東町1丁目 130
L=132.68m W=6.5m
道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線
工、構造物撤去工、仮設工 附帯工 各一式

9 土木 土木課 6 条件付一般競争入札 恵庭中央3番線外1改良舗装工事 3 緑町1丁目 180
L=179.34m W=4.5m
道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線
工、構造物撤去工、仮設工 附帯工 各一式

10 土木 土木課 6 条件付一般競争入札 有明14番線改良舗装工事 3 有明町3丁目 150
L=150.71m W=6.5m
道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線
工、構造物撤去工、仮設工 附帯工 各一式

令和４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4年4月1日

*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
入札
時期
(月)

契約の方法 事業名
工事
発注
規模

施工場所
工期

（日） 事業概要

令和４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4年4月1日

11 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
基線通管渠布設工事

4 黄金南１丁目 180
雨水φ1000　L=54m
　　　φ450　L=70m、φ400　L=90m

12 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
福住地区管渠布設工事第３工区

4 福住町２丁目 180 汚水φ200　L=255m

13 土木 土木課 6 条件付一般競争入札 南15漁川橋補修工事 5 林田、中島松、漁太、春日 180
支承取替 3基、落橋防止装置 30基、横
変位拘束装置 20基、構造物撤去工、橋
梁足場等設置工、仮設工 各一式

14 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
末広地区管渠布設工事第２工区

5 末広町 180 汚水φ200　L=635m

15 土木 管理課 6 条件付一般競争入札 恵庭ふるさと公園再整備工事 6 恵庭ふるさと公園 270 恵庭ふるさと公園再整備

16 土木 下水道課 8 条件付一般競争入札
恵庭市公共下水道事業
管渠更生工事

2 島松寿町２丁目、有明町 120
汚水管更生　φ600　L=30m
　　　　　　　　φ250　L=30m

17 土木 管理課 8 条件付一般競争入札 道路施設補修工事（土木補修） 2 市内一円 90 トラフ改修他

18 土木 下水道課 8 条件付一般競争入札
恵庭市公共下水道事業
重要管渠耐震化工事

3 恵み野西ほか 120
耐震継手設置　33箇所
人孔耐震化　1箇所

19 土木 下水道課 8 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

4 中島松ほか 120
耐震継手設置　25箇所
人孔耐震化　13箇所

20 土木 土木課 10 条件付一般競争入札 南16西3排水橋補修工事 3 中島松 120

函渠工 L=3.9m W=6.2m/1基
法面工、ｶﾙﾊﾞｰﾄ工、橋梁補修工、舗装工、排水構造
物工、縁石工、防護柵工、区画線工、構造物撤去工、
仮設工 各一式

*掲載内容は予定であり変更する場合があります。
＊工事：250万円以上、関連業務：100万円以上を公表します。 2



No. 区分 所管課
入札
時期
(月)

契約の方法 事業名
工事
発注
規模

施工場所
工期

（日） 事業概要

令和４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4年4月1日

21 建築
選挙管理
委員会事
務局

5 公募型指名競争入札
参議院議員選挙ポスター掲示場設置撤去
委託業務

- 恵庭市内一円122箇所 60 ポスター掲示場の設置・撤去業務

22 建築 建築課 5 条件付一般競争入札 柏小学校校舎外壁・屋根改修工事 1 文京町3丁目3-3 150 外壁改修および屋根改修工事

23 建築 建築課 5 条件付一般競争入札 恵み野中学校屋外物置新設、解体工事 1 恵み野東1丁目1-2 110 屋外物置の撤去・新設

24 建築 建築課 5 条件付一般競争入札 東恵庭会館改修工事のうち建築工事 3 中央449 180
東恵庭憩の家との統合に伴う改修
工事のうち建築工事

25 建築 建築課 6 条件付一般競争入札 恵み野中学校シャッター改修工事 1 恵み野東1丁目1-2 110 校内シャッターの改修工事

26
建築
(防水)

建築課 6 条件付一般競争入札 恵北中学校多目的室屋上防水改修工事 1 中島松230 75 多目的室屋上防水改修工事

27 建築 建築課 6 条件付一般競争入札
総合体育館アリーナフロア床研磨等改修
工事

2 黄金中央5丁目199-2 90
総合体育館メインアリーナの床研磨
改修工事

28
建築
(防水)

