
令和２年６月４日

日 本 下 水 道 事 業 団

　　令和２年５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

令和２事業年度５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　　　石巻市公共下水道井内第一排水ポンプ場

　位　　置　　　宮城県石巻市大瓜地内

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

３　建設工事の完成期限

令和３年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

場内整備



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　石巻市公共下水道北北上運河右岸第二排水ポンプ場

　位　　置　　　宮城県石巻市北北上運河右岸第二排水区

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

建築工事 一式

３　建設工事の完成期限

令和３年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

場内整備

場内整備



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　会津若松市公共下水道会津若松市下水浄化工場

　位　　置　　　福島県会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂９９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」 ４１，７００立法メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ３１，７００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

機械設備工事（改築） 一式

電気設備工事（改築） 一式

３　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

反応タンク設備

反応タンク設備



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　会津若松市公共下水道会津若松市下水浄化工場

　位　　置　　　福島県会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂９９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」 ４１，７００立法メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 ３１，７００立法メートル／秒

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

土木工事（改築） 一式

機械設備工事（改築） 一式

電気設備工事（改築） 一式

３　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

重力濃縮設備

重力濃縮設備

重力濃縮設備



１　建設工事の対象

①大網白里市浄化センター

　名　　称　　　大網白里市公共下水道大網白里市浄化センター

　位　　置　　　千葉県大網白里市四天木５５６番２

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 １５．２千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １２．８千立方メートル／日

②大網中継ポンプ場

　名　　称　　　大網白里市公共下水道大網中継ポンプ場

　位　　置　　　千葉県大網白里市仏島７２番

　排除方式　　　分流式

　ポンプ能力　　　「全体」 ０．１９７立方メートル／秒

　　　　　　　　「時間最大」 ０．１１４立方メートル／秒

③白里中継ポンプ場

　名　　称　　　大網白里市公共下水道白里中継ポンプ場

　位　　置　　　千葉県大網白里市大字南今泉５４９番１

　排除方式　　　分流式

　ポンプ能力　　「全体」 ０．１５１立方メートル／秒

　　　　　　　　「時間最大」 ０．０３５立方メートル／秒

④緑ヶ丘中継ポンプ場

　名　　称　　　大網白里市公共下水道緑ヶ丘中継ポンプ場

　位　　置　　　千葉県大網白里市みどりが丘四丁目３４番

　排除方式　　　分流式

　ポンプ能力　　「全体」 ０．０２３立方メートル／秒

　　　　　　　　「時間最大」 ０．０２１立方メートル／秒

受託建設工事概要



⑤季美の森第一中継ポンプ場

　名　　称　　　大網白里市公共下水道季美の森第一中継ポンプ場

　位　　置　　　千葉県大網白里市季美の森南五丁目６３６番８

　排除方式　　　分流式

　ポンプ能力　　「全体」 ０．０２１立方メートル／秒

　　　　　　　　「時間最大」 ０．０２１立方メートル／秒

⑥季美の森第二中継ポンプ場

　名　　称　　　大網白里市公共下水道季美の森第二中継ポンプ場

　位　　置　　　千葉県大網白里市季美の森南四丁目１８番１２

　排除方式　　　分流式

　ポンプ能力　　「全体」 ０．００５立方メートル／秒

　　　　　　　　「時間最大」 ０．００５立方メートル／秒

⑦季美の森第三中継ポンプ場

　名　　称　　　大網白里市公共下水道季美の森第三中継ポンプ場

　位　　置　　　千葉県大網白里市季美の森南一丁目３５９８番５

　排除方式　　　分流式

　ポンプ能力　　「全体」 ０．００５立方メートル／秒

　　　　　　　　「時間最大」 ０．００５立方メートル／秒

⑧季美の森第四中継ポンプ場

　名　　称　　　大網白里市公共下水道季美の森第四中継ポンプ場

　位　　置　　　千葉県大網白里市季美の森南二丁目４８番３８

　排除方式　　　分流式

　ポンプ能力　　「全体」 ０．００５立方メートル／秒

　　　　　　　　「時間最大」 ０．００５立方メートル／秒

⑨マンホールポンプ場

　名　　称　　　大網白里市公共下水道マンホールポンプ場(６箇所)

　位　　置　　　千葉県大網白里市

　排除方式　　　分流式



２　建設工事の内容

①大網白里市浄化センター

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

②大網中継ポンプ場

 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白里中継ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

