
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（下安原南処理分区）下水道管築
造工事（1工区）（1-1工区）

打木町地内 開削　VU200 L=460m 180日間 下水 第１四半期 一般 １４５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=390m 180日間 下水 第１四半期 一般 １４６と合冊

3 浅野（浅野第二分区）舗装復旧工事（１工区） 三池町地内 Ｌ交通　Ａ＝５００㎡ 60日間 舗装 第１四半期 一般

4
打木町第２マンホールポンプ場機械電気設備設
置工事

打木町地内
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 一般

5
打木町第３マンホールポンプ場機械電気設備設
置工事

打木町地内
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 一般

6 下水道管耐震化工事（１工区）
小立野３丁目
ほか２町地内

対象人孔　N=２０箇所 120日間 その他 第１四半期 一般

7 下水道管耐震化工事（２工区）
小立野１丁目
ほか２町地内

対象人孔　N=２２箇所 120日間 その他 第１四半期 一般

8 下水道管耐震化工事（３工区）
錦町
ほか１町地内

対象人孔　N=２３箇所 120日間 その他 第１四半期 一般

9 下水道管耐震化工事（４工区）
泉本町３丁目
ほか３町地内

対象人孔　N=１０箇所 120日間 その他 第１四半期 一般

10 下水道管耐震化工事（５工区）
泉１丁目
ほか３町地内

対象人孔　N=１２箇所 120日間 その他 第１四半期 一般

11 下水道管耐震化工事（６工区）
有松２丁目
ほか６町地内

対象人孔　N=２１箇所 120日間 その他 第１四半期 一般

12 下水道管耐震化工事（７工区）
泉が丘２丁目
ほか５町地内

対象人孔　N=３０箇所 120日間 その他 第１四半期 一般

13 下水道管耐震化工事（８工区）
弥生１丁目
ほか１町地内

対象人孔　N=２２箇所 120日間 その他 第１四半期 一般

14 下水道管耐震化工事（９工区）
野町３丁目
ほか４町地内

対象人孔　N=２６箇所 120日間 その他 第１四半期 一般

15 下水道管耐震化工事（１０工区）
木倉町
ほか２町地内

対象人孔　N=１３箇所 120日間 その他 第２四半期 一般

16 下水道管耐震化工事（１１工区）
片町１丁目
ほか５町地内

対象人孔　N=２８箇所 120日間 その他 第２四半期 一般

17 下水道管耐震化工事（１２工区）
常盤町
ほか２町地内

対象人孔　N=１４箇所 120日間 その他 第２四半期 一般

18 下水道管耐震化工事（１３工区）
もりの里３丁目
ほか１町地内

対象人孔　N=２２箇所 120日間 その他 第２四半期 一般

19 下水道管耐震化工事（１４工区）
東山１丁目
ほか１町地内

対象人孔　N=１３箇所 120日間 その他 第３四半期 一般

20 下水道管耐震化工事（１５工区）
東山１丁目
ほか１町地内

対象人孔　N=１２箇所 120日間 その他 第３四半期 一般

21 下水道管耐震化工事（１６工区）
野田町
ほか３町地内

対象人孔　N=１９箇所 110日間 その他 第３四半期 一般

22 下水道管耐震化工事（１７工区）
西泉４丁目
ほか２町地内

対象人孔　N=９箇所 120日間 その他 第３四半期 一般

23 下水道管耐震化工事（１８工区）
西泉２丁目
ほか１町地内

対象人孔　N=１１箇所 120日間 その他 第３四半期 一般

24 下水道管耐震化工事（１９工区） 西泉２丁目地内 対象人孔　N=６箇所 110日間 その他 第３四半期 一般

25 下水道管耐震化工事（２０工区）
西泉１丁目
ほか１町地内

対象人孔　Ｎ＝７箇所 120日間 その他 第３四半期 一般

26
犀桜小学校
マンホールトイレシステム設置工事

菊川１丁目地内 マンホールトイレシステム　Ｎ＝５基 R4.3.17 下水 第２四半期 一般 教育総務課工事と合冊

27
金石町小学校
マンホールトイレシステム設置工事

金石北４丁目地内 マンホールトイレシステム　Ｎ＝５基 100日間 下水 第２四半期 一般

28
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＝２９５本
増打コンクリート工　Ｎ＝１式

120日間 土木 第２四半期 一般

29
臨海水質管理センター
１－２号最初沈殿池防食工事

湊３丁目地内 防食塗装工　Ａ＝５００㎡ 120日間 防水 第１四半期 一般

30
臨海水質管理センター
２号汚泥貯留槽防食工事

湊３丁目地内 防食塗装工　Ａ＝３４０㎡ 120日間 防水 第１四半期 一般

31
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）

菊川２丁目ほか４町地内
更生　Ｌ＝１２５ｍ
部分修繕　Ｎ＝１５１箇所

140日間 ライニング 第３四半期 一般
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32
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）

