
課名 建 設 課

番号 工　事　名 工事箇所 工事概要 期間 種別 発注時期 方法 備考（関連工事等） 備考（更新内容等） 更新日

1
犀川左岸（安原区画）下水道管築造工事（１工
区）（１－１工区）

打木町地内 開削　VU200 L=290m 180日間 下水 第１四半期 一般 174及び企業立地課と合冊

2
犀川左岸（下安原南処理分区）下水道管築造工
事（２工区）（２－１工区）

打木町地内 開削　VU200 L=410m 180日間 下水 第１四半期 一般 175と合冊

3

臨海（第五分区）下水道管築造工事（３工区）（３
－１工区）
臨海（第六分区）下水道管築造工事（３工区）（３
－１工区）

南新保町ほか１町地内
南新保町ほか２町地内

開削　VU200 L=450m
180日間
120日間

下水 第２四半期 一般 176と合冊 工事名、工事箇所、期間を変更 8月12日更新

4
臨海（第六分区）下水道管築造工事（４工区）（４
－１工区）

南新保町地内 開削　VU200 L=430m 240日間 下水 第３四半期 一般 177及び市街地再生課と合冊

5
臨海（南新保区画）下水道管築造工事（５工区）
（５－１工区）
臨海（南新保区画）下水道管築造工事（５工区）

南新保町地内 開削　VU200 L=380m　L=325m 240日間 下水 第２四半期 一般 178及び市街地再生課と合冊 工事名、工事概要を変更 7月1日更新

6
臨海（第六分区）下水道管築造工事（６工区）（６
－１工区）

南新保町地内 開削　VU200 L=130m 120日間 下水 第３四半期 一般 179と合冊

7
臨海（南新保区画）下水道管築造工事（７工区）
臨海（第六分区）下水道管築造工事（７工区）（７
－１工区）

南新保町地内 開削　VU200 L=290m　L=115m 180日間 下水 第２四半期 一般 180及び市街地再生課と合冊 工事名、工事概要を変更 7月1日更新

8
臨海（第六分区）下水道管築造工事（８工区）（８
－１工区）

南新保町地内 開削　VU200 L=150m 180日間 下水 第３四半期 一般 181及び市街地再生課と合冊

9
臨海（第六分区）下水道管築造工事（９工区）（９
－１工区）

南新保町ほか１町地内 開削　VU200 L=110m 180日間 下水 第４四半期 一般 182及び市街地再生課と合冊

10
臨海（第六分区）下水道管築造工事（１０工区）
（１０－１工区）

南新保町ほか１町地内 開削　VU200 L=170m 90日間 下水 第２四半期 一般 183と合冊

11

臨海（第二分区）下水道管築造工事（１５－１工
区）
臨海（第四分区）下水道管築造工事（１５－１工
区）

桂町地内 開削　VU200 L=50m 150日間 下水 第１四半期 一般 185と合冊 工事名を変更 4月21日更新

12
南新保町第１マンホールポンプ場機械電気設備
設置工事

南新保町地内
着脱式水中ポンプ　N=2台
ポンプ制御盤　N=1面

180日間 ポンプ
第２四半期
第１四半期

一般 発注時期を変更 7月1日更新

13
南新保町第２マンホールポンプ場機械電気設備
設置工事

南新保町地内
着脱式水中ポンプ　N=2台
ポンプ制御盤　N=1面

180日間 ポンプ
第１四半期
第２四半期

一般 発注時期を変更 5月23日更新

14 臨海水質管理センターフェンス設置工事 湊３丁目地内
フェンス設置工　H＝1.2ｍ　 L=10m　L=135m
L=107m
既設仮囲い撤去工　鋼板Ｈ＝3.0ｍ　Ｌ＝１３０ｍ

90日間
120日間

防護柵
第２四半期
第１四半期

一般
工事概要、期間を変更
工事概要、発注時期を変更

9月12日更新
7月1日更新

15
金沢テクノパーク水質管理ステーション地下構造
物撤去工事

河原市町地内
北陽台２丁目地内

地下構造物撤去　１式 120日間 解体 第１四半期 一般 工事箇所を変更 6月13日更新

16 浅野（高柳分区）舗装復旧工事（１工区） 磯部町地内 C交通　A=580㎡　A=400㎡ 60日間 舗装 第１四半期 一般 工事概要を変更 5月23日更新

17 下水道管耐震化工事（１工区） 白菊町地内 対象人孔　N=６箇所 120日間 その他 第１四半期 一般

18 下水道管耐震化工事（２工区）

白菊町
ほか１町地内
千日町
ほか１町地内

対象人孔　N=６箇所 120日間 その他 第１四半期 一般 工事箇所を変更 5月2日更新

19 下水道管耐震化工事（３工区）
入江３丁目
ほか１町地内

対象人孔　N=１２箇所 120日間 その他 第１四半期 一般

20 下水道管耐震化工事（４工区）
十三間町
ほか２町地内

対象人孔　N=１３箇所　N=１１箇所
90日間
120日間

その他
第３四半期
第１四半期

一般
工事概要、期間、発注時期を変
更

6月21日更新

21 下水道管耐震化工事（５工区）
瓢箪町
瓢箪町
ほか１町地内

対象人孔　N=７箇所 120日間 その他 第２四半期 一般 工事箇所を変更 7月21日更新

22 下水道管耐震化工事（６工区） 瓢箪町地内 対象人孔　N=７箇所 120日間 その他 第２四半期 一般

23 下水道管耐震化工事（７工区）
彦三町１丁目
ほか１町地内

対象人孔　N=８箇所　N=９箇所 120日間 その他 第２四半期 一般 工事概要を変更 7月21日更新

24 下水道管耐震化工事（８工区）
小橋町
ほか４町地内

対象人孔　N=７箇所　N=６箇所 120日間 その他 第２四半期 一般 工事概要を変更 7月21日更新

25 下水道管耐震化工事（９工区）
東力町
ほか２町地内

対象人孔　N=１１箇所 120日間 その他
第２四半期
第３四半期

一般 発注時期を変更 8月22日更新

26 下水道管耐震化工事（１０工区）
東力町
ほか３町地内

対象人孔　N=１０箇所 120日間 その他
第２四半期
第３四半期

一般 発注時期を変更 8月22日更新

27
田上校下新小学校（仮称）
マンホールトイレシステム設置工事

田上本町４丁目地内 マンホールトイレシステム　N=５基 180日間 下水 第２四半期 一般 教育総務課と合冊

28
木越汚水中継ポンプ場
２号ポンプ室防食工事

みずき３丁目地内 防食塗装工　Ａ＝１４４㎡ 120日間 防水
第２四半期
第１四半期

一般 発注時期を変更 6月21日更新

29
城北水質管理センター
第１水処理施設耐震補強工事

浅野本町地内
アスファルト防水工　Ａ＝１１８００㎡
後施工せん断補強鉄筋工　Ｎ＝１２６００本
補強コンクリート工　Ｎ＝１式

240日間 建築 第２四半期 一般 取り止め 6月13日更新

30
浅野ポンプ場
ポンプ井耐震補強工事

浅野本町地内
後施工せん断補強鉄筋工　Ｎ＝１０６０本　Ｎ＝２
９７本　Ｎ＝６０１本
仮設止水壁設置・撤去工　 N＝１式

180日間
120日間
150日間

土木 第２四半期 一般
期間を変更
工事概要、期間を変更
工事概要を変更

9月1日更新
8月22日更新
8月1日更新
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31
西部水質管理センター
本館沈砂池棟耐震補強工事

東力町地内
後施工せん断補強鉄筋工　Ｎ＝８８６本
増打コンクリート工　Ｎ＝１式
仮設止水壁設置・撤去工　 N＝１式

180日間
150日間

土木 第２四半期 一般 工事概要、期間を変更 8月1日更新

32
下水道本管改築更生工事
（１工区）、（１－１工区）
及び修繕被膜工事（１－１工区）

乙丸町ほか２町地内

更生　φ250～φ700　Ｌ＝１５５ｍ
部分修繕　φ250～φ700　Ｎ＝４１箇所
更生　Ｌ＝１５５ｍ
部分修繕　Ｎ＝４１箇所

90日間 ライニング
第２四半期
第１四半期

一般 工事概要、発注時期を変更 4月21日更新

33
下水道本管改築更生工事
（２工区）、（２－１工区）
及び修繕被膜工事（２－１工区）

神宮寺３丁目ほか１町
地内
神宮寺３丁目地内

更生　φ250　Ｌ＝１７６ｍ
部分修繕　φ250　Ｎ＝２５箇所
更生　Ｌ＝１７６ｍ
部分修繕　Ｎ＝２５箇所

90日間 ライニング
第２四半期
第１四半期

一般
工事箇所を変更
工事概要、発注時期を変更

8月12日更新
4月21日更新

34
下水道本管改築更生工事
（３工区）、（３－１工区）
及び修繕被膜工事（３－１工区）

神宮寺２丁目ほか１町
地内

更生　φ250～φ500　Ｌ＝１３７ｍ
部分修繕　φ250～φ500　Ｎ＝６４箇所
更生　Ｌ＝１３７ｍ
部分修繕　Ｎ＝６４箇所

90日間 ライニング 第２四半期 一般 工事概要を変更 4月21日更新

35
下水道本管改築更生工事
（４工区）、（４－１工区）
及び修繕被膜工事（４－１工区）

三池町ほか２町地内
三池町ほか３町地内

更生　φ250～φ350　Ｌ＝１２５ｍ
部分修繕　φ250～φ350　Ｎ＝７７箇所
更生　φ250～φ450　Ｌ＝９５ｍ
部分修繕　φ250～φ350　Ｎ＝９８箇所
更生　Ｌ＝５４ｍ、布設替　L＝４１ｍ
部分修繕　Ｎ＝９８箇所

