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1 春日第２浄水場西側所有地乗入口改修工事 土木一式 大和町 久池井 4 1千万未満

ブロック積、乗入口・門扉整備、
ネットフェンス（H=1800）設置 第３ 指名 浄水課

2 開発に伴う管渠布設工事12 土木一式 佐賀市内 5 1千万未満

管渠布設ます設置　開削　推進工
事 第３ 指名 下水道工務課

3 開発に伴う管渠布設工事13 土木一式 佐賀市内 5 1千万未満

管渠布設ます設置　開削　推進工
事 第３ 指名 下水道工務課

4 開発に伴う管渠布設工事14 土木一式 佐賀市内 5 1千万未満

管渠布設ます設置　開削　推進工
事 第３ 指名 下水道工務課

5 開発に伴う管渠布設工事15 土木一式 佐賀市内 5 1千万未満

管渠布設ます設置　開削　推進工
事 第３ 指名 下水道工務課

6 開発に伴う管渠布設工事16 土木一式 佐賀市内 5 1千万未満

管渠布設ます設置　開削　推進工
事 第３ 指名 下水道工務課

7 開発に伴う管渠布設工事17 土木一式 佐賀市内 5 1千万未満

管渠布設ます設置　開削　推進工
事 第３ 指名 下水道工務課

8
高木瀬町長瀬地区（開発その１２）管渠布設
工事

土木一式 高木瀬町 長瀬 5 1～3千万未満

管渠布設ます設置　開削　推進工
事 L=270m 第３ 一般 下水道工務課

9
本庄町末次地区（開発その２）外管渠布設工
事

土木一式 本庄町 末次外 5 1～3千万未満

管渠布設ます設置　開削L=150m

第３ 一般 下水道工務課

10 圃場整備に伴う下水道管移設工事 土木一式 高木瀬町 4 1～3千万未満

延長約60ｍ

第３ 一般 下水道工務課

11 親子蓋更新工事 土木一式 市内一円 4 1～3千万未満

φ900、N=10基

第３ 一般 下水道工務課

12 西小川雨水幹線　支線水路護岸工事 土木一式 大和町 尼寺 3 1～3千万未満

護岸工
H=2.5m L=100m　ほか 第３ 一般 雨水事業対策室

13 総合地震対策事業　耐震化工事（2工区） 土木一式 市内一円 6 3～5千万未満

管更生L=360ｍ　管口可とう化16
口 第３ 一般 下水道工務課

14
ストックマネジメント事業　改築工事（2工
区）

土木一式 本庄地区 5 3～5千万未満

管更生L=90m

第３ 一般 下水道工務課

15 総合地震対策事業　耐震化工事（1工区） 土木一式 市内一円 6 5千万以上

管更生L=700ｍ　管口可とう化26
口 第３ 一般 下水道工務課

16 総合地震対策事業　耐震化工事（3工区） 土木一式 市内一円 6 5千万以上

管更生L=610ｍ　管口可とう化26
口 第３ 一般 下水道工務課

17
ストックマネジメント事業　改築工事（1工
区）

土木一式 本庄地区 5 5千万以上

管更生L=102ｍ

第３ 一般 下水道工務課

18
衛生センターし尿等専用圧送管布設工事(3工
区)

土木一式 巨勢町 牛島 10 5千万以上

開削工 L=246.8m
塩ビ推進工 L=26.8m
誘導管推進工  L=935.0m

第３ 一般 下水エネルギー推進室

19
公共下水道尼寺雨水幹線排水機場建設工事
（土木その１）

土木一式 高木瀬町 長瀬 6 5千万以上

樋門工　N=1箇所

第３ 一般 雨水事業対策室

20
公共下水道城東川雨水幹線取水堰改築工事
（土木工事）

土木一式 高木瀬町 東高木 6 5千万以上

樋門工　N=1箇所

第３ 一般 雨水事業対策室

21 開発に伴う管渠布設工事18 土木一式 佐賀市内 3 1千万未満

管渠布設ます設置　開削　推進工
事 第４ 指名 下水道工務課

22 神野浄水場 浄水濁度計・ｐＨ計測設備更新 電気 若宮 三丁目 4 1千万未満

神野浄水場水処理の最終確認のた
めの濁度計及びｐＨ計測設備更新 第３ 指名 浄水課

23 下水浄化センター汚泥電気計装設備更新工事 電気 西与賀町 高太郎 6 1千万未満

汚泥処理電気設備更新

第３ 指名 下水道施設課

24 監視カメラシステム更新 電気 金立町 千布外 4 1～3千万未満

金立町及び大和町の監視カメラ設
備・神野浄水場の操作機器更新 第３ 指名 浄水課

25
諸富ポンプ場電気計装設備（ＭＰ通報装置）
更新工事

電気 諸富町 山領 2 3～5千万未満

マンホールポンプ通報装置更新

第４ 一般 下水道施設課

26
公共下水道城東川雨水幹線取水堰改築工事
（鋼構造物）

鋼構造物 高木瀬町 東高木 6 5千万以上

樋門工　N=1箇所

第３ 一般 雨水事業対策室

27 下水浄化センター消化槽撹拌機取替修理 機械器具設置 西与賀町 高太郎 4 1千万未満

水中撹拌機オーバーホール　１台

第３ 随意 下水道施設課

28
公共マンホールポンプ場（サキＭＰ０９）ポ
ンプ更新工事

機械器具設置 兵庫町 西渕 4 1千万未満

ポンプ更新

第３ 指名 下水道施設課

施 工 位 置

令和２年度佐賀市上下水道局発注工事予定一覧（１０月期）
令和２年度に佐賀市上下水道局において発注する建設工事の見通しを下記のとおり公表します。
（公表工事総件数） ５２件