涌波４丁目ほか４町地内
更生　Ｌ＝１６ｍ
部分修繕　Ｎ＝１０７箇所

120日間 ライニング 第３四半期 一般

33
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）

京町ほか１町地内
更生　Ｌ＝１８７ｍ
部分修繕　Ｎ＝３５箇所

120日間 ライニング 第２四半期 一般

34
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）

浅野本町２丁目ほか２町
地内

更生　Ｌ＝３７０ｍ
部分修繕　Ｎ＝４２箇所

140日間 ライニング 第３四半期 一般

35
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）

浅野本町２丁目ほか１町
地内

更生　Ｌ＝４１５ｍ、布設替　Ｌ＝４１ｍ
部分修繕　Ｎ＝５８箇所

150日間 ライニング 第２四半期 一般

36
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）

浅野本町２丁目ほか１町
地内

更生　Ｌ＝３３３ｍ
部分修繕　Ｎ＝３１箇所

140日間 ライニング 第３四半期 一般

37
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）

浅野本町２丁目ほか２町
地内

更生　Ｌ＝４０７ｍ
部分修繕　Ｎ＝２６箇所

150日間 ライニング 第３四半期 一般

38
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）

乙丸町ほか２町地内
更生　Ｌ＝４３８ｍ
部分修繕　Ｎ＝６４箇所

150日間 ライニング 第２四半期 一般

39
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）

浅野本町ほか１町地内
更生　Ｌ＝２４１ｍ
部分修繕　Ｎ＝４１箇所

130日間 ライニング 第２四半期 一般

40
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）

乙丸町地内
更生　Ｌ＝１２７ｍ
部分修繕　Ｎ＝４８箇所

120日間 ライニング 第３四半期 一般

41
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）

神宮寺３丁目ほか１町地
内

更生　Ｌ＝１７５ｍ
部分修繕　Ｎ＝３７箇所

120日間 ライニング 第３四半期 一般

42
下水道本管改築更生工事
（１２工区）、（１２－１工区）
及び修繕被膜工事（１２－１工区）

神宮寺３丁目地内
更生　Ｌ＝１８０ｍ
部分修繕　Ｎ＝２９箇所

120日間 ライニング 第２四半期 一般

43
下水道本管改築更生工事
（１３工区）、（１３－１工区）
及び修繕被膜工事（１３－１工区）

神宮寺２丁目ほか１町地
内

更生　Ｌ＝１３５ｍ
部分修繕　Ｎ＝２２箇所

120日間 ライニング 第３四半期 一般

44
下水道本管修繕被膜工事
（１４－１工区）

東力４丁目ほか１５町地
内
 東力２丁目ほか１６町地
 内

部分修繕　 Ｎ＝６２箇所　Ｎ＝７４箇所
R3.10.29
 140日間

ライニング
第１四半期
 第２四半期

一般
工事箇所、工事概要、期間、発
注時期を変更

5月6日更新

45
下水道取付管改築更生工事
（１－１工区）

菊川２丁目ほか１町地内
取付管被膜　 Ｎ＝１０８箇所　Ｎ＝１２４箇所
取付管開削　 Ｎ＝３９箇所　Ｎ＝３５箇所

R3.10.29
 170日間

ライニング 第１四半期 一般 工事概要、期間を変更 4月21日更新

46
下水道取付管改築更生工事
（２－１工区）

菊川２丁目ほか２町地内
取付管被膜　 Ｎ＝１２３箇所　Ｎ＝１１８箇所
取付管開削　Ｎ＝２箇所

R3.9.30
 140日間

ライニング 第１四半期 一般 工事概要、期間を変更 4月21日更新

47
下水道取付管改築更生工事
（３－１工区）

本多町１丁目ほか２町地
内

取付管被膜　Ｎ＝５５箇所
取付管開削　 Ｎ＝１０箇所　Ｎ＝７箇所

R3.9.21
 100日間

ライニング 第１四半期 一般 工事概要、期間を変更 4月21日更新

48
下水道取付管改築更生工事
（４－１工区）

菊川１丁目ほか１町地内
 菊川１丁目地内

取付管被膜　 Ｎ＝９０箇所　Ｎ＝８８箇所
取付管開削　 Ｎ＝２８箇所　Ｎ＝２９箇所

R3.10.20
 140日間

ライニング 第１四半期 一般
工事場所、工事概要、期間を変
更

4月21日更新

49
下水道取付管改築更生工事
（５－１工区）

涌波４丁目ほか２町地内
取付管被膜　 Ｎ＝４５箇所　Ｎ＝４８箇所
取付管開削　 Ｎ＝２７箇所　Ｎ＝３０箇所

R3.10.29
 100日間

ライニング 第１四半期 一般 工事概要、期間を変更 5月6日更新

50
下水道取付管改築更生工事
（６－１工区）

涌波１丁目ほか３町地内
取付管被膜　 Ｎ＝６２箇所　Ｎ＝６４箇所
取付管開削　 Ｎ＝２３箇所　Ｎ＝２４箇所

R3.10.29
 110日間

ライニング 第１四半期 一般 工事概要、期間を変更 5月6日更新

51
下水道取付管改築更生工事
（７－１工区）

京町ほか１町地内
 京町ほか２町地内

取付管被膜　 Ｎ＝５６箇所　Ｎ＝５６箇所
取付管開削　 Ｎ＝６２箇所　Ｎ＝５９箇所

R3.11.30
 140日間

ライニング 第１四半期 一般
工事箇所、工事概要、期間を変
更

5月6日更新

52
下水道取付管改築布設替工事
（８－１工区）

浅野本町２丁目ほか１町
地内

取付管被膜　Ｎ＝１８箇所
取付管開削　Ｎ＝４０箇所

100日間 土木 第１四半期 一般

53
下水道取付管改築更生工事
（９－１工区）

浅野本町２丁目ほか２町
地内

取付管被膜　Ｎ＝４６箇所
取付管開削　Ｎ＝４５箇所

110日間 ライニング 第１四半期 一般

54
下水道取付管改築更生工事
（１０－１工区）

神宮寺３丁目ほか２町地
内

取付管被膜　Ｎ＝２４箇所
取付管開削　Ｎ＝２０箇所

100日間 ライニング 第１四半期 一般

55
下水道取付管改築更生工事
（１１－１工区）

乙丸町ほか２町地内
取付管被膜　Ｎ＝５１箇所
取付管開削　Ｎ＝３５箇所

110日間 ライニング 第１四半期 一般

56
下水道取付管改築更生工事
（１２－１工区）

神宮寺３丁目ほか１町地
内

取付管被膜　Ｎ＝３８箇所
取付管開削　Ｎ＝１０箇所

100日間 ライニング 第１四半期 一般

57
下水道人孔入口改良工事
（１工区）、（１－１工区）

駅西本町１丁目ほか１５
町地内

鉄蓋改築　Ｎ＝１９箇所 100日間 下水 第２四半期 一般

58
下水道人孔入口改良工事
（２工区）、（２－１工区）

金石東１丁目ほか１０町
地内

鉄蓋改築　Ｎ＝２０箇所 100日間 下水 第２四半期 一般

59
下水道人孔入口改良工事
（３工区）、（３－１工区）

湊３丁目ほか３町地内 鉄蓋改築　Ｎ＝１７箇所 100日間 下水 第２四半期 一般

60
下水道人孔入口改良工事
（４工区）、（４－１工区）

玉川町ほか５町地内 鉄蓋改築　Ｎ＝２０箇所 100日間 下水 第２四半期 一般

61
下水道人孔入口改良工事
（５工区）、（５－１工区）

寺町５丁目ほか８町地内 鉄蓋改築　Ｎ＝２４箇所 110日間 下水 第２四半期 一般

62
木越団地汚水中継ポンプ場
機械電気設備改築工事

木越２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 ポンプ 第２四半期 一般

63
木越マンホールポンプ場
電気設備改築工事

木越町地内 ポンプ制御盤更新　Ｎ＝１面
R3.11.30
 120日間

電気 第１四半期 一般 期間を変更 5月6日更新

64
蚊爪町マンホールポンプ場
電気設備改築工事

蚊爪町地内 ポンプ制御盤更新　Ｎ＝１面 120日間 電気 第２四半期 一般
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65
観音堂マンホールポンプ場
機械電気設備改築工事

