
平成３０年７月２日

日 本 下 水 道 事 業 団

　　平成３０年６月中に地方公共団体と締結された協定に係る本年度建設予

　定工事概要は、別紙のとおりである。

　　なお、内容は現時点の概要であり、今後、変更または追加があり得る。

　　また、各工事の発注時期については、別途、公表する。

お　知　ら　せ

平成３０事業年度６月協定分受託建設工事の概要



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　愛別町特定環境保全公共下水道愛別終末処理場

　位　　置　　　北海道上川郡愛別町字南町地内

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ法

　処理能力　　　「全体」 １．５３６千立法メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １．５３６千立法メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

土木工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

汚泥脱水施設

汚泥脱水施設

水処理運転操作施設

水処理計装施設

水処理電気室

汚泥処理運転操作施設

汚泥処理電気室



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　岩内町公共下水道岩内・共和下水道管理センター

　位　　置　　　北海道岩内郡共和町梨野舞納１８１番地４

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 ８．０２６千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ４．０００千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

土木工事（増設） 一式

土木工事（増設） 一式

建築工事（増設） 一式

機械設備工事（増設） 一式

電気設備工事（増設） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

場内整備

MICS施設

MICS施設

MICS施設

MICS施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　上川町公共下水道上川下水終末処理場

　位　　置　　　北海道上川郡上川町共進地内

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ法

　処理能力　　　「全体」 １．３８千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １．３８千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

機械設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年２月２８日

水処理運転操作施設

水処理計装施設

受託建設工事概要

種　　　　別

OD施設



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　札幌市公共下水道東雁来雨水ポンプ場

　位　　置　　　北海道札幌市東区東雁来12条4丁目1番

　排除方式　　　合流式

　処理能力　　　「全体」 １０．６立方メートル／秒

　　　　　 　　　時間最大 １．５立方メートル／秒

２　建設工事の内容

①ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

土木工事 一式

機械設備工事 一式

電気設備工事 一式

電気設備工事 一式

電気設備工事 一式

電気設備工事 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月２３日

受託建設工事概要

種　　　　別

場内整備

雨水ポンプ施設

運転操作施設

受変電施設

監視制御施設

計装施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　大樹町公共下水道大樹下水終末処理場

　位　　置　　　北海道広尾郡大樹町暁町７番地

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ法

　処理能力　　　「全体」 １．４６千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １．４６千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

監視制御施設

OD施設

用水施設

水処理運転操作施設

水処理計装施設

水処理電気室

汚泥処理計装施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　むかわ町公共下水道鵡川下水終末処理場

　位　　置　　　北海道勇払郡むかわ町晴海１１４番地１

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ法

　処理能力　　　「全体」 ２．０５５千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １．３７０千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（長寿命化） 一式

電気設備工事（長寿命化） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

種　　　　別

監視制御施設

汚泥処理運転操作施設

受託建設工事概要



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　室蘭市公共下水道蘭東下水処理場

　位　　置　　　北海道室蘭市寿町3丁目18番地

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 ４８千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ４８千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

監視制御施設

主ポンプ施設

水処理運転操作施設

水処理計装施設



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　室蘭市公共下水道中島下水ポンプ場

　位　　置　　　北海道室蘭市中島町４丁目１７番地

　排除方式　　　合流式

　処理能力　　　「全体」 １５．４立方メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 １５．４立方メートル／秒

２　建設工事の内容

①ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

建築工事 一式

土木工事 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

場内整備

自家発電施設

監視制御施設

受変電施設

受託建設工事概要

種　　　　別

自家発電気棟施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　森町公共下水道森浄化センター

　位　　置　　　北海道茅部郡森町字尾白内町８４４番地２

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ法

　処理能力　　　「全体」 ３．７８千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ３．７８千立方メートル／日

②ポンプ場

　名　　称　　　森町公共下水道御幸町マンホールポンプ所

　位　　置　　　北海道茅部郡森町御幸町地内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　時間最大 ０．３立方メートル／分

③ポンプ場

　名　　称　　　森町公共下水道本町マンホールポンプ所

　位　　置　　　北海道茅部郡森町本町地内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　時間最大 １．２２立方メートル／分

④ポンプ場

　名　　称　　　森町公共下水道常盤町No1マンホールポンプ所

　位　　置　　　北海道茅部郡森町常盤町地内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　時間最大 ０．７２立方メートル／分

