
NO 工 事 種 別 工 期 入札方法
1 水道施設工事 約８カ月 一般
2 水道施設工事 約８カ月 一般
3 水道施設工事 約９カ月 指名
4 水道施設工事 約６カ月 一般
5 水道施設工事 約３カ月 一般
6 水道施設工事 約５カ月 指名
7 水道施設工事 約６カ月 一般
8 水道施設工事 約６カ月 指名
9 水道施設工事 約６カ月 一般
10 水道施設工事 約６カ月 指名
11 水道施設工事 約６カ月 指名
12 水道施設工事 約５カ月 指名
13 水道施設工事 約４カ月 指名
14 水道施設工事 約４カ月 指名
15 水道施設工事 約６カ月 一般
16 水道施設工事 約６カ月 指名
17 水道施設工事 約６カ月 PIＰφ５０　　 　　Ｌ＝　２００ｍ 指名
18 水道施設工事 約５カ月 ＤＣＩＰφ１００　　Ｌ＝　９０ｍ 指名
19 水道施設工事 約６カ月 ＤＣＩＰφ７５　　　Ｌ＝　４００ｍ 指名
20 水道施設工事 約６カ月 ＤＣＩＰφ１００　　Ｌ＝　５００ｍ 一般
21 水道施設工事 約４カ月 一般
22 水道施設工事 約４カ月 指名
23 水道施設工事 約４カ月 指名
24 水道施設工事 約４カ月 指名
25 水道施設工事 約４カ月 舗装復旧　　 A=１，５００㎡ 一般
26 水道施設工事 約５カ月 RRVPφ　７５　　Ｌ＝　１００ｍ 指名
27 水道施設工事 約９カ月 ＤＣＩＰφ３５０　　Ｌ＝１，000ｍ　 一般
28 水道施設工事 約６カ月 ＤＣＩＰφ１００　　Ｌ＝　３１１ｍ 一般
29 登米町大字白根牛阿羅田地内 水道施設工事 約６カ月 P　　Eφ１５０　　Ｌ＝　１３０ｍ 一般
30 中田町上沼字川原地内 水道施設工事 約６カ月 P　　Pφ　５０　　Ｌ＝　３００ｍ 指名
31 中田町石森字蟹甲地内 水道施設工事 約５カ月 P　　Pφ　５０　　Ｌ＝　３９０ｍ 指名
32 津山町柳津字大柳津地内 水道施設工事 約５カ月 ＤＣＩＰφ７５～１００　　Ｌ＝　１０0ｍ　 指名
33 中田町石森字蓬田地内 水道施設工事 約５カ月 RRVPφ　７５　　Ｌ＝　１００ｍ 指名
34 水道施設工事 約５カ月 RRVPφ　５０　　Ｌ＝　１００ｍ 指名
35 中田町上沼字大泉地内 水道施設工事 約５カ月 P　Pφ　３０他　　Ｌ＝　３４０ｍ 指名
36 東和町米谷緊急時用連絡管整備工事 東和町米谷字新中渡戸地内 水道施設工事 約８カ月 ＤＣＩＰφ１５０　　Ｌ＝　１，９００ｍ 一般
37 東和町米川飯土井地内 水道施設工事 約７カ月 ＤＣＩＰφ１５０　　Ｌ＝　１，０００ｍ 一般
38 東和町米川町下緊急時用連絡管整備工事 東和町米川町下地内 水道施設工事 約８カ月 ＤＣＩＰφ１５０　　Ｌ＝　１，８００ｍ 一般
39 水道施設工事 約９カ月 一般
40 東和町米谷緊急遮断弁整備工事 水道施設工事 約８カ月 遮断弁　φ１５０　一基 一般