120日間
90日間

ライニング 第２四半期 一般
工事箇所、工事概要、期間を変
更
工事概要を変更

9月12日更新
4月21日更新

36
下水道本管改築更生工事
（５工区）、（５－１工区）
及び修繕被膜工事（５－１工区）

鳴和２丁目ほか８町地
内
小坂町ほか６町地内

更生　φ250～φ450　Ｌ＝１１０ｍ
部分修繕　φ250～φ450　Ｎ＝１０１箇所
更生　φ250～φ450　Ｌ＝１０７ｍ
部分修繕　φ250～φ450　Ｎ＝９７箇所
更生　Ｌ＝６３ｍ、布設替　L＝４３ｍ
部分修繕　Ｎ＝９７箇所

120日間
90日間

ライニング 第２四半期 一般
工事箇所、工事概要、期間を変
更
工事概要を変更

9月12日更新
4月21日更新

37
下水道本管改築更生工事
（６工区）、（６－１工区）
及び修繕被膜工事（６－１工区）

鳴和２丁目ほか２町地
内

更生　φ250　Ｌ＝２６８ｍ
部分修繕　φ250　Ｎ＝３３箇所　Ｎ＝３５箇所
更生　Ｌ＝２６８ｍ
部分修繕　Ｎ＝３３箇所

120日間 ライニング 第２四半期 一般
工事概要を変更
工事概要を変更

9月12日更新
4月21日更新

38
下水道本管改築更生工事
（７工区）、（７－１工区）
及び修繕被膜工事（７－１工区）

元町２丁目ほか２町地
内

更生　φ250　Ｌ＝１６８ｍ
部分修繕　φ250～φ1100　Ｎ＝６３箇所
更生　Ｌ＝１６８ｍ
部分修繕　Ｎ＝６３箇所

120日間 ライニング 第２四半期 一般 工事概要を変更 4月21日更新

39
下水道本管改築更生工事
（８工区）、（８－１工区）
及び修繕被膜工事（８－１工区）

神宮寺１丁目ほか２町
地内

更生　φ250　Ｌ＝１７６ｍ
部分修繕　φ250　Ｎ＝１１６箇所
更生　Ｌ＝１７６ｍ
部分修繕　Ｎ＝１１６箇所

120日間 ライニング 第２四半期 一般 工事概要を変更 4月21日更新

40
下水道本管改築更生工事
（９工区）、（９－１工区）
及び修繕被膜工事（９－１工区）

小金町ほか１町地内

更生　φ250　Ｌ＝１２３ｍ
部分修繕　φ250～φ400　Ｎ＝１５１箇所
更生　Ｌ＝１２３ｍ
部分修繕　Ｎ＝１５１箇所

120日間 ライニング 第２四半期 一般 工事概要を変更 4月21日更新

41
下水道本管改築更生工事
（１０工区）、（１０－１工区）
及び修繕被膜工事（１０－１工区）

春日町ほか３町地内

更生　φ250　Ｌ＝１１７ｍ
部分修繕　φ250～φ350　Ｎ＝５６箇所
更生　Ｌ＝１１７ｍ
部分修繕　Ｎ＝５６箇所

90日間 ライニング 第２四半期 一般 工事概要を変更 4月21日更新

42
下水道本管改築更生工事
（１１工区）、（１１－１工区）
及び修繕被膜工事（１１－１工区）

東山１丁目ほか６町地
内
東山１丁目ほか５町地
内

更生　φ250～φ350　Ｌ＝９２ｍ
部分修繕　φ250～φ800　Ｎ＝６８箇所　Ｎ＝８３
箇所
更生　Ｌ＝５６ｍ、布設替　L＝３６ｍ
部分修繕　Ｎ＝６８箇所

150日間
90日間

ライニング 第２四半期 一般
工事箇所、工事概要、期間を変
更
工事概要を変更

8月12日更新
4月21日更新

43

泉１丁目ほか２町地内下水道取付管改築更生工
事
泉１丁目ほか３町地内下水道本管修繕被膜工事
及び取付管改築布設替工事

泉１丁目ほか２町地内
泉１丁目ほか３町地内

取付管被膜　Ｎ＝１２箇所
取付管開削　Ｎ＝６箇所
部分修繕　Ｎ＝３箇所
取付管被膜　Ｎ＝３箇所
取付管開削　Ｎ＝１８箇所

240日間
90日間

ライニング
土木

第２四半期
第１四半期

一般 107と合冊
工事名、工事箇所、工事概要、
期間、種別、発注時期、備考を
変更

6月21日更新

44
下水道取付管改築更生工事
（１－１工区）

三池町ほか３町地内
三池町ほか２町地内

取付管被膜　Ｎ＝３７箇所
取付管開削　Ｎ＝３３箇所
取付管被膜　Ｎ＝４０箇所
取付管開削　Ｎ＝３９箇所

120日間 ライニング 第１四半期 一般 工事箇所、工事概要を変更 4月21日更新

45
下水道取付管改築更生工事
（２－１工区）

小坂町ほか６町地内
小坂町ほか３町地内

取付管被膜　Ｎ＝２９箇所
取付管開削　Ｎ＝３６箇所
取付管被膜　Ｎ＝３１箇所
取付管開削　Ｎ＝３８箇所

120日間 ライニング 第１四半期 一般 工事箇所、工事概要を変更 4月21日更新

46
下水道取付管改築更生工事
（３－１工区）

神宮寺２丁目ほか２町
地内

取付管被膜　Ｎ＝３２箇所
取付管開削　Ｎ＝３３箇所
取付管被膜　Ｎ＝３９箇所
取付管開削　Ｎ＝３１箇所

120日間 ライニング 第１四半期 一般 工事概要を変更 4月21日更新

47
下水道取付管改築更生工事
（４－１工区）

浅野本町ほか４町地内
取付管被膜　Ｎ＝４１箇所
取付管開削　Ｎ＝２３箇所

120日間 ライニング 第１四半期 一般

48
下水道取付管改築更生工事
（５－１工区）

神宮寺１丁目ほか３町
地内
神宮寺１丁目ほか１町
地内

取付管被膜　Ｎ＝３８箇所
取付管開削　Ｎ＝３５箇所

120日間 ライニング 第１四半期 一般 工事箇所を変更 5月11日更新

49
下水道取付管改築更生工事
（６－１工区）

小金町ほか１町地内
取付管被膜　Ｎ＝４２箇所
取付管開削　Ｎ＝５６箇所

150日間 ライニング 第１四半期 一般

50

下水道取付管改築更生工事
（７－１工区）
下水道取付管改築布設替工事
（７－１工区）

鳴和町ほか３町地内

取付管被膜　Ｎ＝５１箇所
取付管開削　Ｎ＝１２箇所
取付管被膜　Ｎ＝１７箇所
取付管開削　Ｎ＝６２箇所

120日間
ライニング

土木
第１四半期 一般 工事名、工事概要、種別を変更 6月1日更新

51
下水道取付管改築更生工事
（８－１工区）

東山２丁目ほか３町地
内
東山２丁目ほか１町地
内

取付管被膜　Ｎ＝４４箇所
取付管開削　Ｎ＝４箇所

90日間 ライニング
第２四半期
第１四半期

一般
発注時期を変更
工事箇所を変更

7月1日更新
6月21日更新

52
下水道取付管改築更生工事
（９－１工区）

観音町１丁目ほか４町
地内

取付管被膜　Ｎ＝５１箇所
取付管開削　Ｎ＝６箇所

120日間 ライニング
第２四半期
第１四半期

一般 発注時期を変更 7月1日更新

53
下水道取付管改築更生工事
（１０－１工区）

玉鉾２丁目ほか３町地
内

取付管被膜　Ｎ＝３９箇所
取付管開削　Ｎ＝２８箇所

120日間 ライニング 第３四半期 一般

54
下水道取付管改築更生工事
（１１－１工区）

間明２丁目ほか１町地
内

取付管被膜　Ｎ＝４３箇所
取付管開削　Ｎ＝２９箇所

120日間 ライニング 第３四半期 一般

55
下水道取付管改築更生工事
（１２－１工区）

玉鉾１丁目ほか２町地
内

取付管被膜　Ｎ＝３６箇所
取付管開削　Ｎ＝２６箇所

120日間 ライニング 第３四半期 一般

56
下水道取付管改築更生工事
（１３－１工区）

入江１丁目ほか１町地
内

取付管被膜　Ｎ＝５４箇所
取付管開削　Ｎ＝３８箇所

150日間 ライニング 第３四半期 一般

57
下水道取付管改築更生工事
（１４－１工区）

東力４丁目ほか５町地
内

取付管被膜　Ｎ＝４６箇所
取付管開削　Ｎ＝３８箇所

150日間 ライニング 第３四半期 一般

58
下水道取付管改築更生工事
（１５－１工区）

東力１丁目ほか３町地
内

取付管被膜　Ｎ＝４０箇所
取付管開削　Ｎ＝３３箇所

120日間 ライニング 第３四半期 一般

59
下水道取付管改築更生工事
（１６－１工区）

東力２丁目ほか５町地
内

取付管被膜　Ｎ＝２９箇所
取付管開削　Ｎ＝２４箇所

90日間 ライニング 第３四半期 一般

60
下水道取付管改築布設替工事
（１７－１工区）

本江町地内
取付管被膜　Ｎ＝２箇所
取付管開削　Ｎ＝５９箇所

90日間 土木 第３四半期 一般
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61
下水道取付管改築布設替工事
（１８－１工区）

