
令和 4年度 八戸圏域水道企業団工事発注見通し 

 

 

 

これは、令和 4年度に八戸圏域水道企業団が発注する建設工事の発注見通しです。 

この見通しの公表は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、1 件の金額が 250 万円を超える

見込みの工事について行っています。 

なお、記載されている内容は令和 4 年 3 月 31 日時点のものであり、また、各工事について記載している工事内容や数量、

発注時期等の内容も同時点において把握しているおおよそのものです。その後の状況変化や現場精査等によりここに記載され

ている内容と異なる発注がされる、記載されていない工事が発注される、または記載されている工事が発注されない場合もあ

りますので、その旨ご了承ください。 

 

 

［令和 4年 4月 1日 管財出納課作成］ 



令和４年度発注見通し  ４月公表

№ 工事件名 場所
工　期
(日間)

種別 工事概要
発注時期

（第○四半期）
契約方式

1 三島浄水場水源汚染対策工事 八戸市白銀一丁目2 180日 土木
防水（浸透防止）工×1式
井戸内集水管閉塞工×1式

第2四半期 指名競争

2 根城系導水管（櫛引櫛引）撤去工事 八戸市大字櫛引字櫛引～大字八幡字盆田 180日 土木 鋳鉄管撤去工 DIPφ800×120.0ｍ 第2四半期 指名競争

3 類家堤端配水管撤去工事 八戸市大字類家字堤端　地内 170日 土木 DIPφ75×105ｍ(撤去) 第2四半期 指名競争

4 八幡渕ポンプ場撤去工事 八戸市大字新井田字八幡川原 180日 土木
ポンプ場建屋解体工×1式
機器・場内配管ほか撤去工×1式

第3四半期 指名競争

5 白山浄水場5号配水池水位計更新工事 八戸市南白山台一丁目11-1 120日 電気 水位計更新工×1式 第1四半期 指名競争

6 不習配水池テレメータ更新工事 八戸市南郷大字島守字冷水1-1 150日 電気 テレメータ更新工×1式 第1四半期 指名競争

7 不習配水池電気設備整備工事 八戸市南郷大字島守字冷水1-1 150日 電気 計装盤整備工×1式 第1四半期 指名競争

8 不習配水池水位計及び流量計更新工事 八戸市南郷大字島守字冷水1-1 180日 電気
流量計更新工×1式
水位計・電極更新工×1式

第1四半期 指名競争

9 寺下配水池ほか無停電電源装置整備工事 階上町大字赤保内字寺下24-6　ほか 210日 電気 無停電電源装置整備工×1式 第1四半期 指名競争

10 南高台配水場ほか残留塩素計更新工事 八戸市大字大久保字町畑西ノ平7-26　ほか 240日 電気 残留塩素計更新工×1式 第1四半期 指名競争

11 白山浄水場自家発始動用直流電源装置整備工事 八戸市南白山台一丁目11-1 240日 電気 直流電源装置整備工×1式 第1四半期 随意契約

12 向山配水塔自家発電設備整備工事 おいらせ町向山二丁目185-2 300日 電気 発電機整備工×1式 第1四半期 随意契約

13 白山浄水場中央管理室信号中継盤更新工事 八戸市南白山台一丁目11-1 300日 電気
信号中継盤更新工×1式
フリーアクセス工ほか×1式

第1四半期 指名競争

14 南高台配水場流入電動弁制御盤更新工事 八戸市大字大久保字町畑西ノ平7-26 330日 電気 流入電動弁制御盤更新工×1式 第1四半期 指名競争
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令和４年度発注見通し  ４月公表

№ 工事件名 場所
工　期
(日間)

