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令和４年度（２０２２年度）　函館市企業局工事等発注見通し スペース
令和４年（２０２２年）４月１日

№ 設計担当部 設計担当課 工事等の名称 場　　　所
入札契約

方法
種別 ランク

入札時期
(予定月)

期間 概　　　　　要
概算規模

(単位：千円)

1 上下水道部 管路整備室 宇賀浦地区２工区下水暗渠改築工事 千代台町ほか 一般競争 土木 A，B 4月 約6か月 更生工法φ600～300mm L=128m 31,000

2 上下水道部 管路整備室
神山地区ほか１排水区下水暗渠新設工
事

陣川2丁目 一般競争 土木 C 4月 約6か月
開削工法φ300～200mm
L=158m

20,000

3 上下水道部 管路整備室 駒場地区ほか１地区下水暗渠新設工事 湯川町1丁目ほか 一般競争 土木 C 4月 約3か月
開削工法φ250～200mm
L=139m

18,000

4 上下水道部 管路整備室 亀田第１４排水区下水暗渠新設工事 亀田港町 一般競争 土木 A 5月 約11か月
開削工法φ1200～700mm
L=240m

104,000

5 上下水道部 管路整備室 金堀地区ほか１地区下水暗渠改築工事 杉並町ほか 一般競争 土木 A 5月 約6か月 更生工法φ450～350mm L=466m 62,000

6 上下水道部 管路整備室
港第１・２排水区３工区ほか１地区下水
暗渠改築工事

港町1丁目ほか 一般競争 土木 A，B 5月 約6か月
開削工法φ600～250mm L=145m
更生工法φ300mm L=93m

39,000

7 上下水道部 管路整備室
谷地頭地区汚水マンホール蓋および汚
水桝更新工事

谷地頭町 一般競争 土木 C 5月 約4か月
汚水マンホールふた更新50箇所
汚水桝更新50箇所

26,000

8 上下水道部 管路整備室
旭岡・上湯川地区汚水マンホール蓋およ
び汚水桝更新工事（その１）

西旭岡町ほか 一般競争 土木 C 5月 約4か月
汚水マンホールふた更新50箇所
汚水桝更新50箇所

26,000

9 上下水道部 管路整備室
旭岡・上湯川地区汚水マンホール蓋およ
び汚水桝更新工事（その２）

西旭岡町ほか 一般競争 土木 Ｄ 5月 約3か月
汚水マンホールふた更新20箇所
汚水桝更新30箇所

12,000

10 上下水道部 管路整備室
戸倉第２排水区ほか１地区下水暗渠移
設工事

高丘町 一般競争 土木 A 6月 約10か月
開削工法φ1000～200mm
L=555m

92,000

11 上下水道部 管路整備室 昭和第２－１排水区下水暗渠新設工事 昭和4丁目 一般競争 土木 B 6月 約6か月
開削工法φ500～250mm
L=236m

34,000

12 上下水道部 管路整備室
旭岡・上湯川地区汚水マンホール蓋およ
び汚水桝更新工事（その３）

西旭岡町ほか 一般競争 土木 C 6月 約4か月
汚水マンホールふた更新50箇所
汚水桝更新65箇所

29,000

13 上下水道部 管路整備室
北部第２排水区ほか１排水区下水暗渠
改築工事

大縄町ほか 一般競争 土木 A，B 6月 約4か月
開削工法φ300mm L=100m
更生工法φ450～300mm L=57m

21,000

14 上下水道部 管路整備室
旭岡・上湯川地区汚水マンホール蓋およ
び汚水桝更新工事（その４）

西旭岡町ほか 一般競争 土木 Ｄ 6月 約3か月
汚水マンホールふた更新10箇所
汚水桝更新25箇所

9,000

15 交通部 施設課 十字街～魚市場通間軌道改良工事 豊川町 一般競争 土木 7月 約5か月
制振軌道の整備，軌条交換，舗装
改良　L=174.8m

86,000

　　注：発注時には，記載内容が変更になる場合があります



令和４年度（２０２２年度）　函館市企業局工事等発注見通し スペース
令和４年（２０２２年）４月１日

№ 設計担当部 設計担当課 工事等の名称 場　　　所
入札契約

方法
種別 ランク

入札時期
(予定月)

