
令和元年(平成31年)度公共工事の発注の見通し一覧

国　補 企業局鹿行水道事務所　整備課・施設課

工　　事　　名 入 札 方 法 種  別 工 事 場 所 工  期 工  事  概  要 発注時期 備　考

鹿行水道
送水管布設（耐震化）工事
（1工区）

一般競争入札 土木 神栖市知手地内 7ヶ月 送水管布設（φ400mm）　　　　一式 第2四半期

鹿行水道
送水管布設（耐震化）工事
（2工区）

一般競争入札 土木 神栖市知手地内 7ヶ月 送水管布設（φ400mm）        一式 第2四半期

鹿行水道
送水管布設（耐震化）工事
（3工区）

一般競争入札 土木 神栖市知手地内 7ヶ月 送水管布設（φ400mm）　      一式 第2四半期

鹿行水道
緊急連絡管布設工事(1工区）

一般競争入札 土木 鉾田市上釜地内 7ヶ月 送水管布設（φ300mm）　      一式 第2四半期

鹿行水道
緊急連絡管布設工事(2工区）

一般競争入札 土木 鉾田市上釜地内 7ヶ月 送水管布設（φ300mm）　      一式 第2四半期

鹿行水道
緊急連絡管布設工事(3工区）

一般競争入札 土木 鉾田市上釜地内 7ヶ月 送水管布設（φ300mm）　      一式 第2四半期

鹿島工水
配水管布設（耐震化）工事
（1工区）

一般競争入札 土木 鹿嶋市谷原地内 7ヶ月 配水管布設（φ2,100mm）　　　一式 第2四半期

鹿島工水
配水管布設（耐震化）工事
（2工区）

一般競争入札 土木 鹿嶋市谷原地内 7ヶ月 配水管布設（φ1,350mm）　　　一式 第2四半期 変更

鹿島工水
配水管布設（耐震化）工事
（3工区）

一般競争入札 土木 鹿嶋市長栖地内 7ヶ月 配水管布設（φ2,000mm）　　　一式 第2四半期 変更

鹿島工水
配水管布設（耐震化）工事
（4工区）

一般競争入札 土木 鹿嶋市居切地内 7ヶ月 配水管布設（φ2,000mm）　　　一式 第2四半期 変更

　令和元年 6月14日　

注）１　ここに掲載する内容は令和元年6月現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていない工事が発注される
　　　場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は，公表時点の概算の見込み数量であり，公表後変更することがあります。 Ｎｏ．1



令和元年(平成31年)度公共工事の発注の見通し一覧

国　補 企業局鹿行水道事務所　整備課・施設課

工　　事　　名 入 札 方 法 種  別 工 事 場 所 工  期 工  事  概  要 発注時期 備　考

　令和元年 6月14日　

鹿島工水
配水管布設（耐震化）工事
（5工区）

一般競争入札 土木 鹿嶋市居切地内 7ヶ月 配水管布設（φ2,000mm）　　　一式 第2四半期 変更

鹿島工水
配水管布設（耐震化）工事
（6工区）

一般競争入札 土木 鹿嶋市長栖地内 7ヶ月 配水管布設（φ2,000mm）　　　一式 第2四半期 とりやめ

鹿島工水
配水管布設（耐震化）工事
（3工区）

一般競争入札 土木 神栖市東和田地内 7ヶ月 配水管布設（φ1,650mm）　　　一式 第2四半期

鹿島工水
配水管布設（耐震化）工事
（4工区）

一般競争入札 土木 神栖市東和田地内 7ヶ月 配水管布設（φ1,650mm）　　　一式 第2四半期

鹿島工水
配水管布設（耐震化）工事
（5工区）

一般競争入札 土木 神栖市東和田地内 7ヶ月 配水管布設（φ1,650mm）　　　一式 第2四半期

鹿島工水
配水管布設（耐震化）工事
（6工区）

一般競争入札 土木 神栖市東和田地内 7ヶ月 配水管布設（φ1,650mm）　　　一式 第2四半期

鹿島工水
配水管布設（耐震化）工事
（7工区）

一般競争入札 土木 神栖市東和田地内 7ヶ月 配水管布設（φ1,650mm）　　　一式 第2四半期

鹿島工水
配水管布設（耐震化）工事
（8工区）

一般競争入札 土木 神栖市東和田地内 7ヶ月 配水管布設（φ1,650mm）　　　一式 第2四半期 とりやめ

鹿島工水
舗装復旧工事

一般競争入札 舗装 鹿嶋市長栖地内 2ヶ月 舗装復旧　　　　　　　　　 　一式 第4四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和元年6月現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていない工事が発注される
　　　場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は，公表時点の概算の見込み数量であり，公表後変更することがあります。 Ｎｏ．2