観音堂町地内
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

66
矢木マンホールポンプ場
電気設備改築工事

矢木３丁目地内 ポンプ制御盤更新　Ｎ＝１面 120日間 電気 第１四半期 一般

67
打木町マンホールポンプ場
電気設備改築工事

打木町地内 ポンプ制御盤更新　Ｎ＝１面 120日間 電気 第２四半期 一般

68 駅西高架雨水幹線水位計設置工事 北安江１丁目地内 水位計設置　Ｎ＝１箇所 120日間 計装機器 第１四半期 一般

69
田島地区マンホールポンプ場
機械電気設備改築工事

田島町地内
着脱式水中ポンプ更新　Ｎ＝１０台
ポンプ制御盤改修　Ｎ＝２面

180日間 ポンプ 第１四半期 一般

70 舘山配水池（２号池）耐震補強工事 土清水２丁目地内 ２号池　RC造　V=1,350m3 210日間 土木 第２四半期 一般

71 舘山配水池（２号池）場内配管工事 土清水２丁目地内 φ75～φ350　L=63m 120日間 土木 第２四半期 一般

72 舘山配水池場内整備工事 土清水２丁目地内 A=2,000㎡ 120日間 土木 第２四半期 一般

73
天神町１丁目地内
配水管改良工事（その１）

天神町１丁目地内 配水管   φ75・100・150・200   L=418m　L=400m
R4.1.20
 160日間

土木 第１四半期 一般 田井・旭地区 工事概要、期間を変更 4月21日更新

74
天神町１丁目地内
配水管改良工事（その２）

天神町１丁目地内 配水管   φ75・100・150   L=325m　L=288m R3.12.20
 120日間

土木 第１四半期 一般 田井・旭地区 工事概要、期間を変更 4月21日更新

75
神谷内町地内
配水管改良工事

神谷内町地内 配水管   φ75・100   L=161m 90日間 土木 第３四半期 一般

76
七ツ屋町ほか２町地内
配水管改良工事

七ツ屋町ほか２町地内 配水管   φ100   L=373m 120日間 土木 第２四半期 一般 西念・北安江地区

77
山の上町ほか１町地内
配水管改良工事

山の上町ほか1町地内 配水管   φ50・75   L=185m 90日間 土木 第２四半期 一般 浅野川右岸地区

78
西泉１丁目地内
配水管改良工事

西泉１丁目地内 配水管   φ75・100   L=397m 140日間 土木 第２四半期 一般 有松・円光寺地区

79
西泉１丁目ほか１町地内
配水管改良工事

西泉１丁目ほか１町地内 配水管   φ75・100・150・200   L=387m 140日間 土木 第２四半期 一般 有松・円光寺地区

80
泉本町１丁目ほか１町地内
配水管改良工事

泉本町１丁目ほか１町地
内

配水管   φ75   L=305m 120日間 土木 第３四半期 一般 有松・円光寺地区

81
新保本１丁目ほか１町地内
配水管改良工事

新保本１丁目ほか１町地
内

配水管   φ50・75・100   L=325m 120日間 土木 第３四半期 一般

82
窪２丁目ほか１町地内
配水管改良工事（その１）

窪２丁目ほか１町地内 配水管   φ75・100・200   L=444m 130日間 土木 第１四半期 一般 窪地区

83
窪２丁目ほか１町地内
配水管改良工事（その２）

窪２丁目ほか１町地内 配水管   φ75・200   L=175m 110日間 土木 第１四半期 一般 窪地区

84
窪３丁目ほか２町地内
配水管改良工事

窪３丁目ほか２町地内 配水管   φ50・75・200   L=311m 130日間 土木 第１四半期 一般 窪地区

85
窪６丁目ほか２町地内
配水管改良工事

窪６丁目ほか２町地内 配水管   φ50・75・100・150   L=587m 180日間 土木 第２四半期 一般 窪地区

86
窪４丁目地内
配水管改良工事

窪４丁目地内 配水管   φ75・100   L=401m 130日間 土木 第２四半期 一般 窪地区

87
新神田２丁目ほか１町地内
配水管改良工事

新神田２丁目ほか１町地
内

配水管   φ75・200   L=514m 150日間 土木 第１四半期 一般 米丸・神田地区

88
新神田１丁目ほか１町地内
配水管改良工事

新神田１丁目ほか１町地
内

配水管   φ75・100・150・200   L=648m 170日間 土木 第１四半期 一般 米丸・神田地区

89
新神田２丁目地内
配水管改良工事（その１）

新神田２丁目地内 配水管   φ75・100   L=468m 150日間 土木 第１四半期 一般 米丸・神田地区

90
新神田２丁目地内
配水管改良工事（その２）

新神田２丁目地内 配水管   φ75・100   L=630m 140日間 土木 第２四半期 一般 米丸・神田地区

91
新神田２丁目地内
配水管改良工事（その３）

新神田２丁目地内 配水管   φ75・100   L=700m 160日間 土木 第２四半期 一般 米丸・神田地区

92
新神田１丁目地内
配水管改良工事（その１）

新神田１丁目地内 配水管   φ75   L=522m 140日間 土木 第２四半期 一般 米丸・神田地区

93
新神田１丁目地内
配水管改良工事（その２）

新神田１丁目地内 配水管   φ75   L=537m 140日間 土木 第３四半期 一般 米丸・神田地区

94
天神町１丁目地内
舗装復旧工事（その３）

天神町１丁目地内
Ｃ交通　　Ａ＝１，２００㎡
Ｌ交通　　Ａ＝　　８００㎡
歩　道　　Ａ＝　　　４５㎡

100日間 舗装 第３四半期 一般 田井・旭地区

95
天神町１丁目地内
舗装復旧工事（その４）

天神町１丁目地内 Ｌ交通　　Ａ＝１，９００㎡ 90日間 舗装 第３四半期 一般 田井・旭地区

96
神谷内町地内
舗装復旧工事

神谷内町地内 Ｌ交通　　Ａ＝５３０㎡ 80日間 舗装 第４四半期 一般

97
七ツ屋町ほか２町地内
舗装復旧工事

七ツ屋町地内
Ｂ交通　　Ａ＝２，０００㎡
Ａ交通　　Ａ＝　　１２０㎡

110日間 舗装 第３四半期 一般 西念・北安江地区
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98
山の上町ほか１町地内
舗装復旧工事