⑤ポンプ場

　名　　称　　　森町公共下水道森川町No1マンホールポンプ所

　位　　置　　　北海道茅部郡森町森川町地内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　時間最大 ０．２２立方メートル／分

受託建設工事概要



⑥ポンプ場

　名　　称　　　森町公共下水道常盤町No2マンホールポンプ所

　位　　置　　　北海道茅部郡森町常盤町地内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　時間最大 ０．２１立方メートル／分

⑦ポンプ場

　名　　称　　　森町公共下水道森川町No2マンホールポンプ所

　位　　置　　　北海道茅部郡森町森川町地内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　時間最大 ０．２１立方メートル／分

⑧ポンプ場

　名　　称　　　森町公共下水道森川町No3マンホールポンプ所

　位　　置　　　北海道茅部郡森町森川町地内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　時間最大 ０．２１立方メートル／分

２　建設工事の内容

①終末処理場　②～⑧ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

種　　　　別

監視制御施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　八雲町公共下水道八雲下水浄化センター

　位　　置　　　北海道二海郡八雲町三杉町２０－６

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ法

　処理能力　　　「全体」 ４．８０千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １．９２千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

土木工事（増設） 一式

土木工事（増設） 一式

建築工事（増設） 一式

機械設備工事（増設） 一式

電気設備工事（増設） 一式

機械設備工事（更新） 一式

土木工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

MICS施設

MICS施設

MICS施設

MICS施設

OD施設

汚泥貯留施設

受託建設工事概要

種　　　　別

場内整備



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　寒河江市公共下水道寒河江市浄化センター

　位　　置　　　山形県寒河江市大字日田字前野２００番地

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 １７．３千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １７．１千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

機械設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

汚泥濃縮施設

汚泥処理運転操作施設

汚泥処理計装施設

監視制御施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　新庄市公共下水道新庄市浄化センター

　位　　置　　　山形県新庄市大字升形字岡田１５番地

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 １２．０千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ８．３千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

機械設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

汚泥脱水施設

汚泥処理運転操作施設

種　　　　別

汚泥処理計装施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　鶴岡市公共下水道事業鶴岡浄化センター

　位　　置　　　山形県鶴岡市宝田三丁目２１番１号

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 ４９．６千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ３８．８千立方メートル／日

②終末処理場

　名　　称　　　鶴岡市公共下水道事業櫛引浄化センター

　位　　置　　　山形県鶴岡市下山添字一里塚１８３番地１

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　オキシデーションディッチ法

　処理能力　　　「全体」 ３．００千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ２．２５千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

機械設備工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

②終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

機械設備工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月１６日

種　　　　別

沈砂池施設

主ポンプ施設

ＯＤ施設

処理水再利用施設

水処理運転操作施設

受託建設工事概要

種　　　　別

汚泥濃縮施設

処理水再利用施設

汚泥処理運転操作施設

汚泥処理計装施設

水処理計装施設

監視制御施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　鶴岡市特定環境保全公共下水道事業小堅浄化センター

　位　　置　　　山形県鶴岡市堅苔沢字深浦地内

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　オキシデーションディッチ法

　処理能力　　　「全体」 ０．２１千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ０．２１千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

土木工事（新設） 一式

土木工事（新設） 一式

土木工事（新設） 一式

土木工事（新設） 一式

土木工事（新設） 一式

建築工事（新設） 一式

機械設備工事（新設） 一式

機械設備工事（新設） 一式

機械設備工事（新設） 一式

機械設備工事（新設） 一式

電気設備工事（新設） 一式

電気設備工事（新設） 一式

電気設備工事（新設） 一式

電気設備工事（新設） 一式

電気設備工事（新設） 一式

電気設備工事（新設）

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月１６日

消毒施設

汚泥貯留施設

場内整備

管理施設

主ポンプ施設

ＯＤ施設

受託建設工事概要

種　　　　別

主ポンプ施設

ＯＤ施設

汚泥処理運転操作施設

汚泥処理計装施設

消毒施設

汚泥貯留施設

監視制御施設

受電施設

水処理運転操作施設

水処理計装施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　猪苗代町公共下水道猪苗代浄化センター

　位　　置　　　福島県耶麻郡猪苗代町大字西舘字二本柳地内

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　オキシデーションディッチ法法

　処理能力　　　「全体」 ８．０千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ７．３千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