令和元年(平成31年)度公共工事の発注の見通し一覧

県　単 企業局鹿行水道事務所　整備課・施設課

工　　事　　名 入 札 方 法 種  別 工 事 場 所 工  期 工  事  概  要 発注時期 備　考

鹿行水道
スマートメーター設置（量水
器更新）工事

一般競争入札 電気 鹿嶋市宮中地内 6ヶ月 水道メーター更新　            一式 第2四半期

鹿行水道
硫酸設備配管更新工事

指名競争入札 機械 鹿嶋市宮中地内 6ヶ月 硫酸設備更新　                一式 第2四半期

鹿島工水
空気弁副弁交換工事

一般競争入札 土木 鹿嶋市平井地内 6ヶ月 空気弁副弁交換　              一式 第2四半期

鹿島工水
水質計器更新工事

一般競争入札 電気 鹿嶋市宮中地内 6ヶ月 水質計器更新　             　 一式 第2四半期

鹿島工水
1期工水緊急遮断弁ＵＰＳ更新
工事

一般競争入札 機械 鹿嶋市宮中地内 6ヶ月 緊急遮断弁ＵＰＳ更新　    　  一式 第2四半期

鹿島工水
工水2系取水ポンプインバータ
盤更新工事

一般競争入札 電気 鹿嶋市鰐川地内 6ヶ月 取水ポンプインバータ更新      一式 第2四半期

鹿行水道
送水管移設工事
（東関道関連2工区）

一般競争入札 土木 行方市石神地内 4ヶ月 送水管布設（φ350mm）     　　一式 第3四半期 変更

鹿行水道
送水管移設工事
（東関道関連3工区）

一般競争入札 土木 潮来市島須地内 4ヶ月 送水管布設（φ500・350mm）  　一式 第3四半期 変更

鹿行水道
送水管移設工事
（東関道関連4工区）

一般競争入札 土木 行方市小幡地内 4ヶ月 送水管布設（φ350mm）　     　一式 第3四半期 変更

鹿行水道
送水管移設工事
（田の森配水場）

一般競争入札 土木 潮来市水原地内 4ヶ月 送水管布設（φ300mm）　     　一式 第3四半期 変更

　令和元年 6月14日　

注）１　ここに掲載する内容は令和元年6月現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていない工事が発注される
　　　場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は，公表時点の概算の見込み数量であり，公表後変更することがあります。 Ｎｏ．3



令和元年(平成31年)度公共工事の発注の見通し一覧

県　単 企業局鹿行水道事務所　整備課・施設課

工　　事　　名 入 札 方 法 種  別 工 事 場 所 工  期 工  事  概  要 発注時期 備　考

　令和元年 6月14日　

鹿行水道
知手配水場設備改修工事

一般競争入札 土木 神栖市知手地内 4ヶ月 撤去工事　　　　　　　　　　　一式 第3四半期

鹿行水道
土合送水管不断水弁設置工事

指名競争入札 土木 神栖市太田地内 4ヶ月 バルブ設置工事　　　　　　　　一式 第3四半期 変更

鹿島工水
(2期)配水管布設工事
（新規需要企業対応）

一般競争入札 土木 神栖市奥野谷地内 4ヶ月 配水管布設　                  一式 第3四半期

鹿島工水
(2期)配水管布設工事
（新規需要企業対応）

一般競争入札 土木 神栖市奥野谷地内 4ヶ月 配水管布設　                  一式 第3四半期

鹿島工水
(2期)配水管布設工事
（新規需要企業対応）

一般競争入札 土木 神栖市奥野谷地内 4ヶ月 配水管布設　                  一式 第3四半期

鹿島工水
(2期)配水管布設工事
（新規需要企業対応）

一般競争入札 土木 神栖市奥野谷地内 4ヶ月 配水管布設　                  一式 第3四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和元年6月現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていない工事が発注される
　　　場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は，公表時点の概算の見込み数量であり，公表後変更することがあります。 Ｎｏ．4



令和元年(平成31年)度公共工事の発注の見通し一覧

修　繕 企業局鹿行水道事務所　鰐川浄水場

工　　事　　名 入 札 方 法 種  別 工 事 場 所 工  期 工  事  概  要 発注時期 備　考

鰐川上工水
電気設備修繕工事

一般競争入札 電気 鹿嶋市鰐川地内 7ヶ月
電気設備修繕　  一式
計算機設備修繕　一式
水質計器修繕　  一式

第2四半期

鰐川上工水
建築付帯設備修繕工事

一般競争入札 建築一式 鹿嶋市鰐川地内 4ヶ月 場内施設改修　一式 第3四半期

　令和元年 6月14日　

注）１　ここに掲載する内容は令和元年6月現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていない工事が発注される
　　　場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は，公表時点の概算の見込み数量であり，公表後変更することがあります。 Ｎｏ．5


