
建 設 工 事

NO 工  事  名 工事場所 工事種別 工期 工  事  概  要 入札予定時期 入札方法 備考

1 下り松取水塔排砂ポンプ交換 登米町 機械器具設置工事 約7カ月 排砂ポンプ更新 一式 第1四半期 指名 水道施設課

2 保呂羽浄水場着水排水弁更新工事 登米町 機械器具設置工事 約7カ月 着水排水弁更新 一式 第1四半期 指名 水道施設課

3 保呂羽浄水場沈殿池排泥仕切弁更新工事 登米町 機械器具設置工事 約7カ月 沈殿池排泥仕切弁更新 一式 第1四半期 指名 水道施設課

4 保呂羽浄水場天日乾燥床仕切弁更新工事 登米町 機械器具設置工事 約7カ月 天日乾燥床仕切弁更新 一式 第1四半期 指名 水道施設課

5 錦織浄水場浄水濁度計更新工事 東和町 機械器具設置工事 約6カ月 濁度計更新 一式 第3四半期 指名 水道施設課

6 錦織浄水場原水検水ポンプ更新工事 東和町 機械器具設置工事 約6カ月 原水検水ポンプ更新 一式 第2四半期 指名 水道施設課

7 錦織浄水場連絡管流入流量計設置工事 東和町 機械器具設置工事 約6カ月 連絡管流入流量計設置 一式 第2四半期 指名 水道施設課

8 錦織浄水場クラウド設置工事 東和町 機械器具設置工事 約7カ月 クラウド設置 一式 第2四半期 指名 水道施設課

9 米谷浄水場連絡管流入流量計設置工事 東和町 機械器具設置工事 約6カ月 連絡管流入流量計設置 一式 第2四半期 指名 水道施設課

10 米谷浄水場クラウド設置工事 東和町 機械器具設置工事 約7カ月 クラウド設置 一式 第2四半期 指名 水道施設課

11 大萱沢浄水場浄水濁度計更新工事 津山町 機械器具設置工事 約6カ月 浄水濁度計更新 一式 第2四半期 指名 水道施設課

12 合ノ木浄水場原水濁度計更新工事 東和町 機械器具設置工事 約6カ月 原水濁度計更新 一式 第3四半期 指名 水道施設課

13 合ノ木浄水場配水流量計更新工事 東和町 機械器具設置工事 約4カ月 配水流量計更新 一式 第3四半期 指名 水道施設課

14 大綱木浄水場原水濁度計更新工事 東和町 機械器具設置工事 約6カ月 原水濁度計更新 一式 第3四半期 指名 水道施設課

15 大綱木浄水場配水流量計更新工事 東和町 機械器具設置工事 約4カ月 配水流量計更新 一式 第3四半期 指名 水道施設課

16 水道6045号線布設工事 迫町 水道施設工事 約3カ月 PPφ50            L=  50m 第3四半期 指名 水道施設課

17 水道6046号線布設工事 津山町 水道施設工事 約3カ月 PPφ50            L=  50m 第3四半期 指名 水道施設課

18 水道6047号線布設工事 豊里町 水道施設工事 約3カ月 PPφ50            L=  50m 第3四半期 指名 水道施設課

19 水道6048号線布設工事 豊里町 水道施設工事 約3カ月 PPφ50            L=  50m 第3四半期 指名 水道施設課

20 水道6040号線布設工事 石越町 水道施設工事 約5カ月 PPφ50            L=150m 第3四半期 一般 水道施設課

21 水道2131号線一部布設工事 中田町 水道施設工事 約5カ月 PPφ50            L=300m 第3四半期 指名 水道施設課

22 水道1071号線一部布設工事 迫町 水道施設工事 約5カ月 PPφ50            L=330m 第1四半期 一般 水道施設課

23 水道6013号線外一部布設工事 登米町 水道施設工事 約6カ月 DCIPφ200外   L=410m 第3四半期 一般 水道施設課

【令和２年４月１日現在】
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24 水道1061号線外舗装復旧工事 南方町外 舗装工事 約4カ月 舗装復旧    A=1,990㎡ 第1四半期 一般 水道施設課

