
 

 

令和２年度 八戸圏域水道企業団工事発注見通し（変更分） 

 

 

これは、令和 2 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

と見込まれる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 2 年 9 月 30 日時点のものであり、令和 2 年 4 月 1 日時点公表分の変更のあったもの及

び新たに工事発注が見込まれるものです。各工事について記載している工事内容・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行

われ、記載されていない工事が発注され、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 2 年 10 月 1 日 管財出納課〕 



  令和２年度発注見通し 10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 備考

1 白山浄水場水質計器盤整備工事 八戸市南白山台一丁目11-1　　地内 120日 電気
馬淵川系水質計器盤更新工×1式
新井田川系水質計器盤更新工×1式 第3四半期 指名競争 変更

2 南部町大向泉山道配水管布設替工事 南部町大字大向字泉山道　地内 100日 水道施設
DIPφ75×75ｍ
PPφ50×70ｍ

第3四半期 指名競争 変更

3 小田一丁目配水管布設替工事 八戸市小田一丁目　地内 R3.3.25限 水道施設 DIPφ300×50ｍ 第3四半期 指名競争 変更

4 五戸町神明後～下タノ沢配水管布設工事 五戸町字神明後～字下タノ沢　地内 R3.3.25限 水道施設
DIPφ100×314ｍ
DIPφ75×70ｍ
PPφ50×60ｍ

第3四半期 指名競争 変更

5
新目時配水池送水管整備第３工区工事及び
排泥管布設工事

三戸町大字梅内字金洗沢～字車　地内 R3.3.25限 水道施設
DIPφ250×297ｍ(送水管)
DIPφ300×235ｍ(排泥管)

第3四半期 指名競争 変更

6
新目時配水池送水管整備第４工区工事及び
排泥管布設工事

三戸町大字梅内字車　地内 R3.3.25限 水道施設
DIPφ250×207ｍ(送水管)
DIPφ300×210ｍ(排泥管)

第3四半期 指名競争 変更

7 新井田西平配水管改良工事 八戸市大字新井田字西平　地内 R3.3.25限 水道施設
DIPφ75×148ｍ
PPφ50×243ｍ

第3四半期 指名競争 変更

8 八幡松ノ木田配水管改良工事 八戸市大字八幡字松ノ木田　地内 R3.3.25限 水道施設
DIPφ75×263ｍ
PPφ50×90ｍ

第3四半期 指名競争 変更

9
八戸駅西区画（RNo.6-91ほか）配水管布設
工事

八戸市大字尻内町字鼠田　地内 R3.3.25限 水道施設
DIPφ100×88ｍ
DIPφ75×180ｍ

第3四半期 指名競争 変更

10
八戸駅西区画（RNo.6-73ほか）配水管布設
工事

八戸市大字尻内町字メドツ河原ほか　地内 R3.3.25限 水道施設

DIPφ300×110ｍ
DIPφ200×152ｍ
DIPφ100×32ｍ
DIPφ75×48ｍ

第3四半期 指名競争 変更
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  令和２年度発注見通し 10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 備考

11
八戸駅西区画（RNo.6-45ほか）配水管布設
工事

八戸市大字尻内町字張田　地内 R3.3.25限 水道施設
DIPφ100×220ｍ
DIPφ75×95ｍ

第3四半期 指名競争 変更

12 3・4・27街路（駅西区画）配水管布設工事 八戸市大字尻内町字矢沢　地内 90日 水道施設
DIPφ200×40ｍ
DIPφ150×40ｍ

第3四半期 指名競争 変更

13
3・4・25街路ほか（駅西区画）配水管布設
工事

八戸市大字尻内町字高田～字矢沢　地内 150日 水道施設
DIPφ100×60ｍ
DIPφ75×168ｍ

第3四半期 指名競争 変更

14 五戸町神明後配水管布設工事 五戸町字神明後　地内 100日 水道施設 DIPφ75×70ｍ 第1四半期 指名競争 中止

15 多賀台一丁目配水管布設替工事 八戸市多賀台一丁目　地内 220日 水道施設 DIPφ250×21ｍ 第2四半期 指名競争 中止

16 階上町蒼前東一丁目配水管改良工事 階上町蒼前東一丁目　地内 160日 水道施設 DIPφ100×375ｍ 第2四半期 指名競争 中止

17 南部町大向牧野平配水管改良工事 南部町大字大向字牧野平　地内 130日 水道施設
DIPφ100×262ｍ
DIPφ75×45ｍ

第2四半期 指名競争 中止

18 階上町蒼前西一丁目配水管改良工事 階上町蒼前西一丁目　地内 100日 水道施設 DIPφ75×106ｍ 第3四半期 指名競争 中止

19 是川取水堰堆積土砂移動工事 八戸市大字是川字田中河原　　地内 60日 土木 堆積土砂移動工×1式 第3四半期 指名競争

20 五戸浄水場地下構造物撤去工事 五戸町字八景23-3 150日 土木 地下構造物撤去工×1式 第3四半期 指名競争
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  令和２年度発注見通し 10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 備考

21 南高台配水場自家発電設備整備工事 八戸市大字大久保字町畑西ノ平7-26 150日 電気 自家発電設備整備工×1式 第3四半期 随意契約

22
白山浄水場中央監視制御設備更新に伴う監
視装置伝送機能増設工事

八戸市南白山台一丁目11-1　　地内 R4.3.20限 電気 監視装置伝送機能増設工×1式 第3四半期 随意契約

23 三島浄水場UPS更新ほか整備工事 八戸市白銀一丁目2　　地内 120日 電気 三島浄水場UPS更新工×1式
鉄砲平UPSバッテリー取替工×1式

第3四半期 指名競争

24 本庁舎4階ファンコイル更新工事 八戸市南白山台一丁目11-1　地内 150日 管 本庁舎4階ファンコイル更新工×8台 第3四半期 指名競争

25 三戸町目時下道配水補助管布設工事 三戸町大字目時字下道　地内 120日 水道施設 PPφ50×70m 第3四半期 指名競争

26 尻内町尻内配水管改良工事 八戸市大字尻内町字尻内　地内 130日 水道施設 DIPφ75×147ｍ 第3四半期 指名競争

27 市川町和野配水管改良工事 八戸市大字市川町字和野　地内 130日 水道施設
DIPφ75×64ｍ
PPφ50×267ｍ

第3四半期 指名競争

28
八戸駅西区画（RNo.6-32ほか）配水管布設
工事

八戸市大字尻内町字直田　地内 160日 水道施設
DIPφ100×65ｍ
DIPφ75×30ｍ

第3四半期 指名競争

29
八戸駅西区画（RNo.6-82ほか）配水管布設
工事

八戸市大字尻内町字矢沢　地内 160日 水道施設
DIPφ100×30ｍ
DIPφ75×128ｍ

第3四半期 指名競争

30 馬淵川系導水管更新第２工区工事 八戸市大字櫛引字館神～大字八幡字上ミ沢　　地内 R5.5.31限 水道施設 DIPφ1000×1,070ｍ 第4四半期 指名競争
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