
－ お知らせ －

日本下水道事業団令和２事業年度発注予定工事の公表

（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

（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。

（２） 留意事項

①　令和２事業年度発注予定工事のうち、令和2年10月1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

　　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。

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。

（３） 公表内容 PM確認用

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(等級) 工事概要

入札
予定時期

公表日

十勝川流域下水道浄化センター建設工事その６ 北海道帯広市 8 一般土木 (－) 水処理施設 第三四半期 6月5日

函館湾流域下水道浄化センター汚泥処理設備工事その２７ 北海道函館市 20 下水処理設備 (－) 汚泥処理設備 第三四半期 6月5日

函館湾流域下水道浄化センター電気設備工事その３３ 北海道函館市 20 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 6月5日

札幌市豊平川水再生プラザ雨水エンジンポンプ機械設備改築工事 北海道札幌市 19 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 10月1日

札幌市西部スラッジセンター自家発電設備工事 北海道札幌市 31 電気設備 (－) 自家発電設備 第三四半期 10月1日

札幌市西部スラッジセンター2系焼却施設機械設備工事 北海道札幌市 43 下水処理設備 (－) 汚泥焼却設備 第三四半期 10月1日

札幌市東雁来雨水ポンプ場建設工事その５ 北海道札幌市 5 建築工事 (－) 建築機械工事 第三四半期 6月5日

札幌市米里中継ポンプ場電気設備改築工事 北海道札幌市 31 電気設備 (－) ポンプ場電気設備 第三四半期 10月1日

深川市音江浄化センター電気設備工事 北海道深川市 17 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 6月5日

深川市公園通汚水中継ポンプ場電気設備工事 北海道深川市 17 電気設備 (－) ポンプ場電気設備 第二四半期 6月5日

南富良野町南富良野浄化センター他電気設備工事その４ 北海道南富良野町 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 10月1日

小平町小平浄化センター他電気設備工事その4 北海道小平町 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 6月5日

洞爺湖町虻田下水終末処理場汚泥処理設備工事その4 北海道洞爺湖町 17 下水処理設備 (－) 汚泥処理設備 第二四半期 7月31日

洞爺湖町虻田下水終末処理場他電気設備工事その13 北海道洞爺湖町 17 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 7月31日

むかわ町鵡川下水処理場水処理設備工事その５ 北海道むかわ町 6 下水処理設備 (－) 汚泥処理設備 第三四半期 7月31日

むつ市むつ下水浄化センター建設工事その10 青森県むつ市 18 一般土木 (－) 水処理施設 第二四半期 7月31日

北上市北上工業団地終末処理場建設工事 岩手県北上市 18 一般土木 (－) 場内整備 第三四半期 10月1日

紫波町紫波浄化センター水処理設備工事その6 岩手県紫波町 18 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 10月1日

紫波町紫波浄化センター電気設備工事その11 岩手県紫波町 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 10月1日

松島町松島浄化センター電気設備工事その７ 宮城県松島町 31 電気設備 (Ａ) 水処理電気設備 第三四半期 6月5日

松島町松島浄化センター水処理設備工事 宮城県松島町 31 下水処理設備 (Ａ) 水処理設備 第三四半期 6月5日

女川町浦宿浜第二排水区雨水排水施設災害復旧建設工事その４ 宮城県女川町 12 一般土木 (Ｂ) 管渠工事 第四四半期 6月5日

最上川流域下水道事業村山浄化センター建設工事その２１ 山形県村山市 8 一般土木 (Ｃ) 水処理施設 第三四半期 10月1日

鶴岡市鶴岡浄化センター電気設備工事 山形県鶴岡市 13 電気設備 (Ａ) 自家発電設備 第四四半期 6月5日

鶴岡市切添ポンプ場水処理設備工事 山形県鶴岡市 18 下水処理設備 (Ａ) 水処理設備 第三四半期 6月5日

鶴岡市切添ポンプ場電気設備工事 山形県鶴岡市 18 電気設備 (Ａ) ポンプ場電気設備 第三四半期 6月5日

会津若松市下水浄化工場汚泥処理設備工事その１４ 福島県会津若松市 22 下水処理設備 (－) 汚泥処理設備 第二四半期 6月5日

会津若松市下水浄化工場電気設備工事その２１ 福島県会津若松市 22 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 6月5日

