
1 公表対象工事

2 留意事項

3 一般競争入札方式対象工事(127件)

工事名 工事場所 工期 工事概要
入札

予定時期
公表日

石狩湾新港地域公共下水道浄化センター建設工
事（改修）その２

北海道石狩市 約19ヶ月 一般土木 (Ｃ)
流入渠,エアレーション
タンク

第4四半期 R4.6.10

十勝川流域下水道浄化センター汚泥処理設備工
事その２

北海道帯広市 約18ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 初沈,濃縮,乾燥 第4四半期 R4.6.10

函館湾流域下水道浄化センター水処理設備工事
その１8

北海道函館市 約18ヶ月 下水処理設備 (Ａ)
初沈,エアレーションタ
ンク,終沈,水処理ほか

第4四半期 R4.6.10

函館湾流域下水道浄化センター電気設備工事そ
の３５

北海道函館市 約19ヶ月 電気設備 (Ａ)
水処理運転操作設備ほ
か

第4四半期 R4.6.10

函館湾流域下水道浄化センター電気設備工事そ
の３６

北海道函館市 約18ヶ月 電気設備 (Ａ)
水処理運転操作設備,水
処理計装設備

第4四半期 R4.6.10

室蘭市中島下水ポンプ場ポンプ設備工事 北海道室蘭市 約20ヶ月 流体機械設備 雨水ポンプ 第4四半期 R4.3.25

室蘭市中島下水ポンプ場電気設備工事その３ 北海道室蘭市 約20ヶ月 電気設備 (Ａ)
監視制御設備,ﾎﾟﾝﾌﾟ運転
操作設備ほか

第4四半期 R4.3.25

室蘭市中島下水ポンプ場建設工事その４ 北海道室蘭市 約20ヶ月 一般土木 (Ｃ) ポンプ場耐震補強 第4四半期 R4.3.25

深川市深川浄化センター外建設工事その4 北海道深川市 約5ヶ月 建築 (Ｃ) 管理棟,消毒設備,消化 第4四半期 R4.4.28

八雲町八雲下水浄化センター外水処理設備工事
その７

北海道八雲町 約19ヶ月 下水処理設備 (Ａ)
管理棟,沈砂池,ＯＤ,終
沈,消毒

第4四半期 R4.6.10

余市町余市下水処理場建設工事 北海道余市町 約18ヶ月 一般土木 (Ｂ) 特殊ほか 第4四半期 R4.7.29

洞爺湖町虻田下水終末処理場水処理設備工事そ
の10

北海道洞爺湖町 約18ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 脱臭,再利用,濃縮 第4四半期 R4.7.29

日高町富川浄化センター外水処理設備工事その4 北海道日高町 約15ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 終沈,再利用,脱水設備 第4四半期 R4.3.25

足寄町足寄下水終末処理場電気設備工事その5 北海道足寄町 約15ヶ月 電気設備 (Ｂ)
管理棟,監視制御設備,受
変電,水処理運転操作設

第4四半期 R4.6.10

白糠町白糠下水道管理センター水処理設備工事
その３

北海道白糠町 約19ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 沈砂池,主ポンプほか 第4四半期 R4.3.25

白糠町白糠下水道管理センター電気設備工事そ
の５

北海道白糠町 約17ヵ月 電気設備 (Ｂ)
監視制御設備,水処理運
転操作設備,汚泥処理運

第4四半期 R4.10.3

斜里町斜里終末処理場建設工事その13 北海道斜里町 約5ヶ月 建築 (Ｄ) 水処理棟 第4四半期 R5.1.10

岩木川流域下水道岩木川浄化センター汚泥有効
利用施設整備運営事業

⻘森県弘前市 約33ヶ月 下水処理設備 (Ａ) 肥料化施設 R5年度以降 R5.1.10

七⼾町七⼾浄化センター他1施設水処理設備改築
工事

⻘森県上北郡七
⼾町

約13ヶ月 下水処理設備 (Ｂ)
沈砂池設備,ＯＤ設備,用
水設備ほか

第4四半期 R4.7.29

北上市北上工業団地終末処理場汚泥処理設備工
事

岩手県北上市 約17ヶ月 下水処理設備 (Ａ) 汚泥処理設備増設 第4四半期 R5.1.10

北上市北上工業団地終末処理場電気設備工事そ
の2

岩手県北上市 約17ヶ月 電気設備 (Ａ)
監視制御設備,受変電設
備,運転操作設備ほか

第4四半期 R5.1.10

丸森町雨水幹線建設工事 宮城県丸森町 約27ヶ月 一般土木 (Ａ) シールド工法,人孔 第4四半期 R4.6.10

工事種別(等級)

