
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
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4カ月 天日乾燥床仕切弁更新　一式 第３四半期 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4カ月 クラウド設置　一式 第３四半期 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4カ月 クラウド設置　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
20 水道6040号線布設工事 石越町 水道施設工事 約4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3カ月 PPφ50            L=300m 第３四半期 指名 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4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3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4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4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4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4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4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4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4カ月 DCIPφ75  　   L=320m 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
40 水道1876号線一部移設工事 中田町 水道施設工事 約4カ月 PPφ50            L=210m 第３四半期 指名 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4カ月 PPφ30            L=130m 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4カ月 PPφ30            L=150m 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4カ月 DCIPφ400外   L=  50m 第３四半期 一般 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4カ月 クラウド設置　一式 第３四半期 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３四半期 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３四半期 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３四半期 一般 下水道施設課
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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３四半期 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３四半期 一般 下水道施設課

78 水道6051号線布設工事 中田町 水道施設工事 約4カ月 PPφ50　L=50ｍ 第３四半期 指名 水道施設課
79 水道4号線布設替（4工区）工事 南方町 水道施設工事 約4カ月 DCIPφ200　L=500ｍ 第３四半期 一般 水道施設課
80 水道4号線布設替（5工区）工事 南方町 水道施設工事 約4カ月 DCIPφ200　L=500ｍ 第３四半期 一般 水道施設課
81 水道5118号線布設工事 南方町 水道施設工事 約3カ月 PPφ50　L=25ｍ 第３四半期 指名 水道施設課
82 水道6052号線布設工事 迫町 水道施設工事 約3カ月 PPφ30　L=40ｍ 第３四半期 指名 水道施設課
83 水道6049号線布設工事 中田町 水道施設工事 約3カ月 PPφ30　L=80ｍ 第３四半期 指名 水道施設課


