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令和４年度　中空知広域水道企業団　発注予定工事情報

公表する内容は、公表時点の概要・予定であり、今後変更となる場合があります。 （令和4年 4月 1日現在） Ｎｏ．１

工事の名称 工事概要 予定工期 入札時期

1 水道施設 市道江部乙町東１０４８号線配水管整備工事 滝川地区  PPφ50　L=200m
令和4年 4月

令和４年 4月 指名競争入札
～令和4年 7月

2 水道施設 市道滝の川町東７５２号線配水管整備工事 滝川地区  PPφ50　L=170m
令和4年 4月

令和４年 4月 指名競争入札
～令和4年 7月

3 水道施設 市道東町３７６号線配水管整備工事 滝川地区  PPφ50　L=250m
令和4年 4月

令和４年 4月 指名競争入札
～令和3年 8月

4 水道施設 市道東滝川９０９号線配水管整備工事 滝川地区
 PPφ50　L=145m
 DIP(G)φ150　L=50m
 WEETAφ150　L=20m

令和4年 5月
令和４年 5月 一般競争入札

～令和4年 9月

5 水道施設 滝川第１配水池系基幹管路整備工事 滝川地区  DIP(G)φ400　L=265m
令和4年 5月

令和４年 5月 指名競争入札 ＪＶ
～令和4年12月

6 水道施設 市道西町幸町１５２号線配水管整備工事 滝川地区  DIP(N)φ75　L=200m
令和4年 5月

令和４年 5月 一般競争入札
～令和4年 9月

7 水道施設 市道滝新通り線配水管整備工事 滝川地区
 PPφ50　L=40m
 DIP(G)φ150　L=20m

令和4年 6月
令和４年 6月 指名競争入札

～令和4年 9月

8 水道施設 市道西町１４７線配水管整備工事 滝川地区  DIP(N)φ75　L=130m
令和4年 6月

令和４年 6月 指名競争入札
～令和4年 9月

9 水道施設 市道東１１丁目通り線配水管整備工事 滝川地区  DIP(G)φ150　L=240m
令和4年 6月

令和４年 6月 一般競争入札
～令和4年10月

10 水道施設 国道１２号配水管整備工事 滝川地区  DIP(N)φ75　L=290m
令和4年 7月

令和４年 7月 一般競争入札
～令和4年11月

11 水道施設 市道南２丁目通り線配水管整備工事 滝川地区  DIP(G)φ150　L=265m
令和4年 7月

令和４年 7月 一般競争入札
～令和4年11月

12 水道施設 市道東４丁目通り線配水管整備工事 滝川地区  PPφ50　L=300m
令和4年 8月

令和４年 8月 指名競争入札
～令和4年11月

13 水道施設 市道南吉野９号通り配水管整備工事 砂川地区  DIP(N)φ75　L=185m
令和4年 4月

令和４年 4月 指名競争入札
～令和4年 7月

14 水道施設 市道南３号線配水管整備工事その１ 砂川地区  DIP(G)φ150　L=140m
令和4年 4月

令和４年 4月 指名競争入札
～令和4年 7月

15 水道施設 市道晴見３号通り配水管整備工事 砂川地区  DIP(N)φ100　L=150m
令和4年 4月

令和４年 4月 指名競争入札
～令和4年 7月
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16 水道施設 市道新石山８条通り配水管整備工事 砂川地区  PPφ50　L=165m
令和4年 5月

