
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

1 下り松取水塔水管橋落橋防止装置設置工事 登米町寺池道場地内 水道施設工事 約５カ月 落橋防止装置設置　一式 第３四半期 一般

2 下り松ポンプ場舗装復旧工事 登米町寺池道場地内 舗装工事 約２カ月 舗装復旧　 　　 A ＝１２０㎡ 第３四半期 指名

3 大巻取水場真空ポンプ交換工事 栗原市若柳川北大巻地内 機械器具設置工事 約６カ月 真空ポンプ（１号・２号）更新　一式 第１四半期 指名

4 保呂羽浄水場濃縮槽減速機更新工事 登米町寺池道場地内 機械器具設置工事 約６カ月 濃縮槽減速機更新　一式 第１四半期 一般

5 保呂羽浄水場ソ－ダ灰流入量計更新工事 登米町寺池道場地内 機械器具設置工事 約７カ月 ソ－ダ灰流入量計更新　一式 第１四半期 指名

6 保呂羽浄水場薬品流入量記録計更新工事 登米町寺池道場地内 機械器具設置工事 約９カ月 薬品流入量記録計更新　一式 第１四半期 指名

7 石越浄水場表洗ポンプ更新工事 石越町南郷字高森地内 機械器具設置工事 約７カ月 表洗ポンプ更新　一式 第１四半期 指名

8 石越浄水場捨水濁度計更新工事 石越町南郷字高森地内 機械器具設置工事 約７カ月 捨水濁度計更新　一式 第１四半期 指名

9 石越浄水場真空ポンプ更新工事 石越町南郷字高森地内 機械器具設置工事 約６カ月 真空ポンプ（１号・２号）更新　一式 第１四半期 指名

10 大萱沢浄水場施設監視カメラ設置工事 津山町横山字大萱沢地内 機械器具設置工事 約８カ月 施設監視カメラ設置　一式 第２四半期 一般

11 大萱沢浄水場浄水残塩計更新工事 津山町横山字大萱沢地内 機械器具設置工事 約７カ月 浄水残塩計更新　一式 第１四半期 指名

12 錦織浄水場膜ろ過ユニット更新工事 東和町米谷字大嶺地内 機械器具設置工事 約７カ月 膜ろ過ユニット更新　一式 第１四半期 一般

13 錦織浄水場浄水残塩計・原水濁度計更新工事 東和町米谷字大嶺地内 機械器具設置工事 約７カ月 浄水残塩計・原水濁度計更新　一式 第１四半期 指名

14 米谷浄水場他現場盤・制御盤更新工事 東和町米谷字大嶺地内 機械器具設置工事 約５カ月 現場盤・制御盤更新　一式 第３四半期 指名

15 楼台浄水場浄水残塩計更新工事 東和町米谷字八合地内 機械器具設置工事 約７カ月 浄水残塩計更新　一式 第１四半期 指名

16 水道２１０４号線一部布設工事 中田町石森字川原毛地内 水道施設工事 約３カ月 PＰφ５０　　 　　 Ｌ＝　    ５５ｍ 第３四半期 指名

17 水道６０２０号線布設工事 津山町横山字本町地内 水道施設工事 約３カ月 PＰφ３０　　 　　 Ｌ＝　    ２２ｍ 第１四半期 指名

18 水道１７２１号線一部布設工事 豊里町笑沢地内 水道施設工事 約５カ月 ＤＣＩＰφ７５　　　 Ｌ＝　  ３００ｍ 第３四半期 一般

19 水道６０１３号線他一部布設工事 登米町大字日根牛地内（羽沢橋） 水道施設工事 約５カ月 ＤＣＩＰφ２００他　Ｌ＝　  ７００ｍ 第３四半期 一般

20 登米市一円舗装復旧工事（H２９年度布設） 登米市内 舗装工事 約４カ月 舗装復旧　 　　  A ＝　  ５００㎡ 第１四半期 指名

21 登米市給水申込布設工事 登米市内 水道施設工事 約５カ月 　φ１００以下　  Ｌ＝　  ５００ｍ 第３四半期 指名

22 登米市給水申込布設工事 登米市内 水道施設工事 約３カ月 　φ１００以下　  Ｌ＝　  ５００ｍ 第３四半期 指名

23 水道２１９９号線布設替工事 中田町宝江黒沼字鶴ヶ埣地内 水道施設工事 約５カ月 ＤＣＩＰφ1００　　 Ｌ＝　 　 ６５ｍ 第３四半期 一般

24 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５カ月 ＤＣＩＰφ1５０　　 Ｌ＝　  ２２０ｍ 第１四半期 一般