種別 工事概要
発注時期

（第○四半期）
契約方式

15 赤石配水池電気設備更新工事 南部町大字大向字仙ノ木平31-3 330日 電気 電気設備更新工×1式 第1四半期 指名競争

16 三島浄水場電気設備更新工事 八戸市白銀一丁目2 330日 電気
電気設備更新工×1式
白山テレメーター改造工×1式

第1四半期 指名競争

17 たての台配水塔電気設備整備工事 六戸町大字犬落瀬字七百86-75 150日 電気
低圧受電盤整備工×1式
計装変換器盤整備工×1式
低圧引込盤取替工×1式

第2四半期 指名競争

18 南高台配水場流量計更新工事 八戸市大字大久保字町畑西ノ平7-26 180日 電気 流量計更新工×1式 第2四半期 指名競争

19 白山浄水場管理棟給湯設備更新工事 八戸市南白山台一丁目11-1 180日 電気 電気式給湯設備設置工×1式 第2四半期 指名競争

20 城山公園電柱撤去工事 三戸町大字梅内字城ノ下　地内 210日 電気 電柱撤去工×1式 第2四半期 指名競争

21 量水器取替工事
八戸市、階上町、六戸町、五戸町、三戸町、南部
町内の一部地域

R5.2.28限 管
量水器一斉取替 23,026個
自然故障取替 400個
付帯工事×1式

第1四半期 随意契約

22 白山浄水場管理棟屋上防水外壁塗装工事 八戸市南白山台一丁目11-1 180日 塗装 防水塗装工×1式 第1四半期 指名競争

23 白山配水塔屋上防水外壁塗装工事 八戸市南白山台一丁目11-1 180日 塗装 防水塗装工×1式 第1四半期 指名競争

24 白山浄水場PAC貯蔵槽防水工事 八戸市南白山台一丁目11-1 120日 防水 PAC槽内防水工×1式 第1四半期 指名競争

25 川中島ポンプ場水中ポンプほか更新工事 八戸市大字櫛引字川中島1-1 120日 機械
水中ポンプ更新工×1式
揚水ポンプほか整備工×1式

第1四半期 指名競争

26 白山浄水場(馬淵川系)ろ過池電磁弁更新工事 八戸市南白山台一丁目11-1 150日 機械
電磁弁更新工×1式
凍結防止器更新工×1式

第1四半期 指名競争

27 白山浄水場消石灰注入機器整備工事 八戸市南白山台一丁目11-1 180日 機械
撹拌機整備工×1式
補器整備工×1式

第1四半期 指名競争

28 白山浄水場(馬淵川系)沈澱池機器整備工事 八戸市南白山台一丁目11-1 180日 機械
汚泥掻寄機整備工×1式
ブロワ整備工×1式

第1四半期 指名競争
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№ 工事件名 場所
工　期
(日間)

種別 工事概要
発注時期

（第○四半期）
契約方式

29 南高台配水場ほか電動弁駆動部整備工事 八戸市大字大久保字町畑西ノ平7-26　ほか 180日 機械
電動弁整備工×1式
電動弁点検工×1式

第1四半期 指名競争

30 減圧弁（西山ほか）更新工事 八戸市大字是川字丁塚長根ほか　地内 240日 機械 減圧弁更新工(3箇所) 第1四半期 随意契約

31 減圧弁（類家四丁目ほか）分解整備工事 八戸市類家四丁目ほか　地内 270日 機械
分解整備(21箇所)
点検整備(14箇所)