期間 概　　　　　要
概算規模

(単位：千円)

16 上下水道部 管路整備室
北部第７－１排水区１工区下水暗渠改築
工事

亀田町ほか 一般競争 土木 A 7月 約5か月 更生工法φ1500mm L=143m 84,000

17 上下水道部 管路整備室
北部第５排水区ほか３排水区下水暗渠
改築工事

万代町ほか 一般競争 土木 A 7月 約5か月
開削工法φ450mm  L=63m
更生工法φ1500～300mm
L=260m

70,000

18 上下水道部 管路整備室 戸倉地区２工区下水暗渠改築工事 榎本町ほか 一般競争 土木 B 7月 約4か月 開削工法φ200mm　L=41m 49,000

19 交通部 施設課
千代台～中央病院前間軌道舗装修繕工
事

千代台町 一般競争 土木 Ｄ 7月 約4か月
舗装修繕，ゴムパッキン挿入　
L=50m

11,000

20 上下水道部 管路整備室
北部第６排水区２工区ほか１排水区およ
び1地区下水暗渠改築工事

大川町ほか 一般競争 土木 A 8月 約7か月
開削工法φ700～350mm L=120m
更生工法φ700～300mm L=237m

65,000

21 上下水道部 管路整備室
旭岡・上湯川地区汚水マンホール蓋およ
び汚水桝更新工事（その５）

西旭岡町ほか 一般競争 土木 Ｄ 8月 約3か月
汚水マンホールふた更新20箇所
汚水桝更新30箇所

12,000

22 交通部 施設課 十字街渡り線更新工事 豊川町 一般競争 土木 10月 約2か月
分岐器交換，枕木交換，舗装改良　
L=33.01m

33,000

　　注：発注時には，記載内容が変更になる場合があります



令和４年度（２０２２年度）　函館市企業局工事等発注見通し スペース
令和４年（２０２２年）４月１日

№ 設計担当部 設計担当課 工事等の名称 場　　　所
入札契約

方法
種別 ランク

入札時期
(予定月)

期間 概　　　　　要
概算規模

(単位：千円)

1 上下水道部 浄水課 旭岡浄水場天日乾燥床整備工事 旭岡町 一般競争 とび 5月 約3か月
天日乾燥床３床（1,000㎡/床）の砂
の補砂等

2,600

2 上下水道部 浄水課 赤川高区浄水場天日乾燥床整備工事 赤川町 一般競争 とび 8月 約3か月
天日乾燥床2床（1,000㎡/床）の補
砂

1,700

　　注：発注時には，記載内容が変更になる場合があります



令和４年度（２０２２年度）　函館市企業局工事等発注見通し スペース
令和４年（２０２２年）４月１日

№ 設計担当部 設計担当課 工事等の名称 場　　　所
入札契約

方法
種別 ランク

入札時期
(予定月)

期間 概　　　　　要
概算規模

(単位：千円)

