
No. 担当課 工事名又は業務名
工事場所又は
履行場所

工事期間
又は履行
期間

工事種別又
は業務種別

工事概要又は業務概要
入札及び
契約の方
法

入札予定時期

1 給水整備課 妻鳥送水ポンプ場送水ポンプ更新工事 妻鳥町地内
約10ヶ

月
機械器具

設置
No.2送水ポンプ更新 指名入札 第1四半期

2 給水整備課 土居地域上水道実施設計業務
土居町北野地
内

約3ヶ月 *業務委託 測量設計業務 指名入札 第1四半期

3 給水整備課 樋谷送配水管舗装復旧工事 上分町地内 約3ヶ月 ほ装 Ａ＝1,000㎡ 指名入札 第1四半期

4 給水整備課
川滝地区水道施設機械電気設備更新
詳細設計業務（その2）

川滝町下山・
川滝町領家地
内

約8ヶ月 *業務委託
機械電気設備更新実施設
計　1.0式

指名入札 第1四半期

5 給水整備課 寒川中央線配水管布設工事（第１工区) 寒川町地内 約3ヶ月 水道施設 HPPEφ75 L-150.0m 指名入札 第1四半期

6 給水整備課
非常導水ポンプ場更新基本設計策定
業務

妻鳥町地内 約8ヶ月 *業務委託 基本設計策定 指名入札 第1四半期

7 給水整備課 川之江大豊線配水管布設工事
新宮町新瀬川
地内

約4ヶ月 水道施設
PEPφ75 L=26.2m、
SUS304 75A L=8.6m
HIVPφ40 L=2.0m

指名入札 第1四半期

8 給水整備課 宮川黒田線管路測量業務
新宮町新宮地
内

約4ヶ月 *業務委託 測量延長　L=350ｍ 指名入札 第1四半期

9 給水整備課
小富士長津予備水源整備工事（第3工
区）

中曽根町・土
居町中村地内

約9ヶ月 電気
取水ポンプ盤　計装盤　テ
レメータ機能増設　1式

指名入札 第1四半期

10 工水管理課
新宮第三発電排泥設備騒音振動及び
健全性調査業務

金田町金川地
内

約8ヶ月 *業務委託
排泥設備騒音振動及び健
全性調査　一式

指名入札 第1四半期

11 工水管理課 新宮分水池1号除塵機整備修繕 妻鳥町地内 約9ヶ月
機械器具

設置
除塵機駆動軸等取替　一
式

一般入札 第1四半期

12 給水整備課
中田井配水池系東部地区配水本管布
設工事(第11工区)

妻鳥町地内 約7ヶ月 土木一式
NS管φ350　Ｌ-76.6ｍ・PN
管φ350  L-72.0m
推進工φ650　L-72.0m

一般入札 第2四半期

13 給水整備課 川滝地区水道施設電気設備更新工事
川滝町下山・
川滝町領家地
内

約21ヶ
月

電気

葱尾配水池・葱尾送水ポ
ンプ場・岡配水池・中組送
水ポンプ場・中組増圧ポン
プ場・的場配水池・平木第
２送水ポンプ場

一般入札 第2四半期

14 給水整備課 宮ノ谷地区配水管布設工事 川之江町地内 約4ヶ月 水道施設
GXφ150 L-220m
給水切替28箇所

指名入札 第2四半期

15 給水整備課
寺内水道施設・鳩岡水道施設更新整備
詳細設計業務

新宮町上山地
内

約6ヵ月 *業務委託 詳細設計業務 指名入札 第2四半期

16 給水整備課 土居地域上水道整備工事（第1工区）
土居町北野地
内

約8ヶ月 土木一式
配水管布設工φ200DIP
L=100.0m φ150 DIP
L=265.2m  給水1箇所

公募入札 第2四半期

17 給水整備課 土居地域上水道整備工事（第2工区）
土居町北野地
内

約9ヶ月 土木一式
配水管布設工φ150DIP
L=500.0m　給水　8箇所
消火栓 4箇所

公募入札 第2四半期

令和５年度　工事等の発注見通しについて

四 国 中 央 市 水 道 局

【令和5年4月1日現在】

１　公表する工事等は、予定価格が250万円を超えると見込まれる工事又は予定価格が100万円を超えると見込まれる工事以外のものが対象となりま
す。
２　掲載内容は、公表時点での見通しであり、工事等の内容及び入札時期の変更並びに工事等の中止等で実際に発注する工事等がこの掲載と異な
る場合又はここに掲載されていない工事等を発注する場合があります。