監視制御施設

受変電施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　五霞町公共下水道事業五霞町環境浄化センター

　位　　置　　　茨城県猿島郡五霞町原宿台２-２７-４

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 ４．５６千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ３．４０千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

土木工事(耐震補強） 一式

土木工事(耐震補強） 一式

土木工事(耐震補強） 一式

土木工事(耐震補強） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

管理施設

最初沈殿池施設

反応タンク施設

最終沈殿池施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　さくら市公共下水道氏家水処理センター

　位　　置　　　栃木県さくら市氏家字下河原１５２６－１

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ法

　処理能力　　　「全体」 ８．７千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １．９千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

機械設備工事（増設・更新） 一式

機械設備工事（増設・更新） 一式

機械設備工事（増設・更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（増設・更新） 一式

電気設備工事（増設・更新） 一式

電気設備工事（増設・更新） 一式

電気設備工事（増設・更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月１９日

最終沈殿池施設

受変電施設

監視制御施設

水処理運転操作施設

水処理監視制御施設

水処理計装施設

受託建設工事概要

種　　　　別

主ポンプ施設

反応タンク施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　那須町公共下水道湯本浄化センター

　位　　置　　　栃木県那須郡那須町大字高久丙４３６１－５

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 ７．６６千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ４．２５千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

土木工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

水処理運転操作施設

水処理計装施設

受託建設工事概要

種　　　　別

最初沈殿池施設

最初沈殿池施設

最終沈殿池施設

用水施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　壬生町公共下水道水処理センター

　位　　置　　　栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち５丁目４番３３号

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 １２．２千立方メートル/日

　　　　　　　　「今回」 １２．２千立方メートル/日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月１９日

受託建設工事概要

種　　　　別

自家発電移設

水処理運転操作施設

水処理計装施設

沈砂池施設

用水施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　綾瀬市公共下水道綾瀬終末処理場

　位　　置　　　神奈川県綾瀬市深谷南５丁目１３番１号地内

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 ３８．４千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ３０．３千立方メートル／日

②ポンプ場

　名　　称　　　綾瀬市公共下水道上土棚中継ポンプ場

　位　　置　　　神奈川県綾瀬市上土棚中１丁目１０４１番４地内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 ４．８６千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １．３８千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

受変電設備更新工事 一式

水処理施設耐震補強工事 一式

②ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

機械・電気設備更新工事 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

水処理施設

種　　　　別

上土棚中継ポンプ場

受託建設工事概要

種　　　　別

管理棟



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　伊勢原市公共下水道伊勢原終末処理場

　位　　置　　　神奈川県伊勢原市神戸１２０番地

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 ５５．１千立方メートル/日

　　　　　　　　「今回」 ４１．４千立方メートル/日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

機械設備工事（増設） 一式

機械設備工事（増設） 一式

電気設備工事（増設） 一式

電気設備工事（増設 一式

電気設備工事（増設 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

主ポンプ施設

水処理運転操作施設

監視制御施設

受変電施設

受託建設工事概要

種　　　　別

沈砂池施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　箱根町公共下水道仙石原浄水センター

　位　　置　　　神奈川県足柄下郡箱根町仙石原１２４６番地

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 １５,８００立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １１,５３１立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

受変電施設

制御電源及び計装用電源施設

監視制御施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　千曲川流域下水道上流処理区終末処理場

　位　　置　　　長野県長野市真島町川合１０６０－１

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 ８７．５千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ６２．５千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

建築工事（増設） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年１月２０日

受託建設工事概要

種　　　　別

水処理５・６系列　覆蓋（終沈）



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　高森町公共下水道高森浄化センター

　位　　置　　　長野県下伊那郡高森町下市田地内

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ法

　処理能力　　　「全体」 ４．１千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ４．１千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

土木工事（更新） 一式

土木工事（更新） 一式

土木工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３１年１０月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

ＯＤ施設

消毒施設

汚泥ポンプ室

汚泥ポンプ室



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　長和町特定環境保全公共下水道長門水処理センター

　位　　置　　　長野県上田市下武石７０番地

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　オキシデーションディッチ法

　処理能力　　　「全体」 ３．４千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ３．４千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

