
１０月公表分

所属 No 工等の名称 場所 期間 種別 概要
入札及び契約

の方法
公告・指名
を行う時期

備考

水道管路課 1 大名町地下道配水管移設（第2期）工事 大手3丁目地係 240日間 管 施工延長L=40m 条件付 5月 済

水道管路課 2 足羽3,4丁目配水管布設替工事 足羽3,4丁目地係 150日間 管 施工延長380ｍ 条件付 9～10月

水道管路課 3 開発3丁目配水管布設替工事 開発3丁目地係 160日間 管 施工延長400ｍ 条件付 7～8月 済

水道管路課 4 足羽1丁目、毛矢3丁目外配水管布設替工事 足羽1丁目、毛矢3丁目外地係 150日間 管 施工延長260ｍ 条件付 5～6月 済

水道管路課 5 文京1丁目配水管布設替工事 文京1丁目地係 120日間 管 施工延長L=200m 条件付 5～6月 済

水道管路課 6 江端町配水管布設替工事 江端町地係 90日間 管 施工延長L=100m 条件付 5～6月 済

水道管路課 7 波寄町配水管布設工事 波寄町地係 150日間 管 施工延長L=300m 条件付 5～6月 済

水道管路課 8 春日町、春日2丁目配水管復旧工事 春日町、春日2丁目地係 150日間 管 施工延長L=250m 条件付 5～6月 済

水道管路課 9 松本2、3丁目配水管布設替工事 松本2丁目、松本3丁目地係 130日間 管 施工延長90ｍ 条件付 5～6月 済

水道管路課 10 四ツ井1丁目、日之出5丁目外配水管布設替工事 四ツ井1丁目、日之出5丁目外地係 200日間 管 施工延長800ｍ 条件付 7～8月 済

水道管路課 11 光陽3、4丁目外配水管布設替工事 光陽3丁目、光陽4丁目外地係 150日間 管 施工延長340ｍ 条件付 9～10月 工事名称等の変更

水道管路課 12 みのり2丁目配水管布設替工事 みのり2丁目地係 180日間 管 施工延長360ｍ 条件付 5～6月 済

水道管路課 13 月見2丁目、花堂北2丁目配水管布設替工事 月見2丁目、花堂北2丁目地係 210日間 管 施工延長530ｍ 条件付 6～7月 済

水道管路課 14 加茂河原2,3丁目配水管布設替工事 加茂河原2,3丁目地係 150日間 管 施工延長L=250m 条件付 5～6月 済

水道管路課 15 上伏町,安竹町配水管布設替工事 上伏町,安竹町地係 210日間 管 施工延長L=500m 条件付 5～6月 済

水道管路課 16 本堂町道路舗装復旧工事 本堂町地係 85日間 舗装 施工延長L=1200m 条件付 5～6月 済

水道管路課 17 西木田3、4丁目道路舗装復旧工事 西木田3丁目、4丁目地係 65日間 舗装 施工延長L=500m 条件付 5～6月 済

水道管路課 18 二の宮2、3丁目外道路舗装復旧工事 二の宮2丁目、二の宮3丁目外地係 65日間 舗装 施工延長L=500m 条件付 5～6月 済

水道管路課 19 七瀬川水管橋送水管更新工事 布施田町地係 240日間 管 施工延長L=120m 条件付 6月 済

水道管路課 20 島橋町、中ノ郷町配水管復旧工事 島橋町、中ノ郷町地係 90日間 管 施工延長L=100m 条件付 9月 入札時期の変更

水道管路課 21 九頭竜森田相互連絡管布設工事 新田本町、中新田町地係 190日間 管 施工延長L=580m 条件付 7～8月 済

水道管路課 22 九頭竜森田相互連絡管布設工事 中新田町、北野下町地係 170日間 管 施工延長L=480m 条件付 7～8月 済

水道管路課 23 九頭竜森田相互連絡管鞘管推進工事 新田本町、中新田町外地係 180日間 土木一式 施工延長L=40m 条件付 7～8月 済

水道管路課 24 東郷二ケ町、栃泉町外道路舗装復旧工事 東郷二ケ町、栃泉町外地係 100日間 舗装 施工延長L=2000m 条件付 7～8月 済

水道管路課 25 宝永1丁目、志比口1丁目外配水管布設替工事 宝永1丁目、志比口1丁目外地係 180日間 管 施工延長L=700m 条件付 7～8月 済

水道管路課 26 大宮3丁目、文京3丁目外配水管布設替工事 大宮3丁目、文京3丁目外地係 140日間 管 施工延長L=150m 条件付 8～9月 工事名称等の変更