建築課 6 条件付一般競争入札
恵み野中学校管理棟・教室棟屋上防水改
修工事

4 恵み野東1丁目1-2 120 屋上防水改修工事

29 建築 建築課 6 条件付一般競争入札 柏陽中学校エレベーター棟新築工事 5 柏陽町3-265 180 エレベーター棟新築工事

30 建築 建築課 6 条件付一般競争入札 恵浄殿外壁屋上改修工事 5 西島松248-1 165 外壁・屋上　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：250万円以上、関連業務：100万円以上を公表します。 3



No. 区分 所管課
入札
時期
(月)

契約の方法 事業名
工事
発注
規模
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（日） 事業概要

令和４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4年4月1日

31 建築 建築課 7 条件付一般競争入札 和光憩の家トイレ改修工事 1
和光憩の家（和光町3丁目1-
1）

75 多目的トイレの設置

32
建築
(防水)

下水終末処理場 7 条件付一般競争入札
終末処理場
汚泥濃縮棟屋上防水更新工事

1 中島松453番地 120 屋上防水の全面補修

33 建築
選挙管理
委員会事
務局

2 公募型指名競争入札
知事・道議会議員選挙ポスター掲示場設
置撤去委託業務

- 恵庭市内一円122箇所 60 ポスター掲示場の設置・撤去業務

34 舗装 管理課 4 条件付一般競争入札 道路施設補修工事（舗装補修） 2 市内一円 180 舗装オーバーレイ他

35 舗装 下水道課 5 条件付一般競争入札
恵庭市公共下水道事業
西島松地区路面復旧工事

1 西島松 60 舗装復旧　A=90m2

36 舗装 下水道課 5 条件付一般競争入札
恵庭市公共下水道事業
末広地区路面復旧工事

2 末広町 90 舗装復旧　A=1,770m2

37 舗装 土木課 5 条件付一般競争入札 島松駅通整備工事 5 島松東町2丁目 180

L=224.69m W=18.00m
道路土工、舗装工、排水構造物工、縁
石工、区画線工、構造物撤去工、仮設
工、附帯工 各一式

38 舗装 管理課 6 条件付一般競争入札 柏陽・中島地区外舗装補修工事 2 柏陽・中島地区外一円 180 舗装オーバーレイ他

39 舗装 廃棄物管理課 6 条件付一般競争入札 中島松地区南17号道路整備工事 3 中島松 90 簡易舗装工事　L=1,360m、W=4.5m

40 舗装 管理課 6 条件付一般競争入札 恵み野地区外舗装補修工事 4 恵み野地区一円 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：250万円以上、関連業務：100万円以上を公表します。 4



No. 区分 所管課
入札
時期
(月)

契約の方法 事業名
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発注
規模
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（日） 事業概要

令和４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4年4月1日

41 舗装 土木課 7 条件付一般競争入札 恵み野環状通舗装補修工事 6
恵み野西1･6丁目、恵み野北
1･6・7丁目

90
L=1,400m W=9.00m
舗装工、排水構造物工、区画線工、構
造物撤去工、仮設工 各一式

42 舗装 管理課 8 条件付一般競争入札 道路施設補修工事（歩道補修） 3 市内一円 60 歩道舗装打換他

43 造園 土木課 4 条件付一般競争入札 花の拠点植栽工事 1 南島松 60 高木植栽工、地被類植栽工 各一式

44 造園 郷土資料館 5 公募型指名競争入札 カリンバ遺跡史跡等用地草刈委託業務 - 黄金中央5丁目216-7外 120
史跡及び周辺の草刈り、集草、処理
（年２回、36,216㎡）

45 造園 上水道課 5 公募型指名競争入札 水道事業用地除草委託業務 - 市内一円 180 除草面積　約31,000m2

46 造園 管理課 6 条件付一般競争入札 公園施設長寿命化改修工事 5 市内一円（公園） 150 公園遊具更新

47 造園 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

48 造園 管理課 8 条件付一般競争入札 恵み野中央公園木橋修繕工事 1 恵み野中央公園 90 木橋修繕工事（段差解消）

49 造園 管理課 9 条件付一般競争入札 公園施設長寿命化改修工事（外柵等） 1 市内一円（公園） 120 公園外柵更新

50 電気 建築課 5 条件付一般競争入札 東恵庭会館改修工事のうち電気設備工事 1 中央449 180
東恵庭憩の家との統合に伴う改修
工事のうち電気設備工事

*掲載内容は予定であり変更する場合があります。
＊工事：250万円以上、関連業務：100万円以上を公表します。 5
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入札
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（日） 事業概要

