
 
 
 
 
 

令 和 ４ 年 度 （ ２ ０ ２ ２ 年 度 ）  

   
 
 
 

函 館 市 企 業 局 工 事 等 発 注 見 通 し  

 
 

（令和４年（２０２２年）１０月１日見直し） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

函 館 市 企 業 局 管 理 部 経 理 課  

 



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）１０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
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 10月 約5か月
開削工法φ700～350mm L=120m
更生工法φ700～300mm L=237m

65,000

　　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）１０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 10月 約5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

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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）１０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 水質試験所設備整備工事 赤川町 一般競争 管 Ｃ 11月 約4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）１０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
赤川低区浄水場中野導水ポンプ整備工
事

赤川町 随意契約 機械 11月 約4か月 導水ポンプの点検整備 7,000

2 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

3 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

4 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）１０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 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 10月 約6か月 φ150mm　L=295m 39,000

2 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 10月 約6か月 φ150mm　L=255m 36,000

3 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 10月 約6か月 φ300mm　L=200m 34,000

4 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 10月 約6か月 φ100mm　L=220m 34,000

5 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 10月 約3か月 φ100mm　L=165m 11,000

6 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 10月 約5か月 φ50mm　L=60m 3,900

7 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 11月 約5か月 φ100mm　L=260m 28,000

8 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 11月 約5か月 φ100mm　L=170m 23,000

9 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 11月 約5か月 φ150mm　L=185m 23,000

10 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 11月 約5か月 φ150mm　L=180m 23,000

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 11月 約5か月 φ100mm　L=150m 16,000

12 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 12月 約4か月 φ200mm　L=300m 39,000

13 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 12月 約4か月 φ150mm　L=330m 38,000

14 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 12月 約4か月 φ150mm　L=95m 20,000

15 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 12月 約4か月 φ100mm　L=200m 17,000

　　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）１０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）１０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
公共下水道管渠実施設計委託
（港第1・2排水区その3）

港町1丁目 指名競争 土木コン 10月 約4か月 開削 φ500～450mm L=150m 5,700

　　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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