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）又は追加をする場合があります。
③今後、地方公共団体等との協定を締結した工事は、同様に公表します。
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。

①令和4事業年度発注予定工事のうち、令和5年1月10日現在において地方公共団体等との協定を締結済み又は締結予定の工事を掲載しています
（公告中の工事も含まれます）。

お 知 ら せ
令 和 5 年 1 月 10 日
日 本 下 水 道 事 業 団

日本下水道事業団令和4事業年度発注予定工事の公表

 予定価格が250万円を超えると見込まれる工事を対象とする。ただし、受託工事にあっては、地方公共団体等との協定を締結済み又は締結予定
（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。
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令和4事業年度発注予定工事の公表 令和5年1月10日
日本下水道事業団

工事名 工事場所 工期 工事概要
入札

予定時期
公表日工事種別(等級)

加美町中新田浄化センター水処理設備工事６ 宮城県加美町 約11ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) ＯＤ 第4四半期 R4.3.25

加美町中新田浄化センター建設工事その12 宮城県加美町 約6ヶ月 一般土木 (Ｄ) ＯＤ耐震補強 第4四半期 R4.10.3

最上川流域下水道村山浄化センター水処理設備
工事その１２

山形県村山市 約17ヶ月 下水処理設備 (Ａ)
沈砂池,主ポンプ,初沈ほ
か

第4四半期 R4.3.25

最上川下流流域下水道庄内浄化センター汚泥処
理設備工事その４

山形県東田川郡
庄内町

約13ヶ月 下水処理設備 (Ａ) 貯留,脱水設備 第4四半期 R4.3.25

最上川下流流域下水道庄内浄化センター電気設
備工事その１１

山形県東田川郡
庄内町

約13ヶ月 電気設備 (Ｂ)
監視制御設備,汚泥運転
操作設備ほか

第4四半期 R4.3.25

鶴岡市鶴岡浄化センター他汚泥処理設備工事そ
の１５

山形県鶴岡市 約14ヶ月 下水処理設備 (Ａ)
濃縮,貯留,用水設備更新,
主ポンプ⻑寿

第4四半期 R4.3.25

鶴岡市鼠ヶ関浄化センター水処理設備工事その
３

山形県鶴岡市 約12ヶ月 下水処理設備 (Ｂ)
沈砂池、ＯD設備⻑寿命
化、用水設備更新

第4四半期 R4.3.25

⻑井市公共下水道管理センター電気設備工事そ
の１４

山形県⻑井市 約14ヶ月 電気設備 (Ｂ) 自家発電設備 第4四半期 R5.1.10

会津若松市下水浄化工場電気設備工事その22
福島県会津若松
市

約16ヶ月 電気設備 (Ｂ)
監視制御設備,水処理運
転操作設備,水処理計装

第4四半期 R4.6.10

古河市総和水処理センター総和建設工事その12 茨城県古河市 約10ヶ月 建築 (Ｃ) 管理棟 第4四半期 R5.1.10

古河市古河浄化センター水処理設備工事その６ 茨城県古河市 約18ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 送風機,再利用,貯留 第4四半期 R5.1.10

古河市旭町汚水中継ポンプ場電気設備工事3 茨城県古河市 約18ヶ月 電気設備 (Ｂ)
監視制御設備,ﾎﾟﾝﾌﾟ運転
操作設備

第4四半期 R4.6.10

古河市旭町汚水中継ポンプ場他水処理設備工事 茨城県古河市 約18ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 沈砂池 第4四半期 R4.6.10

ひたちなか市下水浄化センター建設工事その15
茨城県ひたちな
か市

約15ヶ月 建築 (Ｃ) 管理棟 第4四半期 R5.1.10

鹿嶋市鹿嶋浄化センター汚泥処理設備工事その6 茨城県鹿嶋市 約16ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 脱臭 第4四半期 R4.6.10

