
別記第２号様式

No 契約年月日
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方法

契約業者名及び所在地 事業の名称及び場所 種別 事業概要
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（税込み）
指名
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変更 備考

福井電機㈱
東金配水場場内連絡管更新に伴う
電気設備工事

自 令和4年8月11日

千葉市中央区問屋町１６
番３号

東金市大豆谷７８７番地１ 至 令和7年3月10日

庄司工業㈱ 東金配水場場内連絡管更新工事 自 令和4年8月11日

東金市台方２０７８番地 東金市大豆谷７８７番地１ 至 令和7年3月10日

㈱小松土建
東金市上谷７４０番地先配水管改
良工事＜縦２号幹線第２工区＞

自 令和4年8月11日

九十九里町片貝３８２３
番地

東金市上谷７４０番地先～同８４
８番地先

至 令和5年3月10日

庄司工業㈱
東金市上谷８４５番地先配水管改
良工事＜縦２号幹線第１工区＞

自 令和4年8月11日

東金市台方２０７８番地
東金市上谷８４５番地先～同７４
０番地先

至 令和5年3月10日

　本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化し
た配水管を耐震管に布設替えするものである。
ア　配水管布設工事　DIP-GXφ300 L＝611.1m
　　　　　　　　　　　　　φ250 L＝ 26.9m
　　　　　　　　　　　　　φ150 L＝  8.3m
　　　　　　　　　　　　　φ 75 L＝ 58.0m
イ　給水装置工事　１０件
ウ　配水管仮設工事　呼び径 200㎜ L＝627.9m
　　　　　　　　　　　　　 150㎜ L＝ 53.3m
　　　　　　　　　　　　   100㎜ L＝ 26.5m
　　　　　　　　　　　　    50㎜ L＝ 79.8m
エ　給水管仮設工事　１０件

150,480,000円7 令和4年8月10日
一般
競争
入札

水道
施設
工事

令和４年度　契約内容の公表（建設工事等）

契約期間

8 令和4年8月10日
一般
競争
入札

水道
施設
工事

　本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化し
た配水管を耐震管に布設替えするものである。
ア　配水管布設工事　DIP-GXφ300 L＝854.4m
イ　給水装置工事　１件
ウ　配水管仮設工事　呼び径 200㎜ L＝859.0m
エ　給水管仮設工事　１件

122,650,000円

639,100,000円

6 令和4年8月10日
一般
競争
入札

水道
施設
工事

【令和４年度～令和６年度 継続事業】
　本工事は、配水場施設更新事業に伴い、東金配水
場の場内連絡管を更新するものである。
ア　場内配管工事　DIP-NSφ700～φ75　一式
イ　配水池流入管、流出管及び越流管工事　一式
ウ　排水管工事　一式
エ　仮設配水管工事　SUS400A～80A　一式
オ　配水池内外補修、塗装及び屋上防水工事　一式

カ　既設管及び構造物撤去工事　一式
キ　土木工事　一式
ク　付帯工事　一式

1,361,800,000円

5 令和4年8月10日
一般
競争
入札

電気
工事

【令和４年度～令和６年度 継続事業】
　本工事は、東金配水場場内連絡管更新に伴い関連
する電気設備等の仮設及び復旧を行う工事である。
ア　既設高圧受電設備仮設及び復旧工事（盤改造
　含む）：一式
イ　既設中央監視制御設備等改修工事（不用盤撤
　去及びソフト変更等含む）：一式
ウ　既設配水ポンプ設備仮設及び復旧工事（盤・
　ポンプ・配管類更新含む）：一式
エ　既設電動弁設備更新対応電気設備工事（盤改
　造含む）：一式
オ　既設次亜塩注入設備仮設及び復旧工事（サン
　プリング配管含む）：一式
カ　九十九里地域水道企業団設備仮設及び復旧工
　事（流量計・電動弁等）：一式
キ　電気工事（付帯設備工事・仮設及び撤去工
　事・試運転調整等含む）：一式
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㈱髙山工業
東金市東岩崎１番地先配水管改良
工事＜横６号幹線＞