水道管路課 27 つくも2丁目、有楽町外道路舗装復旧工事 つくも2丁目、有楽町外地係 80日間 舗装 施工延長L=300m 指名 9～10月 入札時期の変更

水道管路課 28 大宮6丁目、文京6丁目道路舗装復旧工事 大宮6丁目、文京6丁目地係 90日間 舗装 施工延長L=180m 指名 8～9月 工事名称等の変更

水道管路課 29 足羽4、5丁目道路舗装復旧工事 足羽4丁目、足羽5丁目地係 80日間 舗装 施工延長L=250m 指名 8～9月 済

水道管路課 30 東こう橋添架配水管布設替工事 松城町、城東2丁目地係 150日間 管 施工延長L=80m 条件付 8～9月 済

水道管路課 31 千徳橋添架配水管布設替工事 上北野2丁目、成和2丁目地係 150日間 管 施工延長L=40m 条件付 8～9月 済

水道管路課 32 江端水源井導水管布設替工事 下荒井町、江端町地係 150日間 管 施工延長L=190m 条件付 8～9月 済

水道管路課 33 江端杉谷送水管布設替工事 下荒井町地係 170日間 管 施工延長L=360m 条件付 8～9月 済

水道管路課 34 つくも1、2丁目外配水管布設替工事 つくも1丁目、つくも2丁目外地係 170日間 管 施工延長L=250m 条件付 9～10月

水道管路課 35 左内町、足羽1丁目外配水管布設替工事 左内町、足羽1丁目外地係 170日間 管 施工延長L=260m 条件付 9～10月

令和４年度　発注工事予定表

注　（１）設計金額が１３０万円以下を除く。　（２）用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。　（３）補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。　（４）秘密にすることを要する工事を除く。
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水道管路課 36 西木田3丁目、みのり2丁目配水管布設替工事 西木田3丁目、みのり2丁目地係 150日間 管 施工延長L=330m 条件付 9～10月 済

水道管路課 37 下莇生田町配水管布設工事 下莇生田町地係 120日間 管 施工延長L=150m 条件付 11月 入札時期の変更

水道管路課 38 順化1、2丁目道路舗装復旧工事 順化1丁目、順化2丁目地係 110日間 舗装 施工延長L=600m 条件付 9～10月

水道管路課 39 福井西配水ブロック配水管布設・切替工事 下市町、金屋町外地係 150日間 管 施工延長L=240m 条件付 9～10月 済

水道管路課 40 更毛町道路舗装復旧工事 更毛町地係 90日間 舗装 施工延長L=700m 条件付 9～10月

水道管路課 41 北野下町、林藤島町外道路舗装復旧工事 北野下町、林藤島町外地係 100日間 舗装 施工延長L=600m 条件付 9～10月 工事名称等の変更

水道管路課 42 林藤島町、上中町道路舗装復旧工事 林藤島町、上中町地係 100日間 舗装 施工延長L=900m 条件付 9～10月 中止

水道管路課 43 手寄1丁目配水管復旧工事 手寄1丁目地係 90日間 管 施工延長L=20m 条件付 10月 追加

水道管路課 44 川合鷲塚町送・配水管復旧工事 川合鷲塚町地係 120日間 管 施工延長L=20m 条件付 11月 追加

水道管路課 45 岩倉町、田治島町外道路舗装復旧工事 岩倉町、田治島町外地係 100日間 舗装 施工延長L=2000m 条件付 11月 追加

水道管路課 46 上野本町4丁目道路舗装復旧工事 上野本町4丁目地係 90日間 舗装 施工延長L=500m 指名 10～11月 追加

水道管路課 47 新田本町道路舗装復旧工事 新田本町地係 90日間 舗装 施工延長L=600m 指名 10～11月 追加

水道管路課 48 文京6丁目道路舗装復旧工事 文京6丁目地係 100日間 舗装 施工延長L=450m 条件付 10月 追加

水道施設課 1 九頭竜浄水場配水ポンプ場2号発電機整備工事 北野下町地係 200日間 電気 第2発電機AVR整備 指名 5月 済

水道施設課 2 九頭竜浄水場配水ポンプ場1号発電機設備更新工事 北野下町地係 550日間 電気 発電機設備更新　1,250KVA 条件付 6月 済

水道施設課 3 国見揚水ポンプ所次亜注入設備工事 鮎川町地係 210日間 機械器具設置 次亜注入設備設置 指名 6月 済

水道施設課 4 九頭竜浄水場配水ポンプ場屋上防水改修工事 北野下町地係 140日間 防水 屋上シート防水改修　860㎡ 条件付 6月 済

水道施設課 5 真栗西配水池、田治島浄水場流量計外更新工事 島寺町、田治島町地係 210日間 電気 取水流量計φ150、補給水流量計φ150更新 条件付 6月 済