⻤怒川上流流域下水道県央浄化センター建設工
事その３１

栃木県上三川町 約25ヶ月 一般土木 (Ａ)
初沈,エアレーションタ
ンク,終沈

第4四半期 R5.1.10

宇都宮市下河原中継ポンプ場建設工事 栃木県宇都宮市 約30ヶ月 一般土木 (Ａ)
ポンプ棟新設、既設構
造物撤去

第4四半期 R4.7.29

宇都宮市川田水再生センター汚泥処理設備工事
その20

栃木県宇都宮市 約27ヶ月 下水処理設備 (Ａ) 消化槽 第4四半期 R4.7.29

鹿沼市⿊川終末処理場他1施設電気設備工事その
２２

栃木県鹿沼市 約15ヶ月 電気設備 (Ａ) 監視制御設備 第4四半期 R5.1.10

小山市小山水処理センター水処理設備工事その
８

栃木県小山市 約15ヶ月 下水処理設備 (Ａ)
監視制御設備,流入渠,水
運転操作

第4四半期 R4.6.10

矢板市水処理センター水処理設備工事その８ 栃木県矢板市 約17ヶ月 下水処理設備 (Ｂ)
初沈,エアレーションタ
ンク

第4四半期 R4.10.3

矢板市水処理センター電気設備工事その１２ 栃木県矢板市 約17ヶ月 電気設備 (Ｂ)
水処理運転操作設備、
水処理計装設備

第4四半期 R4.10.3

那須町湯本浄化センター建設工事その１５ 栃木県那須町 約26ヶ月 建築 (Ｃ) 管理棟 第4四半期 R4.10.3

草津町草津下水処理場建設工事その２ 群馬県草津町 約25ヶ月 一般土木 (Ｂ)
沈砂池,主ポンプ,消毒施
設

第4四半期 R4.10.3

東松山市高坂浄化センター建設工事その１０ 埼玉県東松山市 約9ヶ月 建築 (Ｃ) 管理棟 第4四半期 R5.1.10

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合毛呂山処理
センター水処理設備工事その９

埼玉県毛呂山町 約19ヶ月 下水処理設備 (Ａ) 消毒,砂ろ過,濃縮 第4四半期 R5.1.10

君津富津広域下水道組合君津富津終末処理場汚
泥処理設備工事その３

千葉県富津市 約17ヶ月 下水処理設備 (Ａ) 脱水設備 第4四半期 R4.4.28

町田市成瀬クリーンセンター建設工事その35 東京都町田市 約28ヶ月 一般土木 (Ｃ) 汚泥処理棟耐震補強 第4四半期 R4.6.10

東京都王子第二ポンプ場発電設備工事 東京都 約32ヶ月 電気設備 (Ａ) 自家発電設備 第4四半期 R5.1.10

大和市北部浄化センター電気設備工事その20 神奈川県大和市 約27ヶ月 電気設備 (Ａ) 監視制御設備 第4四半期 R4.10.3
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令和4事業年度発注予定工事の公表 令和5年1月10日
日本下水道事業団

工事名 工事場所 工期 工事概要
入札

予定時期
公表日工事種別(等級)

伊勢原市下落合第２ポンプ場建設工事
神奈川県伊勢原
市

約17ヶ月 一般土木 (Ｃ)
流入渠,汚水ポンプ,放流
渠

第4四半期 R5.1.10

新潟市白根中央浄化センター水処理設備工事 新潟県新潟市 約16ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) エアレーションタンク 第4四半期 R4.7.29