山の上町地内
Ｂ交通　　Ａ＝　３０㎡
Ｌ交通　　Ａ＝７５０㎡

70日間 舗装 第３四半期 一般 浅野川右岸地区

99
西泉１丁目地内
舗装復旧工事

西泉１丁目地内 Ｌ交通　　Ａ＝１，９７０㎡ 90日間 舗装 第３四半期 一般 有松・円光寺地区

100
西泉１丁目ほか１町地内
舗装復旧工事

西泉１丁目ほか1町 Ｌ交通　　Ａ＝１，９８０㎡ 90日間 舗装 第３四半期 一般 有松・円光寺地区

101
泉本町１丁目ほか１町地内
舗装復旧工事

泉本町１丁目ほか1町地
内

Ｌ交通　　Ａ＝１，４３０㎡ 80日間 舗装 第４四半期 一般 有松・円光寺地区

102
新保本１丁目ほか１町地内
舗装復旧工事

新保本１丁目ほか1町地
内

Ｌ交通　　Ａ＝１，３００㎡
歩　道　　Ａ＝　　２１０㎡

90日間 舗装 第４四半期 一般

103
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
Ｂ交通　　Ａ＝　　２００㎡
Ｌ交通　　Ａ＝１，４６０㎡

90日間 舗装 第３四半期 一般 窪地区

104
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㎡
Ｌ交通　　Ａ＝　　５４０㎡
歩　道　　Ａ＝　　　２０㎡

120日間 舗装 第３四半期 一般 窪地区

105
窪６丁目ほか２町地内
舗装復旧工事

窪６丁目ほか２町地内
Ｂ交通　　Ａ＝　　４４０㎡
Ｌ交通　　Ａ＝２，８３０㎡

110日間 舗装 第４四半期 一般 窪地区

106
窪４丁目地内
舗装復旧工事

窪４丁目地内 Ｌ交通　　Ａ＝１，７５０㎡ 90日間 舗装 第４四半期 一般 窪地区

107
新神田２丁目ほか１町地内
舗装復旧工事

新神田２丁目ほか１町地
内

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

108
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＝３，７００㎡ 110日間 舗装 第２四半期 一般 米丸・神田地区