1 上下水道部 終末処理場 志海苔ポンプ場電気計装設備工事 志海苔町 一般競争 電気 5月 約11か月 監視制御設備更新ほか 220,000

2 上下水道部 終末処理場 宇賀浦中継ポンプ場自家発電設備工事 宇賀浦町 一般競争 電気 5月 約11か月 自家発電設備更新 162,000

3 上下水道部 終末処理場 住吉ポンプ場電気計装設備工事 住吉町 一般競争 電気 5月 約11か月 遠隔操作盤新設 40,000

4 上下水道部 終末処理場
南部下水終末処理場汚水処理施設No.６
汚水ポンプインバーター修繕工事

金堀町 随意契約 電気 5月 約11か月 No.6汚水ポンプインバーター修繕 11,000

5 交通部 施設課 スパン線張替工事 本町～杉並町 一般競争 電気 6月 約3ヵ月 電車線路設備内のスパン線の張替 3,000

6 上下水道部 浄水課 旭岡高区配水池電気計装設備整備工事 旭岡町ほか 一般競争 電気 7月 約8か月
監視設備,計装設備,受配電設備お
よび伝送設備の整備

84,000

7 上下水道部 終末処理場 大手ポンプ場電気計装設備工事 大手町 一般競争 電気 7月 約9か月 雨水ポンプ盤更新 82,000

8 上下水道部 終末処理場
南部下水終末処理場汚水処理施設
電気計装設備工事

金堀町 一般競争 電気 9月 約7か月 ブロワ盤更新 98,000

9 交通部 施設課 トロリー線張替工事 入舟町～大町 一般競争 電気 9月 約3ヵ月
電車線路設備内のトロリー線の張
替

3,100

10 上下水道部 浄水課 旭岡浄水場現場制御盤等整備工事 旭岡町 随意契約 電気 11月 約4か月 現場盤設備の部品交換 6,100

11 上下水道部 浄水課
汐泊取水場高圧受変電設備点検整備工
事

庵原町 随意契約 電気 11月 約4か月 高圧受変電設備の点検整備 4,900

12 上下水道部 浄水課
旭岡浄水場非常用自家発電設備点検整
備工事

旭岡町 随意契約 電気 11月 約4か月 非常用自家発電設備の点検整備 2,400

13 上下水道部 浄水課 旭岡浄水場計装設備整備工事 旭岡町 随意契約 電気 11月 約4か月 計装設備の部品交換 2,400

14 上下水道部 浄水課 東部地区監視装置点検整備工事 赤川町ほか 随意契約 電気 11月 約4か月
東部地区集中監視システムの点検
整備

2,200

15 上下水道部 浄水課
赤川高区浄水場非常用自家発電設備整
備工事

赤川町 随意契約 電気 11月 約4か月 非常用自家発電設備の点検整備 1,600

　　注：発注時には，記載内容が変更になる場合があります



令和４年度（２０２２年度）　函館市企業局工事等発注見通し スペース
令和４年（２０２２年）４月１日

№ 設計担当部 設計担当課 工事等の名称 場　　　所
入札契約

方法
種別 ランク

入札時期
(予定月)

期間 概　　　　　要
概算規模

(単位：千円)

16 上下水道部 浄水課 旭岡浄水場中央監視制御装置整備工事 旭岡町 随意契約 電気 11月 約4か月 中央監視制御設備の部品交換 1,400

　　注：発注時には，記載内容が変更になる場合があります



令和４年度（２０２２年度）　函館市企業局工事等発注見通し スペース
令和４年（２０２２年）４月１日

№ 設計担当部 設計担当課 工事等の名称 場　　　所
入札契約

方法
種別 ランク

入札時期
(予定月)

期間 概　　　　　要
概算規模

(単位：千円)

1 上下水道部 管路整備室
中央４－３号ほか１路線温泉供給本管布
設替工事

湯川町1丁目ほか 一般競争 管 Ｂ 7月 約5か月
VPφ75～200mm
L=451m

11,000

2 上下水道部 浄水課 水質試験所設備整備工事 赤川町 一般競争 管 Ｃ 10月 約3か月 水質試験所の換気設備整備 2,200

　　注：発注時には，記載内容が変更になる場合があります



令和４年度（２０２２年度）　函館市企業局工事等発注見通し スペース
令和４年（２０２２年）４月１日

№ 設計担当部 設計担当課 工事等の名称 場　　　所
入札契約

方法
種別 ランク

入札時期
(予定月)

期間 概　　　　　要
概算規模

(単位：千円)