新神田１丁目ほか１町
地内

取付管被膜　Ｎ＝４箇所
取付管開削　Ｎ＝８８箇所

120日間 土木 第３四半期 一般

62
下水道取付管改築更生工事
（１９－１工区）

御影町地内
取付管被膜　Ｎ＝２７箇所
取付管開削　Ｎ＝２７箇所

90日間 ライニング 第３四半期 一般

63
下水道取付管改築更生工事
（２０－１工区）

御影町ほか１町地内
取付管被膜　Ｎ＝４１箇所
取付管開削　Ｎ＝４０箇所

150日間 ライニング 第３四半期 一般

64
下水道取付管改築更生工事
（２１－１工区）

神田２丁目ほか３町地
内

取付管被膜　Ｎ＝４９箇所
取付管開削　Ｎ＝４０箇所

150日間 ライニング 第３四半期 一般

65
下水道人孔入口改良工事
（１工区）、（１－１工区）

百坂町ほか６町地内 鉄蓋改築　Ｎ＝２１箇所 90日間 下水
第１四半期
第２四半期

一般 発注時期を変更 4月21日更新

66
下水道人孔入口改良工事
（２工区）、（２－１工区）

八日市４丁目ほか１町
地内
諸江町中丁ほか８町地
内

鉄蓋改築　Ｎ＝２０箇所 90日間 下水
第１四半期
第２四半期

一般 工事箇所、発注時期を変更 4月21日更新

67
下水道人孔入口改良工事
（３工区）、（３－１工区）

円光寺３丁目ほか７町
地内
円光寺３丁目ほか１６町
地内
寺町５丁目ほか１１町地
内

鉄蓋改築　Ｎ＝２０箇所 90日間 下水 第２四半期 一般
工事箇所を変更
工事箇所を変更

7月21日更新
7月1日更新

68
下水道人孔入口改良工事
（４工区）、（４－１工区）

西金沢２丁目ほか４町
地内
新神田４丁目ほか１１町
地内

鉄蓋改築　Ｎ＝２０箇所 90日間 下水 第２四半期 一般 工事箇所を変更 7月1日更新

69
下水道人孔入口改良工事
（５工区）、（５－１工区）

西念３丁目ほか４町地
内
諸江町中丁ほか８町地
内
八日市出町ほか２町地
内

鉄蓋改築　Ｎ＝２０箇所 90日間 下水 第２四半期 一般
工事箇所を変更
工事箇所を変更

7月1日更新
4月21日更新

70

中屋町第１マンホールポンプ場
電気設備改築工事
中屋町第１ポンプ場
電気設備改築工事
中屋町第１ポンプ場
機械電気設備改築工事

中屋１丁目地内
着脱式水中ポンプ更新　Ｎ＝２台
ポンプ制御盤更新　Ｎ＝１面

180日間
150日間

電気
ポンプ

第２四半期
第１四半期

一般
期間、発注時期を変更
工事名を変更
工事名、工事概要、種別を変更

7月1日更新
6月1日更新
4月21日更新

71

下涌波町第２マンホールポンプ場
機械電気設備改築工事
下涌波町第２ポンプ場
機械電気設備改築工事

下涌波町地内
着脱式水中ポンプ更新　Ｎ＝２台
ポンプ制御盤更新　Ｎ＝１面

180日間
150日間

ポンプ
第２四半期
第１四半期

一般
期間、発注時期を変更
工事名を変更

7月1日更新
6月1日更新

72

湯涌町マンホールポンプ場
機械電気設備改築工事
湯涌町ポンプ場
機械電気設備改築工事

湯涌田子島町地内
着脱式水中ポンプ更新　Ｎ＝２台
ポンプ制御盤更新　Ｎ＝１面

150日間 ポンプ 第２四半期 一般 工事名を変更 6月1日更新

73

中屋町第２マンホールポンプ場
電気設備改築工事
中屋町第２ポンプ場
電気設備改築工事
中屋町第２ポンプ場
機械電気設備改築工事

中屋１丁目地内
着脱式水中ポンプ更新　Ｎ＝２台
ポンプ制御盤更新　Ｎ＝１面

150日間
電気

ポンプ
第２四半期 一般

工事名を変更
工事名、工事概要、種別を変更

6月1日更新
4月21日更新

74

大河端マンホールポンプ場
機械設備改築工事
大河端ポンプ場
機械設備改築工事

大河端町地内 着脱式水中ポンプ更新　Ｎ＝１台 120日間 ポンプ 第２四半期 一般 工事名を変更 6月1日更新

75 元車雨水吐室機械設備撤去工事 長町３丁目地内 除塵機撤去　Ｎ＝１台
90日間
60日間

機械器具 第１四半期 一般 期間を変更 5月23日更新

76 舘山配水池場内整備工事 土清水２丁目地内
管理用通路整備　900㎡
コンクリート舗装　　90㎡

180日間 土木 第３四半期 一般

77
横山町ほか１町地内
配水管改良工事（その１）

横山町ほか１町地内 配水管   φ50・75・100   L=383m 140日間 土木 第１四半期 一般 材木地区 取り止め 7月1日更新

78
横山町ほか１町地内
配水管改良工事（その２）

横山町ほか１町地内 配水管   φ50・75・100   L=178m 110日間 土木 第１四半期 一般 材木地区 取り止め 7月1日更新

79
清川町ほか１町地内
配水管改良工事

清川町ほか１町地内 配水管   φ40・100   L=526m 130日間 土木 第２四半期 一般 清川地区 取り止め 9月21日更新

80
清川町地内
配水管改良工事（その１）

清川町地内 配水管   φ100   L=152m 90日間 管 第３四半期 一般 清川地区 取り止め 9月21日更新

81
清川町地内
配水管改良工事（その２）

清川町地内 配水管   φ40・50・100   L=435m 120日間 土木 第２四半期 一般 清川地区 取り止め 9月21日更新

82
此花町ほか３町地内
配水管改良工事

此花町ほか３町地内 配水管   φ100・150・200   L=207m 100日間 土木 第２四半期 一般 取り止め 9月21日更新

83
中橋町ほか１町地内
配水管改良工事

中橋町ほか１町地内 配水管   φ40・50・75・100・150   L=274m 130日間 土木 第２四半期 一般 取り止め 9月21日更新

84
西念３丁目ほか１町地内
配水管改良工事

西念３丁目ほか１町地
内

配水管   φ75・100・150   L=381m 120日間 土木 第２四半期 一般 西念・諸江地区 取り止め 9月21日更新

85
西念３丁目地内
配水管改良工事（その１）

西念３丁目地内 配水管   φ50・75・100   L=305m 120日間 土木 第２四半期 一般 西念・諸江地区 取り止め 9月21日更新

86
西念３丁目地内
配水管改良工事（その２）

西念３丁目地内 配水管   φ75   L=81m 80日間 管 第３四半期 一般 西念・諸江地区 取り止め 9月21日更新

87
駅西新町１丁目ほか１町地内
配水管改良工事（その１）

駅西新町１丁目ほか１
町地内

配水管   φ50・75・100・150   L=259m　L=354m
150日間
110日間

土木
第２四半期
第１四半期

一般 西念・諸江地区
工事概要、期間を変更
発注時期を変更

7月21日更新
6月21日更新

88
駅西新町１丁目ほか１町地内
配水管改良工事（その２）

駅西新町１丁目ほか１
町地内

配水管   φ75・100・150   L=328m　L=335m
150日間
130日間

土木
第２四半期
第１四半期

一般 西念・諸江地区
工事概要、期間を変更
発注時期を変更

7月21日更新
6月21日更新

89
諸江町ほか１町地内
配水管改良工事（その１）

諸江町ほか１町地内 配水管   φ40・50・100   L=263m 110日間 土木 第２四半期 一般 西念・諸江地区

90

駅西新町１丁目地内
配水管改良工事（その２）
駅西新町１丁目地内
配水管改良工事（その１）

駅西新町１丁目地内 配水管   φ40・50・75・100   L=672m 170日間 土木 第２四半期 一般 西念・諸江地区 工事名を変更 4月21日更新
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91
駅西新町１丁目ほか１町地内
配水管改良工事（その３）

駅西新町１丁目ほか１
町地内

配水管   φ40・50・75・100   L=462m　L=450m
120日間
150日間

土木
第２四半期
第１四半期

一般 西念・諸江地区
工事概要、期間を変更
発注時期を変更

9月12日更新
6月21日更新

92

駅西新町１丁目地内
配水管改良工事（その１）
駅西新町１丁目地内
配水管改良工事（その２）

駅西新町１丁目地内
配水管   φ50・75・100   L=320m
配水管   φ50・75・100   L=318m

120日間 土木
第１四半期
第２四半期

一般 西念・諸江地区
工事名、工事概要、発注時期を
変更

4月21日更新

93
諸江町地内
配水管改良工事（その１）

諸江町地内 配水管   φ40・75・100   L=534m 150日間 土木 第１四半期 一般 西念・諸江地区

94
諸江町ほか１町地内
配水管改良工事（その２）

諸江町ほか１町地内 配水管   φ40・50・75・100   L=560m　L=646m 160日間 土木
第２四半期
第３四半期

一般 西念・諸江地区 工事概要、発注時期を変更 9月12日更新

95
諸江町地内
配水管改良工事（その２）

諸江町地内 配水管   φ40・50・75   L=294m  L=300m 120日間 土木
第２四半期
第３四半期

一般 西念・諸江地区 工事概要、発注時期を変更 9月12日更新

96
新神田４丁目地内
配水管改良工事（その１）

新神田４丁目地内 配水管   φ75・100・150・200   L=492m 130日間 土木 第１四半期 一般 新神田地区

97
新神田３丁目ほか１町地内
配水管改良工事（その１）

新神田３丁目ほか１町
地内

配水管   φ75・100・150・200   L=539m 150日間 土木
第２四半期
第１四半期

一般 新神田地区 発注時期を変更 6月21日更新

98

新神田４丁目地内
配水管改良工事（その３）
新神田４丁目地内
配水管改良工事（その２）

新神田４丁目地内 配水管   φ75・100   L=488m　L=495m 130日間 土木
第２四半期
第３四半期

一般 新神田地区
工事概要、発注時期を変更
工事名を変更

8月12日更新
7月21日更新

99

新神田４丁目地内
配水管改良工事（その２）
新神田４丁目地内
配水管改良工事（その３）

新神田４丁目地内
配水管   φ75・150   L=354m
　　　　　　φ75・100・150　L=349m

130日間 土木 第２四半期 一般 新神田地区 工事名、工事概要を変更 7月21日更新

100

新神田３丁目ほか２町地内
配水管改良工事
新神田４丁目ほか１町地内
配水管改良工事

新神田３丁目ほか２町
地内
新神田４丁目ほか１町
地内

配水管   φ50・75・100   L=383m　L=416m
120日間
150日間

土木
第２四半期
第３四半期
第１四半期

一般 新神田地区
工事名、工事箇所、工事概要、
期間、発注時期を変更
発注時期を変更

9月12日更新
7月21日更新

101
糸田１丁目地内
配水管改良工事

糸田１丁目地内 配水管   φ40・75   L=339m 110日間 土木
第３四半期
第２四半期

一般 新神田地区 発注時期を変更 9月21日更新

102

新神田３丁目ほか１町地内
配水管改良工事（その４）
新神田３丁目ほか１町地内
配水管改良工事（その５）
新神田３丁目ほか１町地内
配水管改良工事（その３）
新神田３丁目ほか１町地内
配水管改良工事（その２）

