
令和２年度　発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。 課名

№ 工事名 場所 期間 種別 工事の概要 入札及び契約方法 入札予定時期

1 渡場水管橋架替工事 渡場 地内 180日間 土木一式
SUS300A・L=15m
DIPφ300・L=30m

一般競争入札 第２四半期

2 配水管布設替工事　　大室線 大室 地内 150日間 土木一式
HPPEφ100・L=140m
SGP100A・L=3m

指名競争入札 第２四半期

3 配水管布設替工事　　岡山町線 岡山町 地内 150日間 土木一式 HPPEφ75・L=100m 指名競争入札 第３四半期

4 配水管布設替工事　　保田（庵地）線 保田 地内 150日間 土木一式
HPPEφ100・L=150m
φ75・L=70m

一般競争入札 第１四半期

5 配水管布設替工事　　東柳町線 北本町 地内 150日間 土木一式 HPPEφ50・L=240m 一般競争入札 第１四半期

6 配水管布設替工事　　緑岡線 緑岡 地内 150日間 土木一式 HPPEφ75・L=300m 一般競争入札 第１四半期

7 配水管布設替工事　　沖通り線 沖通り 地内 150日間 土木一式 HPPEφ75・L=160m 指名競争入札 第２四半期

8 配水管布設替工事　　保田（門前）線 保田 地内 150日間 土木一式 HPPEφ75・L=160m 一般競争入札 第１四半期

9 配水管布設替工事　　上江端線 上江端 地内 150日間 土木一式
HPPEφ75・L=130m
φ50・L=105m

一般競争入札 第２四半期

10 配水管布設替工事　　下黒瀬線その1 下黒瀬 地内 150日間 土木一式 HPPEφ100・L=240m 一般競争入札 第３四半期

11 配水管布設替工事　　下黒瀬線その2 下黒瀬 地内 150日間 土木一式 HPPEφ100・L=240m 一般競争入札 第３四半期

12 配水管布設替工事　　山倉線 山倉 地内 150日間 土木一式 HPPEφ75・L=160m 指名競争入札 第３四半期

13 配水管布設替工事　　千原線 千原 地内 150日間 土木一式 HPPEφ50・L=300m 一般競争入札 第１四半期

14 配水管布設替工事　　城線 城 地内 150日間 土木一式 HPPEφ75・L=90m 指名競争入札 第２四半期

15 配水管布設替工事　　外城町線 外城町 地内 150日間 土木一式 HPPEφ50・L=200m 一般競争入札 第２四半期

16
連絡管布設工事
月岡温泉・荒川線

月岡温泉 地内 90日間 土木一式
DIPφ150・L=600m

指名競争入札 第４四半期

17
湛水防除事業関連（安野川）水管橋添架
工事

百津 地内 210日間 土木一式
SUS300A・L=53m
DIPφ300・L=30m

一般競争入札 第２四半期

18
県道改良工事に伴う
配水管移設工事

畑江 地内 180日間 土木一式 HPPEφ75・L=180m 指名競争入札 第１四半期

19 阿賀野BP道の駅関連　配水管移設工事 窪川原 地内 180日間 土木一式 HPPEφ75・L=400m 一般競争入札 第２四半期

20 管路漏水調査業務委託 安田 地内 150日間 その他
漏水調査
85.2km

一般競争入札 第１四半期

21 令和2年度　舗装復旧工事（第一期） 給水区域内 地内 90日間 ほ装 舗装工(表層) 指名競争入札 第２四半期

22 令和2年度　舗装復旧工事（第二期） 給水区域内 地内 90日間 ほ装 舗装工(表層) 指名競争入札 第３四半期

23 消火栓移設工事 六野瀬 地内 90日間 土木一式
消火栓移設
（地下式）

指名競争入札 第１四半期

24 消火栓移設工事 大野地(原) 地内 90日間 土木一式
消火栓移設
（地下式）

指名競争入札 第１四半期