1 上下水道部 管路整備室 地上式消火栓塗装工事 市内一円 一般競争 塗装 8月 約3か月
φ150mm112基，φ75mm20基の地
上式消火栓の塗装

2,800

　　注：発注時には，記載内容が変更になる場合があります



令和４年度（２０２２年度）　函館市企業局工事等発注見通し スペース
令和４年（２０２２年）４月１日

№ 設計担当部 設計担当課 工事等の名称 場　　　所
入札契約

方法
種別 ランク

入札時期
(予定月)

期間 概　　　　　要
概算規模

(単位：千円)

1 上下水道部 終末処理場
南部下水終末処理場汚泥処理施設№１
遠心脱水機点検整備工事

日乃出町 随意契約 機械 5月 約9か月
No.1遠心脱水機の分解点検および
部品交換

9,100

2 上下水道部 終末処理場
南部下水終末処理場汚泥処理施設３系
消化タンク用汚泥破砕機点検整備工事

日乃出町 随意契約 機械 5月 約5か月
3系消化タンク用汚泥破砕機の分解
点検および部品交換

7,500

3 上下水道部 終末処理場
南部下水終末処理場汚水処理施設１系
反応タンク水中かくはん機点検整備工事

金堀町 随意契約 機械 5月 約11か月 水中かくはん機2台の点検整備 3,000

4 上下水道部 終末処理場
大手ポンプ場
No.２雨水ポンプ用エンジン点検整備工
事

大手町 随意契約 機械 6月 約9か月
№2雨水ポンプ駆動用エンジン分解
点検，部品交換等

11,000

5 上下水道部 終末処理場
宇賀浦中継ポンプ場
No.３・４汚水ポンプ点検整備工事

宇賀浦町 随意契約 機械 6月 約9か月
No.3・4汚水ポンプ分解点検，部品
交換等

8,300

6 上下水道部 終末処理場
大手ポンプ場
No.３・４流入ゲート点検整備工事

大手町 随意契約 機械 6月 約9か月 ゲート設備分解点検，部品交換等 3,900

7 上下水道部 終末処理場
志海苔ポンプ場
自家発電機用エンジン点検整備工事

志海苔町 随意契約 機械 6月 約9か月
自家発電機用エンジン分解点検，
部品交換等

1,800

8 上下水道部 管路整備室
湯川３丁目１号および湯川３丁目４号揚
湯ポンプ更新工事

湯川町3丁目 一般競争 機械 7月 約4か月 温泉用深井戸ポンプの更新 8,400

9 上下水道部 終末処理場
花園第２，中道第３ポンプ所
No.１・２汚水ポンプ点検整備工事

花園町，中道2丁
目

一般競争 機械 7月 約8か月 汚水ポンプ分解点検，部品交換等 3,400

10 上下水道部 終末処理場
南部下水終末処理場汚水処理施設No.
３・４次亜塩注入ポンプ点検整備工事

金堀町 随意契約 機械 7月 約9か月 次亜塩注入ポンプ2台の点検整備 4,200

11 上下水道部 終末処理場
小安第１，小安第２ポンプ所
No.１・２汚水ポンプ点検整備工事

小安町 一般競争 機械 9月 約6か月 汚水ポンプ分解点検，部品交換等 7,500

12 上下水道部 終末処理場
小安第３，釜谷第１ポンプ所
No.１・２汚水ポンプ点検整備工事

小安町，釜谷町 一般競争 機械 9月 約6か月 汚水ポンプ分解点検，部品交換等 7,100

13 上下水道部 終末処理場
住吉ポンプ場
No.３・４汚水ポンプ点検整備工事

住吉町 随意契約 機械 9月 約6か月
No.3・4汚水ポンプ分解点検，部品
交換等

4,600

14 上下水道部 終末処理場
南部下水終末処理場汚水処理施設３系
反応タンク水中かくはん機点検整備工事

金堀町 随意契約 機械 10月 約6か月 水中かくはん機2台の点検整備 8,100

15 上下水道部 浄水課
赤川低区浄水場中野導水ポンプ整備工
事

赤川町 随意契約 機械 10月 約5か月 導水ポンプの点検整備 7,000

　　注：発注時には，記載内容が変更になる場合があります



令和４年度（２０２２年度）　函館市企業局工事等発注見通し スペース
令和４年（２０２２年）４月１日

№ 設計担当部 設計担当課 工事等の名称 場　　　所
入札契約

方法
種別 ランク

入札時期
(予定月)