水処理運転操作施設

水処理計装施設

受託建設工事概要

種　　　　別

監視制御施設

受変電施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　白馬村公共下水道白馬村浄化センター

　位　　置　　　長野県北安曇郡白馬村大字北城

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　オキシデーションディッチ法

　処理能力　　　「全体」 ８.１００千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ６.０７５千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

監視制御施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　松本市公共下水道宮渕浄化センタ－

　位　　置　　　長野県松本市宮渕本村８番１号

　排除方式　　　分流一部合流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 ８２．２千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ８２．２千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

受変電施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　松本市公共下水道両島浄化センター

　位　　置　　　長野県松本市両島３番１号

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 ４３．８千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ４３．８千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

建築工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

汚泥脱水施設

汚泥処理運転操作施設

汚泥処理計装施設

汚泥処理電気室

受託建設工事概要

種　　　　別

管理施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　松本市公共下水道両島浄化センター

　位　　置　　　長野県松本市両島３番１号

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 ４３．８千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ４３．８千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

建築工事（耐震補強） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

管理施設



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　恵那市公共下水道河鹿橋中継ポンプ場

　位　　置　　　岐阜県恵那市大井町地内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 ０．０３８立方メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 ０．０７５立方メートル／秒

２　建設工事の内容

①ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

土木工事（更新） 一式

建築工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３１年３月１５日

受託建設工事概要

種　　　　別

汚泥ポンプ施設

汚泥ポンプ施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　恵那市特定環境保全公共下水道岩村浄化センター

　位　　置　　　岐阜県恵那市岩村町飯羽間３４３２番地３

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　回分式活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 ２．２千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ２．２千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

土木工事（耐震） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３１年３月１５日

受託建設工事概要

種　　　　別

管理機械棟



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　熱海市公共下水道熱海市浄水管理センター

　位　　置　　　静岡県熱海市和田浜南町１６９４番地の２９

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 ４５，０００㎥/日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

建築工事（更新） 一式

建築工事（更新） 一式

建築工事（更新） 一式

建築工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

監視制御施設

運転操作施設

計装施設

管理施設

水処理施設

汚泥処理施設

管廊

主ポンプ施設

最初沈殿池施設

反応タンク施設

最終沈殿池施設

消毒施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　静岡市公共下水道清水南部浄化センター

　位　　置　　　静岡県静岡市清水区清開三丁目１０番１号

　排除方式　　　合流一部分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

②終末処理場

　名　　称　　　静岡市公共下水道静清浄化センター

　位　　置　　　静岡県静岡市清水区清開一丁目１番１号

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

機械設備工事 一式

電気設備工事 一式

②終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

機械設備工事 一式

電気設備工事 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月１３日

受託建設工事概要

種　　　　別

送泥施設

送泥施設

種　　　　別

受泥施設

受泥施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　浜松市公共下水道舘山寺浄化センター

　位　　置　　　静岡県浜松市庄内町１４－７

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　凝集剤併用型嫌気-硝化内生脱窒法

　処理能力　　　「全体」 ９，０００千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ３，０００千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

土木工事 一式

土木工事 一式

建築工事 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

反応タンク施設

塩素混和池

反応タンク施設



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　清須市公共下水道堀江ポンプ場

　位　　置　　　愛知県清須市桃栄四丁目地内

　排除方式　　　分流式

　排水能力　　　「全体」 ６．３７立方メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 ６．３７立方メートル／秒

　　　　　　　　「設備」 ２．９７立方メートル／秒

２　建設工事の内容

①ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

自家発電施設

受変電施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　伊勢市特定環境保全公共下水道五十鈴川中村浄化センター

　位　　置　　　三重県伊勢市中村町１３６０－１

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ法

　処理能力　　　「全体」 ３．２千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ３．２千立方メートル／日

②ポンプ場

　名　　称　　　伊勢市公共下水道吹上ポンプ場

　位　　置　　　三重県伊勢市吹上二丁目１３－２２

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 １３．３５立方メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 １３．３５立方メートル／秒

③ポンプ場

　名　　称　　　伊勢市公共下水道明神ポンプ場

　位　　置　　　三重県伊勢市大湊町１０６－２

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 ８．４２立方メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 ８．４２立方メートル／秒

④ポンプ場

　名　　称　　　伊勢市公共下水道茶屋ポンプ場

　位　　置　　　三重県伊勢市二見町茶屋５６２

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 ６．４４立方メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 ６．４４立方メートル／秒