水道施設課 6 真栗西配水池配水流量計外更新工事 島寺町地係 240日間 電気 配水流量計φ300、計装機器更新 条件付 6月 中止（№5に統合）

水道施設課 7 篠尾配水場現場盤更新工事 篠尾町地係 230日間 電気 直流電源盤及び計装盤更新 指名 6月 済

水道施設課 8 九頭竜浄水場配水ポンプ2号ロート弁分解整備工事 北野下町地係 270日間 機械器具設置 2号配水ポンプ設備ロート弁分解整備 条件付 6月 済

水道施設課 9 九頭竜深第1、深第15水源井取水ポンプ更新工事 北野下町、泉田町地係 140日間 機械器具設置 取水ポンプ更新(九頭竜深第1、深第15)　 指名 6月 済

水道施設課 10 九頭竜浄水場配水ポンプ場自動制御盤シーケンサ更新工事 北野下町地係 240日間 電気 自動制御盤シーケンサ更新 条件付 6月 済

水道施設課 11 真栗ハンドホール鉄蓋更新工事 真栗町地係 90日間 土木一式 ハンドホール蓋更新 指名 7月 済

水道施設課 12 江尻配水池・森田第8水源井遠方監視制御装置更新工事 江尻ケ丘町・上野本町３丁目地係 180日間 電気 テレメータ更新(江尻配水池～九頭竜浄水場、森田第8～森田浄水場) 指名 7月 済

水道施設課 13 森田第8水源井遠方監視制御装置更新工事 上野本町３丁目地係 180日間 電気 テレメータ更新(森田第8～森田浄水場) 指名 7月 中止（№12に統合）

水道施設課 14 田治島配水池管理所次亜注入用計装機器更新工事 田治島町地係 210日間 電気 地下水、補給水用次亜注入量制御機器更新 指名 7月 済

水道施設課 15 九頭竜浄水場第2電気室UPS蓄電池整備工事 北野下町地係 180日間 電気 UPS蓄電池整備 条件付 7月 済

水道施設課 16 九頭竜浄水場ろ過池5・10号、浄水渠高感度濁度計更新工事 北野下町地係 150日間 電気 水質計器更新(九頭竜ろ過池5・10号、浄水渠高感度濁度計) 指名 8月 済

水道施設課 17 真栗浄水場排水池No.1上澄水引抜弁更新工事 真栗町地係 240日間 機械器具設置 電動弁更新 指名 9月 追加

簡易水道課 1 下味見地区　西河原浄水場機械設備工事工事 西河原町地係 210日間 機械器具設置 機械設備　一式 条件付 5月 済

簡易水道課 2 下味見地区　西河原浄水場電気計装設備工事 西河原町地係 210日間 電気 電気計装設備　一式 条件付 5月 済

簡易水道課 3 下味見地区　配水管布設替工事（その１） 西河原町地係 90日間 管 φ100　L=40ｍ 条件付 7月 済

簡易水道課 4 西市布地区配水管布設替工事 西市布町地係 180日間 管 φ75　L=250ｍ 条件付 5月 済

簡易水道課 5 北部簡易水道配水管布設工事 茱崎町地係 180日間 管 φ75　L=330ｍ 条件付 6月 済

注　（１）設計金額が１３０万円以下を除く。　（２）用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。　（３）補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。　（４）秘密にすることを要する工事を除く。
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簡易水道課 6 下宇坂第二地区　高区浄水施設PLC更新工事 宇坂大谷町地係 240日間 電気 PLC更新工 指名 6月 済

簡易水道課 7 下味見地区　舗装復旧工事（その１） 西河原町地係 90日間 舗装 L=90m 指名 7月 済

簡易水道課 8 下味見地区　舗装復旧工事（その２） 東河原町地係 90日間 舗装 L＝140m 指名 9月 入札時期の変更

簡易水道課 9 上宇坂第一地区　蔵作町配水流量計更新工事 蔵作町地係 180日間 電気 流量計取替工 指名 5月 済

簡易水道課 10 下味見地区　配水管布設替工事（その２） 西河原町地係 180日間 管 φ150　L=400ｍ　φ100　L=130ｍ 条件付 10月 入札時期の変更

