
番号 工      事      名 工事種別
施工期間

（単位：か月）
発注規模 工  事  概  要

入札予定
（四半期）

入札方法 工事担当課 備　　　　　考

1 松原川雨水幹線護岸修繕
土木一
式

松原二丁目 4 1千万未満

護岸工　一式

第３ 指名 雨水事業対策室

2 尼寺雨水幹線支線水路護岸工事
土木一
式

大和町 尼寺 5 1千万未満

護岸工　Ｌ＝60.0ｍ

第３ 指名 雨水事業対策室

3 公共下水道城東川雨水幹線護岸整備
工事

土木一
式

高木瀬町 東高木 6 5千万以上

L型水路工　L=280m

第３ 一般 雨水事業対策室

4 公共下水道尼寺雨水ポンプ場建設工
事（土木その２）

土木一
式

高木瀬町 長瀬 12 5千万以上

排水機場　土木一式

第３ 一般 雨水事業対策室

5 親子蓋更新工事
土木一
式

市内一円 4 1千万未満

人孔高調整　蓋更新

第３ 指名 下水道工務課

6 道路改良関連人孔高調整及び蓋更新
工事（その4）

土木一
式

市内一円 4 1千万未満

人孔高調整　蓋更新

第３ 随意 下水道工務課

7 道路改良関連人孔高調整及び蓋更新
工事（その6）

土木一
式

市内一円 4 1千万未満

人孔高調整　蓋更新

第３ 随意 下水道工務課

8 公共下水道　（開発その23）管渠布設
工事

土木一
式

佐賀市内 4 1千万未満

管渠布設　公共桝設置　開削　推進等

第３ 指名 下水道工務課

9 レジンマンホール梯子取替工事
土木一
式

市内一円 4 1千万未満

人孔高調整　蓋更新

第３ 指名 下水道工務課

10 道路改良関連人孔高調整及び蓋更新
工事（その7）

土木一
式

市内一円 4 1千万未満

人孔高調整、蓋更新

第３ 随意 下水道工務課

11 公共下水道　（開発その20）管渠布設
工事

土木一
式

佐賀市内 5 1～3千万未満

管渠布設　公共桝設置　開削　推進等

第３ 一般 下水道工務課

12 公共下水道　（開発その22）管渠布設
工事

土木一
式

佐賀市内 5 1～3千万未満

管渠布設　公共桝設置　開削　推進等

第３ 一般 下水道工務課

13 公共下水道　（開発その24）管渠布設
工事

土木一
式

佐賀市内 5 1～3千万未満

管渠布設　公共桝設置　開削　推進等

第３ 一般 下水道工務課

14 厘外汚水幹線管渠補修工事
土木一
式

西与賀町 6 1～3千万未満

L=150m　内面ライニング一式

第３ 一般 下水道工務課

15 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

L=130m

第３ 一般 下水道工務課

16 総合地震対策事業　厘外第12汚水幹
線(その2)管路耐震化工事

土木一
式

旧佐賀市内 5 3～5千万未満

管更生　L=302ｍ　管口可とう化　10箇
所 第３ 一般 下水道工務課

17 総合地震対策事業　佐賀処理区人孔
浮上抑制工事(1工区)