第1四半期 随意契約

32 米沢ポンプ場更新工事 六戸町大字下吉田字米沢37-3 300日 機械

建屋築造工×1式
機械設備工×1式
電気設備工×1式
既存物撤去工×1式

第1四半期 指名競争

33 南高台配水場流入電動弁更新工事 八戸市大字大久保字町畑西ノ平7-26 330日 機械 流入電動弁更新工×1式 第1四半期 指名競争

34 三島浄水場機械設備更新工事 八戸市白銀一丁目2 330日 機械
逆止弁・電動弁ほか更新工×1式
送水ポンプ整備工×1式

第1四半期 指名競争

35 是川1号導水ポンプ整備工事 八戸市大字是川字下田中沢1-1 330日 機械 導水ﾎﾟﾝﾌﾟ整備工 第1四半期 随意契約

36 白山浄水場（新井田川系）着水井ほか電動弁整備工事 八戸市南白山台一丁目11-1 120日 機械 電動弁(3台)整備工×1式 第2四半期 指名競争

37 向山配水塔次亜注入設備更新工事 おいらせ町向山二丁目185-2 150日 機械 次亜注入設備更新工×1式 第2四半期 指名競争

38 白山浄水場(新井田川系)沈澱池機器整備工事 八戸市南白山台一丁目11-1 150日 機械 汚泥掻寄機整備工×1式 第2四半期 指名競争

39 白山浄水場配水塔1号及び2号送水ポンプ整備工事 八戸市南白山台一丁目11-1 180日 機械 送水ポンプ整備工×1式 第2四半期 指名競争

40 白山浄水場硫酸タンク更新工事 八戸市南白山台一丁目11-1 180日 機械
硫酸タンク更新工×1式
硫酸注入設備整備工×1式

第2四半期 指名競争

41 白山浄水場(新井田川系)ろ過池検水機器更新工事 八戸市南白山台一丁目11-1 180日 機械
検水ポンプ更新工×1式
電磁弁更新工×1式

第2四半期 指名競争

42 八戸駅西区画(RNo.6-56)配水管布設工事 八戸市大字尻内町字下根市　地内 90日 水道施設 DIPφ75×70ｍ 第1四半期 指名競争
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種別 工事概要
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43 八戸駅西区画(RNo.6-53)配水管布設工事 八戸市大字尻内町字下根市　地内 90日 水道施設 DIPφ75×65ｍ 第1四半期 指名競争

44 階上町道仏二ノ窪配水管布設替工事 階上町大字道仏字二ノ窪　地内 90日 水道施設
DIPφ75×77ｍ
PPφ50×161ｍ

第1四半期 指名競争

45 八戸駅西区画(RNo.6-74ほか)配水管布設工事 八戸市大字尻内町字メドツ河原～字矢沢　地内 100日 水道施設 DIPφ100×120ｍ 第1四半期 指名競争

46 根城三丁目配水管布設工事 八戸市根城三丁目　地内 100日 水道施設 DIPφ100×146ｍ 第1四半期 指名競争

47 江陽四丁目配水管布設工事 八戸市江陽四丁目　地内 110日 水道施設
DIPφ100×60ｍ
PPφ50×130ｍ

第1四半期 指名競争

48 諏訪三丁目配水管布設替工事 八戸市諏訪三丁目　地内 110日 水道施設 DIPφ75×150ｍ 第1四半期 指名競争

49 是川五丁目配水管改良工事 八戸市是川五丁目　地内 140日 水道施設 DIPφ150×240ｍ 第1四半期 指名競争

50 根城六丁目配水管布設替工事 八戸市根城六丁目　地内 140日 水道施設 DIPφ100×250ｍ 第1四半期 指名競争

51 河原木売場配水管布設工事 八戸市大字河原木字売場　地内 140日 水道施設
DIPφ75×155ｍ
PPφ50×120ｍ

第1四半期 指名競争

52 南部町下名久井助川配水管布設替工事 南部町大字下名久井字助川　地内 140日 水道施設 DIPφ100×285ｍ 第1四半期 指名競争

53 尻内町中崎配水補助管布設工事 八戸市大字尻内町字中崎ほか　地内 150日 水道施設 PPφ50×130m 第1四半期 指名競争

54 柏崎五丁目配水補助管布設工事 八戸市柏崎五丁目　地内 150日 水道施設 PPφ50×105m 第1四半期 指名競争

55 新目時配水池送水管整備第6工区工事 三戸町大字梅内字雷平　地内 200日 水道施設 DIPφ250×350ｍ 第1四半期 指名競争

56 新目時配水池（仮称）整備に伴う減圧弁設置工事 三戸町大字目時字中野ほか　地内 200日 水道施設
減圧弁設備　2箇所
DIPφ150×130ｍ

第1四半期 指名競争
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令和４年度発注見通し  ４月公表

№ 工事件名 場所
工　期
(日間)