双葉町双葉水処理センター施設建設工事 福島県双葉町 16 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 6月5日

笠間市浄化センターともべ他1施設汚泥処理設備工事その５ 茨城県笠間市 19 下水処理設備 (－) 汚泥処理設備 第三四半期 7月31日
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工   事   名 工   事   場   所
工期

（ヶ月）
工事種別(等級) 工事概要

入札
予定時期

公表日

笠間市浄化センターともべ他3施設電気設備工事その７ 茨城県笠間市 19 電気設備 (－) 水・汚泥処理電気設備 第三四半期 7月31日

つくば市下横場中継ポンプ場建設工事 茨城県つくば市 18 一般土木 (－) 水処理施設 第二四半期 10月1日

つくば市下横場中継ポンプ場水処理設備工事 茨城県つくば市 18 下水処理設備 (－) 水処理設備 第二四半期 10月1日

つくば市下横場中継ポンプ場電気設備工事 茨城県つくば市 18 電気設備 (－) ポンプ場電気設備 第二四半期 10月1日

つくば市下横場中継ポンプ場ポンプ設備工事 茨城県つくば市 18 流体機械設備 (－) 主ポンプ設備 第二四半期 10月1日

つくば市南汚水中継ポンプ場建設工事 茨城県つくば市 6 一般土木 (－) 水処理施設 第二四半期 10月1日

つくば市南汚水中継ポンプ場水処理設備工事 茨城県つくば市 18 下水処理設備 (－) 水処理設備 第二四半期 10月1日

つくば市南汚水中継ポンプ場電気設備工事 茨城県つくば市 18 電気設備 (－) ポンプ場電気設備 第二四半期 10月1日

鹿嶋市鹿嶋市浄化センター電気設備工事その13 茨城県鹿嶋市 16 電気設備 (－) 自家発電設備 第二四半期 10月1日

坂東市岩井浄化センター建設工事その１０ 茨城県坂東市 8 一般土木 (－) 水処理施設 第一四半期 10月1日

美浦村美浦水処理センター汚泥処理設備工事その２ 茨城県美浦村 19 下水処理設備 (－) 汚泥処理設備 第二四半期 10月1日

美浦村美浦水処理センター電気設備工事その５ 茨城県美浦村 19 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 10月1日

宇都宮市川田水再生センター汚泥処理設備工事その18 栃木県宇都宮市 15 下水処理設備 (－) 汚泥処理設備 第二四半期 10月1日

宇都宮市川田水再生センター電気設備工事その35 栃木県宇都宮市 15 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 10月1日

宇都宮市上河内水再生センター建設工事その５ 栃木県宇都宮市 5 一般土木 (－) 場内整備 第二四半期 10月1日

小山市小山水処理センター水処理設備工事その7 栃木県小山市 15 下水処理設備 (－) 水処理設備 第二四半期 10月1日

小山市小山水処理センター電気設備工事その17 栃木県小山市 15 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 10月1日

野木町逆川排水機場建設工事その３ 栃木県野木町 16 一般土木 (－) 水処理施設 第二四半期 10月1日

渋川市物聞沢水質管理センター電気設備工事その２ 群馬県渋川市 17 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 10月1日

草津町草津下水処理場電気設備工事 群馬県草津町 16 電気設備 (－) 水・汚泥処理電気設備 第二四半期 7月31日

飯能市浄化センター建設工事その１５ 埼玉県飯能市 17 一般土木 (－) 耐震補強工事 第三四半期 10月1日

飯能市笠縫雨水幹線建設工事その３ 埼玉県飯能市 17 一般土木 (－) 推進工 第三四半期 10月1日

深谷市浄化センター建設工事その１９ 埼玉県深谷市 8 建築工事 (－) 汚泥処理施設 第三四半期 10月1日

銚子市唐子ポンプ場水処理設備工事 千葉県銚子市 16 下水処理設備 (－) 水処理設備 第二四半期 7月31日

銚子市唐子ポンプ場電気設備工事 千葉県銚子市 16 電気設備 (－) ポンプ場電気設備 第二四半期 7月31日

習志野市津田沼浄化センター水処理設備工事その１０ 千葉県習志野市 18 下水処理設備 (－) 水処理設備 第二四半期 10月1日

習志野市津田沼浄化センター電気設備工事その２１ 千葉県習志野市 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 10月1日

