
建 設 関 連 業 務

NO 業  務  名 業務場所 業務種別 期間      業  務  概  要    入札予定時期 入札方法 備考

1 配水管布設事業詳細設計（その1）業務 市内 測量設計 約11カ月 給水申込による配水管布設       L=500m 第１四半期 指名 水道施設課

2 配水管布設事業詳細設計（その2）業務 石越町 測量設計 約6カ月 管網整備による配水管布設       L=150m 第１四半期 指名 水道施設課

3 配水管布設替事業詳細設計（その1）業務 豊里町 測量設計 約6カ月 管網整備による配水管布設替    L=310m 第１四半期 指名 水道施設課

4 配水管布設替事業詳細設計（その2）業務 中田町 測量設計 約6カ月 管網整備による配水管布設替    L=510m 第１四半期 指名 水道施設課

5 配水管布設替事業詳細設計（その3）業務 迫町 測量設計 約6カ月 管網整備による配水管布設替    L= 70m 第１四半期 指名 水道施設課

6 配水管布設替事業詳細設計（その4）業務 中田町 測量設計 約6カ月 管網整備による配水管布設替    L=300m 第１四半期 指名 水道施設課

7 配水管布設替事業詳細設計（その5）業務 中田町 測量設計 約6カ月 管網整備による配水管布設替    L=160m 第１四半期 指名 水道施設課

8 配水管布設替事業詳細設計（その6）業務 中田町 測量設計 約6カ月 管網整備による配水管布設替    L=200m 第１四半期 指名 水道施設課

9 配水管布設替事業詳細設計（その7）業務 南方町 測量設計 約6カ月 管網整備による配水管布設替    L=740m 第１四半期 指名 水道施設課

10 配水管布設替事業詳細設計（その8）業務 登米町 測量設計 約6カ月 管網整備による配水管布設替    L=300m 第１四半期 指名 水道施設課

11 配水管布設替事業詳細設計（その9）業務 豊里町 測量設計 約6カ月 管網整備による配水管布設替    L=180m 第１四半期 指名 水道施設課

12 配水管布設替事業詳細設計（その10）業務 東和町 測量設計 約6カ月 管網整備による配水管布設替    L=320m 第１四半期 指名 水道施設課

13 配水管布設替事業詳細設計（その11）業務 迫町 測量設計 約6カ月 管網整備による配水管布設替    L=130m 第１四半期 指名 水道施設課

14 配水管移設事業詳細設計（その1）業務 迫町 設計 約5カ月 道路改良工事による配水管移設 L=300m 第２四半期 指名 水道施設課

15 配水管移設事業詳細設計（その2）業務 迫町 設計 約5カ月 道路改良工事による配水管移設 L=50m 第１四半期 指名 水道施設課

16 配水管移設事業詳細設計（その3）業務 中田町 設計 約4カ月 道路改良工事による配水管移設 L=210m 第２四半期 指名 水道施設課

17 配水管移設事業詳細設計（その4）業務 迫町 設計 約5カ月 道路改良工事による配水管移設 L=210m 第１四半期 指名 水道施設課

18 配水管移設事業詳細設計（その5）業務 迫町 設計 約5カ月 道路改良工事による配水管移設 L=280m 第１四半期 指名 水道施設課

19 配水管移設事業詳細設計（その6）業務 登米町 設計 約5カ月 道路改良工事による配水管移設 L=130m 第１四半期 指名 水道施設課

20 配水管移設事業詳細設計（その7）業務 中田町 設計 約5カ月 道路改良工事による配水管移設 L=110m 第１四半期 指名 水道施設課

21 配水管移設事業詳細設計（その8）業務 中田町 設計 約5カ月 道路改良工事による配水管移設 L=150m 第１四半期 指名 水道施設課

22 配水管移設事業詳細設計（その9）業務 豊里町 設計 約5カ月 道路改良工事による配水管移設 L=170m 第１四半期 指名 水道施設課

23 配水管移設事業詳細設計（その10）業務 南方町 設計 約5カ月 道路改良工事による配水管移設 L=220m 第１四半期 指名 水道施設課

【令和２年４月１日現在】

発注見通しに関する事項の公表



建 設 関 連 業 務

NO 業  務  名 業務場所 業務種別 期間      業  務  概  要    入札予定時期 入札方法 備考

【令和２年４月１日現在】

発注見通しに関する事項の公表

24 配水管移設事業詳細設計（その11）業務 中田町 設計 約4カ月 下水道工事による配水管移設     L=150m 第２四半期 指名 水道施設課

25 配水管移設事業詳細設計（その12）業務 石越町 設計 約4カ月 下水道工事による配水管移設     L= 65m 第２四半期 指名 水道施設課

26 水道管路緊急改善事業（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管）詳細設計（その1）業務 中田町 測量設計 約4カ月 老朽管更新                                   L=100m 第１四半期 指名 水道施設課

27 水道管路緊急改善事業（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管）詳細設計（その2）業務 登米町 測量設計 約10カ月 老朽管更新                                 L=1,000m 第１四半期 指名 水道施設課

28 汚水管渠測量設計業務 市内 測量設計 約６カ月 汚水管渠整備による測量設計 L=2,000m 第１四半期 指名 下水道施設課