種別 工事概要
発注時期

（第○四半期）
契約方式

57 3・4・27街路(駅西区画)配水管布設替(添架)工事 八戸市大字尻内町字人形場　地内 200日 水道施設 SUSPφ200×50ｍ(添架) 第1四半期 指名競争

58 おいらせ町二川目二丁目配水管布設替工事 おいらせ町二川目二丁目　地内 230日 水道施設 DIPφ150×240ｍ 第1四半期 指名競争

59 三戸町六日町～川守田町配水管改良工事 三戸町大字六日町～大字川守田町　地内 230日 水道施設
DIPφ200×350ｍ
PPφ50×50ｍ

第1四半期 指名競争

60 八戸駅西区画(RNo.6-52ほか)配水管布設工事 八戸市大字尻内町字下根市　地内 90日 水道施設 DIPφ100×45ｍ 第2四半期 指名競争

61 おいらせ町染屋配水管布設替工事 おいらせ町染屋　地内 90日 水道施設 DIPφ75×150ｍ 第2四半期 指名競争

62 八戸駅西区画(RNo.6-41)配水管布設工事 八戸市大字尻内町字直田～字張田　地内 100日 水道施設 DIPφ100×130ｍ 第2四半期 指名競争

63 三戸町豊川比丘尼坂～下玉ノ木平配水管布設替工事 三戸町大字豊川字比丘尼坂～字下玉ノ木平　地内 100日 水道施設 DIPφ100×175ｍ 第2四半期 指名競争

64 階上町蒼前東四丁目配水管布設工事 階上町蒼前東四丁目　地内 110日 水道施設
DIPφ100×30ｍ
DIPφ75×220ｍ

第2四半期 指名競争

65 白銀町姥畑配水管布設替工事 八戸市大字白銀町字姥畑　地内 110日 水道施設
DIPφ100×80ｍ
PPφ50×70ｍ

第2四半期 指名競争

66 五戸町苗代沢配水管布設替工事 五戸町字苗代沢　地内 110日 水道施設 DIPφ75×250ｍ 第2四半期 指名競争

67 新井田寺沢下配水管布設工事 八戸市大字新井田字寺沢下　地内 120日 水道施設 DIPφ300×70ｍ 第2四半期 指名競争

68 白銀町砂森配水補助管布設工事 八戸市大字白銀町字砂森　地内 120日 水道施設 PPφ50×110m 第2四半期 指名競争

69 大久保下大久保配水補助管布設工事 八戸市大字大久保字下大久保　地内 120日 水道施設 PPφ50×100m 第2四半期 指名競争

70 売市右水門下～左水門下配水管布設工事 八戸市大字売市字右水門下～字左水門下　地内 140日 水道施設
DIPφ100×100ｍ
DIPφ75×50ｍ

第2四半期 指名競争
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71 階上町小舟渡跨線橋配水管布設替(添架)工事 階上町大字道仏字小舟渡　地内 140日 水道施設 SUSP100φ×30ｍ 第2四半期 指名競争

72 配水幹線(根城～柏崎)布設替第18工区工事 八戸市柏崎二丁目　地内 170日 水道施設
DIPφ400×160ｍ
DIPφ300×15ｍ

第2四半期 指名競争

73 小中野七丁目配水管布設替工事 八戸市小中野七丁目　地内 170日 水道施設 DIPφ100×220ｍ 第2四半期 指名競争

74 おいらせ町豊原二丁目～上久保配水管布設工事 おいらせ町豊原二丁目～上久保　地内 200日 水道施設 DIPφ400×200ｍ 第2四半期 指名競争

75 六戸町下吉田米沢配水補助管布設工事 六戸町大字下吉田字米沢　地内 200日 水道施設 PPφ50×200ｍ 第2四半期 指名競争

76 階上町蒼前東三丁目～角柄折新沼館配水管布設替工事 階上町蒼前東三丁目～大字角柄折字新沼館　地内 200日 水道施設
DIPφ150×145ｍ
DIPφ100×330ｍ

