
令 和 ３ 年 度

鳥取市水道局公共工事発注見通し

令和 ３ 年 ４ 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

【 給水維持課 】

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 河原町西円通寺地内ストレーナー設置工事 河原町西円通寺地内 約6か月 水道施設工事 指名競争 3年4月 ストレーナー設置φ250 1基
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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

1 興南町地内配水管移設工事 興南町地内 約2か月 水道施設工事 指名競争 3年4月 配水管 DIPφ150 L=20ｍ

2
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１３工区）

国府町町屋地内ほか 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年4月 配水管 DIPφ150 L=350ｍ

3
地域水道整備事業の内
国府町栃本地域配水管布設工事（第１工区）

国府町栃本地内ほか 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年4月
配水管 DIPφ100 L=340ｍ
減圧弁 1基

4
震災対策整備事業の内
湖山町東一丁目地内配水管布設替その１工事

湖山町東一丁目地内 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年4月 配水管 DIPφ100 L=170m

5
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１２工区）

国府町玉鉾地内ほか 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年5月 配水管 DIPφ150 L=60ｍ

6
地域水道整備事業の内
国府町上地地域上地浄水場配水池築造工事

国府町上地地内 約6か月 水道施設工事 指名競争 3年5月
配水池 SUS製 V=60m3
電気室 RC造 A=11.9m2
場内配管一式

7
地域水道整備事業の内
佐治町余戸地域配水管布設工事（第１工区）

佐治町余戸地内 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年5月 配水管 HPPEφ75 L=610ｍ

8
震災対策整備事業の内
湖山町北二丁目地内ほか応急給水管路整備工事

湖山町北二丁目地内ほか 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年5月
配水管 DIPφ250 L=100ｍ
           DIPφ150 L=100ｍ

9
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１５工区）

国府町町屋地内ほか 約5か月 水道施設工事 指名競争 3年6月
配水管 SUS150A L=26ｍ
           DIPφ150 L=210ｍ
           DIPφ100 L=85ｍ

10
地域水道整備事業の内
国府町上地地域上地浄水場電気設備工事

国府町上地地内 約5か月 電気工事 指名競争 3年6月
配水流量計75A 1基、投込式水位計 1
基、制御盤 1面、深井戸用水中ポンプ
1台、薬品注入設備一式
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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
地域水道整備事業の内
国府町上地地域上地浄水場遠方監視装置整備工事

国府町上地地内 約5か月 電気通信工事 随意契約 3年6月
計装盤 1面
中央改造一式

12
地域水道整備事の内
用瀬町用瀬地域送配水管布設工事（第２工区）

用瀬町用瀬地内 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年6月
送水管 DIPφ150 L=200ｍ
配水管 DIPφ200 L=200ｍ

13
地域水道整備事業の内
佐治町余戸地域配水管布設工事（第２工区）

佐治町余戸地内 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年6月
配水管 HPPEφ75 L=240ｍ
           HPPEφ50 L=180ｍ

14
配水施設整備事業の内
国府町宮下地内ほか配水管布設替工事

国府町宮下地内ほか 約3か月 水道施設工事 指名競争 3年6月
配水管 DIPφ250 L=10ｍ
           DIPφ150 L=10ｍ
           DIPφ100 L=40ｍ

15 賀露町南二丁目地内配水管移設工事 賀露町南二丁目地内 約3か月 水道施設工事 指名競争 3年6月 配水管 DIPφ250 L=100ｍ

16 古海地内配水管移設工事 古海地内 約3か月 水道施設工事 指名競争 3年6月
配水管 DIPφ100 L=40ｍ
           HPPEφ50 L=110ｍ

17
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6月 配水管 DIPφ100 L=135ｍ

18
震災対策整備事業の内
湖山町東一丁目地内配水管布設替その２工事

湖山町東一丁目地内 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年6月 配水管 DIPφ100 L=300ｍ

19
震災対策整備事業の内
松原地内ほか応急給水管路整備工事

松原地内ほか 約3か月 水道施設工事 指名競争 3年6月 配水管 DIPφ150 L=120ｍ

20
地域水道整備事業の内
国府町栃本地域配水管布設工事（第２工区）

国府町栃本地内 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年6月
配水管 DIPφ100 L=360ｍ
減圧弁 1基
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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

21
配水施設整備事業の内
徳尾系送水管布設替工事（第３工区）

菖蒲地内 約5か月 水道施設工事 指名競争 3年7月 送水管 DIPφ600 L=200ｍ

22 栗谷町地内配水管移設工事 栗谷町地内 約3か月 水道施設工事 指名競争 3年7月 配水管 DIPφ100 L=160ｍ

23 河原町西円通寺地内配水管布設工事 河原町西円通寺地内 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年7月 配水管 DIPφ150 L=320ｍ

24
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7月 配水管 DIPφ100 L=350ｍ

25
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１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7月 配水管 DIPφ100 L=360ｍ