④緑ヶ丘中継ポンプ場

⑤季美の森第一中継ポンプ場

 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

⑥季美の森第二中継ポンプ場

⑦季美の森第三中継ポンプ場

⑧季美の森第四中継ポンプ場

 工事内容 数　量 備　考

電気設備工事（更新） 一式

⑨マンホールポンプ場

 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

令和３年３月３１日

計装施設

種　　　　別

計装施設

種　　　　別

計装施設

受変電施設

種　　　　別

監視制御施設

種　　　　別

計装施設

受変電施設

種　　　　別

種　　　　別

監視制御施設



１　建設工事の対象

①瑞浪市浄化センター

　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２－１

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　担体投入型嫌気無酸素好気法

　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小田汚水中継ポンプ場

　名　　称　　　瑞浪市公共下水道小田汚水中継ポンプ場

　位　　置　　　岐阜県瑞浪市西小田町５丁目地内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」

　　　　　　　　「今回」

③土岐汚水中継ポンプ場

　名　　称　　　瑞浪市公共下水道土岐汚水中継ポンプ場

　位　　置　　　岐阜県瑞浪市土岐町字下河原地内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」

　　　　　　　　「今回」

２　建設工事の内容

①瑞浪市浄化センター

 工事内容 数　量 備　考

土木工事（耐震補強） 一式

工事内容 数　量 備　考

土木工事（耐震補強） 一式

機械設備工事(支障移設) 一式

電気設備工事(支障移設) 一式

３　建設工事の完成期限

令和３年３月３１日

種　　　　別

消毒施設

受託建設工事概要

０．０５５立方メートル／秒

０．０５５立方メートル／秒

０．０３５立方メートル／秒

０．０３５立方メートル／秒

②③小田汚水中継ポンプ場、土岐汚水中継ポンプ場

種　　　　別

沈砂池・ポンプ施設

沈砂池・ポンプ施設

沈砂池・ポンプ施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　田原市公共下水道赤羽根浄化センター

　位　　置　　　愛知県田原市赤羽根町四貫目及び浜田地内

　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」 １，６００㎥/日

　　　　　　　　「今回」 ４８０㎥/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 一式

電気設備工事 一式

３　建設工事の完成期限

令和３年９月３０日

受託建設工事概要

種　　　　別

し尿等受入施設

し尿等受入施設



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　田原市公共下水道東大浜ポンプ場

　位　　置　　　愛知県田原市田原町橋上地内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 ４．４㎥/秒

　　　　　　　　「今回」 ４．４㎥/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（耐震化） 一式

土木工事（耐震化） 一式

建築工事（耐震化） 一式

３　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

雨水ポンプ施設

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　　　日進市公共下水道南部浄化センター

　位　　置　　　愛知県日進市浅田町西田面地内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 ２５．５千立方メートル/日

　　　　　　　　「今回」 １４．２千立方メートル/日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

機械設備工事(新設) 一式

電気設備工事(新設) 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

電気設備工事(新設) 一式

３　建設工事の完成期限

令和４年３月２８日

受託建設工事概要

種　　　　別

受入施設等

　処理方式　　　凝集剤添加ステップ流入式多段硝化脱窒法

　　　　　　　　凝集剤添加嫌気無酸素好気法

受入施設等

重力濃縮施設

重力濃縮施設

汚泥脱水施設

汚泥脱水施設



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　洲本市公共下水道洲浜ポンプ場

　位　　置　　　兵庫県洲本市塩屋１丁目１番2号

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 １７．５５立方メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 １７．５５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

機械設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

令和３年３月３１日

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　　　高野町公共下水道高野山下水処理場

　位　　置　　　和歌山県伊都郡高野町地内

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　回転生物接触法

　処理能力　　　「全体」 ５，３００立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ５，３００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

令和４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　　　江津市公共下水道江津市衛生処理場汚泥共同処理施設

　位　　置　　　島根県江津市敬川町地内

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　脱水及び脱離液希釈

　処理能力　　　「全体」 ３４４．８ｋｇ

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

令和２年１２月２８日

受託建設工事概要

種　　　　別

管理汚泥棟



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　備前市公共下水道吉永浄化センター

　位　　置　　　岡山県備前市吉永町吉永中388-1

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　単槽式嫌気好気活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 １．８千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １．８千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