期間 概　　　　　要
概算規模

(単位：千円)

16 上下水道部 浄水課 赤川高区浄水場フロキュレータ整備工事 赤川町 随意契約 機械 11月 約4か月 フロキュレータの点検整備 6,500

17 上下水道部 浄水課
旭岡浄水場沈でん池ゲート類点検整備
工事

旭岡町 随意契約 機械 11月 約4か月 沈でん池ゲート類の点検整備 3,900

18 上下水道部 浄水課
旭岡高区配水池送水ポンプ点検整備工
事

旭岡町 一般競争 機械 12月 約3か月
高区配水池送水ポンプの分解点検
整備

3,700

　　注：発注時には，記載内容が変更になる場合があります



令和４年度（２０２２年度）　函館市企業局工事等発注見通し スペース
令和４年（２０２２年）４月１日

№ 設計担当部 設計担当課 工事等の名称 場　　　所
入札契約

方法
種別 ランク

入札時期
(予定月)

期間 概　　　　　要
概算規模

(単位：千円)

1 上下水道部 管路整備室 山の手２丁目１号配水管布設工事 山の手2丁目 一般競争 水道 4月 約5か月 φ150mm　L=375m 47,000

2 上下水道部 管路整備室 石川２号配水管布設工事 石川町 一般競争 水道 4月 約5か月 φ100mm　L=220m 24,000

3 上下水道部 管路整備室 昭和３丁目１号配水管布設工事 昭和3丁目 一般競争 水道 4月 約5か月 φ100mm　L=165m 19,000

4 上下水道部 管路整備室 東山２丁目３丁目１号配水管布設工事 東山2丁目ほか 随意契約 水道 4月 約5か月 φ150mm　L=300m 37,000

5 上下水道部 管路整備室 亀田港１号配水管布設工事 亀田港町 随意契約 水道 4月 約5か月 φ150mm　L=30m 4,900

6 上下水道部 管路整備室
配水支管(神山３丁目１号）ほか１路線布
設工事

神山3丁目 随意契約 水道 4月 約5か月 φ50mm　L=120m 4,100

7 上下水道部 管路整備室
松倉川広域河川改修工事に伴う松倉系
導水管および旭岡系配水本管移設工事

上湯川町ほか 一般競争 水道 5月 約11か月
φ700mm　L=83m
φ800mm　L=87m

264,000

8 上下水道部 終末処理場
大手ポンプ場
No.４雨水ポンプ設備工事

大手町 一般競争 水道 5月 約11か月 雨水ポンプ更新 172,000

9 上下水道部 終末処理場
南部下水終末処理場汚水処理施設
No.１ブロワ機械設備工事

金堀町 一般競争 水道 5月 約11か月 送風機設備更新 92,000

10 上下水道部 管路整備室 桔梗３丁目２号配水管布設工事 桔梗3丁目 一般競争 水道 5月 約5か月 φ150mm　L=380m 47,000

11 上下水道部 管路整備室 鍛治１丁目１号配水管布設工事 鍛治1丁目 一般競争 水道 5月 約4か月 φ100mm　L=150m 16,000

12 上下水道部 管路整備室
一般国道２７９号函館市十字街電線共同
溝設置工事に伴う配水管移設工事

大手町 一般競争 水道 5月 約3か月 φ200mm　L=60m 15,000

13 上下水道部 管路整備室 赤川１号配水管布設工事 赤川町 一般競争 水道 5月 約4か月 φ100mm　L=165m 11,000

14 上下水道部 管路整備室
臼尻漁港臨港道路新設工事に伴う配水
管仮移設工事

臼尻町 一般競争 水道 5月 約2か月 φ150mm　L=117m 9,800

15 上下水道部 管路整備室 高丘１号配水管布設工事 高丘町 一般競争 水道 5月 約3か月 φ100mm　L=110m 7,900

　　注：発注時には，記載内容が変更になる場合があります



令和４年度（２０２２年度）　函館市企業局工事等発注見通し スペース
令和４年（２０２２年）４月１日

№ 設計担当部 設計担当課 工事等の名称 場　　　所
入札契約

方法
種別 ランク

入札時期
(予定月)