26
震災対策整備事業の内
卯垣一丁目地内ほか配水管布設替工事

卯垣一丁目地内ほか 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年7月 配水管 DIPφ150 L=300ｍ

27
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5か月 水道施設工事 指名競争 3年8月
配水管 SUS150A L=104ｍ
           DIPφ150 L=20ｍ

28
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１６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8月 配水管 HPPEφ100 L=280ｍ

29
地域水道整備事業の内
国府町上地地域配水管布設工事（第４工区）

国府町上地地内 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年8月
減圧弁 φ100 1基
配水管 DIPφ150 L=25ｍ
浄水場場内整備

30
地域水道整備事の内
用瀬町用瀬地域送配水管布設工事（第１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8月
送水管 DIPφ150 L=200ｍ
配水管 DIPφ75 L=100ｍ
仮設送水管 HPPEφ100 L=200ｍ
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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

31
地域水道整備事の内
用瀬町用瀬地域送配水管布設工事（第３工区）

用瀬町用瀬地内 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年8月
送水管 DIPφ150 L=200ｍ
配水管 DIPφ200 L=200ｍ

32 福部町岩戸地内ほか新橋添架管布設替工事 福部町岩戸地内ほか 約5か月 水道施設工事 指名競争 3年8月
配水管 HPPEφ100 L=54ｍ
           DIPφ100 L=30ｍ

33
配水施設整備事業の内
河原町長瀬地内ほか送水管布設工事

河原町長瀬地内ほか 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年8月 送水管 DIPφ150 L=700ｍ

34 緑ヶ丘一丁目地内配水管移設工事 緑ヶ丘一丁目地内 約2か月 水道施設工事 指名競争 3年8月 配水管 DIPφ100 L=60ｍ

35 安長地内送配水管移設工事 安長地内 約5か月 水道施設工事 指名競争 3年8月
送水管 DIPφ300 L=290ｍ
配水管 DIPφ350 L=290ｍ
           HPPEφ50 L=30ｍ

36
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8月 配水管 DIPφ150 L=200ｍ

37
震災対策整備事業の内
滝山地内配水管布設替工事

滝山地内 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年8月 配水管 DIPφ150 L=330ｍ

38
震災対策整備事業の内
桜谷地内配水管布設替その１工事

桜谷地内 約3か月 水道施設工事 指名競争 3年8月 配水管 DIPφ100 L=168ｍ

39
震災対策整備事業の内
吉方町地内配水管布設替工事

吉方町地内 約3か月 水道施設工事 指名競争 3年8月 配水管 HPPEφ75 L=180ｍ

40
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9月 送水管 DIPφ600 L=160ｍ
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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

41
震災対策整備事業の内
桜谷地内配水管布設替その２工事

桜谷地内 約3か月 水道施設工事 指名競争 3年9月 配水管 HPPEφ75 L=400ｍ

42
震災対策整備事業の内
相生町四丁目地内ほか配水管布設替工事

相生町四丁目地内ほか 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年9月
配水管 DIPφ100 L=140ｍ
           HPPEφ50 L=210ｍ

43
震災対策整備事業の内
下味野水管橋耐震補強工事

下味野地内 約6か月 水道施設工事 指名競争 3年9月
落橋防止装置
伸縮管改造
下部工補強

44
配水施設整備事業の内
河原町長瀬地内岡前橋送水管添架工事

河原町長瀬地内 約3か月 水道施設工事 指名競争 3年10月 送水管 SUS150A L=20ｍ

45 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10月 配水管 DIPφ100 L=220ｍ

46 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10月 配水管 DIPφ100 L=80ｍ

47
震災対策整備事業の内
数津地内ほか配水管布設替工事

数津地内ほか 約3か月 水道施設工事 指名競争 3年10月 配水管 DIPφ100 L=210ｍ

48
震災対策整備事業の内
浜坂二丁目地内応急給水管路整備工事

浜坂二丁目地内 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年10月 配水管 DIPφ200 L=200ｍ

49
地域水道整備事の内
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4か月 水道施設工事 指名競争 3年11月
送水管 DIPφ150 L=200ｍ
配水管 DIPφ200 L=200ｍ

50
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11月 配水管 DIPφ250 L=115ｍ
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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

51 大正橋水管橋ほか塗装塗替工事 徳尾地内ほか 約4か月 塗装工事 指名競争 3年11月 水管橋塗装塗替 7橋

52 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 江山浄水場浄水系№１･４原水ポンプ維持修繕工事 横枕地内 約5か月 機械器具設置工事 随意契約 3年8月 原水ポンプ修繕