25 水道１６３６号線他布設替工事 豊里町新田町・二ツ屋地内 水道施設工事 約５カ月 ＨＰＰＥφ７５　　 Ｌ＝　  ２７０ｍ 第１四半期 一般

26 登米市一円舗装復旧工事（H２９年度布設替） 登米市内 舗装工事 約４カ月 舗装復旧　 　　  A ＝１，２５０㎡ 第１四半期 指名

27 東針田第２増圧ポンプ場設置工事 登米町小島東針田地内 水道施設工事 約１１カ月増圧ポンプ施設整備　一式 第１四半期 一般

28 水道２５３６号線布設替工事 南方町上沼崎地内 水道施設工事 約９カ月 ＤＣＩＰφ７５　　 　Ｌ＝　  １００ｍ 第１四半期 指名

29 水道１０６１号線布設替工事 南方町上沼崎地内 水道施設工事 約１０カ月 ＤＣＩＰφ１００　 　Ｌ＝ 　 １００ｍ 第１四半期 指名

30 水道５０６７号線布設替工事 石越町東郷字平町地内 水道施設工事 約１０カ月 ＤＣＩＰφ1５０　 　Ｌ＝    １５０ｍ 第１四半期 一般

31 水道２３５０号線布設替工事 南方町砥落地内 水道施設工事 約９カ月 ＤＣＩＰφ１００　　 Ｌ＝　  ２１０ｍ 第１四半期 一般

32 水道１０９号線布設替工事 豊里町新田町地内 水道施設工事 約４カ月 ＤＣＩＰφ1５０　　 Ｌ＝　  １１０ｍ 第３四半期 一般

33 水道５２２５号線布設替工事 東和町錦織字大清水地内 水道施設工事 約４カ月 ＤＣＩＰφ７５　　 　Ｌ＝　  ４１０ｍ 第３四半期 一般

34 水道５１６３号線布設替工事 東和町米谷字楼台地内 水道施設工事 約４カ月 ＤＣＩＰφ１００　 　Ｌ＝　  ４１０ｍ 第３四半期 一般

35 水道５２８７号線布設替工事 東和町米谷字相川地内 水道施設工事 約４カ月 PＰφ５０　　 　 　 Ｌ＝　  ６１０ｍ 第３四半期 一般

36 水道５２１２号線布設替工事 東和町米川字末田地内 水道施設工事 約４カ月 PＰφ５０　　 　　  Ｌ＝　  ２１０ｍ 第３四半期 指名

37 水道６０２５号線他布設替工事 迫町北方字大洞地内 水道施設工事 約４カ月 PＰφ５０　　 　　  Ｌ＝　  ８０ｍ 第３四半期 指名

38 水道２１０３号線布設替工事 中田町石森字境堀地内 水道施設工事 約４カ月 PＰφ５０　　 　　  Ｌ＝　  ２３０ｍ 第１四半期 指名

39 水道２００７号線舗装復旧工事 中田町浅水字川面地内 舗装工事 約９カ月 舗装復旧　 　　  A ＝　　７００㎡ 第１四半期 指名

40 水道５２５２号線舗装復旧工事 東和町米谷字根廻地内 舗装工事 約９カ月 舗装復旧　 　　  A ＝２，５００㎡ 第２四半期 一般

発注見通しに関する事項の公表

【平成３０年１０月１日現在】



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

41 水道４８１４号線舗装復旧工事 迫町北方字兵粮地内 舗装工事 約９カ月 舗装復旧　 　　  A ＝２，５００㎡ 第１四半期 一般

42 水道２２４４号線舗装復旧工事 中田町上沼字金谷地内 舗装工事 約９カ月 舗装復旧　 　　  A ＝　　７００㎡ 第１四半期 指名

43 県北高速幹線道路水道管移設工事 迫町北方地内 水道施設工事 約４カ月 ＤＣＩＰφ1５０　 　Ｌ＝　  ２７０ｍ 第３四半期 一般

44 国道３４６号水道管移設工事 東和町錦織地内 水道施設工事 約５カ月 ＤＣＩＰφ1５０　 　Ｌ＝　  １３０ｍ 第２四半期 一般

45 県道古川登米線水道管移設工事 米山町善王寺地内 水道施設工事 約５カ月 ＤＣＩＰφ２００　 　Ｌ＝　  ４２５ｍ 第２四半期 一般

46 市道桜岡善王寺境線水道管移設工事 米山町桜岡地内 水道施設工事 約７カ月 ＤＣＩＰφ２５０　 　Ｌ＝　  ４４０ｍ 第２四半期 一般

47 市道桜岡善王寺境線水道管移設工事 米山町桜岡地内 水道施設工事 約７カ月 ＶＰφ５０　　 　 　Ｌ＝　  ４４０ｍ 第２四半期 一般

48 市道新田駅前山ノ神線水道管移設工事 迫町新田地内 水道施設工事 約７カ月 ＤＣＩＰφ１００　 　Ｌ＝　 　 ５０ｍ 第２四半期 指名

49 市道野出来千才線水道管移設工事 石越町南郷地内 水道施設工事 約５カ月 PＰφ５０　　 　　 Ｌ＝　  １５０ｍ 第２四半期 指名

50 梅ノ木４工区水道管移設工事 迫町佐沼地内 水道施設工事 約１０カ月 PＰφ５０　　 　　 Ｌ＝　 　 ６０ｍ 第１四半期 指名

