
　

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

種別
(工種)

追加 27 開進地区汚水管新設工事その１ 開進 第1四半期 6 ヶ月 土木 汚水管VUφ150Ｌ＝300ｍ 指名競争入札 D

追加 28 配水管更新工事（中鈴蘭北5） 中鈴蘭北5丁目 第1四半期 4 ヶ月 水道施設 HPPφ75　L=160m 指名競争入札 B

追加 29 配水管更新工事（緑陽台北区その2） 緑陽台北区 第1四半期 3 ヶ月 水道施設 HPPφ75　L=130m 指名競争入札 A

追加 30 音更中央通公共下水道工事（雨水） 大通１丁目 第1四半期 8 ヶ月 土木 雨水管HPφ300～800Ｌ＝410ｍ 一般競争入札 H

追加 31 配水管更新工事（桜ヶ丘西ほか） 桜ヶ丘西 第1四半期 5 ヶ月 水道施設 HPPφ50　L=183m 指名競争入札 B

追加 32 配水管布設工事（帯広浦幌線） 字下士幌北4線東 第1四半期 8 ヶ月 水道施設 HPPφ100　L=330m 指名競争入札 B

追加 33 配水管布設工事（北9線ほか） 字音更西2線 第1四半期 3 ヶ月 水道施設 HPPφ150　L=50m 指名競争入札 A

追加 34 開進地区汚水管新設工事その2 開進 第2四半期 7 ヶ月 土木 汚水管VUφ150Ｌ＝520ｍ 一般競争入札 G

追加 35 木野汚水中継ポンプ場機械設備更新工事 木野東通1丁目 第2四半期 8 ヶ月 機械器具 沈砂装置更新一式 指名競争入札 D

追加 36 配水管更新工事（木野西2） 木野大通西2丁目 第2四半期 4 ヶ月 水道施設 HPPφ75　L=180m 指名競争入札 B
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追加 37 配水管更新工事（新通北1その1） 新通北1丁目 第2四半期 4 ヶ月 水道施設 HPPφ50～φ75　L=180m 指名競争入札 B

追加 38 配水管更新工事（緑陽台南区） 緑陽台南区 第2四半期 3 ヶ月 水道施設 HPPφ75　L=106m 指名競争入札 A

追加 39 配水管更新工事（北鈴蘭その1） 北鈴蘭南2丁目 第2四半期 4 ヶ月 水道施設 HPPφ50～φ75　L=260m 指名競争入札 B

追加 40 配水管更新工事（南鈴蘭北3その2） 南鈴蘭北3丁目 第2四半期 4 ヶ月 水道施設 HPPφ75　L=134m 指名競争入札 B

追加 41 配水管更新工事（緑陽台仲区） 緑陽台仲区 第2四半期 3 ヶ月 水道施設 HPPφ75　L=150m 指名競争入札 B

追加 42 配水管更新工事（大通5） 大通5丁目 第2四半期 4 ヶ月 水道施設 HPPφ50　L=210m 指名競争入札 B

追加 43 配水管更新工事（北鈴蘭その2） 北鈴蘭南2丁目 第2四半期 4 ヶ月 水道施設 HPPφ50　L=263m 指名競争入札 B

追加 44 配水管更新工事（新通北1その2） 新通北1丁目 第2四半期 4 ヶ月 水道施設 HPPφ50　L=140m 指名競争入札 B

追加 45 音更町浄水場水質計器更新工事その1 字中音更西3線 第3四半期 6 ヶ月 機械器具 電磁流量計変換器ほか更新 指名競争入札 A

追加 46 音更町取水池水位計更新工事 字西中音更北19線 第3四半期 4 ヶ月 機械器具 水位計更新 指名競争入札 A
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追加 47 音更町浄水場水質計器更新工事その2 字中音更西3線 第3四半期 5 ヶ月 機械器具 原水濁度計ほか更新 指名競争入札 A

追加 48 駒場第3低区配水池水質モニター更新工事 駒場並木 第3四半期 4 ヶ月 機械器具 水質モニター更新 指名競争入札 A

【発注予定時期】 【金額区分】

～

～

～

～

概　算　金　額区分 発注予定時期 区分 概　算　金　額 区分

Ｇ 6,000万円以上 7,000万円未満

第2四半期 7月 9月 Ｂ 1,000万円以上 2,000万円未満 Ｈ

第1四半期 4月 6月 Ａ 1,000万円未満

7,000万円以上 8,000万円未満

第3四半期 10月 12月 Ｃ 2,000万円以上 3,000万円未満 Ｉ 8,000万円以上 9,000万円未満

第4四半期 1月 3月 Ｄ 3,000万円以上 4,000万円未満 Ｊ 9,000万円以上 1億円未満

Ｅ 4,000万円以上 5,000万円未満 Ｋ 1億円以上

Ｆ 5,000万円以上 6,000万円未満
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