25 阿賀野ﾊﾞｲﾊﾟｽ関連　　配水管移設工事 土橋 地内 90日間 土木一式 DIPφ75・L=80m 指名競争入札 第１四半期

26
県道改良工事に伴う
配水管移設工事

三ツ椡 地内 120日間 土木一式 SUS150A・L=10m 指名競争入札 第２四半期

27
浄水設備改良事業
苛性ソーダ注入設備設置工事

大室 地内 180日間 機械器具設置 苛性ソーダ注入設備の設置 一般競争入札 第２四半期

28
浄水設備改良事業
ろ過池原水扉・洗排扉更新工事

大室 地内 210日間 機械器具設置 ろ過池２池の原水扉・洗排扉更新 一般競争入札 第２四半期

29
浄水設備改良事業
ろ過池差圧発信器更新工事

大室 地内 150日間 電気通信
ろ過池の損失用・流量用差圧発信
器更新

指名競争入札 第１四半期

上下水道局（上水道）
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30
浄水設備改良事業
汚泥池水位計更新工事

大室 地内 150日間 機械器具設置 汚泥池水位計の更新 指名競争入札 第１四半期

31
浄水設備改良事業
サンプリングポンプ更新工事

大室 地内 150日間 機械器具設置 サンプリングポンプ３基更新 指名競争入札 第１四半期

32
浄水設備改良事業
ろ過材更生工事

大室 地内 210日間 水道施設 ろ過池２池のろ過砂更新 一般競争入札 第２四半期

33
浄水設備改良事業
監視カメラ更新・増設工事

大室 地内 150日間 電気通信
浄水場監視カメラの更新と１基増
設

随意契約 第１四半期

34
浄水設備改良事業
汚泥池流入ゲート更新工事

大室 地内 180日間 機械器具設置 汚泥池流入ゲートの更新 指名競争入札 第１四半期

35
浄水設備改良事業
送水ポンプ更新工事

渡場 地内 150日間 機械器具設置 水源地取水場送水ポンプの更新 指名競争入札 第２四半期

36
浄水設備改良事業
送水ポンプ改良工事

渡場 地内 150日間 機械器具設置
水源地取水場送水ポンプのオー
バーホール

随意契約 第２四半期

37
浄水設備改良事業
取水ポンプ更新工事

渡場 地内 120日間 機械器具設置 水源地取水ポンプの更新 指名競争入札 第１四半期

38
浄水設備改良事業
高台施設水位計更新工事

羽黒・畑江 地内 180日間 機械器具設置 水位計２基の更新 指名競争入札 第１四半期

39
浄水設備改良事業
揚水ポンプ更新工事

畑江 地内 150日間 機械器具設置 畑江配水場揚水ポンプ１基更新 指名競争入札 第２四半期

40
浄水設備改良事業
災害用自家用発電装置設置工事

畑江 地内 300日間 電気 畑江配水場用自家発１基設置 指名競争入札 第１四半期

41
中央監視設備更新事業
中央監視設備更新工事

大室・渡場 地内 ４か年継続 電気通信
大室浄水場並びに水源地取水場外
監視装置機能更新

一般競争入札 第２四半期

42 浄水管等フランジ修理工事 大室 地内 90日間 管 フランジボルト等の取替工事 指名競争入札 第１四半期

43 特定産業廃棄物保管庫解体工事 大室 地内 120日間
とび・土工・コン
クリート（解体含

む）
特定産業廃棄物保管庫解体 指名競争入札 第３四半期

44 福永配水池ＵＰＳバッテリー取替工事 福永 地内 150日間 電気 ＵＰＳバッテリーの取替 指名競争入札 第２四半期

45
浄水設備改良事業
苛性ソーダ注入設備設置工事監理委託業
務

大室 地内 180日間 コンサルタント 監理業務 随意契約 第２四半期

46
浄水設備改良事業
水源地取水場浄水池耐震診断調査委託業
務

渡場 地内 180日間 コンサルタント 耐震診断業務 指名競争入札 第２四半期

47
中央監視設備更新事業
中央監視設備更新工事監理委託業務

大室・渡場 地内 210日間 コンサルタント 監理業務 随意契約 第２四半期
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