習志野市鷺沼放流幹線建設工事その２ 千葉県習志野市 29 一般土木 (－) 管渠工事 第二四半期 7月31日

町田市成瀬クリーンセンター建設工事その34 東京都町田市 4 建築工事 (－) 管理棟 第四四半期 7月31日

綾瀬市綾瀬終末処理場建設工事その７ 神奈川県綾瀬市 7 一般土木 (－) 水処理施設 第三四半期 10月1日

箱根町宮城野浄水センター他１施設水処理設備工事その４ 神奈川県箱根町 20 下水処理設備 (－) 水処理設備 第二四半期 10月1日

箱根町湖尻ポンプ場電気設備工事 神奈川県箱根町 20 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 10月1日

富山市浜黒崎浄化センター建設工事その２ 富山県富山市 7 建築工事 (－) 管理棟 第二四半期 7月31日

宝達志水町北川尻浄化センター他1施設水処理設備工事 石川県宝達志水町 8 下水処理設備 (－) 主ポンプ設備 第二四半期 7月31日

宝達志水町北川尻浄化センター他1施設電気設備工事 石川県宝達志水町 8 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 7月31日

松本市両島浄化センター建設工事その18 長野県松本市 17 一般土木 (－) 水処理施設 第四四半期 10月1日

塩尻市塩尻浄化センター汚泥処理設備工事その11 長野県塩尻市 17 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 10月1日

塩尻市塩尻浄化センター電気設備工事その22 長野県塩尻市 17 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 10月1日

塩尻市塩尻浄化センター建設工事その18 長野県塩尻市 6 建築工事 (－) 管理棟 第三四半期 10月1日

佐久市野沢中継ポンプ場電気設備工事その４ 長野県佐久市 14 電気設備 (－) ポンプ場電気設備 第三四半期 10月1日

野沢温泉村野沢温泉終末処理場汚泥処理設備工事その７ 長野県野沢温泉村 19 下水処理設備 (－) 汚泥処理設備 第三四半期 10月1日
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工   事   名 工   事   場   所
工期

（ヶ月）
工事種別(等級) 工事概要

入札
予定時期

公表日

野沢温泉村野沢温泉終末処理場電気設備工事その１２ 長野県野沢温泉村 19 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 10月1日

野沢温泉村野沢温泉終末処理場建設工事その１１ 長野県野沢温泉村 7 一般土木 (－) 水処理施設 第三四半期 10月1日

垂井町垂井浄化センター建設工事その８ 岐阜県垂井町 31 一般土木 (－) 場内整備 第三四半期 10月1日

掛川市掛川北部中継ポンプ場建設工事 静岡県掛川市 18 一般土木 (－) ポンプ場施設 第二四半期 7月31日

矢作川流域下水道事業矢作川浄化センター汚泥焼却設備工事その２ 愛知県西尾市 49 下水処理設備 (－) 汚泥焼却設備 第四四半期 7月31日

常滑市常滑浄化センター水処理設備工事その５ 愛知県常滑市 18 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 10月1日

常滑市常滑浄化センター電気設備工事その９ 愛知県常滑市 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 10月1日

東海市東海浄化センター汚泥処理設備工事その８ 愛知県東海市 21 下水処理設備 (－) 汚泥処理設備 第二四半期 10月1日

尾張旭市東部浄化センター電気１０ 愛知県尾張旭市 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 10月1日

日進市南部浄化センター電気設備工事その９ 愛知県日進市 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 10月1日