新潟市白根中央浄化センター電気設備工事 新潟県新潟市 約16ヶ月 電気設備 (Ａ)
監視制御設備,水処理運
転操作設備,水処理電気

第4四半期 R4.7.29

魚津市浄化センター電気設備工事その１３ 富山県魚津市 約16ヶ月 電気設備 (Ｂ) 汚泥処理ほか 第4四半期 R4.4.28

輪島市浄化センター電気設備工事その６ 石川県輪島市 約18ヶ月 電気設備 (Ｂ)
受電設備,水処理運転操
作設備ほか

第4四半期 R4.4.28

美浜町美浜浄化センター建設工事その６ 福井県美浜町 約8ヶ月 建築 (Ｃ)
管理棟,自家発電設備,消
毒設備ほか

第4四半期 R4.3.25

千曲川流域下水道上流処理区終末処理場ポンプ
設備工事その７

⻑野県⻑野市 約20ヶ月 流体機械設備 主ポンプ 第4四半期 R4.10.3

千曲川流域下水道上流処理区終末処理場送風機
設備工事その４

⻑野県⻑野市 約20ヶ月 流体機械設備 送風機 第4四半期 R4.10.3

千曲川流域下水道上流処理区終末処理場電気設
備工事その３８

⻑野県⻑野市 約20ヶ月 電気設備 (Ａ) 水処理電気設備 第4四半期 R4.10.3

上田市南部終末処理場他2施設建設工事その１０ ⻑野県上田市 約14ヶ月 一般土木 (Ｃ) 沈砂池,管理棟,消毒設備 第4四半期 R4.7.29

中野市中野浄化管理センター水処理設備工事そ
の１３

⻑野県中野市 約23ヶ月 下水処理設備 (Ｂ)
送風機、反応タンク、
最終沈殿池

第4四半期 R4.6.10

佐久市野沢中継ポンプ場建設工事 ⻑野県佐久市 約9ヶ月 一般土木 (Ｃ) 管理棟 第4四半期 R4.4.28

立科町立科浄化管理センター建設工事その４ ⻑野県立科町 約15ヶ月 一般土木 (Ｃ)
管理棟,沈砂池,終沈,消毒
設備,汚泥ポンプ室

第4四半期 R5.1.10

山形村山形浄化センター電気設備工事その８ ⻑野県山形村 約20ヶ月 電気設備 (Ｂ)
管理棟,監視制御設備,水
処理運転操作設備,水処

第4四半期 R4.6.10

野沢温泉村野沢温泉終末処理場建設工事その１
１

⻑野県野沢温泉
村

約8ヶ月 建築 (Ｃ)
沈砂池,最初沈殿池,反応
タンク,最終沈殿池

第4四半期 R4.10.3

下呂市幸田浄化センター建設工事 岐阜県下呂市 約20ヶ月 一般土木 (Ｂ)
管理棟,沈砂池,主ポンプ,
流量調整池ほか

第4四半期 R4.3.25

沼津市中部浄化プラント電気設備工事その６ 静岡県沼津市 約14ヶ月 電気設備 (Ａ)
受変電,水処理運転操作
設備,水処理計装設備

第4四半期 R4.4.28

沼津市中部ポンプ場ポンプ設備工事その４ 静岡県沼津市 約14ヶ月 流体機械設備 汚水ポンプ 第4四半期 R4.4.28

熱海市熱海浄水管理センター水処理設備工事そ
の９

静岡県熱海市 約14ヶ月 下水処理設備 (Ａ)
沈砂池,初沈,エアレー
ションタンク,終沈

第4四半期 R4.4.28

掛川市大東浄化センター電気設備工事その８ 静岡県掛川市 約14ヶ月 電気設備 (Ｂ) 水処理計装設備更新 第4四半期 R4.4.28

知多市南部浄化センター汚泥処理設備工事その
１７

愛知県知多市 約14ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 濃縮 第4四半期 R4.4.28

知多市南部浄化センター建設工事その１９ 愛知県知多市 約7ヶ月 一般土木 (Ｄ) 砂ろ過 第4四半期 R4.4.28

清須市堀江ポンプ場建設工事その４ 愛知県清須市 約12ヶ月 一般土木 (Ｃ)
場内整備,流入渠,雨水ポ
ンプほか

第4四半期 R4.4.28

桑名市住吉ポンプ場電気設備工事その３ 三重県桑名市 約18ヶ月 電気設備 (Ａ)
自家発電設備,受変電設
備

第4四半期 R4.7.29

伊賀市柘植浄化センター水処理設備工事その４ 三重県伊賀市 約15ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 沈砂池、濃縮、貯留 第4四半期 R5.1.10

伊賀市柘植浄化センター電気設備工事その６ 三重県伊賀市 約15ヶ月 電気設備 (Ｂ)
監視制御設備,汚泥運転
操作設備,汚泥計装設備

第4四半期 R5.1.10

伊賀市柘植浄化センター汚泥処理設備工事 三重県伊賀市 約8ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 濃縮、貯留設備 第4四半期 R4.4.28

琵琶湖流域下水道東北部浄化センター水処理設
備工事その１８

滋賀県大津市 約30ヶ月 下水処理設備 (Ａ)
初沈,エアレーションタ
ンク,終沈ほか

第4四半期 R4.3.25

大津市大津終末処理場水処理施設再構築工事 滋賀県大津市 約55ヶ月 下水処理設備 (Ａ)
場内整備,監視制御設備,
導水渠ほか

第4四半期 R4.4.28

宇治市東宇治浄化センター建設工事その３１ 京都府宇治市 約21ヶ月 一般土木 (Ｃ) 消化 第4四半期 R4.4.28
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木津川市加茂浄化センター建設工事その６ 京都府木津川市 約15ヶ月 一般土木 (Ｃ) 管理棟 第4四半期 R4.4.28

