
（予定価格130万円以上の工事を記載）

公共工事の名称 場所 期間 種別 概要
随契又は
入札の別

入札を行う
時期

担当課

県道網代港岩美停車場線(浦富2
工区)道路改良工事に伴う下水
道移設工事

浦富地内 ２ヶ月 土木
VU　φ150㎜
L=13.5m
1号MH×1基移設

入札 第１四半期 環境水道課

（補償）県道網代港岩美停車場
線改良工事に伴う配水管移設
（4工区）

浦富地内 ７ヶ月 水道施設
φ75　L=149.6ｍ
（仮設あり）

入札 第１四半期
環境水道課
（水道事業）

岩美北小学校職員室エアコン取
替工事

浦富地内 ３ヶ月 管
パッケージエアコン
(天吊型同時トリプル)

入札 第１四半期 教育委員会

大岩保育所遊戯室空調設備改修
工事

大谷地内 ２ヶ月 管工事

大岩保育所遊戯室エアコン取替
既設エアコン室外機等撤去
床置きタイプ4台（室内機４,室外
機4）設置

入札 第１四半期 住民生活課

浦富№1-2マンホールポンプ外
取替工事

浦富地内ほか ３ヶ月 機械器具

浦富№1-2MHﾎﾟﾝﾌﾟ取替
　N=1台　φ100　7.5kw
本庄№1-1MHﾎﾟﾝﾌﾟ取替
　N＝1台　φ65　1.5kw

入札 第１四半期 環境水道課

町道岩井中央線外街路灯整備工
事

岩井地内 ５ヶ月 電気
LED灯設置 N=４基
ソーラー式LED灯設置 N=２基

入札 第１四半期 産業建設課

町道長郷3号線改良工事 長郷地内 ２ヶ月 土木
延長　L=35ｍ
道路改良　L=35ｍ

入札 第１四半期 産業建設課

（岩美町基幹水道構造物耐震化
事業）陸上浄水場取水施設整備
工事

陸上地内 ７ヶ月 水道施設・土木
場内整備　1式
取水井　1式

入札 第１四半期
環境水道課
（水道事業）

（岩美町水道管路耐震化推進事
業）県道岩美八東線配水管布設
替工事（4工区）

岩常地内 ６ヶ月 水道施設
φ150布設　L=394.7ｍ（橋梁
添架L=30.8ｍ）
仮設あり

入札 第１四半期
環境水道課
（水道事業）

岩美北小学校黒板ホワイトボー
ド化工事

浦富地内 ２ヶ月 建築 （普16室、特4室） 入札 第１四半期 教育委員会

岩美西小学校黒板ホワイトボー
ド化工事

大谷地内 ２ヶ月 建築 （普10室、特3室） 入札 第１四半期 教育委員会

岩美南小学校黒板ホワイトボー
ド化工事

新井地内 ２ヶ月 建築 （普12室、特2室） 入札 第１四半期 教育委員会

岩美駅前駐車場整備工事 浦富地内 ３ヶ月 土木
駐輪場取壊し　N=1式
駐車場整備　N=1式
花壇撤去　N=1式

入札 第１四半期 産業建設課

網代新港下水道本管布設工事 網代地内 ２ヶ月 土木
VU　φ150㎜
L=110m

入札 第２四半期 環境水道課

大谷浄化センター修景池用水ポ
ンプ取替工事

大谷地内 ３ヶ月 機械器具
N=1台
Φ50×40　3.7kw

入札 第２四半期 環境水道課

大谷浄化センター放流流量計取
替工事

大谷地内 ２ヶ月 電気
N=1式
電磁式　潜水形　100A

入札 第２四半期 環境水道課

浦富浄化センター電気室換気設
備改築工事

牧谷地内 ２ヶ月 電気
･換気扇取替　　N=1台
･パネル型エアフィルター取
替　N=1台

入札 第２四半期 環境水道課

大谷№10マンホールポンプ場外
通報装置取替工事

岩本地内ほか ３ヶ月 電気
N=5箇所
LTE網クラウド方式

入札 第２四半期 環境水道課

岩井№3マンホールポンプ場外
通報装置取替工事

岩井地内ほか ３ヶ月 電気
N=10箇所
LTE網クラウド方式

入札 第２四半期 環境水道課

浦富№1マンホールポンプ場外
電気設備改築工事

浦富地内ほか ３ヶ月 電気
･水位計取替　N=4箇所
･制御コントローラー取替
　　　　　　N=17箇所

入札 第２四半期 環境水道課
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担当課

鳥越浄水場監視システム更新工
事

蕪島ほか ４ヶ月 電気 通報装置装置改造　1式 入札 第２四半期
環境水道課
（水道事業）

町道中道線歩道改良工事 浦富地内 ３ヶ月 土木
延長 L=90ｍ
側溝改良 L=90ｍ

入札 第２四半期 産業建設課

町道黒谷線落石対策工事 黒谷地内 ４ヶ月 土木
延長 L=70ｍ
落石対策 N=１式

入札 第２四半期 産業建設課

県道岩美停車場河崎線(新井工
区)に伴う下水道管撤去工事

新井地内 ２ヶ月 土木

既設管撤去
VU　φ150㎜
L=22.5m　MH×2基
公共桝･取付管×1式

入札 第３四半期 環境水道課

大谷浄化センター水処理・前処
理棟ドア取替工事

大谷地内 ２ヶ月 建築
N=2式
SUS製

入札 第３四半期 環境水道課

大谷浄化センター塩素混和池流
入ゲート外取替工事

大谷地内 ３ヶ月 機械器具

・流入ゲート取替
　N=1基
・塩素接触装置取替
　N=1基

入札 第３四半期 環境水道課

長谷白地地区マンホールポンプ
場通報装置取替工事

長谷地内ほか ３ヶ月 電気
N=8箇所
LTE網クラウド方式

入札 第３四半期 環境水道課

下水道マンホール蓋取替工事 大谷地内ほか ３ヶ月 土木 N=12箇所 入札 第３四半期 環境水道課

（補償）県道網代港岩美停車場
線改良工事に伴う配水管移設
（3工区）

浦富地内 ５ヶ月 水道施設
φ75　L=50.0ｍ
φ50　L=20.0ｍ

入札 第３四半期
環境水道課
（水道事業）

町道岩井宇治線道路改良工事 宇治地内 ４ヶ月 土木
延長 L=90ｍ
道路改良 L=90ｍ

入札 第３四半期 産業建設課

宇治橋橋梁補修工事 宇治地内 ５ヶ月 土木
橋長 L=41.6ｍ
橋梁補修 N=１式

入札 第３四半期 産業建設課

真名台橋橋梁補修工事 真名地内 ５ヶ月 土木
橋長 L=53.7ｍ
橋梁補修 N=１式

入札 第３四半期 産業建設課

新陸上橋橋梁補修工事 陸上地内 ６ヶ月 土木
橋長 L=26.0ｍ
橋梁補修 N=１式

入札 第３四半期 産業建設課