自 令和4年8月11日

東金市東岩崎５番地１-
１０２

東金市東岩崎１番地先～同１-２０
番地先

至 令和5年3月10日

佐久間建設㈱
山武市松尾町高富１７４０番地先
配水管改良工事＜縦６号幹線第２
工区＞

自 令和4年8月11日

山武市湯坂４８３番地
山武市松尾町高富１７４０番地先
～借毛本郷８８６番地先

至 令和5年3月10日

㈱加藤工業所
大網白里市大網８６０番地先配水
管改良工事＜縦１号幹線＞

自 令和4年8月11日

大網白里市大網７９５番
地８

大網白里市大網８６０番地先～同
５５５番地先

至 令和5年3月10日

中央建設㈱
山武市松尾町高富２２２０番地先
配水管改良工事＜縦６号幹線第１
工区＞

自 令和4年8月11日

山武市成東３１０３番地
山武市松尾町高富２２２０番地先
～同２０７番地先

至 令和5年2月20日

11 令和4年8月10日
一般
競争
入札

水道
施設
工事

　本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化し
た配水管を耐震管に布設替えするものである。
ア　配水管布設工事
（ア）DIP-GXφ400 L＝235.9m、φ300 L＝71.1m、
　　　　　　φ250 L＝ 15.5m
（イ）PE-JW φ 75 L＝245.1m、φ50 L＝10.5m
イ　給水装置工事　８件
ウ　配水管仮設工事　呼び径 200㎜ L＝318.0m
　　　　　　　　　　　　　 150㎜ L＝ 22.4m
　　　　　　　　　　　　　  75㎜ L＝ 10.6m
　　　　　　　　　　　　　  50㎜ L＝ 26.1m
エ　給水管仮設工事　８件

93,500,000円

9 令和4年8月10日
一般
競争
入札

水道
施設
工事

　本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を
耐震管に布設替えするものである。
ア　配水管布設工事　DIP-GXφ300 L＝185.3m
　　　　　　　　　　　　　φ150 L＝164.1m
　　　　　　　　　　　　　φ100 L＝  3.9m
イ　給水装置工事　１５件
ウ　配水管仮設工事　呼び径 200㎜ L＝193.0m
　　　　　　　　　　　　　 100㎜ L＝211.4m
　　　　　　　　　　　　    75㎜ L＝ 17.2m
エ　給水管仮設工事　１５件

80,366,000円

12 令和4年8月10日
一般
競争
入札

水道
施設
工事

　本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化し
た配水管を耐震管に布設替えするものである。
ア　配水管布設工事
（ア）DIP-GXφ300 L＝359.3m、φ75 L＝7.5m
（イ）PE-JW φ 50 L＝  1.1m
イ　給水装置工事　１１件
ウ　配水管仮設工事　呼び径 150㎜ L＝368.9m
　　　　　　　　　　　　　  50㎜ L＝ 10.7m
エ　給水管仮設工事　１１件

58,741,056円

10 令和4年8月10日
一般
競争
入札

水道
施設
工事

　本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化し
た配水管を耐震管に布設替えするものである。
ア　配水管布設工事　DIP-GXφ300 L＝625.6m
　　　　　　　　　　　　　φ100 L＝  5.7m
　　　　　　　　　　　　　φ 75 L＝ 21.4m
イ　給水装置工事　１１件
ウ　配水管仮設工事　呼び径 150㎜ L＝634.5m
　　　　　　　　　　　　　  75㎜ L＝ 15.2m
　　　　　　　　　　　　    50㎜ L＝ 48.6m
エ　給水管仮設工事　１１件

95,531,920円
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㈱吉田工業
大網白里市大網２４５番地先配水
管改良工事

自 令和4年8月11日

大網白里市大網４５０番
地１１

大網白里市大網２４５番地先～同
１１１番地先

至 令和5年3月10日

　本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を
耐震管に布設替えするものである。
ア　配水管布設工事　DIP-GXφ150 L＝510.7m
　　　　　　　　　　　　　φ100 L＝ 31.0m
　　　　　　　　　　　　　φ 75 L＝ 55.0m
イ　給水装置工事　２０件
ウ　配水管仮設工事　呼び径 100㎜ L＝534.7m
　　　　　　　　　　　　　  75㎜ L＝101.0m
　　　　　　　　　　　　    50㎜ L＝ 52.0m
エ　給水管仮設工事　２０件

90,475,000円13 令和4年8月10日
一般
競争
入札

管工
事