簡易水道課 11 羽生地区　南西俣町滅菌装置外更新工事 南西俣町地係 150日間 電気 滅菌装置更新工 随契 9月 中止（少額工事に変更）

簡易水道課 12 西市布地区水位計設置工事 西市布町地係 180日間 電気 水位計設置工 指名 10月 入札時期の変更

簡易水道課 13 西天田地区仮設送水管布設工事 西天田町地係 180日間 管 φ25　L=1,000m 条件付 10月

簡易水道課 14 下薬師地区　遠方監視設置工事 薬師町地係 180日間 電気 遠方監視設置工 指名 8月 済

簡易水道課 15 上宇坂第一地区　蔵作町漏水補修工事 蔵作町地係 90日間 管 漏水補修 条件付 10月

下水管路課 1 汚水管布設工事 舟橋新2丁目地係 90日間 土木一式 施工延長　L=　 70.0m 指名 4月 済

下水管路課 2 汚水管布設工事 二の宮2.3丁目地係 90日間 土木一式 施工延長　L= 　85.0m 指名 4月 済

下水管路課 3 汚水管布設工事 新田塚2丁目地係 90日間 土木一式 施工延長　L=　 90.0m 指名 4月 済

下水管路課 4 汚水管布設工事 大東1丁目地係 60日間 土木一式 施工延長　L=　 35.0m 指名 4月 済

下水管路課 5 汚水管布設工事 南江守町地係 200日間 土木一式 施工延長　L=　590.0m 条件付 4月 済

下水管路課 6 汚水管布設工事 中毘沙門町地係 200日間 土木一式 施工延長　L=　620.0m 条件付 4月 済

下水管路課 7 汚水管布設工事 三尾野町地係 260日間 土木一式 施工延長　L=　900.0m 条件付 4月 済

下水管路課 8 汚水管布設工事 下莇生田町地係 240日間 土木一式 施工延長　L=　800.0m 条件付 4月 済

下水管路課 9 汚水管布設工事 若栄町地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　380.0m 条件付 6～7月 済

下水管路課 10 汚水管布設工事 中ノ郷町地係 150日間 土木一式 施工延長　L=　300.0m 条件付 7月 済

下水管路課 11 下水管更生工事 照手1丁目地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　139.4m 条件付 5月 済

下水管路課 12 下水管更生工事 照手3丁目外地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　152.7m 条件付 5月 済

下水管路課 13 下水管更生工事 日之出2丁目外地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　181.5m 条件付 5月 済

下水管路課 14 下水管改築更新工事 大手2丁目外地係 90日間 土木一式 施工延長　L=　 65.0m 指名 5月 済

下水管路課 15 マンホール鉄蓋更新工事 松本1丁目外地係 90日間 土木一式 N=27箇所 指名 6月 済

下水管路課 16 下水管改築更新工事 田原2丁目地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　 65.1m 指名 5月 済

下水管路課 17 下水管改築更新工事 勝見2丁目外地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　 58.6m 指名 6月 中止

下水管路課 18 下水管改築更新工事 中央3丁目地係 90日間 土木一式 施工延長　L=　 14.5m 指名 5月 済

下水管路課 19 汚水管布設工事 堅達町地係 270日間 土木一式 施工延長　L=1,060.0m 条件付 5～6月 済

下水管路課 20 汚水管布設工事 林町外地係 270日間 土木一式 施工延長　L=1,060.0m 条件付 5～6月 済

下水管路課 21 汚水管布設工事 堂島町地係 270日間 土木一式 施工延長　L=1,100.0m 条件付 7～8月 済

下水管路課 22 汚水管布設工事 東森田4丁目外地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　190.0m 条件付 5～6月 済

下水管路課 23 汚水管布設工事 河合寄安町外地係 150日間 土木一式 施工延長　L=　300.0m 条件付 5～6月 済

下水管路課 24 汚水管布設工事 南居町地係 240日間 土木一式 施工延長　L=　800.0m 条件付 5～6月 済

下水管路課 25 汚水管布設工事 鉾ヶ崎町地係 260日間 土木一式 施工延長　L=　900.0m 条件付 5～6月 済

注　（１）設計金額が１３０万円以下を除く。　（２）用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。　（３）補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。　（４）秘密にすることを要する工事を除く。
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下水管路課 26 汚水管布設工事 深見町地係 260日間 土木一式 施工延長　L=1,000.0m 条件付 5～6月 済

下水管路課 27 汚水管布設工事 渕1丁目地係 90日間 土木一式 施工延長　L=　 60.0m 指名 5～6月 済

下水管路課 28 汚水管布設工事 恐神町地係 90日間 土木一式 施工延長　L=　 70.0m 指名 8月 済

下水管路課 29 下水管更生工事 春日2丁目外地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　121.2m 条件付 5～6月 済

下水管路課 30 下水管更生工事 文京2丁目地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　 93.8m 条件付 7～8月 済

下水管路課 31 下水管更生工事 豊島1丁目外地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　212.8m 条件付 9～10月 入札時期の変更

下水管路課 32 下水管移設工事 下河北町地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　 52.0m 指名 5～6月 中止

下水管路課 33 下水管移設工事 春日町地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　 43.2m 指名 5～6月 中止