109
新神田２丁目地内
舗装復旧工事（その１）

新神田２丁目地内
Ｌ交通　　Ａ＝１，７００㎡
歩　道　　Ａ＝　　４００㎡

100日間 舗装 第２四半期 一般 米丸・神田地区

110
新神田２丁目地内
舗装復旧工事（その２）

新神田２丁目地内 Ｌ交通　　Ａ＝３，５００㎡ 110日間 舗装 第３四半期 一般 米丸・神田地区

111
新神田２丁目地内
舗装復旧工事（その３）

新神田２丁目地内 Ｌ交通　　Ａ＝３，７００㎡ 110日間 舗装 第３四半期 一般 米丸・神田地区

112
新神田１丁目地内
舗装復旧工事（その１）

新神田１丁目地内 Ｌ交通　　Ａ＝２，６００㎡ 100日間 舗装 第３四半期 一般 米丸・神田地区

113
新神田１丁目地内
舗装復旧工事（その２）

新神田１丁目地内 Ｌ交通　　Ａ＝３，５００㎡ 110日間 舗装 第４四半期 一般 米丸・神田地区

114
北安江３丁目地内
ガス管及び給水管改良工事

北安江３丁目地内
ガス管 φ100・200     L=113m
給水管              　　　  N=8件

90日間 管 第１四半期 一般 西念・北安江地区

115
西念２丁目地内
ガス管改良工事

西念２丁目地内 ガス管 φ150         L=36m 80日間 管 第１四半期 一般 西念・北安江地区

116
高尾台３丁目ほか１町地内
ガス管改良工事

高尾台３丁目ほか１町地
内

ガス管 φ100・200     L=225m 100日間 土木 第１四半期 一般 高尾・光が丘地区

117
北安江３丁目地内
舗装復旧工事

北安江３丁目地内
Ｌ交通　　Ａ＝４００㎡
歩　道　　Ａ＝１３０㎡

70日間 舗装 第１四半期 一般 西念・北安江地区

118
高尾台３丁目ほか１町地内
舗装復旧工事

高尾台３丁目ほか１町地
内

Ｌ交通　　Ａ＝１，６００㎡ 80日間 舗装 第１四半期 一般 高尾・光が丘地区

119
田井町地内
舗装復旧工事（その４）

田井町地内 Ｌ交通　　Ａ＝３，２５０㎡ 100日間 舗装 第２四半期 一般 田井・旭地区

120
田井町地内
舗装復旧工事（その３）

田井町地内 Ｌ交通　　Ａ＝１，７００㎡ 90日間 舗装 第１四半期 一般 田井・旭地区

121
天神町１丁目地内
舗装復旧工事（その２）

天神町１丁目地内 Ｌ交通　　 Ａ＝６６０㎡　Ａ＝５７０㎡ 70日間 舗装 第１四半期 一般 田井・旭地区 工事概要を変更 5月6日更新

122
天神町１丁目地内
舗装復旧工事（その１）

天神町１丁目地内
Ａ交通　　Ａ＝４４０㎡
Ｌ交通　　 Ａ＝３，５００㎡　Ａ＝３，１５０㎡

110日間 舗装 第１四半期 一般 田井・旭地区 工事概要を変更 4月21日更新

123
田井町地内
舗装復旧工事（その２）

田井町地内 Ｌ交通　　Ａ＝１，０００㎡ 80日間 舗装 第２四半期 一般 田井・旭地区

124
田井町地内
舗装復旧工事（その１）

田井町地内 Ｌ交通　　Ａ＝２，８００㎡ 100日間 舗装 第２四半期 一般 田井・旭地区

125
旭町２丁目地内
舗装復旧工事（その１）

旭町２丁目地内
Ｌ交通　　Ａ＝１，４００㎡
歩　道　　Ａ＝　　３００㎡

90日間 舗装 第３四半期 一般 田井・旭地区

126
旭町２丁目地内
舗装復旧工事（その２）

旭町２丁目地内 Ｌ交通　　Ａ＝１，２００㎡ 80日間 舗装 第１四半期 一般 田井・旭地区

127
旭町３丁目地内
舗装復旧工事（その１）

旭町３丁目地内 Ｌ交通　　Ａ＝３，０００㎡ 100日間 舗装 第３四半期 一般 田井・旭地区

128
旭町３丁目地内
舗装復旧工事（その２）

旭町３丁目地内 Ｌ交通　　Ａ＝２，５００㎡ 100日間 舗装 第３四半期 一般 田井・旭地区

129
旭町１丁目ほか１町地内
舗装復旧工事（その１）

旭町１丁目ほか１町地内 Ｌ交通　　Ａ＝１，１００㎡ 80日間 舗装 第３四半期 一般 田井・旭地区

130
旭町１丁目ほか１町地内
舗装復旧工事（その２）

旭町１丁目ほか１町地内 Ｌ交通　　Ａ＝１，８００㎡ 90日間 舗装 第３四半期 一般 田井・旭地区
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131
旭町１丁目地内
舗装復旧工事