25 水道1638号線一部布設替工事 豊里町 水道施設工事 約5カ月 PPφ50            L=310m 第3四半期 一般 水道施設課

26 水道1764号線外一部布設替工事 中田町 水道施設工事 約5カ月 PPφ50            L=510m 第3四半期 一般 水道施設課

27 水道6049号線一部布設替工事 迫町 水道施設工事 約5カ月 PPφ30            L=  70m 第3四半期 指名 水道施設課

28 水道2199号線一部布設替工事 中田町 水道施設工事 約5カ月 DCIPφ75      L=300m 第3四半期 一般 水道施設課

29 水道2084号線一部布設替工事 中田町 水道施設工事 約5カ月 PPφ50            L=160m 第3四半期 指名 水道施設課

30 水道2042号線一部布設替工事 中田町 水道施設工事 約5カ月 PPφ50            L=200m 第3四半期 指名 水道施設課

31 水道2369号線一部布設替工事 南方町 水道施設工事 約5カ月 PPφ50            L=740m 第3四半期 一般 水道施設課

32 水道2942号線一部布設替工事 登米町 水道施設工事 約5カ月 DCIPφ100    L=300m 第3四半期 一般 水道施設課

33 水道1646号線一部布設替工事 豊里町 水道施設工事 約5カ月 PPφ50            L=180m 第3四半期 指名 水道施設課

34 水道5252号線一部布設替工事 東和町 水道施設工事 約5カ月 DCIPφ75      L=320m 第3四半期 一般 水道施設課

35 水道1637号線外舗装復旧工事 豊里町外 舗装工事 約4カ月 舗装復旧    A=2,590㎡ 第2四半期 一般 水道施設課

36 水道2103号線外舗装復旧工事 中田町外 舗装工事 約6カ月 舗装復旧    A=3,240㎡ 第1四半期 一般 水道施設課

37 水道3167号線一部移設工事 迫町 水道施設工事 約4カ月 DCIPφ75      L=300m 第3四半期 一般 水道施設課

38 水道1005号線一部移設工事 迫町 水道施設工事 約5カ月 DCIPφ150    L=215m 第3四半期 一般 水道施設課

39 水道1049号線一部移設工事 迫町 水道施設工事 約5カ月 SGP100A       L= 50m 第3四半期 指名 水道施設課

40 水道1876号線一部移設工事 中田町 水道施設工事 約5カ月 PPφ50            L=210m 第3四半期 指名 水道施設課

41 水道3487号線一部移設工事 迫町 水道施設工事 約5カ月 DCIPφ100    L=210m 第3四半期 指名 水道施設課

42 水道1号線一部移設工事 迫町 水道施設工事 約5カ月 DCIPφ200    L=280m 第3四半期 一般 水道施設課

43 水道5979号線一部移設工事 登米町 水道施設工事 約5カ月 PPφ30            L=130m 第3四半期 指名 水道施設課

44 水道2157号線一部移設工事 中田町 水道施設工事 約5カ月 PPφ50            L=110m 第3四半期 指名 水道施設課

45 水道2496号線一部移設工事 中田町 水道施設工事 約5カ月 PPφ50            L=150m 第3四半期 指名 水道施設課

46 水道1567号線一部移設工事 豊里町 水道施設工事 約5カ月 DCIPφ100    L=170m 第3四半期 一般 水道施設課
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47 水道2496号線一部移設工事 南方町 水道施設工事 約5カ月 PPφ30            L=220m 第3四半期 指名 水道施設課

