
　　　　　　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第７条第１項の規定により
　　　　　平成３０年度の建設工事の発注見通しを公表します。

　　　　　　　　平成３０年４月１日

　　　　　　　　福島市水道事業管理者　八島　洋一

　　　　　１、対象の工事について
　　　　　　　　福島市水道局が発注を計画している予定価格が１３０万円以上の建設工事といたします。
　　　　　　　　なお、現時点での発注計画の未定の工事や維持修繕的な工事は含まれておりませんのでご注意ください。

　　　　　２、計画の変更について
　　　　　　　　ここに公表する建設工事は、工事名・概要・発注時期・工期のいずれについても変更することがあります。
　　　　　　　　変更しても公表せずに発注することがありますのでご了承ください。

平成３０年度福島市水道局公共工事の発注見通しの公表について



平成３０年度 福島市水道局発注工事予定表

工事名 工事種別 概要 発注時期 発注課

1 渡利第一取水口施設ほか撤去工事 解体工事 渡利第一取水口、沈砂池 第1四半期 280 日 水道総務課

2 清水町中谷地地内ほか減圧弁修繕工事 水道施設工事 減圧弁　３箇所　φ400㎜１基　φ300㎜１基　φ150㎜１基 第1四半期 120 日 配水課

3 渡利上岩谷地内ほかメーター付排水施設設置工事 水道施設工事 メーター付排水施設　φ20㎜　7箇所 第1四半期 80 日 配水課

4 小倉寺赤坂地内仕切弁室修繕工事 土木一式工事 ＲＣ　5.0×2.5×3.7ｍ 第1四半期 120 日 配水課

5 飯坂町上原地内75㎜ほか排水施設設置工事 水道施設工事 ＦＣＤφ75・φ100　４箇所 第1四半期 80 日 配水課

6 岡島三島地内75㎜ほか排水施設設置工事 水道施設工事 ＦＣＤφ75　４箇所 第1四半期 80 日 配水課

7 小川水管橋撤去工事 土木一式工事
上部工撤去：2径間Π桁パイプビーム形式25A　橋長51.90m
下部工撤去：逆T式橋台2基、張出式円形橋脚１基

第1四半期 230 日 建設課

8 河川海岸改良(改良)工事に伴う上八反田川水管橋仮設工事 水道施設工事 PEφ200～300㎜　130.5m 第1四半期 300 日 建設課

9 在庭坂焼野地内ほか100㎜配水管布設工事 水道施設工事 PEφ75～100㎜　406.0m、PPφ50　570.0m 第1四半期 240 日 建設課

10 在庭坂石方原地内ほか100㎜配水管布設工事 水道施設工事 PEφ75～100㎜　801.0m、PPφ50　425.0m 第1四半期 240 日 建設課

11 緊急時給水拠点確保等事業に伴う松山町地内配水管布設工事（第29-2工区）その3 水道施設工事 DIP（NS)φ300㎜　500.0m 第1四半期 230 日 建設課

12 市道杉妻町･御山線道路改良工事に伴う大町地内100㎜配水管布設替工事 水道施設工事 DIP（NS)φ100㎜　76.0m 第1四半期 80 日 建設課

13 市道椿沢線道路改良工事に伴う飯野町大久保椿沢地内150㎜配水管布設替工事 水道施設工事 DIP（K)φ150㎜　79.4m 第1四半期 110 日 建設課

14 老朽管更新事業に伴う万世町地内配水管布設替工事（第58-4工区） 水道施設工事 DIP（NS)φ200～250㎜　111.3m 第1四半期 260 日 建設課

15 老朽管更新事業に伴う宮下町地内ほか配水管布設替工事（第32・37・66・89工区） 水道施設工事 DIP（NS)φ75～100㎜　315.5m、DIP（K)φ75～100㎜　280.6m 第1四半期 200 日 建設課

16 老朽管更新事業に伴う陣場町地内ほか配水管布設替工事（第50工区） 水道施設工事 DIP（NS)φ200㎜　62.8m、泥水式推進工　サヤ管φ400㎜　38.3ｍ 第1四半期 250 日 建設課