旭町１丁目地内 Ｌ交通　　Ａ＝２，５００㎡ 100日間 舗装 第３四半期 一般 田井・旭地区

132
円光寺２丁目ほか２町地内
舗装復旧工事

円光寺２丁目ほか２町地
内

Ｌ交通　　 Ａ＝２，３４０㎡　Ａ＝１，９７０㎡ 90日間 舗装 第１四半期 一般 有松・円光寺地区 工事概要を変更 4月21日更新

133
有松２丁目ほか３町地内
舗装復旧工事

有松２丁目ほか３町地内 Ｌ交通　　Ａ＝２，２８０㎡ 90日間 舗装 第２四半期 一般 有松・円光寺地区

134
久安６丁目地内
舗装復旧工事

久安６丁目地内 Ｌ交通　　Ａ＝４９０㎡ 70日間 舗装 第２四半期 一般 有松・円光寺地区

135
有松２丁目地内
舗装復旧工事

有松２丁目地内 Ｌ交通　　Ａ＝１，６２０㎡ 80日間 舗装 第３四半期 一般 有松・円光寺地区

136
窪６丁目ほか１町地内
舗装復旧工事

窪６丁目ほか１町地内
Ｂ交通　　Ａ＝　　６００㎡
Ｌ交通　　Ａ＝１，７００㎡

100日間 舗装 第２四半期 一般 有松・円光寺地区

137
高尾町地内
舗装復旧工事（その２）

高尾町地内 Ｌ交通　　Ａ＝１，０３０㎡ 80日間 舗装 第２四半期 一般 高尾・光が丘地区

138
光が丘３丁目ほか１町地内
舗装復旧工事

光が丘３丁目ほか１町地
内

Ｌ交通　　Ａ＝２，３６０㎡
歩　道　　Ａ＝　　７５０㎡

110日間 舗装 第３四半期 一般 高尾・光が丘地区

139
高畠１丁目地内
舗装復旧工事

高畠１丁目地内 Ｌ交通　　Ａ＝１，３００㎡ 80日間 舗装 第２四半期 一般 米丸・神田地区

140
玉鉾３丁目地内
舗装復旧工事

玉鉾３丁目地内 Ｌ交通　　Ａ＝９００㎡ 90日間 舗装 第２四半期 一般 米丸・神田地区

141
東力１丁目ほか１町地内
舗装復旧工事

東力１丁目ほか１町地内 Ｌ交通　　Ａ＝３，９５０㎡ 130日間 舗装 第２四半期 一般 米丸・神田地区

142
みどり２丁目ほか１町地内
舗装復旧工事

みどり２丁目ほか１町地
内

Ｌ交通　　Ａ＝１，８４０㎡ 90日間 舗装 第１四半期 一般 安原地区

143
福増町地内
舗装復旧工事（その２）

福増町地内
Ｌ交通　　Ａ＝３，０１０㎡
歩　道　　Ａ＝　　１８５㎡

110日間 舗装 第１四半期 一般 安原地区

144
福増町ほか１町地内
舗装復旧工事

福増町ほか１町地内 Ｌ交通　　Ａ＝２，０７０㎡ 90日間 舗装 第１四半期 一般 安原地区

145
安原異業種工業団地地内配水管布設工事（１工
区）

打木町地内
配水管　ＤＩＰ　φ150m　Ｌ＝277ｍ
配水管　ＤＩＰ　φ75m　Ｌ＝250ｍ

180日間 土木 第１四半期 一般 １と合冊

146
安原異業種工業団地地内配水管布設工事（２工
区）

打木町地内
配水管　ＤＩＰ　φ150m　Ｌ＝352ｍ
配水管　ＤＩＰ　φ100m　Ｌ＝2ｍ
配水管　ＤＩＰ　φ75m　Ｌ＝174ｍ

180日間 土木 第１四半期 一般 ２と合冊

147
水道基幹管路耐震化事業（３－１工区）
配水本管及び配水管改良工事

浅野本町地内
配水本管　ＤＩＰφ500　Ｌ＝140ｍ
配水管　　 ＤＩＰφ100・150　Ｌ＝40ｍ

150日間 土木 第１四半期 一般

148
水道基幹管路耐震化事業（３－２工区）
配水本管及び配水管改良工事

浅野本町地内
配水本管　ＤＩＰφ500　Ｌ＝210ｍ
配水管　　 ＤＩＰφ100　Ｌ＝20ｍ

150日間 土木 第１四半期 一般

149
水道基幹管路耐震化事業（３－３工区）
配水本管及び配水管改良工事

浅野本町地内
配水本管　ＤＩＰφ500　Ｌ＝170ｍ
配水管　　 ＤＩＰφ100　Ｌ＝20ｍ

150日間 土木 第２四半期 一般

150
水道基幹管路耐震化事業（３－４工区）
配水本管改良工事

西念３丁目ほか１町地内 配水本管　ＤＩＰφ400　Ｌ＝240ｍ 150日間 土木 第１四半期 一般

151
水道基幹管路耐震化事業（３－５工区）
配水本管改良工事

西念３丁目ほか１町地内 配水本管　ＤＩＰφ400　Ｌ＝410ｍ 150日間 土木 第１四半期 一般

152
水道基幹管路耐震化事業（３－６工区）
配水本管及び配水管改良工事

駅西新町３丁目ほか３町
地内

配水本管　ＤＩＰφ400　Ｌ＝270ｍ
配水管　　 ＤＩＰφ250　Ｌ＝30ｍ

150日間 土木 第２四半期 一般

153
水道基幹管路耐震化事業（３－７工区）
配水本管及び配水管改良工事

浅野本町地内
配水本管　ＤＩＰφ350　Ｌ＝350ｍ
配水管　　 ＤＩＰφ75・100・150　Ｌ＝50ｍ

150日間 土木 第１四半期 一般

154
水道基幹管路耐震化事業（３－８工区）
配水本管及び配水管改良工事

乙丸町ほか２町地内
配水本管　ＤＩＰφ350　Ｌ＝440ｍ
配水管　　 ＤＩＰφ150　Ｌ＝30ｍ

150日間 土木 第１四半期 一般

155
水道基幹管路耐震化事業（３－９工区）
配水本管及び配水管改良工事

高柳町地内
配水本管　ＤＩＰφ350　Ｌ＝310ｍ
配水管　　 ＤＩＰφ150　Ｌ＝60ｍ

150日間 土木 第２四半期 一般

156
水道基幹管路耐震化事業（３－１０工区）
配水本管及び配水管改良工事

高柳町地内
配水本管　ＤＩＰφ350　Ｌ＝350ｍ
配水管　　 ＤＩＰφ75・150　Ｌ＝30ｍ

150日間 土木 第２四半期 一般

157
水道基幹管路耐震化事業（３－１１工区）
配水本管及び配水管改良工事

高柳町地内
配水本管　ＤＩＰφ350　Ｌ＝230ｍ
配水管　　 ＤＩＰφ150　Ｌ＝10ｍ

150日間 土木 第３四半期 一般

158
水道基幹管路耐震化事業（３－１２工区）
配水管改良工事

中川除町ほか２町地内 配水管　ＤＩＰφ75・100・250　Ｌ＝480ｍ 150日間 土木 第２四半期 一般

159
水道基幹管路耐震化事業（３－１３工区）
配水管改良工事

十三間町ほか２町地内 配水管　ＤＩＰφ100・250　Ｌ＝370ｍ 150日間 土木 第３四半期 一般

160
水道基幹管路耐震化事業（３－１４工区）
配水本管及び配水管改良工事

福久町地内
配水本管　ＤＩＰφ350　Ｌ＝200ｍ
配水管　　 ＤＩＰφ150　Ｌ＝20ｍ

120日間 土木 第２四半期 一般

161
水道基幹管路耐震化事業（３－１５工区）
配水本管及び配水管改良工事

福久町地内
配水本管　ＤＩＰφ350　Ｌ＝150ｍ
配水管　　 ＤＩＰφ250　Ｌ＝30ｍ

120日間 土木 第２四半期 一般

162
水道基幹管路耐震化事業（３－１６工区）
配水本管及び配水管改良工事

南森本町地内
配水本管　ＤＩＰφ300　Ｌ＝300ｍ
配水管　　 ＤＩＰφ100　Ｌ＝20ｍ

150日間 土木 第３四半期 一般

163
水道基幹管路耐震化事業（３－１７工区）
配水本管及び配水管改良工事

南森本町地内
配水本管　ＤＩＰφ300　Ｌ＝300ｍ
配水管　　 ＤＩＰφ150・250　Ｌ＝20ｍ

150日間 土木 第３四半期 一般
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164 二口町ほか１町地内地内配水管改良工事 二口町ほか１町地内 配水管　ＤＩＰφ150　Ｌ＝360ｍ 150日間 土木 第１四半期 一般

