
整理
番号

工事名 工事種別 工事場所 工事概要 工　期
入札及び
契約方法

入札予定
時　　期

1
佐賀市諸富町佐賀208号川副1号線下部工
(A1)工事に伴う送水管仮設工事

水道施設
佐賀市諸富町大字
為重地内

φ300　GX-DIP　L=173m 約５か月 指名競争 第１四半期

2
神埼市千代田町東野ヶ里地区函渠工事に伴う
送水管布設替工事

水道施設
神埼市千代田町餘江地
内

φ300　GX-DIP　L=44m（本設）
φ200　GX-DIP　L=53m（仮設）

約６か月 指名競争 第２四半期

3 佐賀市金立町千布地区管理道路築造工事 水道施設 佐賀市金立町千布地内 L=65m 約４か月 指名競争 第２四半期

4 佐賀江大橋水管橋塗装工事 水道施設 佐賀市巨勢町牛島地内 700Ａ　ＳＰ　Ｌ＝31ｍ 約４か月 指名競争 第２四半期

5 第６工区送水管更新工事（その４） 水道施設
佐賀市諸富町大字大
堂、徳富地内

φ400　L=274ｍ 約７か月 一般競争 第２四半期

6 第５工区送水管更新工事（その２） 水道施設
神埼市千代田町崎村地
内

φ300　L=570ｍ 約６か月 一般競争 第２四半期

7 第５工区送水管更新工事（その３） 水道施設
神埼市千代田町用作地
内

φ300　L=566ｍ 約６か月 一般競争 第２四半期

8
三養基営業所管内減圧弁室マンホール改修工
事

水道施設 三養基郡みやき町 減圧弁マンホール改修5箇所 約４カ月 指名競争 第１四半期

9
みやき町（東尾減圧弁エリア） 仕切弁補修工
事

水道施設
三養基郡みやき町大字
白壁地内

仕切弁補修工事8箇所 約５カ月 指名競争 第１四半期

10
北茂安浄水場NO.1フラッシュミキサー修繕工
事

電気・機械 北茂安浄水場地内
2014年整備後8経過、劣化が進んで異音が発生し
ている減速機部及び電動機の取替工事

約９か月 一般競争 第１四半期

11
北茂安浄水場ろ過池ろ過材入替工事(4池複層
化分+2池アンスラ施工)

水道施設 北茂安浄水場地内
ろ過池複層化の最終年度(2018年度から4ヵ年計
画)4池が複層化、ろ過砂のみ更新した2池ついては
アンスラのみ施工を行う。産廃費含む

約９か月 一般競争 第１四半期

12
北茂安浄水場No.1,2フロック形成池フロキュ
レータ軸受分解整備工事

電気・機械 北茂安浄水場地内
2013年更新から9年経過、フロキュレータ軸受分解
整備及び軸封部取替工事

約９か月 一般競争 第１四半期

13
北茂安浄水場沈でん池汚泥引抜弁補機分解
整備工事

電気・機械 北茂安浄水場地内
2015年更新から7年経過、耐用年数15年の中間年
での分解整備を行うものである。(主な対象機器は
コンプレッサ-及び空気作動電磁弁類)

約６か月 一般競争 第２四半期
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14
北茂安浄水場ろ過池排水渠内バルブ修繕工
事

水道施設 北茂安浄水場地内
排水渠内に設置している動作不良のバルブの取替
工事を実施する。5池分(φ100×10台)

約８か月 一般競争 第２四半期

15
北茂安浄水場NO.3排水返送ポンプ及びNO.1
送泥ポンプ吐出弁更新工事

電気・機械 北茂安浄水場地内
NO.3排水返送ポンプ(φ100×1.6ｍ3/分×14ｍ×
7.5kw×4P×1750rpm)とNO.1送泥ポンプ用電動吐出
弁及び逆止弁(φ150×10ｋ)

約６か月 一般競争 第１四半期

16
北茂安浄水場洗浄排水池NO.1水位計更新工
事

電気 北茂安浄水場地内
電波式水位計(MRG-10/6B コーンアンテナ、絶縁
型2線式電源装置_1出力)　前回2005年更新

約７か月 一般競争 第２四半期

17 北茂安浄水場次亜注入設備給水管増設工事 水道施設 北茂安浄水場地内
次亜注入設備は圧力水により各注入点まで次亜を圧
送しているが、給水管が一系統のみのため、安定注
入を行えるよう別系統からの給水ライン増設を行う。

約６か月 指名競争 第２四半期
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契約方法

入札予定
時　　期

1 佐賀市川副町道免地区配水管布設工事 水道施設
佐賀市川副町大字大字
西古賀地内

φ75　HPPE　　L=180m 約３か月 指名競争 第３四半期

2 佐賀市東与賀町下古賀地区配水管布設工事 水道施設
佐賀市東与賀町大字下
古賀地内

φ300　GX-DIP　L=190m 約４か月 指名競争 第４四半期

3 佐賀市東与賀町作出地区配水管布設工事 水道施設
佐賀市東与賀町大字田
中地内

φ75　HPPE　L=460m 約５か月 指名競争 第３四半期

4 神埼市神埼町八子地区配水管布設工事 水道施設 神埼市神埼町城原地内 φ100・75　HPPE　L=430m 約５か月 指名競争 第３四半期

5 神埼市神埼町川寄地区配水管布設工事 水道施設 神埼市神埼町竹地内 φ100・75　HPPE　L=620m 約５か月 指名競争 第３四半期

6 神埼市神埼町二子地区配水管布設工事 水道施設 神埼市神埼町城原地内 φ100・75　HPPE　L=200m 約４か月 指名競争 第４四半期

7 神埼市神埼町利田地区配水管布設工事 水道施設 神埼市神埼町竹地内 φ100 HPPE　L=650m 約５か月 指名競争 第１四半期

8 神埼市神埼町仁比山地区配水管布設工事 水道施設 神埼市神埼町的地内 φ100 HPPE　L=150m 約３か月 指名競争 第３四半期

9
神埼市千代田町原の町地区（佐賀八女線）配
水管布設工事

水道施設
神埼市千代田町境原地
内

φ150　GX-DIP　L=200m 約４か月 指名競争 第１四半期

10 神埼市千代田町境原地区水管橋架替工事 水道施設
神埼市千代田町境原地
内

φ200　SUS　L=20m 約４か月 指名競争 第２四半期

11 吉野ヶ里町郡境地区配水管布設工事 水道施設 吉野ヶ里町吉田地内 φ100 HPPE　L=210m 約４か月 指名競争 第１四半期

12 基山町宮浦地区水管橋架替工事 水道施設 基山町大字宮浦地内 φ150　GX-DIP　L=30m 約３か月 指名競争 第２四半期

13 基山町三井ニュータウン地区配水管布設工事 水道施設 基山町大字宮浦地内 φ75・50　HPPE　L=270m 約４か月 指名競争 第４四半期

水道事業
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14
神埼市神埼町平ヶ里地区不断水バルブ設置工
事

水道施設 神埼町田道ヶ里地内 φ100不断水バルブ設置 約３か月 指名競争 第２四半期

15
神埼市神埼町重要給水施設配水管耐震化工
事（その３）

水道施設 神埼市神埼町鶴地内 φ100　L=303ｍ 約４か月 一般競争 第１四半期

16
上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その
３）

水道施設 上峰町大字堤地内 φ100　L=410ｍ 約４か月 一般競争 第３四半期

17
神埼市千代田町重要給水施設配水管耐震化
工事（その２）

水道施設
神埼市千代田町直鳥地
内

φ100　L＝382ｍ 約４か月 一般競争 第３四半期
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