期間 概　　　　　要
概算規模

(単位：千円)

16 上下水道部 管路整備室 空港通改良工事に伴う配水管移設工事 高松町ほか 随意契約 水道 5月 約2か月
φ150mm　L=57m
φ50mm　L=18m

5,600

17 上下水道部 管路整備室
神山２丁目１号ほか１路線配水管布設工
事

神山2丁目ほか 一般競争 水道 6月 約7か月 φ150mm　L=240m 45,000

18 上下水道部 管路整備室 美原３丁目１号配水管布設工事 美原3丁目 一般競争 水道 6月 約6か月 φ150mm　L=390m 40,000

19 上下水道部 管路整備室 鍛治２丁目１号配水管布設工事 鍛治2丁目 一般競争 水道 6月 約5か月 φ150mm　L=295m 39,000

20 上下水道部 管路整備室 桔梗１号配水管布設工事 桔梗町 一般競争 水道 6月 約4か月 φ300mm　L=200m 34,000

21 上下水道部 管路整備室 桔梗１丁目１号配水管布設工事 桔梗1丁目 一般競争 水道 6月 約4か月 φ200mm　L=310m 34,000

22 上下水道部 管路整備室 桔梗３丁目３号配水管布設工事 桔梗3丁目 一般競争 水道 6月 約5か月 φ150mm　L=150m 33,000

23 上下水道部 管路整備室 本通２丁目４号配水管布設工事 本通2丁目 一般競争 水道 6月 約4か月 φ100mm　L=170m 23,000

24 上下水道部 管路整備室 配水支管（神山２丁目１号）布設工事 神山2丁目 一般競争 水道 6月 約3か月 φ50mm　L=60m 3,900

25 上下水道部 浄水課 日ノ浜浄水場膜ろ過設備整備工事 高岱町 随意契約 水道 6月 約5か月
膜ろ過設備の機械設備およびろ過
膜整備

5,100

26 上下水道部 管路整備室 鍛治２丁目２号配水管布設工事 鍛治2丁目 一般競争 水道 7月 約5か月 φ150mm　L=255m 36,000

27 上下水道部 管路整備室
鍛治１丁目２号配水管および配水支管
（鍛治１丁目１号）布設工事

鍛治1丁目ほか 一般競争 水道 7月 約5か月
φ150mm　L=160m
φ50mm　L=65m

29,000

28 上下水道部 管路整備室 本通２丁目１号配水管布設工事 本通2丁目 一般競争 水道 7月 約5か月 φ150mm　L=185m 23,000

29 上下水道部 管路整備室 本通２丁目２号配水管布設工事 本通2丁目 一般競争 水道 7月 約5か月 φ150mm　L=180m 23,000

30 上下水道部 管路整備室 本通２丁目３号配水管布設工事 本通2丁目 一般競争 水道 7月 約5か月 φ150mm　L=95m 20,000

　　注：発注時には，記載内容が変更になる場合があります



令和４年度（２０２２年度）　函館市企業局工事等発注見通し スペース
令和４年（２０２２年）４月１日

№ 設計担当部 設計担当課 工事等の名称 場　　　所
入札契約

方法
種別 ランク

入札時期
(予定月)

期間 概　　　　　要
概算規模

(単位：千円)

