
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

1 平成２９年度保呂羽浄水場導水管布設替工事 登米町寺池道場地内 水道施設工事 約６カ月 ＤＣＩＰφ５００　　Ｌ＝１２ｍ 第１半期 一般

2 下り松取水塔水位計更新工事 登米町寺池道場地内 電気機械器具設置 約４カ月 水位計更新（フロート式） 第２半期 指名

3 保呂羽浄水場４号配水池水位計更新工事 登米町寺池道場地内 電気機械器具設置 約６ヶ月 水位計更新（投げ込み式） 第１半期 指名

4 保呂羽浄水場CCTV（監視カメラ）更新工事 登米町寺池道場地内 電気機械器具設置 約８ヶ月 監視カメラ更新(XPサポート終了) 第１半期 指名

5 保呂羽浄水場PAC流量計・次亜レベル計更新工事 登米町寺池道場地内 電気機械器具設置 約６ヶ月 PAC流量計　１台、次亜レベル計　２台 第１半期 指名

6 保呂羽浄水場データロガー更新工事 登米町寺池道場地内 電気機械器具設置 約８ヶ月 データロガー更新（サポート終了） 第１半期 一般

7 保呂羽浄水場ろ過池２号真空ポンプ更新工事 登米町寺池道場地内 電気機械器具設置 約６ヶ月 水封式真空ポンプ　１台 第１半期 指名

8 保呂羽浄水場ろ過池サンプリングポンプ更新工事 登米町寺池道場地内 電気機械器具設置 約６ヶ月 水中ポンプ　２台、配管　１式 第１半期 指名

9 保呂羽浄水場原水電導度計更新工事 登米町寺池道場地内 電気機械器具設置 約６ヶ月 電導度計更新（サポート終了）　１台 第１半期 指名

10 石越浄水場ろ過水・沈殿水濁度計更新工事 石越町南郷字高森地内 電気機械器具設置 約７ヶ月 ろ過水濁度計 1台、沈殿水濁度計 1台　 第１半期 指名

11 石越浄水場シーケンサー・データーロガ装置システム更新工事 石越町南郷字高森地内 電気機械器具設置 約９ヶ月 シーケンサー、CPU 第１半期 指名

12 石越浄水場フロキュレーター更新工事 石越町南郷字高森地内 電気機械器具設置 約７ヶ月 フロキュレータ ４台 第１半期 指名

13 保呂羽浄水場クラウド追加工事 登米町寺池道場地内 電気機械器具設置 約８ヶ月 米川配水池他６箇所の増設 第１半期 指名

14 水道６００６号線布設工事 中田町石森字蓬田地内 水道施設工事 約３ヶ月 ＰＰ　 φ３０　　　Ｌ＝５０ｍ 第１半期 指名

15 水道６００７号線布設工事 豊里町十丁田地内 水道施設工事 約３ヶ月 ＰＰ　 φ５０　　　Ｌ＝５０ｍ 第１半期 指名

16 登米市給水申込布設工事 登米市内 水道施設工事 約６ヶ月 　φ１００以下　 Ｌ＝１，０００ｍ 第２半期 一般

17 登米市一円舗装復旧工事（H２８布設） 登米市内 舗装工事 約４ヶ月 舗装復旧　 　　 A =２８０㎡ 第１半期 一般

18 水道５０６７号線他布設替工事 石越町東郷字平町地内 水道施設工事 約５ヶ月 ＤＣＩＰφ１５０　　Ｌ＝２７０ｍ 第１半期 一般

19 水道１７９２号線布設替工事 中田町宝江新井田字並柳地内 水道施設工事 約５ヶ月 ＤＣＩＰφ７５　　　Ｌ＝２５０ｍ 第１半期 一般

20 水道２３５３号線布設替工事 南方町河面地内 水道施設工事 約６ヶ月 ＤＣＩＰφ１５０　　Ｌ＝２６０ｍ 第１半期 一般

21 水道３３６７号線布設替工事 中田町石森字茶畑地内 水道施設工事 約５ヶ月 ＤＣＩＰφ１５０　　Ｌ＝３５０ｍ 第３半期 一般

22 水道３２７８号線布設替工事 米山町字桜岡峯前子地内 水道施設工事 約６ヶ月 ＤＣＩＰφ１５０　　Ｌ＝５６０ｍ 第２半期 一般

23 水道１６３６号線他布設替工事 豊里町新田町地内外３箇所 水道施設工事 約５ヶ月 ＨＰＰEφ７５ 　　Ｌ＝２７０ｍ 第３半期 一般

24 水道５４５０号線舗装復旧工事 豊里町外六番江地内 舗装工事 約５ヶ月 舗装復旧　 　　 A =１，９００㎡ 第３半期 一般

25 登米市一円舗装復旧工事（H２８布設替） 登米市内 舗装工事 約５ヶ月 舗装復旧　 　　 A =２，１００㎡ 第１半期 一般

26 水道２００７号線布設替工事 中田町浅水字川面地内 水道施設工事 約４ヶ月 ＰＰφ５０ｍｍ、Ｌ＝２２０ｍ 第３半期 指名

27 水道２４８７号線布設替工事  南方町成田地内  水道施設工事  約９ヶ月  ＤＣＩＰ（ＧＸ）φ７５ｍｍ、Ｌ＝６００ｍ  第１半期  指名

28 水道１０４６号線布設替工事 迫町北方字兵粮地内 水道施設工事 約９ヶ月 ＰＰφ５０ｍｍ、Ｌ＝５００ｍ 第１半期 指名

29 水道２３５３号線舗装復旧工事 南方町細川地内 舗装復旧工事 約２ヶ月 舗装復旧　 　　 A =６００㎡ 第３半期 指名

