
令 和 ３ 年 度

鳥取市水道局公共工事発注見通し（追加・変更）

令和 ３ 年 １０ 月 １ 日



令和３年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 工務課 】

番号 工事名 工事場所 工事期間 工事種別 入札･契約方法 入札時期 工事概要

1
配水施設整備事業の内
徳尾系送水管布設替工事（第４工区）

菖蒲地内 約５か月 水道施設工事 指名競争 3年10月 送水管 DIPφ600 L=200m

2
配水施設整備事業の内
河原町長瀬地内送水管布設工事

河原町長瀬地内 約４か月 水道施設工事 指名競争 3年10月
送水管 DIPφ150 L=450ｍ
           SUSφ150 L=20ｍ

3
配水施設整備事業の内
西品治地内配水管布設工事

西品治地内 約３か月 水道施設工事 指名競争 3年10月
配水管 DIPφ100 L=20ｍ
           ＨＰＰＥφ75 L=160ｍ

4 緑ヶ丘一丁目地内配水管移設工事 緑ヶ丘一丁目地内 約３か月 水道施設工事 指名競争 3年10月
配水管 DIPφ150 L=10ｍ
           DIPφ75 L=10ｍ

5
地域水道整備事業の内
用瀬町用瀬地域送配水管布設工事（第４工区）

用瀬町用瀬地内 約５か月 水道施設工事 指名競争 3年10月
送水管 DIPφ150 L=230m
配水管 DIPφ200 L=230m
排泥管 HPPEφ150 L=30m

6
地域水道整備事業の内
用瀬町用瀬地域配水管布設工事（第６工区）

用瀬町用瀬地内 約５か月 水道施設工事 指名競争 3年10月
配水管 DIPφ150 L=240m
           DIPφ75 L=60m

7
地域水道整備事業の内
国府町宇倍野地域配水管布設工事（第１４工区）

国府町町屋地内 約４か月 水道施設工事 指名競争 3年10月 配水管 DIPφ150 L=95m

8
震災対策整備事業の内
湖山町東五丁目地内配水管布設替その２工事

湖山町東五丁目地内 約４か月 水道施設工事 指名競争 3年10月 配水管 DIPφ100 L=300ｍ

9
震災対策整備事業の内
桂木地内ほか応急給水管路整備工事

桂木地内ほか 約４か月 水道施設工事 指名競争 3年10月 配水管 DIPφ250 L=150ｍ

10 智頭橋水管橋ほか塗装塗替工事 瓦町地内ほか 約４か月 塗装工事 指名競争 3年10月 水管橋塗装塗替 6橋
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令和３年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 工務課 】

番号 工事名 工事場所 工事期間 工事種別 入札･契約方法 入札時期 工事概要

11
震災対策整備事業の内
湖山町西三丁目地内ほか配水管布設替工事

湖山町西三丁目地内ほか 約４か月 水道施設工事 指名競争 3年11月 配水管 DIPφ100 L=140ｍ

12
震災対策整備事業の内
湖山町西三丁目地内配水管布設替工事

湖山町西三丁目地内 約４か月 水道施設工事 指名競争 3年11月 配水管 DIPφ100 L=390ｍ

13 戎町地内配水管移設工事 戎町地内 約３か月 水道施設工事 指名競争 3年12月 配水管 DIPφ100 L=220ｍ

14 商栄町地内配水管移設工事 商栄町地内 約３か月 水道施設工事 指名競争 3年12月 配水管 DIPφ100 L=80ｍ

15 金沢地内配水管移設工事 金沢地内 約３か月 水道施設工事 指名競争 3年12月 配水管 DIPφ150 L=40ｍ
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令和３年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 浄水課 】

番号 工事名 工事場所 工事期間 工事種別 入札･契約方法 入札時期 工事概要

1 江山浄水場膜ろ過施設機器維持修繕工事 横枕地内 約４か月 機械器具設置工事 随意契約 3年11月 膜ろ過施設機器修繕

2 下段浄水場施設撤去工事 下段地内 約３か月 解体工事 指名競争 3年10月 下段浄水場撤去 N=1か所

3 山根浄水場及び山根配水池施設撤去工事 国府町山根地内 約４か月 解体工事 指名競争 3年10月
山根浄水場撤去 N=1か所
山根配水池撤去 N=1池

4 面影配水池及び末恒№１配水池水位計取替工事 面影一丁目地内ほか 約５か月 電気通信工事 指名競争 3年10月 検出器及び変換機取替

5 面影配水池配水流量計取替工事 面影一丁目地内 約４か月 電気通信工事 指名競争 3年11月 流量計取替
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令和３年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 南地域水道事務所 】

番号 工事名 工事場所 工事期間 工事種別 入札･契約方法 入札時期 工事概要

1 北村浄水場テレメータ装置取替工事 河原町北村地内 約５か月 電気通信工事 指名競争 3年11月 北村浄水場テレメータ装置取替

2 河原町北村地内自動水質測定装置設置工事 河原町北村地内 約４か月 電気工事 指名競争 3年11月 自動水質測定装置一式

3 曳田浄水場ほか滅菌装置取替工事 河原町曳田地内ほか 約５か月 機械器具設置工事 指名競争 3年10月
滅菌装置取替（曳田浄水場）2台
滅菌装置取替（散岐ポンプ場）2台

4 中佐治浄水場滅菌装置取替工事 佐治町高山地内 約４か月 機械器具設置工事 指名競争 3年10月 滅菌装置取替 2台

5 古市配水池ほか防水塗装工事 佐治町古市地内 約４か月 防水工事 指名競争 3年10月
古市配水池（表面保護工､内面防水塗
装）、中島浄水場（屋根防水塗装､外
壁吹付塗装､内部壁塗装）

6 津無配水池ほか撤去工事 佐治町津無地内 約４か月 解体工事 指名競争 3年11月
津無配水池撤去
津無浄水場撤去

7 用瀬町鷹狩地内送配水管布設替工事 用瀬町鷹狩地内 約５か月 水道施設工事 指名競争 3年10月
送水管 HPPEφ75 L=100m
配水管 DIPφ150 L=120m

8 河原町曳田地内配水管移設工事 河原町曳田地内 約３か月 水道施設工事 指名競争 3年10月 配水管 DIPφ75 L=50m

9
震災対策整備事業の内
河原町渡一木地内応急給水管路整備工事

河原町曳田地内 約４か月 水道施設工事 指名競争 3年10月 配水管 DIPφ200 L=210m

10
震災対策整備事業の内
河原町曳田地内応急給水管路整備工事

河原町曳田地内 約４か月 水道施設工事 指名競争 3年10月 配水管 DIPφ150 L=300m
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令和３年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 西地域水道事務所 】

番号 工事名 工事場所 工事期間 工事種別 入札･契約方法 入札時期 工事概要

1 青谷小畑浄水場ほかフェンス取替工事 青谷町小畑地内ほか 約４か月 土木一式工事 指名競争 3年10月
青谷小畑浄水場フェンス L=82ｍ
下光元浄水場フェンス L=68ｍ
常松瑞穂浄水場フェンス L=49ｍ

2 気高町北浜二丁目地内配水管布設替工事 気高町北浜二丁目地内 約４か月 水道施設工事 指名競争 3年11月
配水管 DIPφ100 L=210ｍ
配水管 DIPφ75 L=20ｍ

3 夏泊配水池ほか水位計取替工事 青谷町青谷地内ほか 約４か月 電気通信工事 指名競争 3年10月
夏泊配水池、青谷小畑浄水場、河原
配水池、鹿野配水池
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