※公募入札＝公募型指名競争入札、指名入札＝指名競争入札、一般入札＝一般競争入札



18 給水整備課 入野歩道配水管布設工事
土居町入野地
内

約3ヶ月 水道施設
配水管布設工φ75HPPE
L=190.0m

指名入札 第2四半期

19 工水管理課 富郷工業用水道総流量計更新工事 上柏町地内 約8ヶ月 電気通信 超音波流量計更新　一式 指名入札 第2四半期

20 給水整備課
小富士長津予備水源整備工事（第2工
区）

土居町中村地
内

約9ヶ月 土木一式
場内整地工　ポンプ設備
工　場内配管工　1式

公募入札 第2四半期

21 工水管理課 富郷着水井電動弁駆動部整備修繕 上柏町地内 約6ヵ月
機械器具

設置
電動弁駆動部整備　一式 指名入札 第2四半期

22 給水整備課
中田井配水池系東部地区配水本管布
設工事(第12工区)

川之江町地内 約6ヵ月 水道施設
NS管φ350　Ｌ-295.5ｍ・
GX管φ200 L-13.9m

指名入札 第2四半期

23 給水整備課 樋谷送配水管布設工事(第3工区) 上分町地内 約5ヶ月 水道施設

GX管φ150　Ｌ-360.0ｍ
GX管φ100　Ｌ-360.0ｍ
給水切替5箇所　　地下式
消火栓φ65　1基

指名入札 第2四半期

24 給水整備課
川東三角寺線配水管布設工事（第3工
区）

妻鳥町地内 約5ヶ月 水道施設 ＧＸ管φ150 L-250.0ｍ 指名入札 第2四半期

25 給水整備課 管路等点検記録作成支援業務
四国中央市内
一円

約6ヵ月 *業務委託
管路等点検記録作成支援
業務

指名入札 第2四半期

26 給水整備課
中田井配水池系西部地区耐震配水管
詳細設計業務

中之庄地内 約6ヵ月 *業務委託 詳細設計業務 指名入札 第2四半期

27 給水整備課 馬場地区配水管布設工事(第2工区) 川之江町地内 約5ヶ月 水道施設
GX管φ100  L-200.0m
給水切替19箇所

指名入札 第2四半期

28 給水整備課 東保育所西線配水管布設工事
三島朝日１丁
目地内

約4ヶ月 水道施設

GX管φ100 L-110m・PEP
φ40 L-50m
地下式消火栓φ65　1基・
給水切替7箇所

指名入札 第2四半期

29 給水整備課 楠木1号線配水管布設工事
豊岡町長田地
内

約4ヶ月 水道施設
HPPEφ75 L-200m・地下
式消火栓φ65　1基
給水切替21箇所

指名入札 第2四半期

30 給水整備課 天満地区舗装補修工事
土居町天満地
内

約6ヵ月 ほ装 路面復旧工 A=3,400㎡ 指名入札 第2四半期

31 給水整備課 蕪崎地区舗装補修工事
土居町蕪崎地
区

約6ヵ月 ほ装 路面復旧工 A=3,000㎡ 指名入札 第2四半期

32 給水整備課
市道朝日野大西山田線配水管布設工
事

土居町天満地
内

約5ヶ月 水道施設
配水管布設工φ75HPPE
L=160.0m　給水　8箇所

指名入札 第2四半期

33 給水整備課
土居低区配水池№2送水ポンプ更新工
事

土居町入野地
内

約3ヶ月
機械器具

設置
φ80×0.38㎥/min×22kw 指名入札 第2四半期

34 給水整備課 土居地域上水道整備工事（第3工区）
土居町北野地
内

約8ヶ月 土木一式
配水管布設工φ150DIP
L=330.0m　給水15箇所
消火栓　2箇所

公募入札 第3四半期

35 給水整備課
中田井配水池系東部地区配水本管舗
装復旧工事(第3工区)

村松町地内 約3ヶ月 ほ装 Ａ＝1,000㎡ 指名入札 第3四半期

36 給水整備課
中田井配水池系配水本管舗装復旧工
事

村松町地内 約3ヶ月 ほ装 Ａ＝2400㎡ 指名入札 第3四半期

37 給水整備課 宮川黒田線配水管布設工事
新宮町新宮地
内

約5ヶ月 水道施設
HPPEφ75 L=180m　消火
栓設置 N=2基
給水工　10箇所

指名入札 第3四半期

38 給水整備課 中村歩道配水管布設工事
土居町中村地
内

約3ヶ月 水道施設
配水管布設工φ100HPPE
L=180.0m　φ75HPPE
L=180.0m給水　13箇所

指名入札 第3四半期