令和４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4年4月1日

51 電気 管理課 7 条件付一般競争入札
道路付属施設補修工事
（道路照明）

1 市内一円 120 街路灯支柱更新

52 電気 下水終末処理場 8 随意契約
終末処理場
中央監視装置用機器更新工事

中島松453番地 150 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ機器更新、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｲﾝｽﾄｰﾙ

53 電気 管理課 9 条件付一般競争入札
公園照明灯灯柱更新工事
（調整交付金）

3 市内一円（公園） 120 公園照明灯柱更新

54 電気 管理課 11 条件付一般競争入札
恵庭駅自由通路等照明器具交換工事（既
設照明灯LED化）

1 恵庭駅、恵み野駅 120 照明器具交換

55 設備（管） 建築課 4 条件付一般競争入札 市住寿第一団地　給水設備切替工事 3 島松寿2丁目21-1 180
給水供給方式を受水槽方式から
ブースター方式への変更する改修
工事

56 設備（管） 建築課 5 条件付一般競争入札 東恵庭会館改修工事のうち機械設備工事 1 中央449 180
東恵庭憩の家との統合に伴う改修
工事のうち機械設備工事

57 設備（管） 建築課 6 条件付一般競争入札 島松公民館地下重油タンク更新工事 2 島松本町3丁目12-20 90 地下ｵｲﾙﾀﾝｸ更新工事

58 設備（管） 建築課 6 条件付一般競争入札 和光会館防音機能復旧工事 3 和光町2丁目2-8 120
暖房ボイラー・地下ｵｲﾙﾀﾝｸ更新工
事

59 設備（管） 建築課 6 条件付一般競争入札 中学校給食センター施設整備更新工事 5 北柏木町3丁目129 180
給食センターの吸収式冷温水発生
機及び冷却塔更新工事

60 設備（管） 下水道課 7 条件付一般競争入札 分流化に伴う排水設備工事その１ 1 福住町、末広町 90
分流化工事に伴う宅内雨汚水の接
続替え工事

*掲載内容は予定であり変更する場合があります。
＊工事：250万円以上、関連業務：100万円以上を公表します。 6
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令和４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4年4月1日

61 設備（管） 下水道課 7 条件付一般競争入札 分流化に伴う排水設備工事その２ 1 福住町、末広町 90
分流化工事に伴う宅内雨汚水の接
続替え工事

62 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１ 1 市内一円 120 5人槽2基、10人槽1基

63 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２ 1 市内一円 120 5人槽2基、7人槽1基

64 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 2 市内一円 150
水道メーター取替φ13～φ75
計832個

65 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 2 市内一円 150
水道メーター取替φ13～φ75
計800個

66 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 2 市内一円 150
水道メーター取替φ13～φ75
計811個

67 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 2 市内一円 150
水道メーター取替φ13～φ75
計781個

68 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 2 市内一円 150
水道メーター取替φ13～φ75
計835個

69 設備（水道施設） 上水道課 5 条件付一般競争入札 島松東町地区配水管布設替工事 1 島松東町1丁目 120 φ50　L=200m

70 設備（水道施設） 上水道課 5 条件付一般競争入札 基線跨線橋工事に伴う配水管布設替工事 2 和光町3・4丁目 120 φ50-φ100　L=280m

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



No. 区分 所管課
入札
時期
(月)