第2四半期 指名競争

77 坂牛川橋側道橋配水管布設(添架)工事 八戸市大字田面木字前田表　地内 200日 水道施設
SUSPφ150×20ｍ(添架)
DIPφ150×20ｍ

第2四半期 指名競争

78 配水幹線(根城～柏崎)布設替第19工区工事 八戸市長者一丁目ほか　地内 230日 水道施設
DIPφ500×130ｍ
DIPφ400×120ｍ

第2四半期 指名競争

79 八戸駅西区画(RNo.6-54)配水管布設工事 八戸市大字尻内町字下根市　地内 90日 水道施設 DIPφ75×40ｍ 第3四半期 指名競争

80 八戸駅西区画(RNo.6-73)配水管布設工事 八戸市大字尻内町字メドツ河原～字矢沢　地内 90日 水道施設 DIPφ75×70ｍ 第3四半期 指名競争

81 おいらせ町瓢配水管布設替工事 おいらせ町瓢　地内 100日 水道施設 DIPφ100×170ｍ 第3四半期 指名競争

82 南部町小泉下館野～小松沢下平配水管布設(推進)工事 南部町大字小泉字下舘野～字小松沢下平　地内 110日 水道施設 DIPφ100×50ｍ(推進) 第3四半期 指名競争

83 五戸町鍛冶屋窪配水管布設替工事 五戸町字鍜冶屋窪　地内 110日 水道施設
DIPφ100×180ｍ
PPφ50×183ｍ

第3四半期 指名競争

84 階上町道仏耳ケ吠配水管布設替工事 階上町大字道仏字耳ケ吠　地内 110日 水道施設
DIPφ100×164ｍ
PPφ50×152ｍ

第3四半期 指名競争
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85 南部町小向村中配水管布設替工事 南部町大字小向字村中　地内 110日 水道施設 DIPφ75×295ｍ 第3四半期 指名競争

86 小田一丁目～下長四丁目配水管改良工事 八戸市小田一丁目～下長四丁目　地内 140日 水道施設 DIPφ200×260ｍ 第3四半期 指名競争

87 三島踏切横断管路更生工事 八戸市白銀一丁目ほか　地内 140日 水道施設
DIPφ300×45ｍ(管路更生)
DIPφ250×15ｍ(管路更生)
DIPφ150×15ｍ(管路更生)

第3四半期 指名競争

88 八幡五日町配水管布設工事 八戸市大字八幡字五日町　地内 140日 水道施設
DIPφ75×65ｍ
PPφ50×430ｍ

第3四半期 指名競争

89 大久保町畑西ノ平～下町畑配水管改良工事 八戸市大字大久保字町畑西ノ平～字下町畑　地内 140日 水道施設
DIPφ400×173ｍ
DIPφ200×173ｍ
PPφ50×283ｍ

第3四半期 指名競争

90 江陽一丁目配水管改良工事 八戸市江陽一丁目　地内 140日 水道施設
DIPφ100×250ｍ
PPφ50×250ｍ

第3四半期 指名競争

91 根城西ノ沢～馬場頭配水管布設替工事 八戸市大字根城字西ノ沢～字馬場頭　地内 140日 水道施設
DIPφ100×195ｍ
DIPφ75×45ｍ

第3四半期 指名競争

92 是川中居～長田沢配水管布設替工事 八戸市大字是川字中居～字長田沢　地内 140日 水道施設 DIPφ100×420ｍ 第3四半期 指名競争
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