新神田３丁目ほか１町
地内

配水管   φ75・100・150   L=366m　L=354m 120日間 土木 第２四半期 一般 新神田地区
工事名、工事概要を変更
工事名を変更
工事名を変更

9月12日更新
8月12日更新
8月1日更新

103

新神田３丁目ほか１町地内
配水管改良工事（その５）
新神田３丁目ほか１町地内
配水管改良工事（その４）
新神田３丁目ほか１町地内
配水管改良工事（その３）

新神田３丁目ほか１町
地内

配水管   φ75・100   L=217m 110日間 土木 第３四半期 一般 新神田地区
工事名を変更
工事名を変更

9月12日更新
8月1日更新

104

新神田３丁目ほか１町地内
配水管改良工事（その２）
新神田３丁目ほか１町地内
配水管改良工事（その４）

新神田３丁目ほか１町
地内

配水管   φ75・100   L=717m　L=751m 160日間 土木 第２四半期 一般 新神田地区 工事名、工事概要を変更 8月1日更新

105
新神田３丁目地内
配水管改良工事

新神田３丁目地内 配水管   φ40・75   L=174m 90日間 管 第３四半期 一般 新神田地区

106

新神田３丁目ほか１町地内
配水管改良工事（その３）
新神田３丁目ほか１町地内
配水管改良工事（その５）

新神田３丁目ほか１町
地内

配水管   φ75・100・200   L=464m　L=462m
150日間
120日間

土木 第２四半期 一般 新神田地区 工事名、工事概要、期間を変更 8月12日更新

107
泉２丁目地内
配水管改良工事

泉２丁目地内 配水管   φ40・75・100・150   L=425m L=446m
240日間
160日間

土木
第２四半期
第１四半期

一般
泉地区
43と合冊

工事概要を変更
期間、発注時期、備考を変更

7月21日更新
6月21日更新

108
泉３丁目ほか１町地内
配水管改良工事

泉３丁目ほか１町地内 配水管   φ50・150   L=364m
240日間
140日間

土木
第３四半期
第２四半期

一般
泉地区
204と合冊

期間、発注時期、備考を変更 6月21日更新

109
橋場町地内
舗装復旧工事

橋場町地内 Ｌ交通　　Ａ＝1300㎡　Ａ＝940㎡ 80日間 舗装
第２四半期
第３四半期

一般 浅野川左岸地区
工事概要、発注時期、備考を変
更

9月12日更新

110
材木町地内
舗装復旧工事

材木町地内
Ｂ交通　　Ａ＝30㎡
Ｌ交通　　Ａ＝900㎡　Ａ＝800㎡

120日間
80日間

舗装
第２四半期
第３四半期

一般 材木・味噌蔵地区
工事概要、期間、発注時期、備
考を変更

9月12日更新

111
横山町ほか１町地内
舗装復旧工事（その１）

横山町ほか１町地内 Ｌ交通　　A=1,340㎡ 80日間 舗装 第２四半期 一般 材木地区 取り止め 7月1日更新

112
横山町ほか１町地内
舗装復旧工事（その２）

横山町ほか１町地内 Ｌ交通　　A=770㎡ 70日間 舗装 第２四半期 一般 材木地区 取り止め 7月1日更新

113
清川町ほか１町地内
舗装復旧工事

清川町ほか1町地内 Ｌ交通　　A=3,680㎡ 110日間 舗装 第３四半期 一般 清川地区 取り止め 9月21日更新

114
清川町地内
舗装復旧工事

清川町地内 Ｌ交通　　A=2,010㎡ 90日間 舗装 第３四半期 一般 清川地区 取り止め 9月21日更新

115
此花町ほか３町地内
舗装復旧工事

此花町ほか３町地内
Ｃ交通　　A=750㎡
Ｌ交通　　A=100㎡
歩　道　　A=230㎡

80日間 舗装 第３四半期 一般 取り止め 9月21日更新

116
中橋町ほか１町地内
舗装復旧工事

中橋町ほか１町地内
Ｃ交通　　A=70㎡
Ｌ交通　　A=800㎡
歩　道　　A=80㎡

80日間 舗装 第３四半期 一般 取り止め 9月21日更新

117
西念３丁目ほか１町地内
舗装復旧工事

西念３丁目ほか１町地
内

Ｂ交通　　A=1,150㎡
Ｌ交通　　A=2,550㎡

120日間 舗装 第３四半期 一般 西念・諸江地区 取り止め 9月21日更新

118
駅西新町１丁目ほか２町地内
舗装復旧工事

駅西新町１丁目ほか２
町地内

Ｂ交通　　A=600㎡
Ｌ交通　　A=2,440㎡

110日間 舗装
第３四半期
第２四半期

一般 西念・諸江地区 発注時期を変更 9月21日更新

119
諸江町ほか１町地内
舗装復旧工事（その１）

諸江町ほか１町地内 Ｌ交通　　A=1,140㎡ 80日間 舗装 第３四半期 一般 西念・諸江地区

120
駅西新町１丁目地内
舗装復旧工事（その１）

駅西新町１丁目地内
Ｂ交通　　A=30㎡
Ｌ交通　　A=2,450㎡

100日間 舗装 第４四半期 一般 西念・諸江地区
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121
駅西新町１丁目ほか１町地内
舗装復旧工事