琵琶湖流域下水道事業東北部浄化センター建設工事その３５ 滋賀県彦根市 40 一般土木 (－) 水処理施設 第三四半期 6月5日

宇治市東宇治浄化センター水処理設備工事その１８ 京都府宇治市 18 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 6月5日

亀岡市年谷浄化センター電気設備工事その３１ 京都府亀岡市 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 6月5日

寝屋川市高宮ポンプ場水処理設備工事 大阪府寝屋川市 19 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 7月31日

寝屋川市高宮ポンプ場ポンプ設備工事 大阪府寝屋川市 19 流体機械設備 (－) 主ポンプ設備 第三四半期 7月31日

姫路市広畑本町貯留管建設工事 兵庫県姫路市 42 一般土木 (－) 管渠工事 第三四半期 6月5日

尼崎市北部浄化センター建設工事その３ 兵庫県尼崎市 16 一般土木 (－) 水処理施設 第三四半期 6月5日

尼崎市北部浄化センター水処理設備工事その９ 兵庫県尼崎市 16 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 6月5日

尼崎市北部浄化センター電気設備工事その５ 兵庫県尼崎市 16 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 6月5日

洲本市洲本環境センター汚泥処理設備工事その６ 兵庫県洲本市 16 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 6月5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 16 電気設備 (－) 汚泥処理電気設備 第三四半期 6月5日

加古川市新野辺雨水ポンプ場電気設備工事その２ 兵庫県加古川市 16 電気設備 (－) ポンプ場電気設備 第三四半期 6月5日

加古川市安田中継ポンプ場電気設備工事 兵庫県加古川市 16 電気設備 (－) ポンプ場電気設備 第三四半期 6月5日

福崎町福崎浄化センター水処理設備工事その４ 兵庫県福崎町 4 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 6月5日

鳥取市河原浄化センター水処理設備工事その４ 鳥取県鳥取市 18 下水処理設備 (－) 汚泥処理設備 第二四半期 7月31日

鳥取市河原浄化センター電気設備工事その６ 鳥取県鳥取市 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 7月31日

鳥取市河原浄化センター建設工事その７ 鳥取県鳥取市 18 一般土木 (－) 水処理施設 第三四半期 7月31日

鳥取市幸町ポンプ場他建設工事 鳥取県鳥取市 10 建築工事 (－) 管理棟 第二四半期 7月31日

宍道湖流域下水道事業宍道湖東部浄化センター電気設備工事その４３ 島根県松江市 29 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 6月5日

宍道湖流域下水道事業斐川中継ポンプ場電気設備工事その３ 島根県出雲市 18 電気設備 (－) ポンプ場電気設備 第二四半期 6月5日

宍道湖流域下水道事業斐川中継ポンプ場ポンプ設備工事その２ 島根県出雲市 18 流体機械設備 (－) 主ポンプ設備 第二四半期 6月5日

児島湖流域下水道事業児島湖流域下水道浄化センター建設工事その
６３

岡山県玉野市 9 一般土木 (－) 水処理施設 第三四半期 6月5日

児島湖流域下水道事業児島湖流域下水道浄化センター水処理設備工
事その３０

岡山県玉野市 27 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 6月5日

児島湖流域下水道事業児島湖流域下水道浄化センター電気設備工事
その４７

岡山県玉野市 27 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 6月5日

岡山市今保ポンプ場建設工事 岡山県岡山市 22 一般土木 (－) 水処理施設 第三四半期 6月5日

総社市中原雨水ポンプ場電気設備工事 岡山県総社市 17 電気設備 (－) ポンプ場電気設備 第二四半期 6月5日

備前市片上雨水ポンプ場電気設備工事その２ 岡山県備前市 16 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 10月1日

美咲町柵原浄化センター水処理設備工事その３ 岡山県美咲町 13 下水処理設備 (－) 水処理設備 第二四半期 10月1日

府中市角田ポンプ場電気設備工事その４ 広島県府中市 18 電気設備 (－) ポンプ場電気設備 第三四半期 10月1日

三次市三次水質管理センター電気設備工事その６ 広島県三次市 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 6月5日