31 上下水道部 管路整備室
本通１丁目１号配水管および配水支管
（本通１丁目１号）布設工事

本通1丁目 一般競争 水道 7月 約4か月
φ100mm　L=93m
φ50mm　L=137m

19,000

32 上下水道部 管路整備室 旭岡系減圧弁更新工事 上湯川町ほか 随意契約 水道 7月 約4か月 減圧弁φ250mm，φ75mmの更新 6,300

33 上下水道部 管路整備室
赤川低区第２系本町方面減圧弁整備工
事

白鳥町 随意契約 水道 7月 約5か月 減圧弁φ500mm（主弁）の分解整備 6,000

34 上下水道部 管路整備室 大縄１号配水管布設工事 大縄町 一般競争 水道 8月 約6か月 φ200mm　L=250m 35,000

35 上下水道部 管路整備室 尾札部配水管更新工事 川汲町 一般競争 水道 9月 約6か月 φ200mm　L=300m 39,000

36 上下水道部 管路整備室 椴法華配水管更新工事 新八幡町 一般競争 水道 9月 約6か月 φ150mm　L=330m 38,000

37 上下水道部 管路整備室 臼尻配水管更新工事 川汲町 一般競争 水道 9月 約6か月 φ100mm　L=220m 34,000

38 上下水道部 管路整備室 新川上新川１号配水管布設工事 新川町ほか 一般競争 水道 9月 約7か月 φ100mm　L=260m 28,000

39 上下水道部 管路整備室 恵山東部配水管更新工事 柏野町 一般競争 水道 9月 約6か月 φ100mm　L=200m 17,000

40 上下水道部 管路整備室
臼尻漁港臨港道路新設工事に伴う配水
管移設工事

臼尻町 一般競争 水道 11月 約3か月 φ150mm　L=117m 10,000

41 上下水道部 浄水課
旭岡浄水場汐泊原水流入弁点検整備工
事

旭岡町 随意契約 水道 12月 約3か月 汐泊原水流入弁の点検整備 1,700

　　注：発注時には，記載内容が変更になる場合があります



令和４年度（２０２２年度）　函館市企業局工事等発注見通し スペース
令和４年（２０２２年）４月１日

№ 設計担当部 設計担当課 工事等の名称 場　　　所
入札契約

方法
種別 ランク

入札時期
(予定月)

期間 概　　　　　要
概算規模

(単位：千円)