駅西新町１丁目ほか１
町地内

Ｌ交通　　A=2,520㎡ 100日間 舗装 第３四半期 一般 西念・諸江地区

122
駅西新町１丁目地内
舗装復旧工事（その２）

駅西新町１丁目地内 Ｌ交通　　A=1,630㎡ 80日間 舗装 第３四半期 一般 西念・諸江地区

123
諸江町地内
舗装復旧工事（その１）

諸江町地内 Ｌ交通　　A=2,980㎡ 100日間 舗装
第３四半期
第２四半期

一般 西念・諸江地区 発注時期を変更 9月21日更新

124
諸江町ほか１町地内
舗装復旧工事（その２）

諸江町ほか１町地内 Ｌ交通　　A=2,760㎡ 100日間 舗装 第４四半期 一般 西念・諸江地区

125
諸江町地内
舗装復旧工事（その２）

諸江町地内 Ｌ交通　　A=1,400㎡ 80日間 舗装 第４四半期 一般 西念・諸江地区

126
新神田４丁目地内
舗装復旧工事（その１）

新神田４丁目地内 Ｌ交通　　A=2,980㎡ 100日間 舗装 第２四半期 一般 新神田地区

127
新神田３丁目ほか１町地内
舗装復旧工事（その１）

新神田３丁目ほか１町
地内

Ｌ交通　　A=3,020㎡
歩　道　　A=10㎡

100日間 舗装 第２四半期 一般 新神田地区

128
新神田４丁目地内
舗装復旧工事（その２）

新神田４丁目地内 Ｌ交通　　A=2,520㎡ 100日間 舗装 第４四半期 一般 新神田地区

129
新神田４丁目地内
舗装復旧工事（その３）

新神田４丁目地内 Ｌ交通　　A=1,860㎡ 90日間 舗装 第３四半期 一般 新神田地区

130
新神田４丁目ほか１町地内
舗装復旧工事

新神田４丁目ほか１町
地内

Ａ交通　　A=1,530㎡
Ｌ交通　　A=2,330㎡

110日間 舗装 第３四半期 一般 新神田地区

131
新神田３丁目ほか１町地内
舗装復旧工事（その２）

新神田３丁目ほか１町
地内

Ｌ交通　　A=1,910㎡ 90日間 舗装 第３四半期 一般 新神田地区

132
新神田３丁目ほか１町地内
舗装復旧工事（その３）

新神田３丁目ほか１町
地内

Ｌ交通　　A=1,480㎡ 80日間 舗装 第４四半期 一般 新神田地区

133
新神田３丁目ほか１町地内
舗装復旧工事（その４）

新神田３丁目ほか１町
地内

Ｌ交通　　A=4,210㎡ 120日間 舗装 第２四半期 一般 新神田地区

134
新神田３丁目地内
舗装復旧工事

新神田３丁目地内 Ｌ交通　　A=940㎡ 80日間 舗装 第４四半期 一般 新神田地区

135
新神田３丁目ほか１町地内
舗装復旧工事（その５）

新神田３丁目ほか１町
地内

Ｃ交通　　A=270㎡
Ｌ交通　　A=1,440㎡
歩　道　　A=400㎡

90日間 舗装 第３四半期 一般 新神田地区

136

新神田２丁目地内
舗装復旧工事（その３）
新神田２丁目ほか１町地内
舗装復旧工事

新神田２丁目地内
新神田２丁目ほか１町
地内

Ｌ交通　　A=2,700㎡　A=2,750㎡ 100日間 舗装 第１四半期 一般
米丸・神田地区
新神田地区

工事名、工事箇所、工事概要、
備考を変更

5月23日更新

137
新神田１丁目ほか１町地内
舗装復旧工事

新神田１丁目ほか１町
地内

Ｌ交通　A=3,70㎡　A=3,700㎡　A=1,390㎡
Ｃ交通　A=   20㎡
切削オーバーレイ工　A=2,760㎡

110日間 舗装 第１四半期 一般
米丸・神田地区
新神田地区

工事概要、備考を変更
工事概要を変更

5月23日更新
4月21日更新

138

新神田２丁目地内
舗装復旧工事（その４）
新神田２丁目地内
舗装復旧工事

新神田２丁目地内

C交通　　A=430㎡
B交通　　A=280㎡
切削オーバーレイ工　　A=1,790㎡
Ｌ交通　　A=1,700㎡
歩　道　　A=400㎡

100日間 舗装
第２四半期
第１四半期

一般
米丸・神田地区
新神田地区

工事概要、発注時期を変更
工事名、備考を変更

7月1日更新
5月23日更新

139
窪２丁目ほか１町地内
舗装復旧工事

窪２丁目ほか１町地内
歩　道　　A=30㎡
Ｂ交通　　A=200㎡    A=600㎡
Ｌ交通　　A=1,460㎡  A=1,420㎡

90日間 舗装
第２四半期
第１四半期

一般 窪地区
工事概要を変更
発注時期を変更

7月1日更新
6月21日更新

140
窪３丁目ほか２町地内
舗装復旧工事

窪３丁目ほか２町地内

Ｂ交通　　A=1,770㎡　A=300㎡
Ｌ交通　　A=540㎡　　A=970㎡
歩　道　　A=20㎡　　　A=40㎡
切削オーバーレイ工　A=1,090㎡

120日間 舗装 第１四半期 一般 窪地区 工事概要を変更 4月21日更新

141
水道基幹管路耐震化事業
（４－１工区）配水管改良工事

南新保町
ほか１町地内
南新保町
ほか２町地内

配水本管φ400　L=190ｍ　L=155ｍ
（推進工　さや管HPφ600　L=110ｍ L=108ｍ）

210日間 土木 第１四半期 一般 工事箇所、工事概要を変更 6月13日更新

142
水道基幹管路耐震化事業
（４－２工区）配水管改良工事

駅西新町２丁目
ほか１町地内
駅西新町３丁目
ほか３町地内

配水本管φ400　L=186ｍ
配水本管φ300～400　L=200ｍ
配水支管φ200　L=10ｍ

180日間 土木 第２四半期 一般 工事箇所、工事概要を変更 8月1日更新

143
水道基幹管路耐震化事業
（４－３工区）配水管改良工事

兼六町
ほか３町地内

配水本管φ600　L=100ｍ　L=95ｍ
（推進工　さや管SP800Ａ　L=70ｍ　L=67ｍ）

210日間 土木 第１四半期 一般 工事概要を変更 6月13日更新

144
水道基幹管路耐震化事業
（４－４工区）配水管改良工事

橋場町
ほか２町地内

配水本管φ300～450　L=190ｍ
配水支管φ100～250　L=30ｍ

150日間 土木 第２四半期 一般

145
水道基幹管路耐震化事業
（４－５工区）配水管改良工事

橋場町
ほか３町地内

配水本管φ300～450　L=160ｍ
配水支管φ100　L=10ｍ

150日間 土木 第２四半期 一般

146
水道基幹管路耐震化事業
（４－６工区）配水管改良工事

福久東１丁目
ほか１町地内

配水本管φ300　L=215ｍ　L=210ｍ
（推進工　さや管HPφ450　L=65ｍ L=63ｍ）
配水支管φ100～250　L=80ｍ L=70ｍ

210日間 土木 第１四半期 一般 工事概要を変更 6月13日更新

147
水道基幹管路耐震化事業
（４－７工区）配水管改良工事

北塚町地内
配水本管φ350～400　L=320ｍ
配水支管φ75～150　L=65ｍ

150日間 土木 第３四半期 一般

148
水道基幹管路耐震化事業
（４－８工区）配水管改良工事

北塚町
ほか１町地内

配水本管φ350～400　L=335ｍ
配水支管φ100～150　L=15ｍ

150日間 土木 第３四半期 一般

149
水道基幹管路耐震化事業
配水管改良に伴う廃止工事（その１）

出雲町
ほか１町地内

廃止　φ450　L=720ｍ 150日間 土木
第２四半期
第１四半期

一般 発注時期を変更 7月1日更新

150
水道基幹管路耐震化事業
配水管改良に伴う廃止工事（その２）

若宮町
ほか３町地内

布設　φ100　L=8m
廃止　φ300～600　L=640ｍ
廃止　φ75～200　L=70ｍ
廃止　φ600　L=550ｍ

180日間
120日間

土木
第２四半期
第１四半期

一般
工事概要、期間を変更
発注時期を変更

8月12日更新
7月1日更新

151
水道基幹管路耐震化事業
配水管改良に伴う廃止工事（その３）

二口町
ほか１町地内

廃止　φ600　L=440ｍ 120日間 土木
第２四半期
第１四半期

一般 発注時期を変更 7月1日更新
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152
水道基幹管路耐震化事業
配水管改良に伴う廃止工事（その４）