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

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

水処理計装施設

監視制御施設

受変電施設



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　江田島市公共下水道中町雨水排水センター

　位　　置　　　広島県江田島市能美町中町４７５１番地

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 ４．００立方メートル/秒

　　　　　　　　「今回」 １．８３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

電気設備工事（更新） 一式

機械設備工事（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

雨水ポンプ施設

自家発電施設

運転操作施設

計装施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　廿日市市公共下水道廿日市浄化センター

　位　　置　　　広島県廿日市市串戸１丁目２０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」 ３５．７千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ３．７２６千立方メートル／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 一式

電気設備工事 一式

３　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

水処理施設

水処理施設

種　　　　別



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　周防大島町特定環境保全公共下水道東和片添浄化センター

　位　　置　　　山口県大島郡周防大島町大字平野地内

　排除方式　　　分流式

　処理能力　　　「全体」 １，７００立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １，７００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

土木工事 一式

土木工事 一式

建築工事 一式

建築工事 一式

建築工事 一式

機械設備工事 一式

機械設備工事 一式

機械設備工事 一式

機械設備工事 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

３　建設工事の完成期限

令和４年３月３０日

受託建設工事概要

種　　　　別

監視制御設備

管理等施設

最終沈殿池

管理棟施設

放流ポンプ棟施設

最終沈殿池施設

反応タンク設備

最終沈殿池設備

消毒設備

水処理設備

脱臭設備

運転操作設備



１　建設工事の対象

①ポンプ場

　名　　称　　　丸亀市公共下水道塩屋ポンプ場

　位　　置　　　香川県丸亀市昭和町地内

　排除方式　　　分流一部合流式

　処理能力　　　「全体」 １０．８４２立方メートル／秒

　　　　　　　　「今回」 １０．８４２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

機　械（更新） 一式

３　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

雨水ポンプ施設

運転操作施設

計装施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　新居浜市公共下水道新居浜市下水処理場

　位　　置　　　愛媛県新居浜市菊本町二丁目１５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」 ５８．２千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ５１．４千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

土木工事（耐震） 一式

土木工事（長寿命化） 一式

建築工事（耐震） 一式

建築工事（長寿命化） 一式

３　建設工事の完成期限

令和３年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

主ポンプ施設

主ポンプ施設

主ポンプ施設

主ポンプ施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　浦戸湾東部流域下水道高須浄化センター

　位　　置　　　高知県高知市高須

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　凝集剤併用型ステップ流入式多段硝化脱窒法

　処理能力　　　「全体」 ５２．７千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ２８．３千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

建築工事（更新・改良） 一式

機械設備工事（更新・改良） 一式

電気設備工事（更新・改良） 一式

３　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

汚泥処理棟

汚泥処理棟

汚泥処理棟

種　　　　別



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　岡垣町公共下水道岡垣町浄化センター

　位　　置　　　福岡県遠賀郡岡垣町大字糠塚地内

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法

　処理能力　　　「全体」 １５．２千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １５．２千立方メートル／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 一式 更新

土　木 一式 更新

機　械 一式 更新

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

令和４年２月２８日

受託建設工事概要

種　　　　別

水処理計装施設

監視制御施設

最初沈殿池施設

最初沈殿池施設

反応タンク施設

送風機施設

水処理運転操作施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　苅田町公共下水道苅田町浄化センター

　位　　置　　　福岡県京都郡苅田町大字南原地内

　排除方式　　　分流式

　処理方式　　　標準活性汚泥法+OD法+急速ろ過

　処理能力　　　「全体」 １０．８千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 １．８千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

土　木 一式 増設

土　木 一式 増設

３　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

種　　　　別

最終沈殿池施設

OD施設



１　建設工事の対象

①終末処理場

　名　　称　　　福岡市蒲田下水管渠汚泥処理場

　位　　置　　　福岡県福岡市東区蒲田五丁目地内

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

３　建設工事の完成期限

令和３年３月３１日

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　　　宮古島市浄化センター

　位　　置　　　沖縄県宮古島市荷川取地内

　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」 １５．４千立方メートル／日

　　　　　　　　「今回」 ２．８千立方メートル／日

２　建設工事の内容

①終末処理場

 工事内容 数　量 備　考

土木 一式 増設

３　建設工事の完成期限

令和３年２月２６日

種　　　　別

ＯＤ施設

受託建設工事概要