注意１ ここに掲載する内容は、令和２年１０月現在の見通しです。実際に発注する工事が記載内容と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。
注意２ 入札方法については、一般＝条件付一般競争入札 指名＝指名競争入札 随意＝随意契約 を意味しています。
注意３ 番号欄に記載している番号は、入札契約のときの契約番号とは異なります。



番
号

工      事      名 工事種別
施工
期間

発 注 規 模 工  事  概  要
入札予定

（四半期）
入札
方法

工事担当課名施 工 位 置

29 蓮池地区農集施設汚泥脱水機点検整備 機械器具設置 蓮池町 見島 4 1千万未満

分解整備

第３ 随意 下水道施設課

30 久富地区農集施設汚泥脱水機点検整備 機械器具設置 久保田町 久富 4 1千万未満

分解整備

第３ 指名 下水道施設課

31
松尾佐賀停車場線道路整備交付金工事に伴う
配水管布設替工事

水道施設 大和町 久留間 3 1千万未満

GXDIPφ150　Ｌ=53m
給水管　１件 第３ 指名 水道工務課

32 市道厘外溝口線外１路線配水管布設工事 水道施設 西与賀町 厘外 3 1千万未満

HPPEφ100  Ｌ=45m
給水管  １１件
消火栓　１基

第３ 指名 水道工務課

33 市道神野東１６号線配水管布設工事 水道施設 神野東 三丁目 3 1千万未満

HPPEφ75　 Ｌ=100ｍ
給水管　６件 第３ 指名 水道工務課

34 私道（西与賀町高太郎地区）配水管布設工事 水道施設 西与賀町 高太郎 3 1千万未満

HPPEφ100  Ｌ=45m
給水管  ２件
消火栓　１基

第３ 指名 水道工務課

35 水管橋防食塗装工事 水道施設 市内5か所 3 1千万未満

φ500㎜外98.3ｍ

第３ 指名 水道工務課

36 市道中折八戸溝線配水管布設工事 水道施設 神園 六丁目 4 1千万未満

HPPEφ100 Ｌ=15.0ｍ
HPPEφ75 Ｌ=207.0ｍ
給水管　２件
消火栓　１基

第３ 指名 水道工務課

37 市道西林寺北線配水管布設工事 水道施設 嘉瀬町 3 1千万未満

HPPEφ100　Ｌ=97m
給水管　４件
消火栓　１基

第３ 指名 水道工務課

38 市道神野町上高木線外１路線配水管布設工事 水道施設 高木瀬西 三丁目 4 1～3千万未満

NSEDIPφ150  Ｌ=66m
HPPEφ100  Ｌ=254m
給水管  ２７件

第３ 指名 水道工務課

39
主要地方道佐賀脊振線（１工区）配水管布設
工事

水道施設 巨勢町 牛島 3 1～3千万未満

GXDIPφ150　L=180.4m
給水管　４件 第３ 指名 水道工務課

40 市道高尾団地１号線外２路線配水管布設工事 水道施設 巨勢町 4 1～3千万未満

HPPEφ75　Ｌ=376m
HPPEφ100　Ｌ=23m
給水管　３０件
消火栓　２基

第３ 指名 水道工務課

41 市道大井手線外２路線配水管布設工事 水道施設 田代 二丁目 3 1～3千万未満

HPPEφ100  Ｌ=261m
HPPEφ75  Ｌ=54m
給水管  ３０件

第３ 指名 水道工務課

42 市道高尾団地５号線外２路線配水管布設工事 水道施設 巨勢町 4 1～3千万未満

HPPEφ75　Ｌ=267m
HPPEφ100　Ｌ=102m
GXDIPφ75　Ｌ=6ｍ
給水管　２９件

第３ 指名 水道工務課

43 市道古賀中線外１路線配水管布設工事 水道施設 久保泉町 4 1～3千万未満

HPPEφ100 　Ｌ=270m
給水管　１８件
消火栓　１基

第３ 指名 水道工務課

44 市道北川副小学校北線配水管布設工事 水道施設 木原 三丁目 5 1～3千万未満

HPPEφ100  Ｌ=368m
給水管  ２２件
消火栓　２基

第３ 指名 水道工務課

45 市道袋幹線配水管布設工事 水道施設 本庄町 袋 3 1～3千万未満

NSEDIPφ150  Ｌ=２09m
給水管  １２件 第３ 指名 水道工務課

46 市道下高木若宮線外１路線配水管布設工事 水道施設 高木瀬西 一丁目 4 1～3千万未満

HPPEφ100 　Ｌ=77.0ｍ
HPPEφ75　 Ｌ=120.0ｍ
給水管　１５件
消火栓　１基

第３ 指名 水道工務課

47 県道大詫間光法停車場線配水管布設工事 水道施設 諸富町 為重 4 1～3千万未満

GXDIPφ75　Ｌ=283m
給水管　１件 第３ 指名 水道工務課

48
市営浄化槽事業北部地区（その５）浄化槽設
置工事

その他 市内北部地区 4 1千万未満

浄化槽（5人槽2基、7人槽2基）

第３ 指名 下水道工務課

49
市営浄化槽事業中型浄化槽（その１）設置工
事

その他 市内北部地区 5 1千万未満

浄化槽（30人槽1基）

第３ 指名 下水道工務課

50
市営浄化槽事業中型浄化槽（その２）設置工
事

その他 市内中部地区 5 1千万未満

浄化槽（35人槽1基）

第３ 指名 下水道工務課

51 レジンマンホール梯子取替工事 その他 市内 4 1千万未満

梯子取替N=5箇所

第３ 指名 下水道工務課

52 厘外汚水幹線管渠補修工事 その他 西与賀町 3 1～3千万未満

延長L=150m、内面ライニング１式

第３ 一般 下水道工務課