彦三町２丁目
ほか３町地内

廃止　φ300　L=270ｍ 90日間 管 第２四半期 一般

153
水道基幹管路耐震化事業
配水管改良に伴う廃止工事（その５）

浅野本町
ほか２町地内

廃止　φ350　L=1400ｍ 90日間 土木 第２四半期 一般

154
水道基幹管路耐震化事業
配水管改良に伴う廃止工事（その６）

兼六町
ほか７町地内

廃止　φ600　L=1120ｍ 90日間 土木 第３四半期 一般

155
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その１）

駅西新町３丁目
ほか１町地内

B交通　A=470㎡　A=1060㎡
切削オーバーレイ工　A=1120㎡
As歩道　A=29㎡
乗入Cｏ　A=2㎡

90日間 舗装 第１四半期 一般 工事概要を変更 6月13日更新

156
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その２）

西念３丁目地内
Ｌ交通　A=1720㎡　　A=1590㎡
打替工　As歩道　A=40㎡

90日間 舗装 第１四半期 一般 工事概要を変更 4月21日更新

157
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その３）

西念３丁目
ほか１町地内

Ｌ交通　A=960㎡　A=914㎡
As歩道　A=2㎡

90日間 舗装
第２四半期
第３四半期

一般 工事概要、発注時期を変更 7月21日更新

158
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その４）

駅西新町３丁目
ほか３町地内

C交通　A=200㎡
B交通　A=480㎡
切削オーバーレイ工　A=1000㎡

90日間 舗装 第３四半期 一般

159
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その５）

兼六町
ほか５町地内

C交通　A=210㎡
切削オーバーレイ工　A=1100㎡

90日間 舗装 第３四半期 一般

160
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その６）

兼六町
ほか３町地内

C交通　A=190㎡
切削オーバーレイ工　A=900㎡

90日間 舗装 第３四半期 一般

161
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その７）

福久町
ほか２町地内

B交通　A=300㎡
L交通・As歩道　A=1550㎡
切削オーバーレイ工　A=650㎡

90日間 舗装 第３四半期 一般

162
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その８）

南森本町
南森本町
ほか２町地内

B交通　A=780㎡　A=1230㎡
As歩道　A=10㎡　A=3㎡
切削オーバーレイ工　A=1340㎡

90日間 舗装
第２四半期
第３四半期

一般
工事箇所、工事概要、発注時期
を変更

7月21日更新

163
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その９）

南森本町地内
B交通　A=630㎡　A=1148㎡
切削オーバーレイ工　A=1040㎡
A交通　A=170㎡

90日間 舗装
第２四半期
第３四半期

一般 工事概要、発注時期を変更 7月21日更新

164
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その１０）

二口町
ほか６町地内

A交通　A=360㎡
Ｌ交通　A=650㎡

90日間 舗装 第２四半期 一般

165
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その１１）

浅野本町
ほか１町地内

A交通　A=750㎡　A=1160㎡
切削オーバーレイ工　A=3120㎡　A=1520㎡

120日間
90日間

舗装
第２四半期
第３四半期

一般
工事概要、期間、発注時期を変
更

8月12日更新

166
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その１２）

高柳町
ほか１町地内
乙丸町
ほか１町地内

A交通　A=850㎡　A=1320㎡
切削オーバーレイ工　A=2600㎡

90日間 舗装
第１四半期
第３四半期

一般
工事箇所、工事概要、発注時期
を変更

5月23日更新

167
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その１３）

高柳町地内

A交通　A=324㎡
B交通　A=45㎡
C交通　A=70㎡
L交通　A=1910㎡　A=293㎡
インターロッキングブロック工　A=20㎡  A=18㎡

90日間 舗装
第２四半期
第３四半期

一般 工事概要、発注時期を変更 9月12日更新

168
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その１４）

中川除町
ほか３町地内

B交通　A=120㎡
Ｌ交通　A=1850㎡

90日間 舗装 第２四半期 一般

169
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その１５）

十三間町
ほか３町地内

C交通　A=80㎡
Ｌ交通　A=2050㎡

90日間 舗装 第２四半期 一般

170
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その１６）

彦三町２丁目
ほか３町地内

B交通　A=200㎡ 90日間 舗装 第２四半期 一般

171 兼六元町地内配水管改良工事 兼六元町地内 配水管φ100～150　L=270ｍ 120日間 土木 第２四半期 一般

172 大手町ほか１町地内配水管改良工事
大手町ほか１町
地内

配水管φ100　L=250ｍ 120日間 土木 第２四半期 一般

173 兼六元町ほか１町地内配水管改良工事
兼六元町ほか１町
地内

配水管φ100～250　L=360ｍ 120日間 土木 第２四半期 一般

174
安原異業種工業団地地内配水管布設工事（４－
１工区）

打木町地内
配水管　DIPφ100   L=360m
配水管　DIPφ75   L=118m

180日間 土木 第１四半期 一般 1及び企業立地課と合冊

175
安原異業種工業団地地内配水管布設工事（４－
２工区）

打木町地内 配水管　DIPφ100   L=419m 180日間 土木 第１四半期 一般 2と合冊

176
南新保土地区画整理地内配水管布設工事（４－
３工区）

南新保町ほか２町地内
配水管　DIPφ150　L=80m
配水管　DIPφ100　L=315m
配水管　DIPφ75　L=110m

180日間
120日間

土木 第２四半期 一般 3と合冊 期間を変更 8月12日更新

177
南新保土地区画整理地内配水管布設工事（４－
４工区）

南新保町ほか２町地内
南新保町地内

配水管　DIPφ200　L=175m　L=220m
配水管　DIPφ100　L=225m　L=285m
配水管　DIPφ 75　L=20m　　L=37m

120日間
240日間

土木 第３四半期 一般 4及び市街地再生課と合冊
工事箇所、工事概要、期間を変
更

9月21日更新

178
南新保土地区画整理地内配水管布設工事（４－
５工区）

南新保町地内
配水管　DIPφ250　L=15m
配水管　DIPφ200　L=250m
配水管　DIPφ100　L=210m

240日間 土木 第２四半期 一般 5及び市街地再生課と合冊

179
南新保土地区画整理地内配水管布設工事（４－
６工区）

南新保町地内 配水管　PEWφ50　L=130m 120日間 管 第３四半期 一般 6と合冊

180
南新保土地区画整理地内配水管布設工事（４－
７工区）

南新保町地内
配水管　DIPφ250　L=120m
配水管　DIPφ150　L=5 m
配水管　DIPφ 75　L=105m

180日間 土木 第２四半期 一般 7及び市街地再生課と合冊

181
南新保土地区画整理地内配水管布設工事（４－
８工区）

南新保町地内 配水管　DIPφ250　L=170m 180日間 管 第３四半期 一般 8及び市街地再生課と合冊

182
南新保土地区画整理地内配水管布設工事（４－
９工区）

南新保町ほか１町地内 配水管　DIPφ250　L=190m 180日間 土木 第４四半期 一般 9及び市街地再生課と合冊
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183
南新保土地区画整理地内配水管布設工事（４－
１０工区）

南新保町ほか１町地内 配水管　DIP φ75　L=350m 90日間 管 第２四半期 一般 10と合冊

184 松村６丁目（９５）地内舗装復旧工事 松村６丁目地内
As打換工　　A=208㎡
切削オーバーレイ工　　A=770㎡

120日間 舗装 第１四半期 一般

185 桂町ト（２）地内配水管布設工事 桂町地内
配水管　DIP φ100　L=80m
配水管　PEWφ50　L=65m

150日間 管 第１四半期 一般 11と合冊

186
桜田町３丁目雨水管築造工事
桜田町２丁目雨水管築造工事

桜田町３丁目地内 水路工 L=19m
60日間
90日間

土木 第１四半期 一般 工事名、期間を変更 6月13日更新

187 長坂２丁目雨水管築造工事 長坂２丁目地内 管渠工 L=90m 120日間 土木
第２四半期
第１四半期

一般 維持管理課と合冊 発注時期を変更 7月1日更新

188 馬替２丁目雨水管築造工事 馬替２丁目地内 管渠工 L=65m 120日間 土木
第２四半期
第１四半期

一般 発注時期を変更 7月1日更新

189 宮保１号雨水幹線築造工事 田中町地内 矢板護岸工 L=40m 120日間 土木
第２四半期
第１四半期

一般 発注時期を変更 7月1日更新

190 畝田中２丁目（１１１）地内配水管改良工事 畝田中２丁目地内 配水管　PEW Φ50mm　Ｌ＝35ｍ 90日間 管 第１四半期 一般 追加 4月21日更新

191 大野町１丁目（２）地内配水管改良工事 大野町１丁目地内 配水管　PEW Φ40mm　Ｌ＝46ｍ 90日間 管 第１四半期 一般 追加 5月2日更新

192 桂町ニ（２）地内配水管改良及び布設工事 桂町地内
配水管　DIP Φ75mm　Ｌ＝１４０ｍ
配水管　PEWΦ50mm　Ｌ＝４０ｍ

90日間 管 第１四半期 一般 追加 5月23日更新

193 山科１丁目（１７１）地内配水管布設工事 山科１丁目地内
配水管　DIP Φ100mm　Ｌ＝４８ｍ
配水管　DIP Φ75mm　Ｌ＝４ｍ

90日間 管 第１四半期 一般 追加 5月23日更新

194
城南２丁目（６１１）地内配水管改良及び布設工
事

城南２丁目地内 配水管　PEW Φ50mm　Ｌ＝４９ｍ 90日間 管 第１四半期 一般 追加 5月23日更新

195 畝田中２丁目（１１１）地内配水管改良工事 畝田中２丁目地内 配水管　PEW Φ50mm　Ｌ＝３５ｍ 90日間 管 第１四半期 一般
取り止め
追加

6月13日更新
5月23日更新

196 小将町地内配水管改良工事 小将町地内
配水管φ250　L=233ｍ
配水管φ100　L=14ｍ

150日間 土木 第１四半期 一般 追加 5月23日更新

197
浅野（柳橋分区）下水道管築造工事（１３－１工
区）

疋田２丁目地内
疋田町地内

開削　VU200 L=25m 60日間 下水 第１四半期 一般
工事箇所を変更
追加

6月21日更新
6月13日更新

198
堀川町地内
配水管改良工事

堀川町地内 配水管   φ40・100・150   L=212m 210日間 土木 第１四半期 一般 追加 6月13日更新

199 八日市出町（１４８）地内配水管改良工事 八日市出町地内 配水管　PEWΦ50mm　Ｌ＝３７ｍ 90日間 管 第１四半期 一般 追加 6月13日更新

200
松村１丁目（３５８）地内配水管改良工事
松村６丁目（３５８）地内配水管改良工事

松村１丁目地内
松村６丁目地内

配水管　PEWΦ50mm　Ｌ＝５８ｍ 90日間 管 第１四半期 一般
工事名、工事箇所を変更
追加

7月1日更新
6月13日更新

201 米泉町１丁目（４８）地内配水管布設工事 米泉町１丁目地内 配水管　PEW Φ50mm　Ｌ＝６４ｍ 90日間 管 第１四半期 一般 追加 6月13日更新

202 福久1号雨水幹線改良工事 福久町地内 水路工(大型フリューム) L=35m 120日間 土木 第１四半期 一般 追加 6月13日更新

203 石引１丁目ほか１町地内下水道管布設替工事
石引１丁目ほか１町地
内

本管布設替　Ｌ＝３３ｍ
取付管　N=３箇所

180日間 下水 第２四半期 随契 追加 6月21日更新

204
泉３丁目ほか１町地内下水道取付管改築布設替
工事

泉３丁目ほか１町地内
取付管被膜　Ｎ＝４箇所
取付管開削　Ｎ＝１０箇所

240日間 土木 第３四半期 一般 108と合冊 追加 6月21日更新

205 泉が丘２丁目（２４６）地内配水管改良工事 泉が丘２丁目地内
配水管　DIP Φ100mm　Ｌ＝５９ｍ
配水管　DIP Φ75mm　Ｌ＝３ｍ

90日間 管
第２四半期
第１四半期

一般
発注時期を変更
追加

7月1日更新
6月21日更新

206 大徳中学校地下貯留施設設置工事 観音堂町地内 地下貯留施設設置 N=1基 240日間 土木 第２四半期 一般 追加 7月1日更新

207 駅西本町1丁目雨水管築造工事 駅西本町1丁目地内 管渠工 L=210m 120日間 土木 第２四半期 一般 維持管理課と合冊 追加 7月1日更新

208 東力町雨水管築造工事 東力町地内 管渠工 L=115m 120日間 土木 第２四半期 一般 追加 7月1日更新

209 西泉１丁目雨水管築造工事 西泉１丁目地内 管渠工　L=11ｍ 90日間 下水 第２四半期 一般 追加 7月1日更新

210 豊穂町雨水管築造工事 豊穂町地内 管渠工 L=157m 180日間 下水 第２四半期 一般 維持管理課と合冊 追加 7月1日更新

211
下水道人孔入口改良工事
（６工区）

泉野出町４丁目ほか８
町

鉄蓋改築　Ｎ＝１０箇所 90日間 下水 第２四半期 一般 追加 7月21日更新

212 松村６丁目（１８５）地内配水管布設工事 松村６丁目地内 配水管　DIP Φ７５mm　Ｌ＝６７ｍ 90日間 管 第２四半期 一般 追加 7月21日更新

213 久安６丁目（１９６）地内配水管布設工事 久安６丁目地内
配水管　DIP Φ７５mm　Ｌ＝２７ｍ
配水管　PEW Φ５０mm　Ｌ＝４８ｍ

90日間 管 第２四半期 一般 追加 7月21日更新

214 南森本町ル（１３１）地内配水管布設工事 南森本町地内 配水管　DIP Φ７５mm　Ｌ＝６５ｍ 90日間 管 第２四半期 一般 追加 8月1日更新
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215 山科１丁目（２７８）地内配水管布設工事 山科１丁目地内 配水管　DIP Φ７５mm　Ｌ＝２７ｍ 90日間 管 第２四半期 一般 追加 8月1日更新

