
平成３０年１１月１日

日 本 下 水 道 事 業 団

　　平成３０年１０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１０月協定分受託建設工事の概要



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　気仙沼市都市下水路松岩都市下水路ポンプ場

　位　　置　　　宮城県気仙沼市松崎片浜地内

　排除方式　　　分流式

　ポンプ能力　　　 ３４．０立方メートル／分 (既設)

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

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３２年２月２５日

種　　　　別

操作盤他

放流渠、吐き口、放流ゲート室

放流ゲート

受託建設工事概要



１　建設工事の対象

①幹線管渠

　名　　称　　　飯能市公共下水道笠縫雨水幹線

　位　　置　　　「起点」　　埼玉県飯能市大字笠縫１１０番地６地先から

　　　　　　　　「終点」　　埼玉県飯能市大字笠縫２１２番地８地先まで

２　建設工事の内容

①幹線管渠

 工事内容 数　量 備　考

土　木　工　事（推進） ２５７ｍ

土　木　工　事 ２箇所

３　建設工事の完成期限

平成３２年３月３１日

人孔施設

管きょ施設

種　　　　別

受託建設工事概要



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　秦野市第１号公共下水道秦野市浄水管理センター

　位　　置　　　神奈川県秦野市上大槻１９０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」 ５４．９千立方メートル/日

　　　　　　　　「今回」 ５９．１千立方メートル/日

②ポンプ場

　名　　称　　　秦野市公共下水道大根川ポンプ場

　位　　置　　　神奈川県秦野市鶴巻３９１番地

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 １５．１立方メートル/秒

　　　　　　　　「今回」 １５．１立方メートル/秒

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 電気設備を含む

土　木　工　事（更新） 一式

建　築　工　事（更新） 一式

②ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

機械設備工事（増設） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３２年２月２８日

種　　　　別

汚泥処理施設その他

脱臭施設

汚泥処理施設その他

受託建設工事概要

種　　　　別

流入渠施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　中新川広域行政事務組合中新川浄化センター

　位　　置　　　富山県中新川郡舟橋村国重２４２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」 ２３千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １１．５千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

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

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

種　　　　別

汚泥処理計装施設

汚泥脱水施設

汚泥脱水施設

汚泥脱水施設

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　　　瑞浪市公共下水道瑞浪市浄化センター

　位　　置　　　岐阜県瑞浪市下沖町二丁目１番地

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　凝集剤添加担体投入嫌気無酸素好気法

　処理能力　　　「全体」 １４千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １４千立方メートル／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(改良) 一式

機械設備工事(改良) 一式

土木工事 一式

土木工事(改良) 一式

３　建設工事の完成期限

平成３１年３月２９日

種　　　　別

水処理施設その他

沈砂池施設

沈砂池施設

放流渠施設

受託建設工事概要



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　岡山市公共下水道岡南ポンプ場

　位　　置　　　岡山県岡山市南区築港元町８－８

　排除方式　　　分流式

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

土　木　工　事 一式

建　築　工　事 一式

３　建設工事の完成期限

平成３３年３月３１日

種　　　　別

雨水ポンプ施設

流入渠施設

雨水ポンプ施設

受託建設工事概要



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　尾道市公共下水道尾道市浄化センター

　位　　置　　　広島県尾道市東尾道１９－１

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 ３２．９千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ３．７５千立方メートル／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

３　建設工事の完成期限

平成３１年３月２９日

種　　　　別

汚泥濃縮施設

場内整備

汚泥濃縮施設

受託建設工事概要



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　東広島市公共下水道東広島浄化センター

　位　　置　　　広島県東広島市西条町田口地内

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 ５６．２５千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ５６．２５千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

建　築　工　事 一式

３　建設工事の完成期限

平成３１年３月２９日

種　　　　別

管理施設

受託建設工事概要



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　周南市公共下水道野村開作排水ポンプ場

　位　　置　　　山口県周南市野村南町地内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 ２７．３３６立方メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 ２７．３００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

土　木　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２月２８日

種　　　　別

吐口施設

雨水ポンプ施設

雨水ポンプ施設

放流渠施設

受託建設工事概要



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　周南市公共下水道徳山中央浄化センター

　位　　置　　　山口県周南市晴海町３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

　処理能力　　　「全体」 ２３．１千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ２３．１千立方メートル／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・建築工事(撤去) 一式

機械・電気設備工事(撤去) 一式

３　建設工事の完成期限

平成３１年３月２９日

受託建設工事概要

種　　　　別

汚泥消化施設

汚泥消化施設



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　鳴門市公共下水道撫養ポンプ場

　位　　置　　　徳島県鳴門市撫養町南浜

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 ３７．３立方メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 １７．７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（改　良） 一式

３　建設工事の完成期限

平成３０年１２月２０日

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　　　山鹿市公共下水道山鹿浄水センター

　位　　置　　　熊本県山鹿市山鹿２０５７地内

　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」 ２４.６千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ２４.６千立方メートル／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

建　築 一式 更新

土　木 一式 更新

３　建設工事の完成期限

平成３１年３月２９日

最終沈殿池施設

主ポンプ施設

主ポンプ施設

種　　　　別

受託建設工事概要



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　山鹿市公共下水道山鹿浄水センター

　位　　置　　　熊本県山鹿市山鹿２０５７地内

　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」 ２４．６千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ２４．６千立方メートル／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 一式 更新

機　械 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３１日

監視制御施設

沈砂池施設

主ポンプ施設

運転操作施設

受託建設工事概要

種　　　　別