17 老朽管更新事業に伴う飯坂町西堀切地内ほか配水管布設替工事（第2・3・6・7・8・9・11工区） 水道施設工事 DIP（NS)φ100～200㎜　466.8m、DIP（K)φ75～100㎜　708.9m 第1四半期 260 日 建設課

18 老朽管更新事業に伴う飯坂町菱沼地内配水管布設替工事（第13工区） 水道施設工事 DIP（GX)φ150㎜　51.4m、泥水式推進工　サヤ管φ400㎜　23.9ｍ 第1四半期 150 日 建設課

19 老朽管更新事業(第3期)に伴う弁天山第4幹線（第102-2その3・102-51・102-52工区）400㎜配水幹線布設替工事 水道施設工事 DIP（NS・K)φ100～450㎜　471.2m、泥土圧式推進工　サヤ管φ600㎜　29.1ｍ 第1四半期 260 日 建設課

20 老朽管更新事業(第4期)に伴う北部第2幹線（第1-1・3工区）500㎜配水幹線布設替工事 水道施設工事 DIP（NS)φ300～500㎜　829.7m 第1四半期 260 日 建設課

21 老朽管更新事業(第4期)に伴う北部第4幹線（第3工区）300㎜配水幹線布設替工事 水道施設工事 DIP（NS)φ75～300㎜　871.1m 第1四半期 200 日 建設課

22 飯野町青木池ノ上地内ほか200㎜配水管布設替工事 水道施設工事 DIP（NS)φ100～250㎜　60.0m、PPφ50㎜　70.0m 第1四半期 170 日 建設課

23 老朽管更新事業(第19-1期)に伴う瀬上町西北川原地内ほか200㎜配水管添架替工事(瀬上橋・鎌田橋） 鋼構造物工事 SUS200A　178.4m、DIP（NS)φ200㎜　61.2m 第1四半期 260 日 建設課

24 神ノ森浄水場ろ材更生工事 水道施設工事 神ノ森浄水場新緩速ろ過池用ろ過砂再生 第1四半期 100 日 施設管理センター

25 大波加圧ポンプ所電気設備更新工事 電気工事
電気計装盤(ポンプ操作盤、計装盤、仮設ポンプ操作盤)1式
送水流量計(φ100㎜、JIS20K、GF)1組、フランジアダプター1個、フランジ材1式

第1四半期 170 日 施設管理 センター

26 施設管理センター電子計算機室ほか空調設備更新工事 電気工事 3台(電子計算機室14ｋｗ1台、中央監視室10ｋｗ2台) 第1四半期 60 日 施設管理 センター