216 東長江町地内送水管及び配水管布設工事 東長江町地内
送水管　φ150　L=５７ｍ
配水管　φ100　L=１５ｍ

210日間 管 第２四半期 随契 追加 8月12日更新

217
長坂１丁目（１５６）地内配水管改良及び布設工
事

長坂１丁目地内
配水管　DIPφ75　L=55m
配水管　PEWφ50　L=61m

90日間 管 第２四半期 一般 追加 8月12日更新

218 小金町雨水管築造工事 小金町地内
門型カルバート工 L=97m
汚水管移設工 φ250 L=80m

150日間 下水 第２四半期 一般 維持管理課と合冊 追加 8月12日更新

219 問屋雨水幹線改良工事 直江町地内 鋼矢板護岸工 L=30m 120日間 土木 第２四半期 一般 追加 8月12日更新

220 宮保1号雨水幹線築造工事（その２） 田中町地内 鋼矢板護岸工 L=59m 120日間 土木 第２四半期 一般 追加 8月12日更新

221 桂町ニ（２）地内舗装復旧工事 桂町地内
B交通　Ａ＝　４７㎡
Ｌ交通　Ａ＝４１１㎡

90日間 舗装 第２四半期 一般 追加 8月22日更新

222 下水道管耐震化工事（１１工区）
東兼六町
ほか１町地内

対象人孔　N=８箇所 90日間 その他 第２四半期 一般 追加 8月22日更新

223 下水道管耐震化工事（１２工区） 福増町地内 対象人孔　N=２５箇所 120日間 その他 第２四半期 一般 追加 8月22日更新

224 粟崎町カ（１８）地内配水管布設工事 粟崎町地内 配水管　PEWφ50　L=63m 90日間 管 第２四半期 一般 追加 9月1日更新

225 諸江町中丁（５３）地内配水管改良工事 諸江町地内 配水管　PEWφ50　L=35m 90日間 管 第２四半期 一般 追加 9月12日更新

226 小将町地内舗装復旧工事 小将町地内
C交通　A=441㎡
L交通　A=38㎡
切削オーバーレイ工　A=366㎡

90日間 舗装 第２四半期 一般 追加 9月12日更新

227
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その１７）

高柳町地内
C交通　A=100㎡
L交通　A=1300㎡

90日間 舗装 第３四半期 一般 追加 9月12日更新

228
城北水質管理センター
第１水処理施設耐震補強工事（土木工事）

浅野本町地内
後付型伸縮可とう継手　L＝８０ｍ
後施工せん断補強鉄筋工　Ｎ＝１８０本

150日間 土木 第２四半期 一般 追加 9月21日更新

229 笠舞１丁目ほか１町地内配水管改良工事
笠舞１丁目ほか１町地
内

配水管   φ75・150・250   L=372m 120日間 土木 第３四半期 一般 笠舞地区 追加 9月21日更新

230 笠舞１丁目地内配水管改良工事 笠舞１丁目地内 配水管   φ150・200   L=335m 120日間 土木 第３四半期 一般 笠舞地区 追加 9月21日更新

231 城南２丁目ほか１町地内配水管改良工事
城南２丁目ほか１町地
内

配水管   φ100・150・250   L=425m 120日間 土木 第３四半期 一般 笠舞地区 追加 9月21日更新

232 笠舞本町２丁目地内配水管改良工事 笠舞本町２丁目地内 配水管   φ75・100・150   L=214m 90日間 土木 第３四半期 一般 笠舞地区 追加 9月21日更新

233 弥生３丁目ほか１町地内配水管改良工事
弥生３丁目ほか１町地
内

配水管   φ75・100・150   L=198m 90日間 土木 第３四半期 一般 弥生地区 追加 9月21日更新

234 弥生３丁目地内配水管改良工事 弥生３丁目地内 配水管   φ75   L=130m 90日間 管 第３四半期 一般 弥生地区 追加 9月21日更新

235 松村５丁目（２４５）地内配水管布設工事 松村５丁目地内
配水管　DIPφ100　L=35m
配水管　PEWφ50　L=36m

90日間 管 第３四半期 一般 追加 9月21日更新

236 野町５丁目（２６６）地内配水管改良工事 野町５丁目地内
配水管　DIPφ100　L=69m
配水管　DIPφ75　L=3m

90日間 管 第３四半期 一般 追加 9月21日更新

課名 維 持 管 理 課

番号 工　事　名 工事箇所 工事概要 期間 種別 発注時期 方法 備考（関連工事等） 備考（更新内容等） 更新日

1 新神田４丁目ほか１町地内配水管移設工事
新神田４丁目ほか１町
地内

配水管φ75-200　Ｌ＝60ｍ 90日間 土木 第１四半期 一般 石川県工事関連

2 長坂２丁目地内配水管び給水管移設工事 長坂２丁目地内
配水管φ50　　Ｌ＝6ｍ
給水管　　　　　N=7箇所

120日間 管
第２四半期
第１四半期

一般 内水整備課（建設課）と合冊 発注時期を変更 7月1日更新

3 暁町地内配水管移設工事 暁町地内 配水管φ200　Ｌ＝20ｍ 90日間 土木 第１四半期 一般 国交省工事関連

4 東山２丁目地内配水管移設工事 東山２丁目地内 配水管φ250　Ｌ＝50ｍ 90日間 管
第２四半期
第１四半期

一般 石川県工事関連 発注時期を変更 7月1日更新

5 小将町地内消火栓及び給水管移設工事 小将町地内
消火栓移設　N=１基
給水管移設　N=３箇所

90日間 管
第２四半期
第１四半期

一般
次番と合冊
石川県工事関連

発注時期を変更 7月1日更新

6 小将町地内下水道取付管移設工事 小将町地内 下水道取付管　N=１２箇所 90日間 土木
第２四半期
第１四半期

一般
前番と合冊
石川県工事関連

発注時期を変更 7月1日更新

7 石引１丁目地内配水管仮設工事 石引１丁目地内 配水管φ75　Ｌ＝50ｍ 90日間 管 第１四半期 一般 石川県工事関連

8/11



8 野町１丁目地内配水管移設工事 野町１丁目地内 配水管φ75　Ｌ＝25ｍ
180日間
90日間

管
第２四半期
第３四半期
第２四半期

一般
9番及び道路建設課工事と合冊
次番と合冊
無電柱化事業関連

期間、発注時期、備考を変更
発注時期、備考を変更

7月11日更新
7月1日更新

9 野町１丁目地内下水道管移設工事 野町１丁目地内 下水道管φ200　Ｌ＝10ｍ
180日間
90日間

下水 第２四半期 一般

8番及び道路建設課工事と合冊
27番及び道路建設課工事と合
冊
前番と合冊
無電柱化事業関連

期間、備考を変更
備考を変更

7月11日更新
7月1日更新

10 野町２丁目地内配水管移設工事 野町２丁目地内 配水管φ250-100　Ｌ＝110ｍ 120日間 土木 第２四半期 一般
次番と合冊
国交省工事関連

11 野町２丁目地内下水道管移設工事 野町２丁目地内 下水道管φ200　Ｌ＝110ｍ 120日間 下水 第２四半期 一般
前番と合冊
国交省工事関連

12 下近江町ほか１町地内下水道管移設工事 下近江町ほか１町地内 下水道管φ200　Ｌ＝40ｍ 90日間 下水 第２四半期 一般 国交省工事関連

13 田上町ほか１町地内給水管移設工事 田上町ほか１町地内 給水管　N=5箇所 60日間 管 第２四半期 一般
次番と合冊
石川県工事関連

14 田上町ほか１町地内下水道汚水桝移設工事 田上町ほか１町地内 汚水桝　N=5箇所 60日間 土木 第２四半期 一般
前番と合冊
石川県工事関連

15 御影町地内配水管移設工事 御影町地内 配水管φ100　Ｌ＝20ｍ 90日間 管 第３四半期 一般
次番と合冊
石川県工事関連

16 御影町地内下水道管移設工事 御影町地内 下水道管φ200　Ｌ＝20ｍ 90日間 下水 第３四半期 一般
前番と合冊
石川県工事関連

17 小将町地内配水管付属設備高さ調整工事 小将町地内 鉄蓋高さ調整　N=2箇所 90日間 土木 第３四半期 一般
次番と合冊
石川県工事関連

18 小将町地内下水道人孔鉄蓋高さ調整工事 小将町地内 人孔鉄蓋調整　N=17箇所 90日間 土木 第３四半期 一般
前番と合冊
石川県工事関連

19 石引１丁目地内配水管移設工事 石引１丁目地内 配水管φ100　Ｌ＝75ｍ
120日間
90日間

管
第２四半期
第３四半期

一般 石川県工事関連 期間、発注時期を変更 8月22日更新

20 窪２丁目地内配水管改良工事 窪２丁目地内 配水管　φ５０　Ｌ＝１４５ｍ 90日間 管 第１四半期 一般 取り止め 6月21日更新

21 石引２丁目地内配水管改良工事 石引２丁目地内 配水管　φ４０　Ｌ＝３６ｍ 60日間 管 第２四半期 一般

22 西泉４丁目地内配水管改良工事 西泉４丁目地内 配水管　φ５０　Ｌ＝１４０ｍ 90日間 管 第２四半期 一般

23 河原市町地内配水管改良工事 河原市町地内 配水管　φ４０　Ｌ＝６１ｍ 60日間 管 第３四半期 一般

24 松村５丁目地内配水管改良工事 松村５丁目地内 配水管　φ４０　Ｌ＝３１ｍ 60日間 管 第３四半期 一般

25 太陽が丘２丁目地内減圧弁取替工事 太陽が丘２丁目地内 減圧弁取替　Ｎ＝１箇所 60日間 管 第２四半期 一般 追加 6月21日更新

26 豊穂町ほか１町地内配水管移設工事 豊穂町ほか１町地内
配水管φ150　L=5m
　　　　　φ250　L=5m

180日間 土木 第２四半期 一般
内水整備課（建設課）と合冊工
事

追加 7月1日更新

27 野町１丁目地内配水管仮設工事 野町１丁目地内
配水管φ75　栓止工　N=2箇所
給水管　N=1箇所

90日間 管 第２四半期 一般 ９番及び道路建設課と合冊
取り止め
追加

7月11日更新
7月1日更新

28 駅西本町１丁目地内配水管移設工事 駅西本町１丁目 配水管　φ100-150　L=110m 180日間 管 第２四半期 一般
内水整備課（建設課）と合冊工
事