三次市灰塚水質管理センターほか水処理設備工事 広島県三次市 6 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 6月5日

3 / 5 ﾍﾟｰｼﾞ



工   事   名 工   事   場   所
工期

（ヶ月）
工事種別(等級) 工事概要

入札
予定時期

公表日

東広島市東広島浄化センター水処理設備工事その１３ 広島県東広島市 18 下水処理設備 (－) 水処理設備 第四四半期 6月5日

東広島市東広島浄化センター電気設備工事その２４ 広島県東広島市 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第四四半期 6月5日

東広島市東広島浄化センター建設工事その２３ 広島県東広島市 19 一般土木 (－) 水処理施設 第二四半期 6月5日

東広島市東広島浄化センター汚泥処理設備工事その９ 広島県東広島市 18 下水処理設備 (－) 汚泥処理設備 第四四半期 6月5日

東広島市東広島浄化センター電気設備工事その２５ 広島県東広島市 14 電気設備 (－) 水処理電気設備 第四四半期 6月5日

東広島市東広島浄化センター送風設備工事その７ 広島県東広島市 9 流体機械設備 (－) 送風機設備 第二四半期 6月5日

東広島市東広島浄化センター電気設備工事その２３ 広島県東広島市 9 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 6月5日

江田島市中央浄化センター水処理設備工事その５ 広島県江田島市 16 下水処理設備 (－) 水処理設備 第二四半期 10月1日

江田島市中町雨水排水センターポンプ設備工事 広島県江田島市 17 流体機械設備 (－) 主ポンプ設備 第二四半期 10月1日

山口市小郡浄化センター建設工事その２０ 山口県山口市 6 一般土木 (－) 水処理施設 第二四半期 6月5日

山口市小郡浄化センター水処理設備工事その８ 山口県山口市 18 下水処理設備 (－) 水処理設備 第二四半期 6月5日

山口市小郡浄化センター電気設備工事その１６ 山口県山口市 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 6月5日

周南市徳山中央浄化センター建設工事その６ 山口県周南市 18 一般土木 (－) 汚泥処理施設 第二四半期 6月5日

周防大島町東和片添浄化センター水処理設備工事 山口県周防大島町 18 下水処理設備 (－) 水処理設備 第二四半期 6月5日

周防大島町東和片添浄化センター電気設備工事 山口県周防大島町 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 6月5日

丸亀市浄化センター建設工事その４ 香川県丸亀市 18 一般土木 (－) 水処理施設 第四四半期 6月5日

丸亀市浄化センター建設工事その５ 香川県丸亀市 18 一般土木 (－) 水処理施設 第四四半期 6月5日

丸亀市浄化センター汚泥処理設備工事 香川県丸亀市 30 下水処理設備 (－) 汚泥処理設備 第四四半期 6月5日

丸亀市浄化センター電気設備工事その２ 香川県丸亀市 30 電気設備 (－) 汚泥処理電気設備 第四四半期 10月1日

観音寺市観音寺第２ポンプ場ポンプ設備工事その３ 香川県観音寺市 18 流体機械設備 (－) 主ポンプ設備 第三四半期 10月1日

観音寺市観音寺第２ポンプ場電気設備工事その４ 香川県観音寺市 18 電気設備 (－) ポンプ場電気設備 第三四半期 10月1日

観音寺市観音寺第２ポンプ場水処理設備工事その２ 香川県観音寺市 18 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 10月1日

今治市天保山排水ポンプ場建設工事その５ 愛媛県今治市 6 建築工事 (－) 管渠工事 第二四半期 6月5日

今治市東部中継ポンプ場建設工事 愛媛県今治市 30 一般土木 (－) 場内整備 第二四半期 6月5日

新居浜市土場雨水ポンプ場電気設備工事その２ 愛媛県新居浜市 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 6月5日

西条市西条浄化センター汚泥処理設備工事その８ 愛媛県西条市 16 下水処理設備 (－) 汚泥処理設備 第二四半期 6月5日

香南市野市浄化センター建設工事その４ 高知県香南市 16 一般土木 (－) 水処理施設 第二四半期 6月5日

いの町枝川雨水ポンプ場他建設工事その５ 高知県いの町 17 建築工事 (－) 管理棟 第二四半期 6月5日

北九州市皇后崎浄化センター水処理設備工事 福岡県北九州市 30 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 10月1日