30 水道２４８７号線舗装復旧工事 南方町成田地内 舗装復旧工事 約３ヶ月 舗装復旧　 　　 A =２，８００㎡ 第３半期 一般

31 水道１号線他移設工事 迫町北方字宮崎地内 水道施設工事 約４ヶ月 ＤＣＩＰ（ＧＸ）φ２5０ｍｍ、Ｌ＝２7０ｍ他 第１半期 一般

32 水道２２０１号線移設工事 中田町上沼（下道大柳線）地内 水道施設工事 約９ヶ月 DCIP(GX)７５ L=１５０m 第１半期 指名

33 水道７号線移設工事 登米町大字日根牛地内 水道施設工事 約６ヶ月 管路DCIP（GX)φ２００　L=２００ｍ 第３半期 一般

34 水道２９５０号線移設工事 登米町大字日根牛北沢地内  水道施設工事  約４ヶ月  管路HEEPφ１００　L=２０ｍ　  第２半期  指名

35 水道５１７５号線移設工事 東和町錦織字畑ノ沢地内  水道施設工事  約４ヶ月  管路DCIPφ７５　L=２５０ｍ　  第２半期  指名

36 水道１５６７号線移設工事 豊里町白鳥浦地内 水道施設工事 約７ヶ月 DCIP(GX)φ１００　L=１００m 第１半期 指名

37 水道５０２６号線移設工事 石越町南郷字大久保地内 水道施設工事 約８ヶ月 管路HEEPφ５０　L=１０８m 第１半期 指名

38 水道３６７１号線移設工事 迫町佐沼字駒木袋地内  水道施設工事  約４ヶ月  管路DCIPφ７５　L=３０ｍ　  第２半期  指名

39 水道１３３１号線移設工事 迫町北方地内 水道施設工事 約６ヶ月 DCIP(GX)φ２５０他　L=５４０m 第３半期 一般

40 水道３７１７号線移設（その２）工事 津山町柳津字茶臼地内 水道施設工事 約８ヶ月 DCIP(GX)φ１５０　L=１５０m 第１半期 指名
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41 水道８号線布設替工事  中田町浅水下川面地内  水道施設工事  約６ヶ月  ＤＣＩＰφ２００　　Ｌ＝３３０ｍ  第２半期  一般

42 水道１８０８号線移設工事 中田町宝江新井田地内 水道施設工事 約５ヶ月 ＰＰφ３０ｍｍ、Ｌ＝１１０ｍ 第３半期 指名

43 水道１７９８号線移設工事 中田町宝江新井田地内 水道施設工事 約５ヶ月 ＰＰφ３０ｍｍ他、Ｌ＝１４０ｍ 第３半期 指名

44 水道１７８４号線移設（その１）工事 中田町宝江新井田地内 水道施設工事 約５ヶ月 ＰＰφ５０ｍｍ、Ｌ＝８５ｍ 第３半期 指名

45 水道１７８４号線移設（その２）工事 中田町宝江新井田地内 水道施設工事 約５ヶ月 ＰＰφ５０ｍｍ、Ｌ＝３０ｍ 第３半期 指名

46 水道１７９７号線移設工事 中田町宝江新井田地内 水道施設工事 約５ヶ月 ＰＰφ４０ｍｍ、Ｌ＝９５ｍ 第３半期 指名

47 水道３２２８号線移設工事  迫町佐沼字梅ノ木地内  水道施設工事 約５ヶ月  ＤＣＩＰ（ＧＸ）φ１００ｍｍ、Ｌ＝４０ｍ  第１半期  指名

48 水道４３１０号線移設工事 豊里町寿崎地内 水道施設工事 約９ヶ月 ＰＰφ４０ｍｍ他、Ｌ＝２００ｍ 第１半期 指名

49 水道６号線移設工事 登米町大字日根牛地内 水道施設工事 約５ヶ月 ＤＣＩＰ（ＧＸ）φ２００ｍｍ、Ｌ＝２５０ｍ 第３半期 一般

50 緊急時用連絡管（幹線４）整備舗装復旧工事 東和町米谷字細野地内外 舗装工事 約４ヶ月 舗装復旧　 　　 A =４，２００㎡ 第１半期 一般

51 水道４号線他布設替工事 南方町板倉地内 水道施設工事 約９ヶ月 ＤＣＩＰφ２５０　　Ｌ＝１，２００ｍ 第１半期 一般

52 水道１号線布設替工事  迫町北方字中沢地内  水道施設工事  約６ヶ月  ＤＣＩＰφ２００　　Ｌ＝６００ｍ  第２半期  一般

53 水道８号線布設替工事 中田町宝江新井田字芝尻地内 水道施設工事 約６ヶ月 ＤＣＩＰφ２５０　　Ｌ＝３３０ｍ 第２半期 一般

54 水道１２号線布設替工事 米山町字桜岡新田地内 水道施設工事 約６ヶ月 ＤＣＩＰφ２５０　　Ｌ＝２５０ｍ 第２半期 一般

55 米川配水池　外２箇所　配水流量計交換工事 東和町米川字上沢地内　外2箇所 電気機械器具設置 約７ヶ月 電磁流量発信器　３台 第２半期 指名

56 平倉配水池　外４箇所　配水流量計他交換工事 東和町米谷字平倉地内　外4箇所 電気機械器具設置 約７ヶ月 電磁流量発信器　５台　テレメーター装置　１組 第１半期 指名

57 愛宕中継ポンプ１・２号送水ポンプ更新工事 石越町南郷字愛宕地内 電気機械器具設置 約４ヶ月 送水ポンプ　N=２基 第３半期 指名

58 登米市一円防火水槽給水設備工事 登米市一円 水道施設工事 約８ヶ月 給水設備　N=５基 第２半期 指名
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