貝塚市津田雨水ポンプ場水処理設備工事その２ 大阪府貝塚市 約17ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 沈砂池,雨水ポンプ 第4四半期 R4.4.28

泉佐野市中央ポンプ場電気設備工事その６ 大阪府泉佐野市 約17ヶ月 電気設備 (Ａ)
自家発電設備,監視制御
設備,受変電,排水ほか

第4四半期 R4.4.28

羽曳野市碓井ポンプ場電気設備工事 大阪府羽曳野市 約18ヶ月 電気設備 (Ｂ) 受変電 第4四半期 R4.4.28

藤井寺市小山雨水ポンプ場電気設備工事その４ 大阪府藤井寺市 約18ヶ月 電気設備 (Ａ) 監視制御設備,受変電 第4四半期 R4.4.28

姫路市八家川第六ポンプ場建設工事 兵庫県姫路市 約42ヶ月 一般土木 (Ａ)
流入渠,雨水ポンプ,放流
渠,吐口

第4四半期 R4.4.28

上郡町上郡浄化センター水処理設備工事その７ 兵庫県上郡町 約21ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 沈砂池,主ポンプ 第4四半期 R4.4.28

有田市箕島ポンプ場電気設備工事その３ 和歌山県有田市 約21ヶ月 電気設備 (Ｂ)
監視制御設備,ﾎﾟﾝﾌﾟ運転
操作設備ほか

第4四半期 R4.4.28

白浜町白浜浄化センター建設工事その１１ 和歌山県白浜町 約15ヶ月 一般土木 (Ｃ) 管廊,水処理設備ほか 第4四半期 R4.4.28

岩美町大谷浄化センター水処理設備工事 鳥取県岩美町 約19ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 消毒設備 第4四半期 R4.4.28

宍道湖流域下水道宍道湖⻄部浄化センター水処
理設備工事その１１

島根県出雲市 約19ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 再利用,水処理ほか 第4四半期 R4.4.28