51 新井田２０工区水道管移設工事 中田町宝江新井田地内 水道施設工事 約５カ月 PＰφ３０　　 　　 Ｌ＝　  １３０ｍ 第３四半期 指名

52 新井田２１工区水道管移設工事 中田町宝江新井田地内 水道施設工事 約５カ月 PＰφ５０　　 　　 Ｌ＝　  ２４０ｍ 第３四半期 指名

53 新井田２２工区水道管移設工事 中田町宝江新井田地内 水道施設工事 約５カ月 PＰφ５０　　 　　 Ｌ＝　  １５０ｍ 第３四半期 指名

54 竹花１１工区水道管移設工事 豊里町寿崎地内 水道施設工事 約５カ月 PＰφ５０　　 　　 Ｌ＝　  １００ｍ 第３四半期 指名

55 芦倉工区水道管移設工事 石越町南郷地内 水道施設工事 約５カ月 PＰφ５０　　 　　 Ｌ＝　  １７０ｍ 第３四半期 指名

56 水道４号線布設替工事 南方町板倉地内 水道施設工事 約５カ月 ＤＣＩＰφ２５０　　 Ｌ＝１，０００ｍ 第３四半期 一般

57 水道１号線布設替工事 迫町佐沼字西舘上地内 水道施設工事 約５カ月 ＤＣＩＰφ２５０　　 Ｌ＝　  ５００ｍ 第３四半期 一般

58 水道６号線布設替工事 登米町大字日根牛浦小路地内 水道施設工事 約５カ月 ＤＣＩＰφ２００　　 Ｌ＝　  ５００ｍ 第３四半期 一般

59 水道７号線布設替工事 登米町大字日根牛五郎峯前地内 水道施設工事 約５カ月 ＤＣＩＰφ２００　　 Ｌ＝　  ５００ｍ 第３四半期 一般

60 水道２号線布設替工事 登米町小島木戸崎地内 水道施設工事 約５カ月 ＤＣＩＰφ４５０　　 Ｌ＝２，１００ｍ 第３四半期 一般

61 水道８号線舗装復旧工事 中田町宝江新井田字芝尻地内 舗装工事 約３カ月 舗装復旧　 　　  A ＝１，４００㎡ 第１四半期 指名

62 水道１２号線舗装復旧工事 米山町字桜岡新西谷地地内外 舗装工事 約３カ月 舗装復旧　 　 　 A ＝２，０５０㎡ 第１四半期 一般

63 本宮配水池他４箇所機器整備工事 中田町上沼地内外４箇所 機械器具設置工事 約７カ月 遠隔監視装置設置　一式 第１四半期 一般

64 保手配水池機器整備工事 豊里町保手地内 機械器具設置工事 約７カ月 電気盤更新　一式 第１四半期 一般

65 日根牛配水池機器整備工事 登米町日根牛地内 機械器具設置工事 約７カ月 電気盤更新　一式 第１四半期 一般

66 八幡山増圧ポンプ場機器整備工事 中田町上沼地内 機械器具設置工事 約４カ月 増圧ポンプ施設整備　一式 第１四半期 指名

67 津山町黄牛地内流量計更新工事 津山町黄牛地内 機械器具設置工事 約４カ月 差圧伝送器更新　一式 第３四半期 指名

68 平倉配水池機器整備工事 東和町米谷地内 機械器具設置工事 約４カ月 送水ポンプ（１号・２号）更新　一式 第１四半期 指名

69 米川配水池他３箇所機器整備工事 東和町米川地内外３箇所 機械器具設置工事 約７カ月 配水流量計・流量変換器更新　一式 第１四半期 一般

70 地志貝ポンプ場機器整備工事 津山町横山地内 機械器具設置工事 約４カ月 遠隔監視装置更新　一式 第１四半期 指名

71 嵯峨立送水ポンプ場機器整備工事 東和町嵯峨立地内 機械器具設置工事 約４カ月 送水ポンプ（１号・２号）更新　一式 第１四半期 指名

72 東上沢配水池機器整備工事 東和町米川地内 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 一般

73 登米市一円防火水槽他給水設備工事 登米市内 水道施設工事 約５カ月 給水設備　　　　N＝３基 第２四半期 指名

74 水道２３５３号線他舗装復旧工事 南方町河面地内 舗装工事 約３カ月 舗装復旧　 　　  A ＝５００㎡ 第３四半期 指名

75 水道１６３６号線他舗装復旧工事 豊里町新田町地内外１箇所 舗装工事 約３カ月 舗装復旧　 　　  A ＝８００㎡ 第３四半期 指名

76 水道１０６７号線布設替工事 迫町森字赤沼地内 水道施設工事 約３カ月 PＰφ５０　　 　　 Ｌ＝１５０ｍ 第３四半期 指名

77 水道２０８５号線布設替工事 中田町石森字駒牽地内 水道施設工事 約３カ月 PＰφ５０　　 　　 Ｌ＝１２０ｍ 第３四半期 指名

78 水道１３３１号線移設工事 迫町北方字大洞地内 水道施設工事 約５カ月 ＤＣＩＰφ７５　　 　Ｌ＝１１５ｍ 第３四半期 指名
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