
令和2年3月19日

日本下水道事業団

－ お知らせ －

（１） 公表対象工事

  予定価格が250万円を超えると見込まれるものを対象とする。ただし、受託工事にあっては、地方公共団体等との協定締結済み及び協定締結予定

（２） 留意事項

①　令和元事業年度発注予定工事のうち、令和2年3月19日現在において地方公共団体等との協定締結済みのもの、協定締結予定のもの及び停止条件付

（３） 公表内容

1 一般競争入札方式対象工事

工   事   名 工   事   場   所
工期

（ヶ月）
工事種別 工事概要

入札
予定時期

公表日

野田村野田浄化センター災害復旧建設工事その２ 岩手県九戸郡野田村 5 一般土木 管理棟
R2.

第一四半期
3月19日

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合毛呂山処理センター建設工事その１
５

埼玉県入間郡毛呂山町 8 建築工事 水処理施設 第四四半期 7月8日

茂原市川中島終末処理場ポンプ設備工事その３ 千葉県茂原市 15 流体機械設備 主ポンプ設備 第四四半期 1月17日

香取市佐原浄化センター建設工事その４ 千葉県香取市 6 建築工事 管理棟 第四四半期 7月8日

藤沢市大清水浄化センター建設工事その４ 神奈川県藤沢市 6 電気設備 自家発電設備 第四四半期 7月8日

甲府市浄化センター建設工事 山梨県甲府市 16 建築工事 管理棟 第四四半期 11月15日

千曲川流域下水道上流処理区終末処理場汚泥処理設備工事その9 長野県長野市 15 下水処理設備 汚泥処理設備 第四四半期 8月1日

犀川安曇野流域下水道安曇野終末処理場建設工事その２２ 長野県安曇野市 12 建築工事 耐震補強工事 第四四半期 8月1日

宮田村宮田アクアランド建設工事その８ 長野県上伊那郡宮田村 16 一般土木 耐震補強工事 第四四半期 5月31日

阿智村昼神浄化センター建設工事その４ 長野県下伊那郡阿智村 8 一般土木 耐震補強工事 第四四半期 5月31日

朝日村ピュアラインあさひ建設工事その９ 長野県東筑摩郡朝日村 7 建築工事 管理棟 第四四半期 5月31日

焼津市汐入下水処理場電気設備工事その６ 静岡県焼津市 16 電気設備 水処理電気設備 R2.5月 5月31日

琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター建設工事その５９ 滋賀県草津市 30 建築工事 水処理設備
R2.

第一四半期
3月19日

木津川流域下水道洛南浄化センター水処理設備工事その９ 京都府八幡市 12 下水処理設備 水処理設備
R2.

第一四半期
1月17日

木津川流域下水道洛南浄化センター水処理設備工事その１０ 京都府八幡市 12 下水処理設備 水処理設備 第四四半期 1月17日

木津川流域下水道洛南浄化センター送風機設備工事その３ 京都府八幡市 12 下水処理設備 水処理設備
R2.

第一四半期
1月17日

木津川流域下水道洛南浄化センター電気設備工事その１８ 京都府八幡市 12 電気設備 水処理電気設備
R2.

第一四半期
1月17日

宇治市東宇治浄化センター建設工事その３０ 京都府宇治市 13 建築工事 水処理設備
R2.

第一四半期
7月8日

宇治市東宇治浄化センター汚泥処理設備工事その２０ 京都府宇治市 18 下水処理設備 汚泥処理設備
R2.

第一四半期
7月8日

高石市羽衣ポンプ場建設工事その７ 大阪府高石市 13 建築工事 管理棟 第四四半期 5月31日

交野市茄子作第２汚水幹線建設工事その３ 大阪府交野市 9 一般土木 管渠工事 第四四半期 5月31日

交野市茄子作第２汚水幹線建設工事その４ 大阪府交野市 9 一般土木 管渠工事
R2.

第一四半期

姫路市汐入川才西川放水路幹線建設工事 兵庫県姫路市 44 一般土木 管渠工事
R2.

第一四半期
5月31日

洲本市洲本環境センター電気設備工事その１２ 兵庫県洲本市 5 電気設備 水処理電気設備
R2.

第一四半期
7月8日

洲本市洲本環境センター水処理設備工事その１１ 兵庫県洲本市 5 下水処理設備 水処理施設
R2.

第一四半期
7月8日

相生市相生下水管理センター電気設備工事その１５ 兵庫県相生市 13 電気設備 汚泥処理電気設備 第四四半期 7月8日

神河町大山浄化センター電気設備工事その２ 兵庫県神崎郡神河町 13 電気設備 水処理電気設備
R2.