土木一
式

旧佐賀市内 一円 4 5千万以上

マンホール浮上防止工　39箇所

第３ 一般 下水道工務課

18 ストックマネジメント事業　厘外第11汚水
幹線(4工区)管渠更生工事

土木一
式

本庄町 5 5千万以上

管更生　L=117ｍ

第３ 一般 下水道工務課

19 総合地震対策事業　厘外第12汚水幹
線系統(その1)管路耐震化工事

土木一
式

旧佐賀市内 5 5千万以上

管更生　L=387ｍ　管口可とう化　14箇
所　マンホール浮上防止工　3箇所 第３ 一般 下水道工務課

20 公共下水道　（開発その25）管渠布設
工事

土木一
式

佐賀市内 4 1千万未満

管渠布設　公共桝設置　開削　推進等

第４ 指名 下水道工務課

21 公共下水道　（開発その27）管渠布設
工事

土木一
式

佐賀市内 4 1千万未満

管渠布設　公共桝設置　開削　推進等

第４ 指名 下水道工務課

22 公共下水道　（開発その29）管渠布設
工事

土木一
式

佐賀市内 4 1千万未満

管渠布設　公共桝設置　開削　推進等

第４ 指名 下水道工務課

23 公共下水道　（開発その26）管渠布設
工事

土木一
式

佐賀市内 5 1～3千万未満

管渠布設　公共桝設置　開削　推進等

第４ 一般 下水道工務課

24 公共下水道　（開発その28）管渠布設
工事

土木一
式

佐賀市内 5 1～3千万未満

管渠布設　公共桝設置　開削　推進等

第４ 一般 下水道工務課

25 公共下水道　（開発その30）管渠布設
工事

土木一
式

佐賀市内 5 1～3千万未満

管渠布設　公共桝設置　開削　推進等

第４ 一般 下水道工務課

26 八田ポンプ場門扉及びフェンス修繕工
事

とび・土
工

南佐賀一丁目 5 1千万未満

門扉及びフェンス入替・　外壁塗装

第３ 指名 下水道施設課

27 公共下水道尼寺排水機場建設工事（電
気）

電気 高木瀬町 長瀬 18 5千万以上

排水機場　電気一式

第３ 一般 雨水事業対策室

施 工 位 置
（町名／大字名）

令和３年度佐賀市上下水道局発注工事予定一覧（10月期）

令和３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） ４０件

注意１ ここに掲載する内容は、令和３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。
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28 公共下水道尼寺排水機場建設工事（機
械）

鋼構造
物

高木瀬町 長瀬 18 5千万以上

排水機場　機械一式

第３ 一般 雨水事業対策室

29 神野浄水場 消石灰設備 溶解槽塗装
工事

塗装 若宮3丁目 3 1千万未満

劣化している消石灰設備溶解槽外面の
塗装工事 第３ 指名 浄水課

30 下水浄化センター流入桝ゲート開閉器
修繕工事

機械器
具設置

西与賀町 高太郎 9 1千万未満

流入桝ゲート電動開閉器　1台オーバー
ホール 第３ 随意 下水道施設課

31 市道本庄北団地1号線外1路線配水管
布設工事

水道施
設

本庄町 袋 4 1千万未満

HPPE 100 L=97m
給水管19件 第３ 指名 水道工務課

32 水管橋防食塗覆装工事
水道施
設

市内11か所 4 1千万未満

φ200、φ300、φ400　　L=70ｍ
11箇所 第３ 指名 水道工務課

33 市道角目祐徳団地１号線配水管布設
工事

水道施
設

鍋島町 八戸溝 8 1～3千万未満

HPPE 75 L=173m
給水管12件
消火栓１基

第３ 指名 水道工務課

34 市道南佐賀木原団地線外2路線配水
管布設工事

水道施
設

木原 一丁目 5 1～3千万未満

HPPE 100 L=232m
給水管24件 第３ 指名 水道工務課

35 国道208号線配水管布設工事
水道施
設

本庄町 本庄 4 1～3千万未満

DIP  100  L=142m
給水管2件 第３ 指名 水道工務課

36 主要地方道佐賀外環状線配水管布設
工事

水道施
設

久保田町 徳万 6 1～3千万未満

DIP  100  L=300m
給水管11件

第３ 指名 水道工務課

37 市道青木6号線外1路線配水管布設工
事

水道施
設

高木瀬西 四丁目 4 1～3千万未満

HPPE 75～100 L=198m
給水管20件 第３ 指名 水道工務課

38 市道武藤中線外1路線配水管布設工
事

水道施
設

木原 一丁目 4 1～3千万未満

HPPE 75 L=200m
給水管25件
消火栓1基

第３ 指名 水道工務課

39 県道 佐賀環状東線配水管布設工事
水道施
設

木原 3丁目 4 1～3千万未満

DIP  100  L=205m
給水管27件 第３ 指名 水道工務課

40 消火栓新設工事
水道施
設

市内４か所 1 1千万未満

消火栓4基

第４ 指名 水道工務課


