
（様式１）

令和３年度建設工事発注見通し調書

番号 工　事　名　称 工　事　場　所 工 事 期 間 工 事 種 別 工　　事　　概　　要 入 札 時 期 備　考

推進φ200～250mm

L=400m

開削・推進φ200～300mm

L=320m 

開削φ200mm

L=110m

開削φ200mm

L=190m 

開削φ200mm

L=350m 

8 口径１５０粍配水支管改良工事

令和３年７月１日

入 札 及 び
契約の方法

1 電気防食設備更新工事
奈良市西大寺国見町一丁目～二
丁目地内

５箇月 電気工事 外部電源方式（更新）～ ２箇所 指名競争入札 第2四半期

口径１５０粍配水支・枝管布設工事 奈良市白毫寺町～鹿野園町地内 ６箇月 送・配水管 φ１５０　　布設延長　５５０ｍ 一般競争入札 第2四半期2

奈良市学園中三丁目地内 ６箇月 鉛給水管 鉛給水管布設替件数　　　９０件 制限付一般競争入札

奈良市西登美ヶ丘六丁目地内

第2四半期

5

4

口径２００～５０粍配水支管布設工事
奈良市南京終町～南京終町一丁
目地内

６箇月 送・配水管 φ２００～５０　布設延長　３４０ｍ 随意契約 第2四半期

５箇月 送・配水管 φ１５０  　布設延長　６００ｍ 制限付一般競争入札 第2四半期

9 口径１００粍配水支管改良工事 奈良市法蓮町地内 ５箇月 送・配水管 φ１００　　布設延長　５１０ｍ 制限付一般競争入札 第2四半期

６箇月 鉛給水管 鉛給水管布設替件数　　　９０件 制限付一般競争入札

口径２５～２０粍鉛給水管布設替工事

12 公共下水道築造工事 奈良市窪之庄町地内 8箇月 土木 制限付一般競争入札 第2四半期

11 口径１５０粍配水支管改良工事
奈良市西大寺新池町～西大寺野
神町二丁目地内

６箇月 送・配水管 φ１５０　　布設延長　２８０ｍ 制限付一般競争入札 第2四半期

10 口径１００粍配水支管改良工事 奈良市大森町・杉ヶ町地内 ６箇月 送・配水管 φ１００　　布設延長　５５０ｍ   制限付一般競争入札 第2四半期

公共下水道築造工事 奈良市菅原町地内 6箇月 土木 制限付一般競争入札

第2四半期

口径２５～２０粍鉛給水管布設替工事 奈良市西千代ヶ丘三丁目地内

公共下水道築造工事 奈良市学園中五丁目地内 5箇月 土木 制限付一般競争入札

第2四半期

第2四半期

口径２５～２０粍鉛給水管布設替工事 ６箇月 鉛給水管 鉛給水管布設替件数　　　８０件 制限付一般競争入札 第2四半期

口径２５～２０粍鉛給水管布設替工事 奈良市西登美ヶ丘三丁目地内 ６箇月 鉛給水管 鉛給水管布設替件数　　　８０件 制限付一般競争入札

公共下水道築造工事 奈良市北之庄町地内 7箇月

奈良市東九条町他地内

第2四半期

13 土木 制限付一般競争入札 第2四半期

15

14

7

6

一般競争入札 第2四半期

3

16 公共下水道築造工事 奈良市鹿野園町地内 7箇月 土木



（様式１）
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番号 工　事　名　称 工　事　場　所 工 事 期 間 工 事 種 別 工　　事　　概　　要 入 札 時 期 備　考