第一四半期
5月31日

佐用町三日月浄化センター水処理設備工事その２ 兵庫県佐用郡佐用町 13 下水処理設備 汚泥処理設備 第四四半期 5月31日

佐用町三日月浄化センター電気設備工事その２ 兵庫県佐用郡佐用町 13 電気設備 汚泥処理電気設備 第四四半期 5月31日

佐用町三日月浄化センター建設工事 兵庫県佐用郡佐用町 13 建築工事 水処理施設 第四四半期 5月31日

白浜町白浜浄化センター建設工事その１０ 和歌山県西牟婁郡白浜町 13 建築工事 水処理施設 第四四半期 5月31日

鳥取市幸町ポンプ場電気設備工事 鳥取県鳥取市 19 電気設備 ポンプ場電気設備 3月 5月31日

日本下水道事業団令和元および令和２事業年度発注予定工事の公表

③  今後、地方公共団体等との協定を締結したものについては、同様に公表をします。

④  公表する工事は、契約職が入札執行等ができると判断したものに限ります。

（締結時期の延期及び見送られる場合がある）の当該年度分を対象とする。

　　入札公告対象のものを掲載しています。

②　公表後に発注予定工事の変更（工事種別の変更等を含む）又は追加をすることがあります。
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工   事   名 工   事   場   所
工期

（ヶ月）
工事種別 工事概要

入札
予定時期

公表日

日野町日野中央浄化センター水処理設備工事その３ 鳥取県日野郡日野町 6 下水処理設備 汚泥処理設備 R2.5月 5月31日

松江市恵曇処理場水処理設備工事その４ 島根県松江市 20 下水処理設備 水処理施設 R2.5月 5月31日

松江市恵曇処理場電気設備工事その６ 島根県松江市 20 電気設備 汚泥処理電気設備 3月 5月31日

児島湖流域下水道浄化センター建設工事その６１ 岡山県玉野市 18 一般土木 管渠工事 R2.4月 5月31日

児島湖流域下水道浄化センター建設工事その６２ 岡山県玉野市 18 一般土木 管渠工事 R2.4月 5月31日

岡山市旭西排水センター建設工事その５ 岡山県岡山市 30 建築工事 耐震補強工事 R2.5月 5月31日

山口市一の坂川中継ポンプ場電気設備工事その３ 山口県山口市 16 電気設備 ポンプ場電気設備 R2.4月 5月31日

柳井市東土穂石雨水ポンプ場建設工事 山口県柳井市 18 一般土木 ポンプ場施設 R2.4月 8月1日

丸亀市浄化センター建設工事その3 香川県丸亀市 18 一般土木 汚泥処理施設 R2.5月 5月31日

丸亀市浄化センター水処理設備工事 香川県丸亀市 30 下水処理設備 水処理設備 R2.5月 5月31日

丸亀市浄化センター電気設備工事 香川県丸亀市 30 電気設備 電気設備 R2.5月 5月31日

宗像市宗像終末処理場建設工事その28 福岡県宗像市 21 一般土木 水処理施設 第四四半期 7月8日

熊本北部流域下水道熊本北部浄化センター建設工事その18 熊本県熊本市 12 下水処理設備 汚泥処理設備 第四四半期 7月8日

球磨川上流流域球磨川上流浄化センター建設工事その６ 熊本県球磨郡錦町 10 一般土木 水処理設備
R2.

第一四半期

八代北部流域下水道宮原汚水中継ポンプ場建設工事 熊本県八代郡氷川町 16 一般土木 主ポンプ設備 第四四半期 1月17日

八代市中央ポンプ場水処理設備工事その２ 熊本県八代市 18 流体機械設備 ポンプ場施設 第四四半期 7月8日

玉名市立願寺汚水中継ポンプ場建設工事その２ 熊本県玉名市 16 一般土木 ポンプ場施設 第四四半期 7月8日

菊池市浄水センター建設工事その４ 熊本県菊池市 9 建築工事 汚泥処理設備 第四四半期 7月8日

宇城市松橋不知火浄水管理センター建設工事その１３ 熊本県宇城市 19 一般土木 汚泥処理設備
R2.

第一四半期
1月17日

宇城市松橋不知火浄水管理センター汚泥処理設備工事その７ 熊本県宇城市 19 下水処理設備 汚泥処理設備
R2.

第一四半期
1月17日

阿蘇市浄化センター建設工事その６ 熊本県阿蘇市 15 建築工事 管理棟 第四四半期 7月8日

日田市日田終末処理場水処理設備工事その１５ 大分県日田市 18 下水処理設備 水処理設備 第四四半期 7月8日

津久見市津久見終末処理場建設工事その７ 大分県津久見市 6 建築工事 水処理施設 第四四半期 8月1日

都城市大王中継ポンプ場水処理設備工事 宮崎県都城市 18 下水処理設備 水処理施設 第四四半期 11月15日

指宿市浄水苑電気設備工事その９ 鹿児島県指宿市 18 電気設備 水処理電気設備 第四四半期 7月8日

指宿市浄水苑汚泥処理工事その４ 鹿児島県指宿市 6 下水処理設備 汚泥処理設備 第四四半期 7月8日

いちき串木野市串木野クリーンセンター汚泥処理設備工事その６ 鹿児島県いちき串木野市 19 下水処理設備 汚泥処理設備 第四四半期 7月8日

いちき串木野市串木野クリーンセンター電気設備工事その１１ 鹿児島県いちき串木野市 19 電気設備 汚泥処理電気設備 第四四半期 7月8日

南さつま市永田ポンプ場電気設備工事 鹿児島県南さつま市 13 電気設備 ポンプ場電気設備 第四四半期 8月1日
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