165 二口町地内地内配水管改良工事 二口町地内 配水管　ＤＩＰφ100　Ｌ＝140ｍ 120日間 土木 第１四半期 一般

166 長田２丁目ほか１町地内配水管改良工事 長田２丁目ほか１町地内 配水管　ＤＩＰφ100　Ｌ＝340ｍ 150日間 土木 第２四半期 一般

167
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その１）

菊川２丁目ほか１町地内
Ｃ交通　Ａ＝５０㎡
Ａ交通　Ａ＝１８０㎡
Ｌ交通　Ａ＝１，５５０㎡

90日間 舗装 第２四半期 一般

168
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その２）

幸町ほか１町地内
Ｃ交通　Ａ＝８０㎡
Ｌ交通　Ａ＝１，５５０㎡

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３）

若宮２丁目地内 Ｌ交通　Ａ＝９７０㎡ 90日間 舗装 第３四半期 一般

170
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その４）

みどり１丁目ほか１町地
内

Ｃ交通　Ａ＝５５０㎡
切削オーバーレイ工　Ａ＝１，０００㎡

90日間 舗装 第３四半期 一般

171
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その５）

みどり２丁目ほか１町地
内

Ｃ交通　Ａ＝５００㎡
切削オーバーレイ工　Ａ＝８６０㎡

90日間 舗装 第３四半期 一般

172
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その６）

浅野本町地内
Ｃ交通　Ａ＝５０㎡
Ｌ交通　Ａ＝２，９７０㎡

90日間 舗装 第４四半期 一般

173
水道基幹管路耐震化事業
舗装復旧工事（その７）

南町地内 Ｃ交通　Ａ＝５００㎡ 90日間 舗装 第３四半期 一般

174 二口町ほか１町地内地内舗装復旧工事 二口町ほか１町地内
Ｂ交通　Ａ＝１，０００㎡
切削オーバーレイ工　Ａ＝２，４００㎡

90日間 舗装 第４四半期 一般

175 長田２丁目ほか１町地内舗装復旧工事 長田２丁目ほか１町地内
Ｂ交通　Ａ＝８２０㎡
切削オーバーレイ工　Ａ＝２，０００㎡

90日間 舗装 第４四半期 一般

176 二口町地内地内舗装復旧工事 二口町地内
Ｂ交通　Ａ＝３００㎡
切削オーバーレイ工　Ａ＝７５０㎡

90日間 舗装 第４四半期 一般

177
臨海（第十一分区）下水道管築造工事（４－１工
区）

南森本町地内 開削　VU200 L=35m 90日間 下水 第１四半期 一般

178 東力２丁目雨水管築造工事 東力２丁目地内 管渠工　Ｌ＝65ｍ 120日間 土木 第１四半期 一般 維持管理課と合冊

179 高岡町（４０７）地内配水管改良工事 高岡町地内
配水管　DIP　φ150mm　Ｌ＝26ｍ
配水管　PEW　φ50mm　Ｌ＝2ｍ

R3.8.31 管 第１四半期 一般 追加 4月12日更新

180 入江２丁目（２１４）地内配水管改良工事 入江２丁目地内
配水管　PEW　φ100mm　Ｌ＝65ｍ
配水管　DIP　φ75mm　Ｌ＝2ｍ

R3.8.31 管 第１四半期 一般 追加 4月12日更新

181
弥生１丁目地内
ガス管及び給水管改良工事

弥生１丁目地内
ガス管 φ75・150   L=172m
給水管               N=10件

R3.9.10 土木 第１四半期 一般 野町・弥生地区 追加 4月21日更新

182 菊川２丁目（４２８）地内配水管改良工事 菊川２丁目地内 配水管　PEW　φ50mm　Ｌ＝４３ｍ R3.9.10 管 第１四半期 一般 追加 5月6日更新

183 矢木２丁目（６８）地内配水管改良工事 矢木２丁目地内 配水管　PEW　φ50mm　Ｌ＝１９ｍ R3.8.31 管 第１四半期 一般 追加 5月6日更新

184 問屋雨水幹線築造工事 直江町地内 鋼矢板護岸工　L=10m 150日間 土木 第1四半期 一般 追加 5月11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 下近江町ほか２町地内ガス管改良工事 下近江町ほか２町地内 低圧ガス管　φ100　L＝100ｍ 120日間 管 第１四半期 一般 国土交通省工事関連

2 片町２丁目地内配水管改良工事 片町２丁目地内 配水管　φ100　　L＝　75ｍ 120日間 管 第１四半期 一般

3 長土塀２丁目地内配水管改良工事（その１） 長土塀２丁目地内
配水管　φ　40　Ｌ＝ 15ｍ
　　　　　φ100　Ｌ＝120ｍ

120日間 管 第１四半期 一般

4 長土塀３丁目地内配水管改良工事 長土塀３丁目地内 配水管　φ100　Ｌ＝65ｍ 90日間 管 第１四半期 一般

5
野町３丁目ほか１町地内ガス管及び配水管布設
替工事

野町３丁目ほか１町地内
低圧ガス管φ150　　　　Ｌ＝85ｍ
配水管　　　φ200　　　　Ｌ＝85ｍ

90日間 土木 第１四半期 一般
次番と合冊
国土交通省工事関連

6 野町３丁目ほか１町地内下水道管移設工事 野町３丁目ほか１町地内 下水道管φ200　　　　　Ｌ＝45ｍ 90日間 下水 第１四半期 一般
前番と合冊
国土交通省工事関連

7
森山１丁目ほか１町地内ガス管及び配水管布設
替工事

森山１丁目地内
低圧ガス管φ150　　　Ｌ＝30ｍ
配水管φ150　　　　　　Ｌ＝30ｍ

90日間 土木 第１四半期 一般 石川県工事関連

8 寺町３丁目地内供給管及び給水管布設替工事 寺町３丁目地内
供給管　　N=　6箇所
給水管　　N=12箇所

90日間 管 第１四半期 一般
次番と合冊
石川県工事関連

9 寺町３丁目地内下水道取付管移設工事 寺町３丁目地内 取付管　　N=14箇所 90日間 土木 第１四半期 一般
前番と合冊
石川県工事関連
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10 東力２丁目地内配水管布設替工事 東力２丁目地内 配水管φ100-150　　Ｌ＝50ｍ 120日間 管 第１四半期 一般 内水整備課（建設課）と合冊

11 小坂町地内配水管改良工事 小坂町地内 配水管　φ50　Ｌ＝49ｍ 90日間 管 第２四半期 一般

12
南四十万３丁目地内ガス管及び配水管布設替工
事

南四十万３丁目地内
低圧ガス管φ50-75　　　Ｌ＝20ｍ
配水管φ100　　　　　　　　Ｌ＝20ｍ

90日間 管 第２四半期 一般 石川県工事関連

13 下新町地内ガス管及び配水管布設替工事 下新町地内
低圧ガス管φ100　Ｌ＝30ｍ
配水管φ100　　　　Ｌ＝30ｍ

90日間 管 第２四半期 一般 無電柱化工事関連

14 木倉町ほか１町地内配水管改良工事 木倉町ほか１町地内 配水管　φ100　Ｌ＝140ｍ 120日間 土木 第２四半期 一般

15 長土塀２丁目地内配水管改良工事（その２） 長土塀２丁目地内 配水管　φ100　Ｌ＝200ｍ 120日間 土木 第２四半期 一般

16 芳斉２丁目地内下水道管移設工事 芳斉２丁目地内 下水道管　φ800　Ｌ＝55ｍ 150日間 下水 第２四半期 一般
特別支援教育サポートセンター
等建設工事関連

17 小立野２丁目地内ガス管布設替工事 小立野２丁目地内 低圧ガス管φ100　Ｌ＝40ｍ 90日間 管 第２四半期 一般
次番と合冊
石川県工事関連

18 小立野２丁目地内下水道管移設工事 小立野２丁目地内 下水道管φ200　Ｌ＝25ｍ 90日間 下水 第２四半期 一般
前番と合冊
石川県工事関連

19
新神田４丁目ほか１町地内ガス管及び配水管布
設替工事

新神田４丁目ほか１町地
内

低圧ガス管φ75-200　Ｌ＝30ｍ
配水管φ75　　　　　　　Ｌ＝30ｍ

90日間 土木 第２四半期 一般 石川県工事関連

20 野町１丁目地内ガス管及び配水管布設替工事 野町１丁目地内
低圧ガス管φ50　　Ｌ＝25ｍ
配水管φ75　　　　　Ｌ＝25ｍ

90日間 管 第２四半期 一般
次番と合冊
無電柱化工事関連

21 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 90日間 下水 第２四半期 一般
前番と合冊
無電柱化工事関連