2 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10月 膜ろ過施設機器修繕

3 下段浄水場撤去工事 下段地内 約3か月 解体工事 指名競争 3年9月 下段浄水場撤去 N=1箇所

4 山根浄水場及び山根配水池撤去工事 国府町山根地内 約6か月 解体工事 指名競争 3年8月
山根浄水場撤去 N=1箇所
山根配水池撤去 N=1池

5 上町配水池外壁改修工事 上町地内 約4か月 塗装工事 指名競争 3年7月
外壁改修工事
防水型複層塗材 1,100㎡

6 江山浄水場ろ過膜取替工事 横枕地内 約9か月 機械器具設置工事 随意契約 3年6月 膜モジュール取替

7 吉岡ポンプ場ほかテレメータ装置取替工事 松原地内ほか 約6か月 電気通信工事 随意契約 3年6月 テレメータ装置取替

8 湯所ポンプ場ポンプ・テレメータ盤取替工事 湯所町一丁目地内 約4か月 電気工事 指名競争 3年8月 ポンプ・テレメータ盤取替

9 面影ポンプ場動力盤取替工事 大杙地内 約4か月 電気工事 指名競争 3年8月 動力盤取替

10 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6か月 電気通信工事 指名競争 3年9月 検出器及び変換機取替
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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

【 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

11 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7月 流量計取替

12 矢矯浄水場次亜注入制御設備改造工事 矢矯地内 約4か月 電気工事 随意契約 3年10月 次亜注入設備改造

13 有富浄水場配水流量計取替工事 有富地内 約6か月 水道施設工事 指名競争 3年7月
流量計取替 N=1台
不断水仕切弁 N=2台

14 地域水道遠方監視装置改良工事 横枕地内 約6か月 電気通信工事 指名競争 3年9月 遠方監視装置改良
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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8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6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7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7月 滅菌装置取替 2台

5 稲常浄水場フェンス設置工事 河原町稲常地内 約4か月 土木一式工事 指名競争 3年10月 フェンス設置 L=70m、門扉

6 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8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)

7 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6月
津無配水池撤去
津無浄水場撤去

8
震災対策整備事業の内
河原町曳田地内ほか応急給水管路整備工事

河原町曳田地内ほか 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年6月 配水管 DIPφ200 L=250m

9
震災対策整備事業の内
河原町山手地内応急給水管路整備工事

河原町山手地内 約3か月 水道施設工事 指名競争 3年6月
配水管 DIPφ150 L=110m
           DIPφ100 L=50m

10
震災対策整備事業の内
河原町曳田地内配水管布設替工事

河原町曳田地内 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年7月 配水管 DIPφ150 L=170m
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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

11 佐治町加茂地内配水管布設工事 佐治町加茂地内 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年7月 配水管 HPPEφ75 L=340m

12 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8月
送水管 HPPEφ75 L=100m
配水管 DIP  φ150 L=120m

13 河原町佐貫地内送配水管移設工事 河原町佐貫地内 約5か月 水道施設工事 指名競争 3年9月
送水管 HPPEφ75 L=23m
配水管 DIPφ150 L=40m
           DIPφ100 L=7m

14 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
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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
震災対策整備事業の内
青谷町青谷地内応急給水管路整備工事

青谷町青谷地内 約7か月 水道施設工事 指名競争 3年6月
配水管 DIPφ150 L=360m
           DIPφ100 L=15m
           DIPφ75 L=10m

2
震災対策整備事業の内
青谷町河原地内配水管布設替工事

青谷町河原地内 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年7月 配水管 DIPφ150 L=50ｍ

3 青谷町小畑地内送水管及び配水管移設工事 青谷町小畑地内 約6か月 水道施設工事 指名競争 3年5月
送水管 DIPφ75 L=20ｍ
配水管 DIPφ75 L=20ｍ

4 青谷町露谷地内ほか配水管移設工事 青谷町露谷地内ほか 約5か月 水道施設工事 指名競争 3年4月
配水管 DIPφ150 L=20ｍ 橋梁添架
           DIPφ150 L=60ｍ

5 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8月
青谷小畑浄水場フェンス L=82ｍ
下光本浄水場フェンス L=68ｍ
常松瑞穂浄水場フェンス L=49ｍ

6 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6月
配水管 DIPφ100 L=210ｍ
           DIPφ75 L=20ｍ

7 気高町北浜三丁目地内配水管布設替工事 気高町北浜三丁目地内 約4か月 水道施設工事 指名競争 3年7月
配水管 DIPφ150 L=70ｍ
           DIPφ100 L=130ｍ

8 気高町土居地内配水管布設替工事 気高町土居地内 約6か月 水道施設工事 指名競争 3年6月
配水管 DIPφ150 L=100ｍ
           DIPφ100 L=250ｍ

9 郡家水源地ほかポンプ取替工事 気高町郡家地内ほか 約6か月 機械器具設置工事 指名競争 3年7月
第２配水池ポンプ場 15kW 2台
長和瀬浄水場 3.7kW 1台
郡家水源地 5.5kW 1台

10 青谷地区遠方監視装置改造工事 青谷町青谷地内ほか 約9か月 電気通信工事 指名競争 3年6月
青谷町水道施設
親局 1か所
監視対象 12か所
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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

11 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9月
夏泊配水地、青谷小畑浄水場、河原
配水池、鹿野配水池
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