1 上下水道部 浄水課
赤川低区第1配水池更新実施設計業務
委託

赤川町 指名競争 土木コン 4月 約20か月 配水池更新実施設計 60,000

2 上下水道部 浄水課
尾札部川導水施設整備実施設計業務委
託

尾札部町 指名競争 土木コン 4月 約11か月 導水施設整備の実施設計 43,000

3 上下水道部 浄水課 活性炭設備整備に関する調査業務委託 赤川町 指名競争 土木コン 4月 約11か月
赤川高区浄水場活性炭注入設備の
導入検討調査

9,400

4 上下水道部 管路整備室 赤川高区第１配水池ほか耐震診断委託 赤川町ほか 指名競争 土木コン 5月 約18か月
赤川高区第１配水池および旭岡配
水池の耐震診断

122,000

5 上下水道部 管路整備室 松倉取水場河川構造物耐震診断委託 三森町 指名競争 土木コン 5月 約10か月 松倉取水施設の耐震診断 19,000

6 上下水道部 管路整備室
公共下水道管渠実施設計委託
（北部第５排水区その３ほか１）

万代町ほか 指名競争 土木コン 5月 約4か月 開削 φ400～300mm L=192m 9,000

7 上下水道部 終末処理場
南部下水終末処理場汚泥処理施設
機械設備実施設計委託

日乃出町 指名競争 土木コン 5月 約11か月 温水・蒸気供給設備の設計 8,800

8 上下水道部 管路整備室
公共下水道管渠実施設計委託
（北部第５排水区その２ほか１）

万代町ほか 指名競争 土木コン 5月 約4か月 更生 φ300mm L=106m 8,500

9 交通部 施設課
十字街交差点改良工事に伴う基本設計
委託

末広町 指名競争 土木コン 5月 約10か月
交差点改良基本設計
軌道計画（軌道線形，連接軌道ブ
ロック，電気転てつ器）

4,400

10 上下水道部 管路整備室 基本計画変更委託 市内全域 指名競争 土木コン 6月 約9か月 公共下水道基本計画変更 22,000

11 上下水道部 管路整備室
公共下水道管渠実施設計委託
（戸倉地区その２）

榎本町ほか 指名競争 土木コン 6月 約7か月 開削 φ100mm L=30m 20,000

12 上下水道部 終末処理場
函館市公共下水道事業ストックマネジメ
ント計画策定委託（処理場・ポンプ場施
設）

金堀町ほか 指名競争 土木コン 6月 約9か月
処理場・ポンプ場施設の更新計画
策定

20,000

13 上下水道部 浄水課 笹流貯水施設調査業務委託 赤川町ほか 指名競争 土木コン 6月 約5か月 笹流貯水施設の機能調査 14,000

14 上下水道部 管路整備室
公共下水道管渠実施設計委託
（北部第５排水区その１ほか１）

万代町ほか 指名競争 土木コン 6月 約4か月
開削 φ500mm L=50m
更生 φ400～300mm L=186

8,500

15 上下水道部 管路整備室
公共下水道管渠実施設計委託
（戸倉地区その１）

高丘町 指名競争 土木コン 8月 約5か月 開削 φ200mm L=698m 11,000

　　注：発注時には，記載内容が変更になる場合があります



令和４年度（２０２２年度）　函館市企業局工事等発注見通し スペース
令和４年（２０２２年）４月１日

№ 設計担当部 設計担当課 工事等の名称 場　　　所
入札契約

方法
種別 ランク

入札時期
(予定月)

期間 概　　　　　要
概算規模

(単位：千円)

16 上下水道部 管路整備室
公共下水道管渠実施設計委託
（北部第７－１排水区）

北浜町ほか 指名競争 土木コン 8月 約5か月
更生 φ1650～1350mm
L=195m

9,800

17 上下水道部 管路整備室 マンホール蓋健全度調査委託 戸倉町ほか 指名競争 土木コン 8月 約3か月 マンホール蓋調査 2,600

18 上下水道部 管路整備室
公共下水道管渠実施設計委託
（五稜郭地区ほか１）

杉並町ほか 指名競争 土木コン 9月 約5か月 開削 φ700～500mm L=225m 9,000

　　注：発注時には，記載内容が変更になる場合があります



令和４年度（２０２２年度）　函館市企業局工事等発注見通し スペース
令和４年（２０２２年）４月１日

№ 設計担当部 設計担当課 工事等の名称 場　　　所
入札契約

方法
種別 ランク

入札時期
(予定月)

期間 概　　　　　要
概算規模

(単位：千円)

1 上下水道部 管路整備室 家屋調査委託（戸倉第２排水区） 高丘町 指名競争 補償コン 6月 約10か月 B調査　15軒 5,200

2 上下水道部 管路整備室 家屋調査委託 本通1丁目 指名競争 補償コン 6月 約6か月 家屋調査 2,400

　　注：発注時には，記載内容が変更になる場合があります



令和４年度（２０２２年度）　函館市企業局工事等発注見通し スペース
令和４年（２０２２年）４月１日

№ 設計担当部 設計担当課 工事等の名称 場　　　所
入札契約

方法
種別 ランク

入札時期
(予定月)

期間 概　　　　　要
概算規模

(単位：千円)

1 上下水道部 終末処理場
公共下水道工事用
機器等実勢価格調査委託（その１）

随意契約 その他委 5月 約5か月 機器実勢価格調査 3,200

2 上下水道部 終末処理場
公共下水道工事用
機器等実勢価格調査委託（その２）

随意契約 その他委 11月 約5か月 機器実勢価格調査 3,200

　　注：発注時には，記載内容が変更になる場合があります
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