下水管路課 34 取付管改築更新工事 中野2丁目地係 120日間 土木一式 N=35箇所 指名 7～8月 中止

下水管路課 35 町屋幹線移設工事 文京1丁目地係 480日間 土木一式 施工延長　L=　 67.6m 条件付（総合評価） 6月 済

下水管路課 36 汚水管布設工事 原目町地係 210日間 土木一式 施工延長　L=　770.0m 条件付 6～7月 済

下水管路課 37 汚水管布設工事 島橋町地係 210日間 土木一式 施工延長　L=　860.0m 条件付 6～7月 済

下水管路課 38 汚水管布設工事 北野上町地係 150日間 土木一式 施工延長　L=　380.0m 条件付 6～7月 済

下水管路課 39 汚水管布設工事 中新田町地係 270日間 土木一式 施工延長　L=1,040.0m 条件付 6～7月 済

下水管路課 40 汚水管布設工事 下中町地係 180日間 土木一式 施工延長　L=　530.0m 条件付 4～5月 済

下水管路課 41 汚水管布設工事 泉田町地係 210日間 土木一式 施工延長　L=　630.0m 条件付 6～7月 済

下水管路課 42 汚水管布設工事 定正1丁目外地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　260.0m 条件付 6～7月 済

下水管路課 43 汚水管布設工事 上六条町地係 200日間 土木一式 施工延長　L=　600.0m 条件付 6～7月 済

下水管路課 44 汚水管布設工事 東郷中島町地係 200日間 土木一式 施工延長　L=　600.0m 条件付 6～7月 済

下水管路課 45 汚水管布設工事 下毘沙門町地係 180日間 土木一式 施工延長　L=　500.0m 条件付 6～7月 済

下水管路課 46 汚水管布設工事 脇三ヶ町地係 180日間 土木一式 施工延長　L=　450.0m 条件付 11月 入札時期の変更

下水管路課 47 汚水管布設工事 稲津町地係 60日間 土木一式 施工延長　L=　 50.0m 指名 5～6月 済

下水管路課 48 マンホールポンプ設備工事 大町地係 150日間 機械器具設置 N=1箇所 条件付 7～8月 済

下水管路課 49 汚水管布設工事 三十八社町地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　150.0m 条件付 6～7月 済

下水管路課 50 道路舗装復旧工事 上六条町地係 90日間 舗装 施工延長　L=　350.0m 条件付 11月 入札時期の変更

下水管路課 51 道路舗装復旧工事 下毘沙門町地係 60日間 舗装 施工延長　L=　180.0m 指名 6～7月 済

下水管路課 52 道路舗装復旧工事 栃泉町地係 90日間 舗装 施工延長　L=　250.0m 指名 9～10月 済

雨水対策室 53 排水ポンプ設備工事 菅谷1丁目地係 200日間 機械器具設置 排水ポンプ　φ200×5.0㎥/min×11kw×1台 条件付 6～7月 済

下水管路課 54 汚水管布設工事 間山町地係 180日間 土木一式 施工延長　L=　660.0m 条件付 8～9月 入札時期の変更

下水管路課 55 汚水管布設工事 北野下町地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　330.0m 条件付 7月 済

下水管路課 56 汚水管布設工事 菅谷町地係 90日間 土木一式 施工延長　L=　55.0m 指名 7～8月 済

下水管路課 57 汚水管布設工事 和田2丁目地係 90日間 土木一式 施工延長　L=　55.0m 指名 10～11月 入札時期の変更

下水管路課 58 汚水管布設工事 郡町地係 90日間 土木一式 施工延長　L=　40.0m 指名 7～8月 済

下水管路課 59 汚水管布設工事 若栄町地係 210日間 土木一式 施工延長　L=　700.0m 条件付 10～11月 入札時期の変更

下水管路課 60 汚水管布設工事 豊岡2丁目地係 90日間 土木一式 施工延長　L=　70.0m 指名 8～9月 済

注　（１）設計金額が１３０万円以下を除く。　（２）用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。　（３）補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。　（４）秘密にすることを要する工事を除く。
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下水管路課 61 汚水管布設工事 鮎川町地係 90日間 土木一式 施工延長　L=　50.0m 指名 8～9月 済

下水管路課 62 汚水管布設工事 玄正島町地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　240.0m 条件付 9～10月

下水管路課 63 道路舗装復旧工事 上野本町3丁目地係 90日間 舗装 施工延長　L=　1150.0m 条件付 9～10月 入札時期の変更

下水管路課 64 道路舗装復旧工事 東森田1丁目地係 90日間 舗装 施工延長　L=　1500.0m 条件付 7～8月 中止

下水管路課 65 道路舗装復旧工事 北今泉町地係 90日間 舗装 施工延長　L=　800.0m 条件付 7～8月 済

下水管路課 66 道路舗装復旧工事 東森田3丁目地係 90日間 舗装 施工延長　L=　2650.0m 条件付 9～10月 入札時期の変更

下水管路課 67 汚水管布設工事 末広町地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　170 m 条件付 8～9月 済

下水管路課 68 汚水管布設工事 主計中町地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　180 m 条件付 7～8月 済

下水管路課 69 汚水管布設工事 末広町地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　230 m 条件付 10月 入札時期の変更