⑤ポンプ場

　名　　称　　　伊勢市公共下水道桜橋第一ポンプ場

　位　　置　　　三重県伊勢市吹上二丁目１０－２２

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 １．２立方メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 １．２立方メートル／秒

受託建設工事概要



２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

建築工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

②ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

建築工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

③ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

建築工事（更新） 一式

④ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

建築工事（更新） 一式

土木工事（耐震化） 一式

建築工事（耐震化） 一式

⑤ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

建築工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

雨水ポンプ施設

雨水ポンプ施設

雨水ポンプ施設

種　　　　別

雨水ポンプ施設

雨水ポンプ施設

種　　　　別

雨水ポンプ施設

種　　　　別

雨水ポンプ施設

雨水ポンプ施設

種　　　　別

水処理施設

水処理施設

種　　　　別

雨水ポンプ施設

雨水ポンプ施設



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　桑名市公共下水道城之堀ポンプ場

　位　　置　　　三重県桑名市大字下深谷部字堀之内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 ４．５０千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ４．４５千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

建築工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月２５日

受託建設工事概要

種　　　　別

自家発電施設

ポンプ棟



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　鈴鹿市公共下水道江島雨水ポンプ場

　位　　置　　　三重県鈴鹿市東江島町地内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 １９．１立方メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 １９．１立方メートル／秒

２　建設工事の内容

①ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

建築工事（耐震化） 一式

機械設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

雨水ポンプ場施設

雨水ポンプ場施設

雨水ポンプ場施設



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　田尻町公共下水道吉見ポンプ場

　位　　置　　　大阪府泉南郡田尻町地内

２　建設工事の内容

①ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

機械設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３１年３月２９日

監視制御施設

受託建設工事概要

種　　　　別

雨水ポンプ施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　相生市公共下水道相生下水管理センター

　位　　置　　　兵庫県相生市相生字小丸5327-12

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 １９．６千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １８．０千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

電気設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

汚泥処理運転操作施設

汚泥処理計装施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　白浜町公共下水道白浜浄化センター

　位　　置　　　和歌山県西牟婁郡白浜町１３９２番地の１

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 ７千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ７千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

土木工事（耐津波補強） 一式

土木工事（耐震補強） 一式

建築工事（耐津波補強） 一式

建築工事（耐震補強） 一式

建築工事（対津波補強） 一式

建築工事（耐震補強） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

管理機械棟

管理機械棟

管理機械棟

水処理棟

水処理棟

受託建設工事概要

管理機械棟

種　　　　別



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　安芸高田市特定環境保全公共下水道向原浄化センター

　位　　置　　　広島県安芸高田市向原町長田地内

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　接触爆気法＋ろ過法

　処理能力　　　「全体」 ０．９８千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ０．９８千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事(更新) 一式

電気設備工事(更新) 一式

機械設備工事(更新) 一式

電気設備工事(更新) 一式

電気設備工事(更新) 一式

３　建設工事の完成期限

平成３１年３月２９日

種　　　　別

自家発電施設

受変電施設

主ポンプ施設

水処理運転操作施設

水処理計装施設

受託建設工事概要



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　観音寺市公共下水道観音寺第１ポンプ場

　位　　置　　　香川県観音寺市観音寺町甲字２５８３番地２

　排除方式　　　合流式

　ポンプ能力　　「全体」 ９．２５立方メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 ９．２５立方メートル／秒