追加 7月1日更新

29 小金町地内配水管移設工事 小金町地内 配水管φ100　L=3m 150日間 管 第２四半期 一般
内水整備課（建設課）と合冊工
事

追加 8月12日更新

課名 上 水 課

番号 工　事　名 工事箇所 工事概要 期間 種別 発注時期 方法 備考（関連工事等） 備考（更新内容等） 更新日

1 旧浅川ポンプ場建築解体工事 末町地内 上部躯体解体　N=1式 120日間 解体
第２四半期
第１四半期

一般 発注時期を変更 7月1日更新

2 犀川浄水場２系沈澱池流量計更新工事 末町地内 電磁流量計（φ８００）更新　１台
210日間
180日間

計装機器 第１四半期 一般 期間を変更 6月1日更新

3 旧浅川ポンプ場境界壁整備工事 末町地内 境界壁　N=1式、管防護工　N=1式
90日間
180日間

土木
第２四半期
第１四半期

一般 期間、発注時期を変更 7月1日更新

4 犀川浄水場２号汚泥池シックナー修繕工事 末町地内 シックナードライブユニット及び歩廊等修繕 210日間 機械器具 第１四半期 一般

5
末浄水場管理本館（新館）無停電電源装置更新
工事

末町地内 無停電電源装置更新　１式 240日間 電気 第１四半期 一般

6 末浄水場排水管移設工事 末町地内 余水排水用配管（φ1,000ヒューム管）移設 300日間 土木 第１四半期 一般
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7 末浄水場薬品注入機定期修繕工事 末町地内
PAC注入機修繕　２台
前・中次亜塩注入機修繕　２台

120日間 機械器具 第２四半期 随契

8 末浄水場水質計器更新工事 末町地内
濁度計更新　２台
ｐＨ計更新　２台
導電率計更新　１台

210日間
120日間

計装機器 第２四半期 一般 工事概要、期間を変更 7月11日更新

9 末浄水場水位計更新工事 末町地内
投込式水位計更新　２台
電波式水位計更新　１台

120日間 計装機器 第２四半期 一般

10 末浄水場小水力発電機分解整備工事 末町地内 小水力発電機の分解及び整備 180日間 電気 第２四半期 随契

11 犀川浄水場３号ろ過コントロールバルブ更新工事 末町地内 コントロールバルブ(口径500㎜）更新　１台
240日間
210日間

機械器具 第２四半期 一般 期間を変更 7月1日更新

12
伏見台配水制御所流量計更新工事
伏見台配水制御所ほか２箇所
流量計更新工事

山科３丁目地内
山科３丁目ほか２町地
内

φ４００流量計更新　１台
φ１００流量計更新　１台
φ８０流量計更新　１台

240日間 計装機器
第１四半期
第２四半期

一般
工事名、工事箇所、工事概要、
発注時期を更新

6月13日更新

13 太陽丘ポンプ場直流電源装置更新工事 太陽が丘１丁目地内 直流電源装置更新　１式 240日間 電気 第２四半期 一般

14
御所第１ポンプ場ほか１箇所
送水ポンプ更新工事

御所町１丁目ほか１町
地内

送水ポンプ更新　各１台
180日間
240日間

ポンプ 第２四半期 一般 期間を変更 8月22日更新

15
浅川ポンプ場２号送水ポンプ
インバータ更新工事

末町地内 ポンプインバータ更新　一式
240日間
300日間

電気 第１四半期 随契
期間を変更
追加

6月13日更新
4月21日更新

16 ひばり丘ポンプ場ほか１箇所流量計更新工事 岸川町ほか１町地内
φ１００流量計更新　１台
φ８０流量計更新　１台

240日間 計装機器 第１四半期 一般 追加 6月13日更新

17 犀川浄水場２号次亜塩貯蔵槽液位計更新工事 末町地内 超音波式液位計更新　１台 210日間 計装機器 第２四半期 一般 追加 7月1日更新

18 四十万中配水場水質計器更新工事 四十万町地内
ｐＨ計更新　１台
導電率計更新　１台
温度計更新　１台

210日間 計装機器 第２四半期 一般 追加 8月1日更新

19 小原取水口監視カメラ設置工事 小原町地内 監視カメラ設置　１台 180日間 電気通信 第２四半期 一般 追加 8月1日更新

20 小原取水口有機性汚濁物質測定装置設置工事 小原町地内 ＵＶ計設置　１台 180日間 計装機器 第２四半期 一般 追加 8月1日更新

課名 水 処 理 課

番号 工　事　名 工事箇所 工事概要 期間 種別 発注時期 方法 備考（関連工事等） 備考（更新内容等） 更新日

1

西部水質管理センター
２、５系反応タンク流入流量計更新工事
西部水質管理センター
２系反応タンク流入流量計更新工事

東力町地内
流量計更新　Ｎ＝３組
流量計更新　Ｎ＝２台

210日間
180日間

計装機器 第１四半期 一般 工事名、工事概要、期間を変更 5月2日更新

2
七ツ屋ポンプ場ほか１箇所しさ設備等定期修繕
工事

七ツ屋町ほか１町地内 分解点検、消耗部品取替
180日間
240日間

機械器具
第２四半期
第１四半期

随契 期間、発注時期を変更 6月21日更新

3 浅野第２ポンプ場しさ設備定期修繕工事 浅野本町地内 分解点検、消耗部品取替 150日間 機械器具
第２四半期
第１四半期

随契 発注時期を変更 6月21日更新

4
横枕汚水中継ポンプ場ほか１箇所直流電源装置
定期修繕工事

横枕町ほか１町地内 蓄電池、盤内基板、消耗部品取替　一式 150日間 電気
第２四半期
第１四半期

一般 発注時期を変更 6月21日更新

5
浅野雨水ポンプ場１号自家用発電機定期修繕工
事

浅野本町地内 分解点検、消耗部品取替 150日間 電気 第２四半期 随契

6
城北水質管理センター第１水処理施設汚泥かき
寄せ機定期修繕工事

浅野本町地内 分解点検、消耗部品取替 240日間 機械器具 第１四半期 随契

7
城北水質管理センター第１水処理１号ブロワ設備
定期修繕工事

浅野本町地内 分解点検、消耗部品取替 240日間 機械器具 第１四半期 随契

8
城北水質管理センター２号脱水機等定期修繕工
事

浅野本町地内 分解点検、消耗部品取替
120日間
150日間

機械器具
第３四半期
第１四半期

随契 期間、発注時期を変更 6月21日更新

9
城北水質管理センター混合汚泥槽脱臭設備修繕
工事

浅野本町地内 カートリッジ、消耗部品等取替 150日間 機械器具 第２四半期 一般

10 汚泥共同処理施設焼却炉設備等定期修繕工事 浅野本町地内 分解点検、消耗部品取替 150日間 機械器具 第２四半期 随契

11
汚泥共同処理施設１号排ガス処理設備等定期修
繕工事

浅野本町地内 分解点検、消耗部品取替 150日間 機械器具 第２四半期 随契 取り止め 8月22日更新

12
汚泥共同処理施設ケーキ圧送設備等定期修繕
工事

浅野本町地内 分解点検、消耗部品取替 180日間 機械器具 第２四半期 随契

13
湯涌水質管理ステーション濃縮汚泥かき寄せ機
定期修繕工事

湯涌荒屋町地内 分解点検、消耗部品取替
180日間
240日間

機械器具
第２四半期
第１四半期

随契 期間、発注時期を変更 6月21日更新

14
臨海水質管理センター精製消化ガス供給設備解
体工事

湊３丁目地内 精製消化ガス供給設備解体処分一式 120日間 解体 第２四半期 一般

15
城北水質管理センター
高圧配電設備更新工事

浅野本町地内
高低圧配電盤更新　Ｎ＝１式
監視装置機能増設　Ｎ＝１式

540日間 電気 第３四半期 一般 追加 5月2日更新
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16
西部水質管理センター
汚泥処理棟電気設備更新工事

東力町地内
高低圧配電盤更新　Ｎ＝１式
監視装置機能増設　Ｎ＝１式

540日間 電気 第２四半期 一般 追加 5月2日更新

17
臨海水質管理センター
汚泥貯留槽かくはん機更新工事

湊３丁目地内 かくはん機更新　Ｎ＝２台 210日間 機械器具 第２四半期 一般 追加 5月2日更新

18
臨海水質管理センター
沈砂池ポンプ棟機械設備更新工事

湊３丁目地内 沈砂、除塵設備更新　Ｎ＝１式 540日間 機械器具 第３四半期 一般 追加 5月2日更新

19
臨海水質管理センター
沈砂池ポンプ棟電気設備更新工事

湊３丁目地内
コントロールセンタ更新　Ｎ＝１式
監視装置機能増設　　　Ｎ＝１式

540日間 電気 第３四半期 一般 追加 5月2日更新

20
横枕汚水中継ポンプ場３号汚水ポンプ定期修繕
工事
横枕ポンプ場３号汚水ポンプ定期修繕工事

横枕町地内 分解点検、消耗部品取替 180日間 ポンプ 第２四半期 一般
工事名を変更
追加

8月22日更新
6月21日更新

21 浅野雨水ポンプ場しさ搬出機定期修繕工事 浅野本町地内 分解点検、消耗部品取替 180日間 機械器具 第２四半期 一般 追加 6月21日更新

22 浅野雨水ポンプ場後段破砕機定期修繕工事 浅野本町地内 分解点検、消耗部品取替 180日間 機械器具 第２四半期 随契 追加 6月21日更新

23 浅野雨水ポンプ場流入ゲート定期修繕工事 浅野本町地内 分解点検、消耗部品取替 180日間 機械器具 第２四半期 随契 追加 6月21日更新
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