契約の方法 事業名
工事
発注
規模

施工場所
工期

（日） 事業概要

令和４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4年4月1日

71 設備（水道施設） 上水道課 5 条件付一般競争入札 島松旭町地区配水管布設替工事 3 島松旭町2丁目 150 φ50-φ150　L=369m

72 設備（水道施設） 上水道課 5 条件付一般競争入札 島松本町地区配水管布設替工事 5 島松本町2・3・4丁目 150 φ50-φ75　L=849m

73 設備（水道施設） 上水道課 7 条件付一般競争入札 島松駅通配水管布設替工事 2 島松東町1･2丁目 120 φ50-φ100　L=388m

74 設備（水道施設） 上水道課 7 条件付一般競争入札 恵南地区配水管布設替工事 3 恵南 90 φ150　L=475m

75 設備（水道施設） 上水道課 7 条件付一般競争入札 北島地区配水管布設替工事 3 北島 120 φ50　L=830m

76 設備（水道施設） 上水道課 7 条件付一般競争入札 西3線配水管布設替工事 5 林田 120 φ100　L=1,690m

77 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 1 市内一円 120 消火栓更新　9基

78 設備（水道施設） 上水道課 9 条件付一般競争入札 下島松地区配水管布設替工事 2 下島松 90 φ50　L=370m

79 設備（水道施設） 上水道課 9 条件付一般競争入札 白樺地区配水管布設替工事 2 白樺町1丁目 120 φ100　L=290m

80 設備（水道施設） 上水道課 9 条件付一般競争入札 春日地区配水管布設替工事 2 春日 90 φ50　L=450m

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



No. 区分 所管課
入札
時期
(月)

契約の方法 事業名
工事
発注
規模

施工場所
工期

（日） 事業概要

令和４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4年4月1日

81 設備（水道施設） 上水道課 9 条件付一般競争入札 新町・京町地区配水管布設替工事 2 新町、京町 120 φ75　L=187m

82 設備（水道施設） 上水道課 9 条件付一般競争入札 恵南地区配水管布設替工事その２ 4 恵南 90 φ50　L=1,115m

83 設備（水道施設） 上水道課 9 条件付一般競争入札 中島松・南島松地区配水管布設替工事 4 中島松・南島松 90 φ50-φ75　L=1,295m

84 設備（他） 下水終末処理場 5 条件付一般競争入札
終末処理場
放流ポンプ棟地下タンク整備工事

1 中島松453番地 120 常時監視装置設置他

85 設備（他） 下水終末処理場 5 条件付一般競争入札
終末処理場
バイオ汚泥貯留槽撹拌機整備工事

1 中島松453番地 120 減速機の分解整備

86 設備（他） 下水終末処理場 5 条件付一般競争入札
終末処理場
No.3脱水機整備工事

4 中島松453番地 240
本体・凝集槽整備、圧搾・重力駆動
装置交換、現場盤シーケンサ更新

87 設備（他） 下水終末処理場 6 条件付一般競争入札
生ごみ・し尿処理場
スクリュープレス整備工事

1 中島松460番地1 120 定期部品交換・分解整備

88 設備（他） 下水終末処理場 6 条件付一般競争入札
終末処理場
消化汚泥移送ポンプ整備工事

1 中島松453番地 120 減速機の分解整備（2台）

89 設備（他） 下水終末処理場 6 条件付一般競争入札
生ごみ・し尿処理場
生ごみ原料移送コンベヤ整備工事

1 中島松460番地1 210 軸受け・グランドパッキン交換

90 設備（他） 下水終末処理場 8 条件付一般競争入札
生ごみ・し尿処理場
し尿破砕ポンプ整備工事

1 中島松460番地1 90 定期部品交換・分解整（2台）

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



No. 区分 所管課
入札
時期
(月)

契約の方法 事業名
工事
発注
規模

施工場所
工期

（日） 事業概要

令和４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4年4月1日

91 設備（他） 管理課 8 随意契約 恵み野駅自由通路昇降設備等補修工事 恵み野駅 120 EV・ESC

92 設備（他） 管理課 8 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

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

94 塗装 建築課 6 条件付一般競争入札 恵み野西会館屋根外壁塗装改修工事 1 恵み野西1丁目21-6 90 屋根・外壁塗装改修工事

95 委託 建築課 6 公募型指名競争入札
若草小学校講堂防音機能復旧工事設計
委託業務

中島町4丁目5-1 90
暖房ボイラー更新に係る実施設計
委託業務

96 委託 建築課 4 公募型指名競争入札
恵み野会館防音機能復旧工事実施設計
委託業務

恵み野北2丁目12-2 90
暖房ボイラー更新に係る実施設計
委託業務

97 委託 建築課 5 公募型指名競争入札
消防署・島松出張所・南出張所　改修工事
実施設計委託業務

有明町2丁目4-14　他2施設 150
消防本部他2施設の消毒室・仮眠室
等増築・改修工事実施設計委託業
務

98 委託 建築課 6 公募型指名競争入札
和光小学校講堂トイレ改修工事設計委託
業務

和光町2丁目10-1 90
講堂トイレ全面改修に係る実施設計
委託業務

99 委託 建築課 5 公募型指名競争入札
市役所本庁舎設備再エネ導入等調査委
託業務

京町1番地 150
暖房手法、冷房設備、太陽光発電・
蓄電池設置等　検討・調査委託業
務

100 委託 教育施設課 6 公募型指名競争入札 恵庭市民会館　排煙設備調査委託業務 新町１０番地 150 排煙設備調査業務

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



No. 区分 所管課
入札
時期
(月)