児島湖流域下水道児島湖流域下水道浄化セン
ター建設工事その６５

岡山県玉野市 約13ヶ月 一般土木 (Ｃ)
初沈,エアレーションタ
ンク,終沈

第4四半期 R4.4.28

岡山市今保ポンプ場電気設備工事その２ 岡山県岡山市 約19ヶ月 電気設備 (Ａ) 自家発電設備 第4四半期 R5.1.10

高梁市落合雨水ポンプ場建設工事 岡山県高梁市 約30ヶ月 一般土木 (Ａ)
敷地造成,雨水ポンプ施
設ほか

第4四半期 R4.4.28

真庭市久世浄化センター水処理設備工事その４ 岡山県真庭市 約18ヶ月 流体機械設備
監視制御設備,ＯＤ,水運
転操作ほか

第4四半期 R4.3.25

吉備中央町吉備高原浄化センター汚泥処理設備
工事

岡山県吉備中央
町

約20ヶ月 下水処理設備 (Ａ) 脱水設備 第4四半期 R4.4.28

吉備中央町吉備高原浄化センター電気設備工事
その２

岡山県吉備中央
町

約20ヶ月 電気設備 (Ｂ)
汚泥運転操作設備,汚泥
計装設備,汚泥電気室

第4四半期 R4.4.28

竹原市竹原浄化センター電気設備工事その４ 広島県竹原市 約19ヶ月 電気設備 (Ｂ)
監視制御設備,水処理運
転操作設備ほか

第4四半期 R4.4.28

尾道市尾道浄化センター電気設備工事その１４ 広島県尾道市 約19ヶ月 電気設備 (Ａ)
水処理計装設備,水処理
電気室,汚泥電気室

第4四半期 R4.3.25

尾道市御調町中央浄化センター電気設備工事そ
の３

広島県尾道市 約19ヶ月 電気設備 (Ｂ)
水処理計装設備,水処理
電気室

第4四半期 R4.3.25

福山市蔵王雨水幹線水処理設備工事 広島県福山市 約12ヶ月 下水処理設備 (Ａ) 可動堰、水中ポンプ 第4四半期 R5.1.10

福山市蔵王雨水幹線電気設備工事 広島県福山市 約12ヶ月 電気設備 (Ａ)
ゲート、ポンプ運転操
作設備

第4四半期 R5.1.10

大竹市大竹下水処理場建設工事 広島県大竹市 約20ヶ月 一般土木 (Ｃ) 水処理設備ほか 第4四半期 R4.3.25

防府市防府浄化センター建設工事その１１ 山口県防府市 約16ヶ月 一般土木 (Ｃ) 管理棟,場内整備 第4四半期 R4.10.3

周南市徳山中央浄化センター建築機械設備工事 山口県周南市 約18ヶ月 建築機械設備 汚泥ほか 第4四半期 R4.3.25

周南市野村開作排水ポンプ場電気設備工事その
２

山口県周南市 約17ヶ月 電気設備 (Ｂ) 雨水ポンプ 第4四半期 R4.4.28

和木町大竹圧送幹線建設工事その４ 山口県和木町 約7ヶ月 一般土木 (Ｃ) 管渠ほか R5年度以降 R4.3.25

鳴門市撫養ポンプ場沈砂池設備工事その６ 徳島県鳴門市 約8ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 沈砂池 第4四半期 R5.1.10

観音寺市観音寺下水浄化センター汚泥処理設備
工事その７

香川県観音寺市 約15ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 脱臭,水処理設備 第4四半期 R4.7.29

今治市桜井第1排水ポンプ場電気設備工事 愛媛県今治市 約18ヶ月 電気設備 (Ｂ) 自家発電設備,受変電 第4四半期 R4.4.28
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⻄条市三津屋雨水ポンプ場建設工事その３ 愛媛県⻄条市 約20ヶ月 一般土木 (Ｂ) 放流渠,吐口 第4四半期 R4.4.28

浦⼾湾東部流域下水道高須浄化センター建設工
事その３４

高知県高知市 約18ヶ月 一般土木 (Ｃ)
管理棟,エアレーション
タンク

第4四半期 R4.4.28

安芸市安芸浄化センター電気設備工事その５ 高知県安芸市 約20ヶ月 電気設備 (Ｂ)
管理棟,監視制御設備,水
処理運転操作設備

第4四半期 R4.4.28

芦屋町浄化センター・中ノ浜汚水中継ポンプ場
他水処理設備工事その１１

福岡県芦屋町 約12ヶ月 下水処理設備 (Ｂ)
流量調整池,エアレー
ションタンク

第4四半期 R4.4.28

佐賀市鍋島ポンプ場他電気設備工事 佐賀県佐賀市 約6ヶ月 電気設備 (Ｂ)
自家発電設備,監視制御
設備

第4四半期 R4.7.29

山鹿市山鹿浄水センター建設工事その５ 熊本県山鹿市 約21ヶ月 一般土木 (Ｂ) 貯留設備,汚泥ポンプ室 第4四半期 R4.7.29

益城町益城浄化センター水処理設備工事その9 熊本県益城町 約19ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 初沈,終沈 第4四半期 R4.4.28

益城町益城浄化センター電気設備工事その14 熊本県益城町 約19ヶ月 電気設備 (Ｂ)
水処理運転操作設備,水
処理計装設備

第4四半期 R4.4.28

中津市角木雨水ポンプ場建設工事その３ 大分県中津市 約29ヶ月 一般土木 (Ｂ) 放流渠,吐口 第4四半期 R4.10.3

津久見市津久見終末処理場水処理設備工事その
６

大分県津久見市 約17ヶ月 下水処理設備 (Ｂ)
エアレーションタンク,
送風機

第4四半期 R4.4.28

津久見市津久見終末処理場電気設備工事その１
３

大分県津久見市 約17ヶ月 電気設備 (Ｂ) 監視制御設備,共通ほか 第4四半期 R4.4.28

都城市中央終末処理場汚泥処理設備工事その２ 宮崎県都城市 約20ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 初沈,終沈,消毒,濃縮 第4四半期 R4.7.29

三股町三股中央浄化センター建設工事その８ 宮崎県三股町 約34ヶ月 一般土木 (Ａ) 水処理設備ほか 第4四半期 R4.6.10

枕崎市枕崎終末処理場建設工事その８ 鹿児島県枕崎市 約23ヶ月 下水処理設備 (Ｂ) 濃縮 第4四半期 R4.10.3

知名町知名環境センター建設工事その６ 鹿児島県知名町 約7ヶ月 一般土木 (Ｃ)
管理棟,主ポンプ,終沈,乾
燥

第4四半期 R4.10.3
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