22
石引３丁目ほか１町地内ガス管及び配水管布設
替工事

石引３丁目ほか１町地内
低圧ガス管φ50　　　　Ｌ＝85ｍ
配水管φ75　　　　　　　Ｌ＝75ｍ

90日間 土木 第３四半期 一般 石川県工事関連

23 片町２丁目ほか１町地内舗装復旧工事 片町２丁目ほか１町地内
Ｌ交通　Ａ＝３６０㎡
歩道　  Ａ＝２７０㎡

90日間 舗装 第３四半期 一般

24 長土塀２丁目地内舗装復旧工事 長土塀２丁目地内 Ｌ交通　Ａ＝１，１００㎡ 90日間 舗装 第３四半期 一般

25 泉本町７丁目地内配水管布設替工事 泉本町７丁目地内 配水管φ150　L=30ｍ R3.7.15 管 第１四半期 一般 追加 4月21日更新

25 無量寺町地内配水管布設替工事 無量寺町地内 配水管φ200　L=30ｍ R3.9.30 管 第１四半期 一般 石川県工事関連 追加 5月6日更新

課名 上 水 ・ 発 電 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 上辰巳取水井　水質計器更新工事 上辰巳町地内
濁度計更新　１台
導電率計更新　１台

120日間 計装機器 第１四半期 一般

2
犀川浄水場　フロキュレータ駆動軸定期修繕工
事

末町地内 分解点検、消耗部品取替 150日間 機械器具 第１四半期 一般

3
上寺津発電所取水口制水ゲート等ワイヤーロー
プ修繕工事

二又新町地内 ワイヤーロープ取替　一式 R3.11.30 機械器具 第１四半期 一般

4 上寺津ダム線架空ケーブル張替工事 寺津町地内 架空ケーブル張替　一式 R3.11.30 電気 第１四半期 一般

5
内川ダム遠方監視制御装置電源ユニット修繕工
事

小原町地内 電源ユニット取替　一式 R3.12.17 電気 第１四半期 随契

6 末浄水場　外周フェンス設置工事 末町地内 メッシュフェンス設置　Ｌ＝１２０ｍ 90日間 防護柵 第２四半期 一般

7 犀川浄水場　水質計器更新工事 末町地内
汚泥濃度計更新　２台
着泥濃度計更新　２台

120日間 計装機器 第２四半期 一般

8 犀川浄水場　液位計更新工事 末町地内
差圧伝送式液位計更新　１台
超音波式液位計更新　１台

120日間 計装機器 第２四半期 一般

9 犀川浄水場　末受水流量計更新工事 末町地内 超音波式流量計更新　１台 120日間 計装機器 第２四半期 一般

10
犀川浄水場　２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 150日間 機械器具 第２四半期 一般

11 末浄水場　ポンプ定期修繕工事 末町地内 ポンプ６台の分解点検、消耗部品取替 90日間 ポンプ 第２四半期 一般

12 犀川浄水場　薬注室天井塗装工事 末町地内 天井部の補修塗装　S＝５５０㎡ R3.12.17 塗装 第２四半期 一般

13 犀川浄水場　天窓ガラスブロック修繕工事 末町地内 天窓ガラスブロック修繕　N=１３箇所 R3.12.17 建築 第２四半期 一般
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14 犀川浄水場　ポンプ定期修繕工事 末町地内 ポンプ３台の分解点検、消耗部品取替 90日間 ポンプ 第２四半期 一般

15 犀川浄水場　ろ過池差圧伝送器修繕工事 末町地内 差圧伝送器修繕　４台 90日間 計装機器 第２四半期 一般

16 犀川浄水場　汚泥脱水機定期修繕工事 末町地内 分解点検、消耗部品取替 120日間 機械器具 第２四半期 随契

17 末浄水場　無停電電源装置修繕工事 末町地内 無停電電源装置修繕　２台 90日間 電気 第２四半期 一般

18 太陽丘配水池流量計更新工事 太陽丘地内 φ200 電磁流量計更新　１台 R4.3.17 計装機器 第２四半期 一般

19 長土塀配水制御所流量計更新工事 長土塀３丁目地内 φ600 超音波流量計更新　１台 R4.3.17 計装機器 第２四半期 一般

20 テクノパークポンプ場無停電電源装置更新工事 河原市町地内 無停電電源装置更新　１台 R4.3.17 電気 第２四半期 一般

21 四十万中配水場UPS更新工事 四十万町地内 UPS更新　１台 R4.3.17 電気 第２四半期 一般

22 浅川ポンプ場２号ポンプインバータ修繕工事 末町地内 ポンプインバータ修繕　一式 R4.3.17 電気 第２四半期 一般

23
金沢テクノパーク浄水場蓄電池盤蓄電池修繕工
事

北陽台３丁目地内 蓄電池盤蓄電池修繕　一式 R4.3.17 電気 第２四半期 一般

24 浄配水施設監視制御装置更新工事 末町ほか２５町地内
末、犀川、金沢テクノパーク浄水場及び配水施設
の監視制御装置更新　一式

R5.3.17 電気 第１四半期 一般 追加 4月21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
七ツ屋ポンプ場１号雨水池集砂装置及び揚砂機
定期修繕工事

七ツ屋町地内 分解点検、消耗部品取替 240日間 機械器具 第１四半期 随契

2
上諸江汚水中継ポンプ場１号汚水ポンプ定期修
繕工事

駅西新町地内 分解点検、消耗部品取替 180日間 ポンプ 第２四半期 随契

3 浅野雨水ポンプ場流動化槽定期修繕工事 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

4
浅野雨水ポンプ場他１箇所自家用発電機定期修
繕工事

浅野本町地内
自家用発電機　２台
分解点検、消耗部品取替

150日間 電気 第２四半期 随契

5
城北水質管理センター消化タンク撹拌機定期修
繕工事

浅野本町地内 分解点検、消耗部品取替 150日間 機械器具 第２四半期 随契

6 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

7
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

8
汚泥共同処理施設ケーキ圧送設備定期修繕工
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

9
湯涌水質管理ステーション最終沈殿池汚泥掻寄
機定期修繕工事

湯涌荒屋町地内 分解点検、消耗部品取替 150日間 機械器具 第２四半期 随契
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