下水管路課 70 汚水管布設工事 下東郷町（新村）地係 150日間 土木一式 施工延長　L=　230 m 条件付 11月 入札時期の変更

下水管路課 71 汚水管布設工事 上東郷町地係 180日間 土木一式 施工延長　L=　500 m 条件付 8～9月 済

下水管路課 72 汚水管布設工事 主計中町(今村)地係 160日間 土木一式 施工延長　L=　400 m 条件付 7～8月 済

下水管路課 73 汚水管布設工事 上六条町地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　280 m 条件付 10月 入札時期の変更

下水管路課 74 汚水管布設工事 稲津町地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　160 m 条件付 11月 入札時期の変更

下水管路課 75 汚水管布設工事 鉾ヶ崎町地係 90日間 管 施工延長　L=　170 m 条件付 9月 入札時期の変更

下水管路課 76 汚水管布設工事 大町地係 210日間 土木一式 施工延長　L=　190 m 条件付 8月 済

下水管路課 77 汚水管布設工事 大町地係 90日間 土木一式 施工延長　L=　100 m 条件付 8月 済

下水管路課 78 汚水管布設工事 大町地係 180日間 土木一式 施工延長　L=　260 m 条件付 9月 済

下水管路課 79 汚水管布設工事 上莇生田町地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　230 m 条件付 7月 済

下水管路課 80 汚水管布設工事 鹿俣町地係 200日間 土木一式 施工延長　L=　790 m 条件付 11月 入札時期の変更

下水管路課 81 汚水管布設工事 生野町地係 180日間 土木一式 施工延長　L=　550 m 条件付 7～8月 済

下水管路課 82 マンホールポンプ設備工事 大土呂町地係 180日間 機械器具設置 N=1箇所 条件付 9月 済

下水管路課 83 マンホールポンプ設備工事 鉾ヶ崎町地係 180日間 機械器具設置 N=1箇所 条件付 9月 済

下水管路課 84 マンホールポンプ設備工事 上六条町地係 180日間 機械器具設置 N=1箇所 条件付 9月 済

下水管路課 85 道路舗装復旧工事 三尾野町地係 60日間 舗装 施工延長　L=　230.0m 指名 7月 済

下水管路課 86 道路舗装復旧工事 主計中町地係 90日間 舗装 施工延長　L=　280.0m 指名 7月 済

下水管路課 87 道路舗装復旧工事 今市町地係 60日間 舗装 施工延長　L=　250.0m 指名 7月 済

下水管路課 88 道路舗装復旧工事 城戸ノ内町、西新町地係 60日間 舗装 施工延長　L=　250.0m 指名 7月 済

下水管路課 89 道路舗装復旧工事 東新町地係 60日間 舗装 施工延長　L=　250.0m 指名 9月 済

下水管路課 90 道路舗装復旧工事 栃泉町地係 90日間 舗装 施工延長　L=　350.0m 指名 11月 入札時期の変更

下水管路課 91 道路舗装復旧工事 下毘沙門町地係 60日間 舗装 施工延長　L=　170.0m 指名 7月 済

下水管路課 92 取付管改築更新工事 中野3丁目地係 120日間 土木一式 N=35箇所 指名 8～9月 中止

下水管路課 93 下水管更生工事 大手2丁目外地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　135.0m 条件付 7～8月 済 

下水管路課 94 下水管更生工事 田原1丁目外地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　363.8m 条件付 6月 済

下水管路課 95 下水管更生工事 田原1丁目外地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　330.9m 条件付 7～8月 済

注　（１）設計金額が１３０万円以下を除く。　（２）用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。　（３）補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。　（４）秘密にすることを要する工事を除く。
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下水管路課 96 下水管更生工事 御幸1丁目外地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　247.0m 条件付 7～8月 済

下水管路課 97 下水管更生工事 文京1丁目外地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　300.0m 条件付 7～8月 済

下水管路課 98 下水管更生工事 大手2丁目外地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　190.0m 条件付 9月 入札時期の変更

下水管路課 99 下水管改築工事 御幸1丁目地係 90日間 土木一式 施工延長　L=　 58.7m 指名 6～7月 済

下水管路課 100 マンホール鉄蓋更新工事 松本2丁目地係 90日間 土木一式 N=23箇所 指名 6～7月 済

下水管路課 101 下水管更生工事 御幸2丁目外地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　199.3m 条件付 9月 入札時期の変更

下水管路課 102 下水管更生工事 松本1丁目外地係 90日間 土木一式 施工延長　L=　 94.0m 条件付 10月 入札時期の変更

下水管路課 103 汚水管更生工事 運動公園1丁目外地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　390.0m 条件付 7～8月 済

下水管路課 104 汚水管更生工事 運動公園2丁目外地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　310.0m 条件付 7～8月 済

下水管路課 105 汚水管更生工事 天池町地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　250.0m 条件付 10月 工事場所、入札時期の変更

