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フィデス㈱ 事務局庁舎電気設備更新工事 自 令和4年9月3日

千葉市緑区大高町４０番
地１５

東金市家徳３６１番地８ 至 令和5年3月20日

㈲井出野工業東金営業所
東金市宿２３４番地先配水管改良工
事＜縦３号幹線＞

自 令和4年9月15日

東金市荒生２０７番地１
東金市宿２３４番地先～同１４５番
地先

至 令和5年2月28日

㈲山田建設
東金市福俵９８８番地先配水管改良
工事＜横６号幹線＞

自 令和4年9月15日

東金市酒蔵２２５番地２
東金市福俵９８８番地先～台方９３
０番地先

至 令和5年2月28日

㈱秋葉設備工業
山武市松尾町富士見台２０８番地先
配水管改良工事

自 令和4年9月15日

山武市上横地３６８３番
地

山武市松尾町富士見台２０８番地２
地先～同２０８番地７２地先

至 令和5年2月28日

㈲秋葉水道設備
山武市木戸２８４４番地先配水管移
設工事＜橋梁歩道拡幅工事関連＞

自 令和4年9月15日

山武市木戸２３４５番地
山武市木戸２８４４番地先～同２３
３３番地先

至 令和5年3月15日

37,869,546円18 令和4年9月14日
一般
競争
入札

管
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-GXφ150 L=330.5m
　　　　　　　　　　　　　 φ75 L= 13.4m
イ　給水装置工事　1件
ウ　配水管仮設工事　呼び径150mm L=391.8m
                           50mm L= 15.3m
エ　給水管仮設工事　1件

44,433,081円

管
工
事

　本工事は、山武土木事務所発注の橋梁歩道拡幅工
事に伴い配水管を移設するものである。
ア　配水管布設工事
（ア）DIP-GXφ150 L=10.4m
（イ）SUS150A　L=66.0m
イ　給水装置工事　1件

17 令和4年9月14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=289.6m
　　　　　　　　　　　　　φ150 L=  6.8m
　　　　　　　　　　　　　φ100 L=  6.8m
イ　配水管仮設工事　呼び径150mm L=309.7m
　　　　　　　　　　　　　100mm L= 13.7m
　　　　　 　　　　　　　　75mm L= 13.0m

62,700,000円16 令和4年9月14日
一般
競争
入札

電気
工事

　本工事は、事務局庁舎建物附属の電気設備が長期
使用による老朽化が著しいため、電気事故防止等に
配慮した設備に更新するものである。
ア　建物附属電気設備更新工事
　　照明器具・コンセント・火災報知設備・
    弱電設備・浄化槽附属設備等：一式
イ　電気配線工事（付帯設備工事及び試運転調整等
　　含む）：一式

30,492,000円14 令和4年9月2日
一般
競争
入札

83,600,000円15 令和4年9月14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-GXφ250 L=584.1m
　　　　　　　　　　　　　φ 75 L= 34.2m
イ　配水管仮設工事　呼び径150mm L=637.6m
　　　　　 　　　　　　　　50mm L= 44.3m
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㈲雅工業
大網白里市ながた野１丁目１５番地
先配水管改良工事

自 令和4年9月15日

大網白里市金谷郷１６９
８番地

大網白里市ながた野１丁目１５番地
先～同１丁目５番地先

至 令和5年2月10日

㈱ナガミネ
山武市白幡２２７２番地先消火栓設
置工事

自 令和4年9月15日

東金市台方１５８４番地
１

山武市白幡２２７２番地先 至 令和4年12月5日

㈱ナガミネ
山武市上横地４１２０番地先外消火
栓設置工事

自 令和4年9月15日

東金市台方１５８４番地
１

山武市上横地４１２０番地先外１箇
所

至 令和4年12月5日

鈴木土建㈱
大網白里市みずほ台２丁目１番地先
舗装本復旧工事

自 令和4年9月15日

大網白里市細草１６２４
番地１

大網白里市みずほ台２丁目１番地先
～駒込１６９１番地先

至 令和4年12月15日

㈲丸間工業
山武市津辺１８１番地先舗装本復旧
工事

自 令和4年9月15日

山武市津辺３４番地の３
山武市津辺１８１番地先～殿台２７
１番地先

至 令和4年12月5日

19 令和4年9月14日
一般
競争
入札

管
工
事

　本工事は、大網白里市ながた野地先の老朽化した
配水管を布設替えするものである。
ア　配水管布設工事　DIP-GXφ150 L=134.0m
　　　　　　　　　　　　　 φ100 L= 21.4m
                           φ 75 L= 19.4m
イ　給水装置工事　13件
ウ　配水管仮設工事　呼び径100mm L=139.0m
                           75mm L= 32.3m
                           50mm L= 30.4m
エ　給水管仮設工事　8件

33,660,000円

20 令和4年9月14日
一般
競争
入札

管
工
事

　本工事は、山武市の依頼により消火栓を設置する
ものである。
ア　消火栓設置工事
（ア）地上式単口消火栓：１基

2,805,000円

22 令和4年9月14日
一般
競争
入札

舗装
工事

　本工事は、令和３年度に施工した大網白里市みず
ほ台地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事で
ある。
ア　舗装本復旧工事 A=5,556㎡
（ア）車道　t=5㎝　A=3,026㎡
（イ）歩道　t=4㎝　A=2,530㎡

30,860,401円

21 令和4年9月14日
一般
競争
入札

管
工
事

　本工事は、山武市の依頼により消火栓を設置する
ものである。
ア　消火栓設置工事
（ア）地上式単口消火栓：１基
（イ）地下式単口消火栓：１基

3,520,000円

23 令和4年9月14日
一般
競争
入札

舗装
工事

　本工事は、令和３年度に施工した山武市津辺地先
の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。
ア　舗装本復旧工事　A=3,964㎡
（ア）車道　t=10㎝　A=   52㎡
（イ）車道　t= 5㎝　A=3,824㎡
（ウ）歩道　t= 4㎝　A=   88㎡

22,956,076円