第　２　半期

第　２　半期
豊里町十五貫地内

迫町北方字天形地内

舗装復旧　   A=　　６００㎡

舗装復旧　 　A=７，５００㎡

第　３　半期
第　２　半期
第　２　半期
第　２　半期
第　２　半期

第　２　半期
第　２　半期

中田町布設替分舗装復旧工事 中田町石森字表地内

水道５７７２号線他布設工事 迫町森字木戸脇前地内 P　　Pφ  ５０　　Ｌ＝　１５８ｍ

舗装復旧　   A=１，０００㎡

第　３　半期

第　１　半期
第　３　半期

発 注 見 通 し に 関 す る 事 項 の 公 表

第　２　半期
第　２　半期
第　２　半期

東和町米川字合ノ木・大綱木地内合ノ木、大綱木水位監視装置整備 水位監視装置　２台 第　２　半期

登米町寺池道場地内 ＤＣＩＰφ５００　　Ｌ＝　４６０ｍ 第　２　半期

中田町上沼字金谷地内

豊里町配水管移設工事

中田町配水管移設工事

中田町配水管移設工事
中田町配水管移設工事
津山町配水管移設工事

南方町布設替分舗装復旧工事

中田町配水管移設工事 中田町石森町地内

舗装復旧　 　A=１，８００㎡

舗装復旧　   A=　　５００㎡

水道５７７１号線他布設工事 中田町宝江黒沼字十文字地内

工　　　　　事　　　　　名 入札予定時期　　　　　工　　　事　　　概　　　要　　　工　　　事　　　場　　　所

水道３００３号線布設替工事

水道１号線布設替工事
水道1０６号線布設替工事
水道1４９３号線布設替工事
水道２２４５号線布設替工事
水道２４８７号線布設替工事

登米町小島東針田地内

ＤＣＩＰφ２５０　　Ｌ＝　２５０ｍ
ＤＣＩＰφ１００　　Ｌ＝　７００ｍ

水道１８０３号線他布設工事
水道２０３９号線他布設工事

下り松導水管布設工事

中田町石森字本町地内

登米町寺池道場地内

第　１　半期

第　１　半期迫町北方字宮崎地内
南方町細川地内
迫町新田字南深沢地内

第　１　半期

第　２　半期７号池床版設置　一式　  900㎡
第　２　半期前ソーダ灰１台・次亜注入設定器３台更新

第　２　半期

P　　Pφ５０他　　Ｌ＝　２２６．３ｍ 第　１　半期

水道１０４６号線移設工事
登米町配水管移設工事

保呂羽浄水場水質検査、NO１測定機器更新
石越濁度計、水位計更新

保呂羽天日乾燥床整備工事
保呂羽浄水場薬品注入設定器更新

南方町鳥田地内 第　１　半期

南方町大袋前地内

第　１　半期

第　１　半期

第　１　半期
ＤＣＩＰφ　７５　　 Ｌ＝　１２０ｍ

第　１　半期

浄水濁度計の更新 第　２　半期
濁度計、データロガの更新 第　２　半期

登米町寺池道場地内
第　２　半期

濁度計、PH計、ろ過水・配水残塩計の更新

ＤＣＩＰφ　７５　　 Ｌ＝　１５９．1ｍ

石越町南郷字愛宕地内
東和町米谷字八合地内
登米町寺池道場地内

中田町宝江新井田字六丁目地内

下り松ポンプ場建築・駆体工事 登米町寺池道場地内

米谷楼台水質測定器濁度計更新

ポンプ場建築工事 第　２　半期

中田町布設替分舗装復旧工事 中田町石森字下谷地地内 第　１　半期

中田町布設替分舗装復旧工事 中田町宝江蓬原地内 第　１　半期
南方町布設替分舗装復旧工事 南方町原地内 第　１　半期

第　２　半期

第　１　半期
第　１　半期

多段ポンプφ１２５　２台 第　１　半期

大萱澤濁度計、データロガ更新

水位計・検水ポンプ更新

栗原市若柳川北大巻地内大巻取水場取水ポンプ更新工事
登米町寺池道場地内

豊里町配水管移設工事 豊里町竹花地内
中田町配水管移設工事

東和町米川飯土井緊急時用連絡管整備工事

東和町米谷地内
東和町一円緊急時用連絡舗装本復旧工事 東和町米谷地内　外



41 南方町板倉地内老朽管更新工事 水道施設工事 約５カ月 ＤＣＩＰφ２５０　　Ｌ＝　２００ｍ 一般
42 中田町加賀野老朽管更新舗装本復旧工事 水道施設工事 約５カ月 舗装本復旧　A=３，１５０㎡ 一般
43 愛宕ポンプ場次亜塩注入設備、水位計整備 石越町南郷字愛宕地内 水道施設工事 約６カ月 次亜塩注入設備、水位計整備 指名
44 森ノ腰、北方配水池他データ送信工事 水道施設工事 約９カ月 データ送信整備　６箇所 指名
45 銀山増圧ポンプ増圧施設データ送信整備 水道施設工事 約９カ月 データ送信整備　８箇所 指名
46 東和米谷、錦織配水流量計整備 水道施設工事 約５カ月 指名
47 中田町石森字蓬田地内　外４箇所 水道施設工事 約５カ月 P　Pφ　３０他　　Ｌ＝　９０．１ｍ 指名

東和町米谷地内　外 第　２　半期
第　１　半期

第　２　半期
迫町北方地内　外 第　２　半期

第　２　半期
第　１　半期
第　２　半期

南方町板倉地内
中田町加賀野地内

中田町石森第９０番防火水槽他給水設備工事

登米町銀山地内　外
配水流量計整備