令和４年 5月 指名競争入札
～令和4年 8月

17 水道施設 市道南吉野６号通り配水管整備工事 砂川地区  DIP(G)φ150　L=115m
令和4年 6月

令和４年 6月 一般競争入札
～令和4年 9月

18 水道施設 国道１２号配水管整備工事 砂川地区  DIP(N)φ100　L=235m
令和4年 6月

令和４年 6月 一般競争入札
～令和4年 9月

19 水道施設 市道南３号線配水管整備工事その２ 砂川地区  DIP(G)φ150　L=130m
令和4年 6月

令和４年 6月 指名競争入札
～令和4年10月

20 水道施設 市道東３線配水管整備工事 砂川地区  DIP(G)φ300　L=150m
令和4年 7月

令和４年 7月 一般競争入札
～令和4年11月

21 水道施設 市道晴見４条通り配水管整備工事 砂川地区
 PPφ50　L=10m
 DIP(N)φ75　L=170m

令和4年 8月
令和４年 8月 一般競争入札

～令和4年11月

22 水道施設 市道高速横断４号通り配水管整備工事 砂川地区
 DIP(G)φ300　L=31m
 GNGWAφ250　L=30m

令和4年 8月
令和４年 8月 一般競争入札

～令和4年12月

23 水道施設 市道本町山沿線配水管整備工事 歌志内地区
 PPφ40　L=55m
 PPφ50　L=15m

令和4年 4月
令和４年 4月 指名競争入札

～令和4年 7月

24 水道施設 道道赤平奈井江線配水管整備工事その１ 歌志内地区  DIP(G)φ150　L=80m
令和4年 5月

令和４年 5月 一般競争入札
～令和4年 8月

25 水道施設 道道赤平奈井江線配水管整備工事その２ 歌志内地区  DIP(G)φ150　L=135m
令和4年 7月

令和４年 7月 一般競争入札
～令和4年11月

26 水道施設 歌神二区配水管整備工事 歌志内地区  DIP(N)φ75　L=70m
令和4年 8月

令和４年 8月 指名競争入札
～令和4年11月

27 水道施設 町道西６条通り配水管整備工事 奈井江地区  PPφ50　L=73m
令和4年 4月

令和４年 4月 指名競争入札
～令和4年 7月

28 水道施設 町道西５条通り配水管整備工事 奈井江地区
 PPφ50　L=45m
 DIP(N)φ100　L=285m

令和4年 5月
令和４年 5月 一般競争入札

～令和4年 9月

29 水道施設 町道西３条通り配水管整備工事 奈井江地区
 PPφ50　L=70m
 DIP(K)φ100　L=6m

令和4年 6月
令和４年 6月 指名競争入札

～令和4年10月

30 水道施設 町道西２線配水管整備工事 奈井江地区  PPφ50　L=575m
令和4年 7月

令和４年 7月 一般競争入札
～令和4年11月



令和４年度　中空知広域水道企業団　発注予定工事情報

№ 業種 施工場所 入札の方法 備考

公表する内容は、公表時点の概要・予定であり、今後変更となる場合があります。 （令和4年 4月 1日現在） Ｎｏ．３

工事の名称 工事概要 工　　期 入札の時期

31 水道施設 町道９号西線配水管整備工事 奈井江地区  PPφ50　L=360m
令和4年 7月

令和４年 7月 指名競争入札
～令和4年11月

32 建築 取水水管橋耐震補強工事 浄水場ほか  上部工耐震補強
令和4年 5月

令和４年 5月 指名競争入札
～令和5年 2月

33 機械 フロキュレーター更新工事 浄水場ほか
 撹拌翼・撹拌軸・水中軸受
 H-FRP(2系1基）

令和4年 5月
令和４年 5月 指名競争入札

～令和5年 3月

34 機械 沈澱池傾斜板更新工事 浄水場ほか
 傾斜板沈降装置
（1ブロック）

令和4年 5月
令和４年 5月 指名競争入札

～令和5年 3月

35 電気 歌志内増圧ポンプ場蓄電池更新工事 浄水場ほか
 第1増圧・第2増圧直流電源装置
 蓄電池（各　2V×54セル）

令和4年 5月
令和４年 5月 指名競争入札

～令和4年10月

36 電気 水質モニター監視設備更新工事 浄水場ほか  監視・通信設備
令和4年 5月

令和４年 5月 指名競争入札
～令和4年10月

37 電気 自家用発電機更新工事 浄水場ほか
 直流電源装置・燃料小出槽
 燃料移送ポンプ

令和4年 6月
令和４年 6月 指名競争入札 ＪＶ

～令和5年12月