27 上名倉配水池ほか流入流量制御器取替修繕工事 電気工事 2施設(上名倉配水池、浅川配水池) 第1四半期 120 日 施設管理 センター

28 大笹生前川子坂地内メーター付排水施設設置工事 水道施設工事 メーター付排水施設　φ20㎜　１箇所 第2四半期 120 日 配水課

工期



29 小田遅沢地内減圧弁取替工事 水道施設工事 減圧弁　φ75㎜　１基 第2四半期 100 日 配水課

30 渡利上岩谷地内ほか路面復旧工事 ほ装工事 路面復旧面積　83.0㎡　1～2層式 第2四半期 70 日 配水課

31 弁天山第１幹線300㎜防凍工事 水道施設工事 ＦＲＰ防食　φ300㎜　206.0ｍ 第2四半期 150 日 配水課

32 御山検田地内水管橋250㎜ほか塗装替工事 塗装工事 Ｎ-４仕様　φ75～250㎜　４箇所 第2四半期 160 日 配水課

33 南部系主要配水管200㎜防凍替工事 水道施設工事 ＳＵＳ　φ200㎜　５箇所 第2四半期 150 日 配水課

34 中十綱橋添架管200㎜管路更生工事 水道施設工事 ＳＰ　φ200㎜　63.0ｍ 第2四半期 160 日 配水課

35 中央部第3幹線400㎜ほか電食防止器具設置工事 電気工事 外部電源方式　φ400・800㎜　２箇所 第2四半期 190 日 配水課

36 森合道端地内路面復旧工事 ほ装工事 路面復旧面積　190.0㎡　１～２層式 第2四半期 80 日 配水課

37 飯坂町上原地内ほか路面復旧工事 ほ装工事 路面復旧面積　135.0㎡　1～３層式 第2四半期 90 日 配水課

38 河川海岸改良(改良)工事に伴う上八反田川水管橋移設工事 鋼構造物工事 DIP（NS)φ300㎜　63.0m、上部工：パイプビーム形式（SUS316）350A　22.0m 第2四半期 240 日 建設課

39 西須川水管橋築造工事 鋼構造物工事 上部工：トラス補剛形式φ250㎜　40.0m、下部工：重力式橋台2基 第2四半期 270 日 建設課

40 桜本会沢新林地内ほか舗装復旧工事 ほ装工事 舗装本復旧工　市道部（一層式）　ΣＡ＝10,700.0㎡ 第2四半期 150 日 建設課

41 緊急時給水拠点確保等事業に伴う松山町地内舗装復旧工事 ほ装工事 舗装本復旧工　市道部（車道部）　ΣＡ＝2,750.0㎡ 第2四半期 150 日 建設課

42 県道南福島停車場線道路改良工事に伴う大森滝ノ前地内100㎜水管橋移設工事 水道施設工事 DIP（NS)φ100㎜　22.5m 第2四半期 100 日 建設課

43 市道川子坂・明神町線道路改良工事に伴う大笹生前川子坂地内50㎜配水管移設工事 水道施設工事 PPφ50㎜　180.0m 第2四半期 110 日 建設課

44 松浪町地区電線共同溝工事に伴う入江町地内100㎜配水管移設工事 水道施設工事 DIP（K)φ100㎜　153.4m 第2四半期 140 日 建設課

45 老朽管更新事業に伴う八島町地内舗装復旧工事 ほ装工事 路面復旧面積　976.0㎡ 第2四半期 120 日 建設課

46 老朽管更新事業(第4期)に伴う北部第2幹線舗装復旧工事 ほ装工事 路面復旧面積　5,100.0㎡ 第2四半期 120 日 建設課

47 老朽管更新事業(第4期)に伴う北部第4幹線舗装復旧工事 ほ装工事 路面復旧面積　5,640.0㎡ 第2四半期 120 日 建設課

48 老朽管更新事業(第10期)に伴う蓬萊町六丁目地内150㎜配水管布設替工事 水道施設工事 DIP（NS)φ150㎜　80.0m、PEφ75～100㎜　430.0m、PPφ50㎜　1,210.0m 第2四半期 240 日 建設課

49 老朽管更新事業(第7-1期)に伴う笹木野蜂久保地内ほか200㎜配水管布設替工事 水道施設工事 DIP（GX)φ75～200㎜　47.3m、泥土圧式推進工　サヤ管φ350㎜　76.3ｍ 第2四半期 200 日 建設課

50 蓬萊町五丁目地内舗装復旧工事 ほ装工事 路面復旧面積　3,220.0㎡ 第2四半期 120 日 建設課

51 立子山小峠地内ほか舗装復旧工事 ほ装工事 路面復旧面積　2,050.0㎡ 第2四半期 120 日 建設課

52 飯野第3配水池屋根防水修繕工事 防水工事 屋根防水修繕 第2四半期 120 日 施設管理センター

53 信夫山第二加圧ポンプ所防水修繕工事 防水工事 屋根防水修繕、外壁塗装 第2四半期 120 日 施設管理センター

54 山神配水池フェンス修繕工事 とび・土工・コンクリート工事 既設フェンス撤去、フェンス設置 第2四半期 120 日 施設管理センター

55 三本木配水ポンプ所ほか電気計装設備更新工事 電気通信工事 2施設(三本木配水ポンプ所、信夫山第2ポンプ所)、データロガーを新システム(LTE回線)へ更新 第2四半期 70 日 施設管理 センター