下水管路課 106 下水管廃止工事 板垣4、5丁目地係 200日間 土木一式 施工延長　L=2,172.1m 条件付 7月 済

下水管路課 107 道路舗装復旧工事 大和田町地係 90日間 舗装 施工延長　L=　1550.0m 条件付 9～10月 追加

下水管路課 108 道路舗装復旧工事 上中町地係 90日間 舗装 施工延長　L=　1000.0m 条件付 9～10月 追加

下水管路課 109 汚水管布設工事 中ノ郷町地係 150日間 土木一式 施工延長　L=　350.0m 条件付 10～11月 追加

下水管路課 110 汚水管布設工事 北今泉町地係 90日間 土木一式 施工延長　L=　50.0m 指名 10～11月 追加

下水管路課 111 汚水管布設工事 主計中町(今村)地係 150日間 土木一式 施工延長　L=　100 m 条件付 11月 追加

下水管路課 112 汚水管布設工事 西新町地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　100 m 指名 10月 追加

下水管路課 113 汚水管布設工事 城戸ノ内町地係 150日間 土木一式 施工延長　L=　200 m 条件付 11月 追加

下水管路課 114 汚水管布設工事 主計中町地係 180日間 土木一式 施工延長　L=　200 m 条件付 12月 追加

下水管路課 115 汚水管布設工事 花堂東1丁目地係 120日間 土木一式 施工延長　L=　50 m 条件付 11月 追加

下水管路課 116 汚水管布設工事 上六条町地係 150日間 土木一式 施工延長　L=　200 m 条件付 10月 追加

下水管路課 117 道路舗装復旧工事 三本木町、生野町地係 90日間 舗装 施工延長　L=　150.0m 指名 12月 追加

雨水対策室 118 排水ポンプ設備工事 月見5丁目地係 180日間 機械器具設置 排水ポンプ　φ200×5.0㎥/min×11kw×1台 条件付 9月 追加

下水施設課 1 清水西部環境センターNo.2攪拌曝気装置更新工事 大森町地係 300日間 機械器具設置 撹拌曝気装置更新 条件付 5月 済

下水施設課 2 日野川浄化センター水処理主幹盤修繕工事 黒丸町地係 270日間 電気 水処理主幹盤修繕 指名 5月 済

下水施設課 3 清水東部環境センター1系No.2ブロワ用インバータ取替工事 竹生町地係 300日間 電気 インバータ取替 指名 5月 済

下水施設課 4 足羽ポンプ場No.2しさ搬出機修繕工事 左内町地係 210日間 機械器具設置 しさ搬出機修繕 指名 7月 済

下水施設課 5 大瀬ポンプ場高圧ケーブル取替工事 大瀬町地係 180日間 電気 引込高圧ケーブル更新 指名 7～8月 中止

下水施設課 6 乾徳ポンプ場高圧ケーブル取替工事 乾徳４丁目地係 180日間 電気 引込高圧ケーブル更新 条件付 5～6月 中止

下水施設課 7 境浄化センター高圧ケーブル取替工事 菅谷１丁目地係 180日間 電気 引込高圧ケーブル更新 指名 7月 済

下水施設課 8 羽生浄化センター解体工事 薬師町地係 180日間 解体 解体　１式 条件付 6月 済

下水施設課 9 乾徳ポンプ場外耐水化工事 乾徳４丁目地係 180日間 建築一式 耐水建具設置 条件付 7月 済

下水施設課 10 日野川浄化センター耐水化工事 黒丸町地係 180日間 建築一式 耐水建具設置 条件付 7～8月 済

下水施設課 11 水越ポンプ場No.4汚水吐出弁更新工事 光陽４丁目地係 210日間 機械器具設置 汚水吐出弁更新 条件付 7月 済

下水施設課 12 江守の里マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事 江守の里１丁目地係 180日間 機械器具設置 汚水ポンプ外更新 指名 7月 済

注　（１）設計金額が１３０万円以下を除く。　（２）用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。　（３）補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。　（４）秘密にすることを要する工事を除く。