契約の方法 事業名
工事
発注
規模

施工場所
工期

（日） 事業概要

令和４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4年4月1日

101 委託 建築課 6 公募型指名競争入札
柏陽中学校エレベーター棟新築工事監理
委託業務

柏陽町3-265 180
エレベーター棟新築工事に伴う工
事監理

102 委託 建築課 5 公募型指名競争入札 東恵庭会館改修工事監理委託業務 中央449 180
東恵庭憩の家との統合に伴う改修
工事監理委託業務

103 委託 建築課 6 公募型指名競争入札
中学校給食センター施設整備更新工事監
理委託業務

北柏木町3丁目129 90
給食センターの吸収式冷温水発生
機及び冷却塔更新工事監理業務

104 委託 下水道課 8 公募型指名競争入札
恵庭市公共下水道事業
福住・新町地区地質・設計委託業務

福住町、新町 150 地質調査・設計委託　L=3.8㎞

105 委託 下水道課 9 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

柏陽町３丁目ほか 120 管渠耐震化設計　L=250m

106 委託 下水道課 6 公募型指名競争入札
恵庭市公共下水道事業
柏陽北地区汚水実施設計委託業務

柏陽町３丁目 120 測量設計　汚水管　L=75m

107 委託 下水道課 8 公募型指名競争入札
恵庭市公共下水道事業
樋門改造（無動力化）設計委託業務

南島松ほか 180 樋門改造設計　3基

108 委託 下水道課 8 公募型指名競争入札
恵庭市公共下水道事業
戸磯地区雨水実施設計委託業務

戸磯 120 測量設計　雨水管　L=400m

109 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=8,000m

110 委託 土木課 5 公募型指名競争入札 奥御料線概略設計委託業務 盤尻 90 道路概略設計 L=1.05km

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



No. 区分 所管課
入札
時期
(月)

契約の方法 事業名
工事
発注
規模

施工場所
工期

（日） 事業概要

令和４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4年4月1日

111 委託 土木課 5 公募型指名競争入札 街区公園改修設計委託業務 恵み野西3丁目、和光町4丁目 180
公園実施設計 A=0.51ha
※花の丘公園、ユカンボシ公園

112 委託 土木課 5 公募型指名競争入札
島松駅東口駅前広場外実施設計委託業
務

島松仲町1丁目、島松本町1丁
目

120
駅前広場設計 A=0.26ha、道路測量
調査設計 L=150m

113 委託 下水道課 6 公募型指名競争入札
恵庭市公共下水道事業
福住・新町地区測量委託業務

福住町、新町 120 測量委託　L=3.8㎞

114 委託 下水道課 6 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 180 カメラ調査等　L=14km

115 委託 管理課 6 随意契約 公園遊具実勢価格調査委託業務 市内一円 60 公園遊具価格調査

116 委託 農政課 8 公募型指名競争入札
漁太排水機場調整池
泥溜浚渫委託業務

漁太 60 排水機場調整池浚渫

117 委託 農政課 10 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

118 委託 管理課 4 公募型指名競争入札 恵庭ふるさと公園伐根委託業務 恵庭ふるさと公園 60 Ｐ-ＰＦＩ区域の切株の伐根

119 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
スケートリンクの造成および管理業
務

120 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

*掲載内容は予定であり変更する場合があります。
＊工事：250万円以上、関連業務：100万円以上を公表します。 12



No. 区分 所管課
入札
時期
(月)

契約の方法 事業名
工事
発注
規模

施工場所
工期

（日） 事業概要

令和４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4年4月1日

121 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

122 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 130 市営駐車場の除排雪

123 委託 住宅課 11 公募型指名競争入札 団地内通路除雪委託契約
柏陽町１丁目、4丁目、恵み野
南1丁目、島松寿町2丁目、中
島町2丁目

120 敷地通路距離　計3.398km

124 委託 住宅課 3 随意契約 市営住宅維持修繕業務委託契約 恵庭市内一円 365 市営住宅11団地

125 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

126 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

*掲載内容は予定であり変更する場合があります。
＊工事：250万円以上、関連業務：100万円以上を公表します。 13