北九州市皇后崎浄化センター建設工事その５ 福岡県北九州市 18 一般土木 (－) 水処理施設 第三四半期 10月1日

宗像市宗像終末処理場建設工事その２９ 福岡県宗像市 7 一般土木 (－) 水処理施設 第三四半期 10月1日

福津市福間浄化センター水処理設備工事その７ 福岡県福津市 20 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 10月1日

福津市福間浄化センター電気設備工事その９ 福岡県福津市 20 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 10月1日

玉名市浄化センター汚泥処理設備工事その９ 熊本県玉名市 20 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 10月1日

大津町大津浄化センター建設工事１６ 熊本県大津町 16 一般土木 (－) 水処理施設 第三四半期 7月31日

別府市中央浄化センター電気設備工事その７ 大分県別府市 17 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 6月5日

別府市中央浄化センター建設工事その８ 大分県別府市 19 建築工事 (－) 管理棟 第三四半期 6月5日

別府市亀川中継ポンプ場水処理設備工事その３ 大分県別府市 19 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 6月5日

中津市中津終末処理場水処理設備工事その５ 大分県中津市 17 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 6月5日

中津市中津終末処理場汚泥処理設備工事その５ 大分県中津市 15 下水処理設備 (－) 汚泥処理設備 第三四半期 6月5日

中津市中津終末処理場電気設備工事その１２ 大分県中津市 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 6月5日
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日田市日田浄化センター水処理設備工事その１６ 大分県日田市 18 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 6月5日

日田市日田浄化センター電気設備工事その２４ 大分県日田市 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 6月5日

佐伯市佐伯終末処理場水処理設備工事その１１ 大分県佐伯市 20 下水処理設備 (－) 水処理設備 第三四半期 6月5日

佐伯市佐伯終末処理場電気設備工事その１５ 大分県佐伯市 20 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 6月5日

豊後高田市終末処理場建設工事その９ 大分県豊後高田市 18 建築工事 (－) 管理棟 第三四半期 6月5日

杵築市山香浄化センター電気設備工事その３ 大分県杵築市 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 6月5日

宇佐市宇佐水再生プラザ建設工事 大分県宇佐市 19 一般土木 (－) 水処理施設 第三四半期 6月5日

国東市国見浄化センター水処理設備工事その３ 大分県国東市 19 下水処理設備 (－) 水処理施設 第三四半期 6月5日

国東市国見浄化センター電気設備工事その３ 大分県国東市 19 電気設備 (－) 水処理電気設備 第三四半期 6月5日

都城市中央終末処理場汚泥処理設備工事その４ 宮崎県都城市 20 下水処理設備 (－) 汚泥処理施設 第二四半期 7月31日

都城市中央終末処理場電気設備工事その６ 宮崎県都城市 20 電気設備 (－) 汚泥処理電気設備 第二四半期 7月31日

西都市西都浄化センター水処理設備工事その９ 宮崎県西都市 17 下水処理設備 (－) 水処理施設 第二四半期 10月1日

西都市西都浄化センター電気設備工事その１６ 宮崎県西都市 17 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 10月1日

三股町三股中央浄化センター建設工事その7 宮崎県三股町 9 一般土木 (－) 場内整備 第二四半期 10月1日

名護市名護下水処理場建設工事その２３ 沖縄県名護市 11 一般土木 (－) 水処理施設 第二四半期 10月1日

糸満市糸満終末処理場汚泥処理設備工事その１１ 沖縄県糸満市 18 下水処理設備 (－) 汚泥処理設備 第二四半期 10月1日

糸満市糸満終末処理場電気設備工事その２３ 沖縄県糸満市 18 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 10月1日

竹富町竹富浄化センター電気設備工事 沖縄県竹富町 15 電気設備 (－) 水処理電気設備 第二四半期 10月1日
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