１０月公表分

所属 No 工等の名称 場所 期間 種別 概要
入札及び契約

の方法
公告・指名
を行う時期

備考

令和４年度　発注工事予定表

下水施設課 13 浜住第3マンホールポンプ場汚水ポンプ外更新工事 浜住町地係 210日間 機械器具設置 汚水ポンプ外更新 条件付 7月 済

下水施設課 14 糸崎第1マンホールポンプ場1号汚水ポンプ更新工事 糸崎調地係 180日間 機械器具設置 汚水ポンプ更新 条件付 7～8月 済

下水施設課 15 和布第1マンホールポンプ場2号汚水ポンプ外更新工事 和布町地係 210日間 機械器具設置 汚水ポンプ外更新 条件付 7～8月

下水施設課 16 境浄化センターNo.2,3DO計更新工事 菅谷１丁目地係 180日間 電気 DO計更新 指名 7～8月 済

下水施設課 17 日野川浄化センターNo.1薬品溶解タンクレベル計更新工事 黒丸町地係 180日間 電気 レベル計更新 指名 7～8月 済

下水施設課 18 日野川浄化センター濃縮汚泥移送流量計更新工事 黒丸町地係 180日間 電気 流量計更新 指名 7～8月

下水施設課 19 日野川浄化センターA2系風量計更新工事 黒丸町地係 150日間 電気 風量計更新 指名 8月 中止（№18に統合）

下水施設課 20 日野川浄化センター消火設備CO2容器更新工事 黒丸町地係 150日間 消防施設 CO2容器更新 条件付 8～9月

下水施設課 21 各マンホールポンプ場光回線切替工事 舟橋3丁目外地係 120日間 電気 通信の光回線切替 指名 9～10月 入札時期の変更

下水施設課 22 米松ポンプ場汚水直流電源盤更新工事 松城町地係 150日間 電気 直流電源盤更新 条件付 11月 入札時期の変更

下水施設課 23 日野川浄化センターNo.4汚泥循環ポンプ更新工事 黒丸町地係 180日間 機械器具設置 汚泥循環ポンプ更新 条件付 9月

下水施設課 24 大瀬ポンプ場中央監視設備更新工事 大瀬町地係 510日間 電気 中央設備更新 条件付 9～10月

下水施設課 25 日野川浄化センター放流ポンプ棟耐水化工事 黒丸町地係 180日間 建築一式 耐水建具設置 条件付 10月 追加

下水施設課 26 大瀬ポンプ場No.2汚水電動機修繕工事 大瀬町地係 120日間 機械器具設置 汚水ポンプ用電動機修繕 指名 10～11月 追加

下水施設課 27 日野川浄化センターNo.1-3ケーキ搬送コンベヤ修繕工事 黒丸町地係 90日間 機械器具設置 コンベヤ修繕 指名 10～11月 追加

下水施設課 28 木田東ポンプ場受電設備更新工事 春日3丁目地係 240日間 電気 受電設備更新 条件付 11月 追加

下水施設課 29 加茂河原ポンプ場更新圧送管工事 明里町地係 420日間 土木一式 鋳鉄管布設　約50m 条件付 11月 追加

下水施設課 30 乾徳ポンプ場シーケンスコントローラ盤外更新工事 乾徳4丁目地係 330日間 電気 監視設備更新 条件付 1月 追加

下水施設課 31 鷹巣浄化センター水処理設備シーケンサ盤外更新工事 蓑町地係 330日間 電気 監視設備更新 条件付 1月 追加

注　（１）設計金額が１３０万円以下を除く。　（２）用地交渉、地元協議等が整っていない工事を除く。　（３）補助金の決定通知書が未到達の工事を除く。　（４）秘密にすることを要する工事を除く。
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経営管理課 1 足羽ポンプ場更新に伴う左内公園基本設計業務 左内町地係 280日間 土木関係建設コンサルタント 街区公園基本設計　A=0.61ha 条件付 5月 済

水道管路課 1 原目配水池更新事業官民連携導入調査業務 福井市原目町地係 270日間 土木関係建設コンサルタント 官民連携導入調査　一式 条件付 5～6月 済

水道管路課 2 九頭竜浄水場更新基本設計業務委託 福井市北野下町地係 540日間 土木関係建設コンサルタント 基本設計　一式 条件付 6～7月 済

水道管路課 3 川西揚水ポンプ所基本設計業務委託 福井市浄土寺町地係 180日間 土木関係建設コンサルタント 基本設計　一式 条件付 8月 済

水道管路課 4 重要給水施設配水管詳細設計業務委託 福井市志比口1丁目、宝永1丁目外地係 150日間 土木関係建設コンサルタント 詳細設計　一式 条件付 10月 追加

水道施設課 1 羽坂配水池、羽坂揚水ポンプ所外施設解体実施設計業務委託 羽坂町外地係 160日間 建築関係建設コンサルタント 羽坂配水池、羽坂揚水ポンプ所、末配水池、更毛揚水ポンプ所解体設計委託 条件付 5月 済

下水管路課 1 大瀬町汚水幹線詳細設計業務委託 大瀬町外地係 210日間 土木関係建設コンサルタント 詳細設計　1式 条件付 8～9月 済

下水管路課 2 下水管診断解析業務委託 つくも1丁目外地係 120日間 土木関係建設コンサルタント 管路診断解析　1式 条件付 7～8月 済

下水管路課 3 下水管診断解析業務委託 松本1丁目外地係 180日間 土木関係建設コンサルタント 管路診断解析　1式 条件付 7～8月 済

令和４年度　発注業務予定表

注　（１）設計金額が５０万円以下を除く。　（２）用地交渉、地元協議等が整っていない業務を除く。　（３）補助金の決定通知書が未到達の業務を除く。　（４）秘密にすることを要する業務を除く。