２　建設工事の内容

①ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

土木（更新） 一式 再構築

建　築（更新） 一式 耐震・再構築

電　気（更新 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

自家発電施設

受託建設工事概要

種　　　　別

ポンプ棟

ポンプ棟



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　丸亀市公共下水道城北ポンプ場

　位　　置　　　香川県丸亀市富士見町一丁目地内

　排除方式　　　分流一部合流式

　ポンプ能力　　「全体」 ２．７０７立方メートル／秒

　　　　　　　　「時間最大」 ２．７０７立方メートル／秒

②ポンプ場

　名　　称　　　丸亀市公共下水道城西ポンプ場

　位　　置　　　香川県丸亀市新浜町一丁目地内

　排除方式　　　分流一部合流式

　ポンプ能力　　「全体」 １３．４８立方メートル／秒

　　　　　　　　「時間最大」 １３．４８立方メートル／秒

２　建設工事の内容

①ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

電  気（更新） 一式

②ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

電  気（更新） 一式

機　械（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

運転操作施設

種　　　　別

運転操作施設

雨水ポンプ施設



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　いの町公共下水道枝川雨水ポンプ場

　位　　置　　　高知県吾川郡いの町２５４０－１５０

　排除方式　　　分流式

　ポンプ能力　　「全体」 ８．２８立方メートル／秒

　　　　　　　　「時間最大」 ８．２８立方メートル／秒

２　建設工事の内容

①ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

電  気（更新） 一式

電  気（更新） 一式

電  気（更新） 一式

機  械（更新） 一式

機  械（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

監視制御施設

運転操作施設

計装施設

沈砂池施設

雨水ポンプ施設

受託建設工事概要

種　　　　別



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　鹿島市公共下水道西牟田雨水ポンプ場

　位　　置　　　佐賀県鹿島市大字高津原３７２１番地２

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 １３．５４立方メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 １３．５４立方メートル／秒

②ポンプ場

　名　　称　　　鹿島市公共下水道西牟田汚水マンホールポンプ場

　位　　置　　　佐賀県鹿島市大字高津原３７９８番地３地先

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 ０．０３７立方メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 ０．０３７立方メートル／秒

③終末処理場

　名　　称　　　鹿島市公共下水道鹿島市浄化センター

　位　　置　　　佐賀県鹿島市浜町１４３０番地

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 １６．７千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １６．７千立方メートル／日

受託建設工事概要



２　建設工事の内容

①ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

土　木 一式 改築

建　築 一式 改築

電　気 一式 改築・増設

電　気 一式 改築・増設

電　気 一式 改築・増設

電　気 一式 改築・増設

電　気 一式 改築・増設

機　械 一式 改築・増設

②ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

機　械 一式 改築

電　気 一式 改築

③終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

土　木 一式 改築

機　械 一式 改築

３　建設工事の完成期限

平成３３年３月３１日

種　　　　別

汚泥濃縮施設

汚泥濃縮施設

自家発電施設

監視制御施設

受変電施設

運転操作施設

計装施設

雨水ポンプ施設

種　　　　別

マンホールポンプ施設

マンホールポンプ施設

種　　　　別

管理施設

管理施設



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　佐々町公共下水道大新田第２排水ポンプ場

　位　　置　　　長崎県北松浦郡佐々町沖田免字矩ノ手

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 １０．００立方メートル／秒

　　　　　　　　「時間最大」 ３．７５立方メートル／秒

２　建設工事の内容

①ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

電　気 一式 増設

電　気 一式 増設

機　械 一式 増設

機　械 一式 増設

３　建設工事の完成期限

平成３２年２月２８日

受託建設工事概要

種　　　　別

運転操作施設

計装施設

沈砂池施設

雨水ポンプ施設



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　佐々町公共下水道小浦雨水ポンプ場

　位　　置　　　長崎県北松浦郡佐々町小浦免字外浜

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 １０．８５立方メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 １０．８５立方メートル／秒

２　建設工事の内容

①ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

電　気 一式 更新

電　気 一式 更新

電　気 一式 更新

電　気 一式 更新

機　械 一式 更新

機　械 一式 更新

３　建設工事の完成期限

平成３２年２月２８日

受託建設工事概要

種　　　　別

自家発電施設

受変電施設

運転操作施設

計装施設

沈砂池施設

雨水ポンプ施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　日田市公共下水道日田終末処理場

　位　　置　　　大分県日田市大字友田７１７番地１

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 ２２．２千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ２２．２千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

土　木 一式 更新

機　械 一式 更新

建　築 一式 更新

電　気 一式 更新

電　気 一式 更新

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月１９日

水処理運転操作施設

受託建設工事概要

種　　　　別

最初沈殿池施設

最初沈殿池施設

管理施設

監視制御設備



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　北谷町公共下水道謝苅第二汚水中継ポンプ場

　位　　置　　　沖縄県中頭郡北谷町字桑江地内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 ０．０３立方メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 ０．０３立方メートル／秒

２　建設工事の内容

①ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

電　気 一式 更新

電　気 一式 更新

土　木 一式 更新

機　械 一式 更新

３　建設工事の完成期限

平成３１年２月２８日

計装施設

汚水ポンプ施設

汚水ポンプ施設

受託建設工事概要

種　　　　別

監視制御施設