令和３年７月１日

入 札 及 び
契約の方法

木津浄水場２号送水ポンプ設備更新工事 京都府木津川市鹿背山地内 ８箇月 機械器具 ポンプ設備　一式 一般競争入札 第2四半期

東市ポンプ所追塩装置設置工事 奈良市古市町地内 ５箇月

29 水質機器新規設置工事 奈良市都祁吐山町地内他４箇所 ６箇月 機械器具 濁度計５台、残塩計４台の設置 一般競争入札

５箇月 機械器具 濁・色度計　5台 一般競争入札濁・色度計更新工事
奈良市木津川市鹿背山地内他２
箇所

LED照明器具　　70台

緑ヶ丘浄水場次亜小出槽更新工事 奈良市奈良阪町地内 ５箇月 水道施設 小出槽タンク　3㎥×2基 一般競争入札

一般競争入札

木津浄水場高速沈澱池撹拌機更新工事 京都府木津川市鹿背山地内 ６箇月 機械器具 撹拌機設備　一式 一般競争入札

第2四半期

第2四半期

第2四半期須川ダム監視カメラ設置工事

第2四半期

４箇月 電気工事

大渕配水池口径５００粍流量計更新工事 奈良市中登美ケ丘一丁目地内 ５箇月 機械器具

緑ヶ丘浄水場排水処理所照明設備更新工事 奈良市奈良阪町地内

17

18 機械器具 追塩設備　一式 一般競争入札

機械器具 監視カメラ３台の設置 一般競争入札

ポンプ更新工事 奈良市都祁吐山町地内他２箇所 ５箇月 機械器具 送水ポンプ４台の更新 一般競争入札 第2四半期

濁・色度計更新工事 奈良市矢田原町地内　他１箇所 ５箇月 機械器具 濁度・色度計２台の更新 一般競争入札

第2四半期

奈良市都祁吐山町地内他４箇所 ５箇月 機械器具 残塩計４台、ＰＨ計１台の更新 一般競争入札

機械器具

奈良市須川町地内 ５箇月

第2四半期

第2四半期

第2四半期

第2四半期

30 ポンプ更新工事
奈良市月ヶ瀬桃香野地内他３箇
所

６箇月

挿入型電磁流量計　一式

第2四半期

第2四半期

一般競争入札

第2四半期

32 水質機器更新工事 奈良市月ヶ瀬石打地内他１箇所 ４箇月 機械器具 濁度計１台、残塩計１台の更新 一般競争入札

流量計更新工事
奈良市月ヶ瀬桃香野地内他１箇
所

５箇月 機械器具
原水流量計１台、送水流量計１台、
ろ過流量計１台の更新

一般競争入札

第2四半期

第2四半期

導水ポンプ３台、送水ポンプ３台、ろ過ポン
プ７台、逆洗ポンプ１台の更新

一般競争入札

27

24

23

22

21

20

25

28

19

26

31

流量計設置工事 奈良市上深川町地内他９箇所 ６箇月 機械器具 送水流量計３台、配水流量計７台の設置 一般競争入札

水質機器更新工事
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開削φ50mm

L=20m 
43 公共下水道移設工事 奈良市杉ヶ町地内 3箇月 土木 制限付一般競争入札 第3四半期

46 口径１５０～１００粍配水支管改良工事 奈良市百楽園三丁目地内 ６箇月 送・配水管
φ150布設延長600ｍ・φ100 布設延長
180ｍ

制限付一般競争入札 第4四半期

45 口径150粍配水支管移設工事 奈良市月ヶ瀬月瀬地内 ６箇月 送・配水管 φ150～50ｍ 制限付一般競争入札 第3四半期

44 緑ヶ丘直圧配水区流量計設置工事 奈良市佐紀町地内他１箇所 ５箇月 機械器具
挿入型流量計及び遠方監視装置　各2
台

一般競争入札 第3四半期

42 口径２００～５０粍配水支管改良工事 奈良市学園北一丁目他地内 ６箇月 送・配水管
φ200布設延長140ｍ・φ150 布設延長290ｍ・φ100
布設延長90ｍ・φ50布設延長30ｍ

制限付一般競争入札 第3四半期

41 口径２００～５０粍配水支管改良工事 奈良市登美ヶ丘三丁目地内 ４箇月 送・配水管 φ２００～５０　布設延長　２１０ｍ 制限付一般競争入札 第3四半期

40 口径１５０～５０粍配水支管改良工事 奈良市西登美ヶ丘一丁目他地内 12箇月 送・配水管 φ１５０～５０　布設延長　2,130ｍ 一般競争入札 第3四半期

39 口径75粍減圧弁更新工事
奈良市月ヶ瀬長引・月ヶ瀬月瀬
地内

７箇月 機械器具 φ75～1基、φ75～1基 随意契約 第2四半期

機械器具 第2四半期水質機器新規設置工事 奈良市月ヶ瀬長引地内他１箇所 ５箇月

第2四半期

36

奈良市針町地内 ８箇月

34 口径100～50粍送・配水支管移設工事 奈良市大保町地内 ７箇月 送・配水管
φ100～50ｍ、φ75～230ｍ、φ50～
271ｍ

随意契約

33 濁度計２台の設置 一般競争入札

38 口径150～75粍送・配水支管改良工事 奈良市月ヶ瀬桃香野地内 ７箇月 送・配水管 φ150～300ｍ、φ75～160ｍ 制限付一般競争入札

第2四半期

第2四半期37 口径150粍配水支管改良工事

第2四半期

口径100～75粍配水支管移設工事 奈良市都祁吐山町地内 ７箇月 送・配水管 φ100～15ｍ、φ75～5ｍ 随意契約

送・配水管 φ150～230ｍ 制限付一般競争入札

第2四半期

35 口径150～50粍配水支管改良工事 奈良市西狭川町・柳生町地内 ８箇月 送・配水管
西狭川町φ150～365ｍ、柳生町φ50
～24ｍ

制限付一般競争入札