48 水道1806号線一部移設工事 中田町 水道施設工事 約5カ月 PPφ30            L=150m 第3四半期 指名 水道施設課

49 水道5059号線一部移設工事 石越町 水道施設工事 約5カ月 DCIPφ100    L=  65m 第3四半期 指名 水道施設課

50 水道2号線水管橋設置工事 米山町 水道施設工事 約8カ月 DCIPφ400外   L=  50m 第2四半期 一般 水道施設課

51 水道3号線一部布設替工事 中田町 水道施設工事 約5カ月 DCIPφ250    L=100m 第3四半期 一般 水道施設課

52 水道4号線一部布設替工事 南方町 水道施設工事 約11カ月 DCIPφ250    L=700m 第1四半期 一般 水道施設課

53 水道4号線一部布設替(1工区)工事 南方町 水道施設工事 約8カ月 DCIPφ250    L=830m 第2四半期 一般 水道施設課

54 水道4号線一部布設替(2工区)工事 南方町 水道施設工事 約8カ月 DCIPφ250    L=860m 第2四半期 一般 水道施設課

55 水道4号線一部布設替(3工区)工事 南方町 水道施設工事 約8カ月 DCIPφ250    L=790m 第2四半期 一般 水道施設課

56 水道2号線舗装復旧工事 登米町 舗装工事 約6カ月 舗装復旧    A=5,400㎡ 第2四半期 一般 水道施設課

57 水道2号線舗装復旧工事 米山町 舗装工事 約6カ月 舗装復旧    A=4,300㎡ 第2四半期 一般 水道施設課

58 水道3号線舗装復旧工事 中田町 舗装工事 約6カ月 舗装復旧    A=1,050㎡ 第2四半期 指名 水道施設課

59 水道12号線舗装復旧工事 米山町 舗装工事 約6カ月 舗装復旧    A=   720㎡ 第2四半期 指名 水道施設課

60 舘の下増圧ポンプ場増圧ポンプ更新工事 東和町 機械器具設置工事 約6カ月 増圧ポンプ更新 一式 第2四半期 指名 水道施設課

61 石越町平町流量計クラウド設置工事 石越町 機械器具設置工事 約6カ月 クラウド設置 一式 第2四半期 指名 水道施設課

62 石貝配水池循環ポンプ更新工事 津山町 機械器具設置工事 約6カ月 循環ポンプ更新 一式 第2四半期 指名 水道施設課

63 防火水槽外給水設備設置工事 迫町外 水道施設工事 約8カ月 給水設備設置外 一式 第2四半期 指名 水道施設課

64 迫町平柳地区汚水管渠築造工事 迫町 土木一式 約７ヶ月  L=269m  φ150㎜ 第２四半期 一般 下水道施設課

65 中田町宝江新井田27工区汚水管渠築造工事 中田町 土木一式 約８ヶ月  L=417m  φ150㎜ 第１四半期 一般 下水道施設課

66 中田町宝江新井田28工区汚水管渠築造工事 中田町 土木一式 約８ヶ月  L=375m φ150㎜ 第１四半期 一般 下水道施設課

67 中田町宝江新井田29工区汚水管渠築造工事 中田町 土木一式 約８ヶ月  L=359m φ150㎜ 第２四半期 一般 下水道施設課

68 中田町宝江新井田30工区汚水管渠築造工事 中田町 土木一式 約８ヶ月  L=351m φ150㎜ 第２四半期 一般 下水道施設課

69 中田町森六地区汚水管渠築造工事 中田町 土木一式 約６ヶ月  L=157m φ150㎜ 第２四半期 一般 下水道施設課

70 中田町宝江新井田地区舗装復旧工事 中田町 ほ装工事 約４ヶ月   A=3,000㎡ 第１四半期 一般 下水道施設課

71 迫町大東地区雨水排水路築造工事 迫町 土木一式 約８ヶ月
 L=141m ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ□2200×1000

水門工事一式
第１四半期 一般 下水道施設課
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72 石越町東郷地区汚水管渠築造工事 石越町 土木一式 約８ヶ月  L=163m φ150㎜ 第１四半期 一般 下水道施設課

73 豊里町新田町地区汚水管渠築造工事 豊里町 土木一式 約６ヶ月  L=70m  φ150㎜ 第１四半期 指名 下水道施設課

74 桜岡地区（機能強化）防食外機械設備更新工事 米山町 機械設備 約６ヶ月 防食工事 Ｎ＝１式、機械設備更新 Ｎ＝１式 第１四半期 一般 下水道施設課

75 新小路地区（機能強化）防食外機械設備更新工事 中田町 機械設備 約６ヶ月 防食工事 Ｎ＝１式、機械設備更新 Ｎ＝１式 第１四半期 一般 下水道施設課

76 新田地区（機能強化）マンホールポンプ機械設備更新工事 迫町 機械設備 約５ヶ月 マンホールポンプ更新 Ｎ＝２箇所 第２四半期 一般 下水道施設課

77 新田地区（機能強化）ブロワ外機械設備更新工事 迫町 機械設備 約５ヶ月 機械設備更新 Ｎ＝１式 第２四半期 一般 下水道施設課


