
令和元年度　発注見通し一覧表（物品・印刷）

※上下水道局が発注する物品・印刷（予定価格８０万円を超えるもの）に係る年間の発注見通しです。

※発注時期及び納入期限等は予定であり、予告なく変更する場合があります。

※詳細につきましては、経営管理課契約管財係（TEL　083-231-8851）までお問い合わせください。

※令和２年１月６日現在の発注の見通しです。

※令和元年１０月１日以降の修正箇所につきましては朱書きにしております。

№ 担当課所 名称 種目 納入場所 発注予定時期 納入期限 備考

1 給水課 水道管路情報システム専用ＰＣ　一式 電気・精密機器 給水課 第1四半期 令和元年9月 発注済

2 給水課 設置型・組立式給水タンク　３基 機械器具 高尾第１倉庫 第1四半期 令和元年8月 発注済

3 お客さまサービス課 使用水量のお知らせ 印刷製本 お客さまサービス課 第1四半期 契約締結後1ヶ月 発注済

4 お客さまサービス課 水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収書 印刷製本 お客さまサービス課 第1四半期 7月、9月、1月
発注済

変更（納入期限）

5 お客さまサービス課 水道メータ口径13㎜ 電気・精密機械 高尾第３倉庫 第1四半期 7月、8月、9月、10月、12月、2月 発注済

6 お客さまサービス課 水道メータ口径20㎜ 電気・精密機械 高尾第３倉庫 第1四半期 7月、8月、9月、10月、12月、2月 発注済

7 お客さまサービス課 水道メータ口径25㎜ 電気・精密機械 高尾第３倉庫 第1四半期 7月、10月、12月
発注済

変更（納入期限）

8 お客さまサービス課 水道メータ口径40㎜ 電気・精密機械 高尾第３倉庫 第1四半期 7月、8月、10月、12月、2月
発注済

変更（納入期限）

9 お客さまサービス課 水道メータ口径50㎜ 電気・精密機械 高尾第３倉庫 第1四半期 7月、8月、10月、12月
発注済

変更（納入期限）

10 お客さまサービス課 水道メータ口径75㎜ 電気・精密機械 高尾第３倉庫 第1四半期 7月、8月、12月
発注済

変更（納入期限）

11 お客さまサービス課 水道メータ口径100㎜ 電気・精密機械 高尾第３倉庫 第1四半期 7月、8月（予定）
条件付一般競争入札

→公開見積合せ

12 企画総務課 ノートパソコン一式 文房具・事務機器 企画総務課 第1四半期 令和元年9月　 発注済

13 企画総務課 夏作業服（上）ブルゾン長袖　ネーム入　100着ほか1件（仮称） 衣類・繊維 企画総務課にて検査後各課配布 第1四半期 令和元年5月31日 発注済

14 下水道施設課 マンホール蓋（１）　「（仮称）」 資材･園芸用品 下水道施設課 第1四半期 令和元年7月
発注済

変更（納入期限）

15 下水道施設課 活性炭（竹崎中継ポンプ場） 薬品・検査用品 竹崎中継ポンプ場 第1四半期 令和元年10月
条件付一般競争入札

→公開見積合せ

16 下水道施設課 活性炭（第３中継ポンプ場） 薬品・検査用品 第３中継ポンプ場 第1四半期 令和元年10月 発注済

17 下水道施設課 活性炭（筋川中継ポンプ場） 薬品・検査用品 筋川中継ポンプ場 第1四半期 令和元年10月 発注済

18 浄水課 投込式水位計 電気・精密機器 長府浄水場 第3四半期 令和元年12月
発注済
変更

（発注予定時期、納入期限）

19 北部事務所 軽四輪貨物自動車　１台 車両関連 北部事務所 第1四半期 令和元年7月 発注済

20 北部事務所 投込式水位計　２台 機械器具 北部事務所 第1四半期 令和元年9月 発注済



№ 担当課所 名称 種目 納入場所 発注予定時期 納入期限 備考

21 下水道整備課 下関市内水ハザードマップ（川棚小串排水区）一式 印刷製本 北部事務所 第2四半期 令和元年12月
発注済

変更（名称、納入期限）

22 水質管理センター 誘導結合プラズマ質量分析装置　一式（仮称） 電気・精密機器 水質管理センター 第3四半期 令和2年3月31日
発注済
変更

（発注予定時期、納入期限）

23 企画総務課 冬作業服（上）ブルゾン　ネーム入100着ほか1件（仮称） 衣類・繊維 企画総務課にて検査後各課配布 第2四半期 令和元年9月30日 発注済

24 下水道施設課 ガスクロマトグラフ（仮称） 薬品・検査用品 下水道施設課 第2四半期 令和2年1月 発注済

25 下水道施設課 活性炭（筋ヶ浜終末処理場） 薬品・検査用品 筋ヶ浜終末処理場 第2四半期 令和2年1月 発注済

26 下水道施設課 活性炭（彦島終末処理場） 薬品・検査用品 彦島終末処理場 第2四半期 令和2年1月 発注済

27 給水課 軽四輪貨物自動車　１台（２WD） 車両関連 高尾浄水場構内 第3四半期 令和2年1月 発注済

28 企画総務課 平成３０年度事業年報 印刷製本 企画総務課 第3四半期 令和元年11月 発注済

29 下水道施設課 マンホール蓋（２）　「（仮称）」 資材･園芸用品 下水道施設課 第2四半期 令和元年8月 発注済

30 下水道施設課 マンホール蓋（３）　「（仮称）」 資材･園芸用品 下水道施設課 第3四半期 令和元年11月
発注済

変更（納入期限）

31 下水道施設課 マンホール蓋（４）　「（仮称）」 資材･園芸用品 下水道施設課 第3四半期 令和2年2月 変更（納入期限）

32 企画総務課 ソフトウエア 電気・精密機器 企画総務課 第3四半期 令和2年1月
発注済

変更（種目・発注予定時期）

33 下水道施設課 マンホール蓋（５）　「（仮称）」 資材･園芸用品 下水道施設課 第4四半期 令和2年2月 中止

34 浄水課 触媒栓（HS-1号AS）　86個　ほか1件 電気・精密機器 浄水課 第1四半期 令和元年8月 発注済

35 下水道施設課 可搬式簡易クレーン　１台 機械器具 下水道施設課 第2四半期 令和元年11月  発注済

36 水質管理センター 超音波洗浄機　１式 薬品・検査用品 水質管理センター 第2四半期 令和元年12月  発注済


