
別記第１号様式（発注見通しの公表）

◎入札予定時期：公告日　◎執行済み：公告しているもの　◎発注済み：落札者（契約者）が決定しているもの

管種 口径
約８ヶ月 500 m 第２四半期

　　↓ 　　↓
高地区第1-1工区配水管更新工事 匝瑳市生尾地先 土木一式 約７ヶ月 475 m 第２四半期発注済み

約７ヶ月 420 m 第２四半期
　　↓ 　　↓

低地区第1-1工区配水管更新工事 匝瑳市椿地先 土木一式 約６ヶ月 464 m 第２四半期発注済み
第２四半期
　　↓

低地区第2-1工区配水管更新工事 横芝光町宮川（橋場）地先 土木一式 約７ヶ月 第２四半期発注済み
528 m 第２四半期

　　↓
低地区第2-2工区配水管更新工事 横芝光町芝崎地先 土木一式 約７ヶ月 609 m 第２四半期発注済み

約６ヶ月 第２四半期
　　↓ 　　↓

低地区第2-3工区配水管更新工事 横芝光町宮川（古屋）地先 管工事 約５ヶ月 第２四半期発注済み
約７ヶ月 600 m 第２四半期

　　↓ 　　↓
低地区第3-1工区配水管更新工事 匝瑳市野手（宮前）地先 土木一式 約６ヶ月 611 m 第２四半期発注済み

441 m 第２四半期
　　↓

低地区第3-2工区配水管更新工事 匝瑳市野手（馬場）地先 土木一式 約７ヶ月 443 m 第２四半期発注済み
48 m 第１四半期執行済み

　　↓
高地区第1-2工区給水補助管更新工事 匝瑳市八日市場ハ303-2番地先 管工事 約３ヶ月 52 m 第２四半期発注済み

42 m 第２四半期
　　↓

低地区第1-2工区給水補助管更新工事 匝瑳市八日市場イ2039番地先 管工事 約３ヶ月 44 m 第３四半期発注済み
27 m 第２四半期

　　↓
低地区第1-3工区給水補助管更新工事 匝瑳市高186-3番地先 管工事 約３ヶ月 24 m 第２四半期発注済み

第２四半期
　　↓

低地区第2-4工区給水補助管更新工事 横芝光町宮川2352地先 管工事 約３ヶ月 第２四半期発注済み
132 m

低地区第1-4工区給水補助管更新工事 匝瑳市上谷中2226番地先 管工事 約３ヶ月 165 m 第３四半期
低地区第2-5工区給水補助管更新工事 横芝光町宮川2373番地先 62 m

↓ ↓ ↓
低地区第1-5工区給水補助管更新工事 匝瑳市八日市場ハ683番地先 管工事 約３ヶ月 30 m 第３四半期

匝瑳市野手5742番地先 98 m
↓ ↓

低地区第3-3工区給水補助管更新工事 匝瑳市野手17146-130番地先 管工事 約３ヶ月 110 m

1 DCIP(GX) φ400 一般競争

令和３年度　発注予定（建設工事）

公表年月日 令和３年１１月３０日

№ 事業の名称 事業の場所 種別 期間
事業概要 入札及び

契約の方法
入札予定時期

（契約締結時期）延長 面積

　↓

4 DCIP(GX) φ300 一般競争

2 DCIP(GX) φ150 一般競争

3 DCIP(GX) φ300 514 m 一般競争

　↓

　↓

6 HPPE φ100 一般競争

5 HPPE φ75 206 m 一般競争

　↓

一般競争

8 HPPE φ50 一般競争

7 DCIP(GX) φ300
　↓

　↓

11 HPPE φ50 92 m 一般競争

一般競争

10 HPPE φ50 一般競争

9 HPPE φ50

　↓

　↓

一般競争

13 HPPE φ50

12 HPPE φ50

一般競争

　↓

第３四半期14 HPPE φ50 一般競争



別記第１号様式（発注見通しの公表）

◎入札予定時期：公告日　◎執行済み：公告しているもの　◎発注済み：落札者（契約者）が決定しているもの

管種 口径
約６ヶ月 967 m 第２四半期

　　↓ 　　↓
配水管更新工事に伴う設計業務委託（その1） 管内一円 委託 約５ヶ月 1030 m 第２四半期発注済み

約６ヶ月 870 m 第２四半期
　　↓ 　　↓

配水管更新工事に伴う設計業務委託（その2） 管内一円 委託 約５ヶ月 1080 m 第２四半期発注済み
約５ヶ月 486 m 第２四半期

　　↓ 　　↓
給水補助管更新工事に伴う設計業務委託 匝瑳市今泉7984番地先外5箇所 委託 約３ヶ月 453 m 第２四半期発注済み

面積
事業概要

3 一般競争

2
　↓

　↓

一般競争

1

№ 事業の名称 事業の場所 種別 期間

令和３年度　発注予定（建設工事）

　↓

公表年月日 令和３年１１月３０日

入札及び
契約の方法

一般競争

入札予定時期
（契約締結時期）延長


