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資料１

(１)甲府市浄化センター平面図

(２)住吉中継ポンプ場平面図

(３)池添ポンプ場平面図

業　務　範　囲



(１)甲府市浄化センター平面図
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(２)住吉中継ポンプ場平面図



S=NON

簡易処理高度化施設

簡易処理高度化施設簡易処理高度化施設

簡易処理高度化施設

住吉中継ポンプ場
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(３)池添ポンプ場平面図



S=NON
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資料２

下　水　道　排　除　基　準　表



下　水　道　排　除　基　準　表下　水　道　排　除　基　準　表下　水　道　排　除　基　準　表下　水　道　排　除　基　準　表

５０㎥/日

未満

５０㎥/日

未満

２０㎥/日

以上

２０㎥/日

以上

カドミウム mg/L

シアン mg/L

有機リン mg/L

鉛 mg/L

６価クロム mg/L

砒素 mg/L

水銀 mg/L

アルキル水銀 mg/L

ポリ塩化ビフェニル mg/L

トリクロロエチレン mg/L

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L

ジクロロメタン mg/L

四塩化炭素 mg/L

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L

チウラム mg/L

シマジン mg/L

チオベンカルブ mg/L

ベンゼン mg/L

セレン mg/L

ホウ素およびその化合物 mg/L

フッ素およびその化合物 mg/L

8 8

ダイオキシン類 ｐg/L

アンモニア性窒素、亜硝

酸性窒素および硝酸性窒

素含有量

mg/L

クロム mg/L

銅 mg/L

亜鉛 mg/L

フェノール類 mg/L

溶解性鉄 mg/L

溶解性マンガン mg/L

ＢＯＤ mg/L

600 600

ＳＳ mg/L

600 600

ﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱類) mg/L

ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植) mg/L

30 30

ｐＨ

---

温度

℃

ヨウ素消費量 mg/L

特定施設とは、水質汚濁防止法により定められたガソリンスタンドの洗車機などの施設をいいます。

*フッ素及びその化合物　すべての特定事業場に適用 許容限度は次のとおり

排水量　20㎥/D未満を除く

新設とはS50.8.1以降に設置,既設とはS50.8.1以前に設置されている事業所

BOD.SS,ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植)は50㎥/日未満適用除外

クロム、銅、亜鉛、フェノール類、溶解性鉄、溶解性マンガンは２0㎥/日未満適用除外

枠内は直罰等による規制に係わる基準値です

特定施設設置事業場 特定施設の無い事業所

５０㎥/日

以上

２０㎥/日

未満

５０㎥/日

以上

２０㎥/日

未満

　　対象項目

健

康

項

目

検出されないこと 検出されないこと

0.1 0.1

検出されないこと 検出されないこと

0.1 0.1

0.05 0.05

0.05 0.05

0.005 0.005

0.003 0.003

0.3 0.3

検出されないこと 検出されないこと

0.1 0.1

0.2 0.2

0.02 0.02

0.04 0.04

0.2 0.2

0.4 0.4

3 3

0.06 0.06

0.02 0.02

0.06 0.06

0.03 0.03

0.2 0.2

0.1 0.1

0.1 0.1

10 10

1(既設は5） 1(既設は5）

生

活

環

境

項

目

0.5(既設は１） 0.5(既設は１）

1 1

1

1 1

10 10

380 380

1

1 1

1(既設は5） 1(既設は5）

5 5

220 220

　5～9 　5～9

45 45
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資料３

(１)処理場施設改築計画

(２)水処理施設修繕計画

(３)甲府市浄化センター建設工事台帳

(４)対象施設小規模修繕履歴

工　事　修　繕　関　係



(１)処理場施設改築計画



設　備　名 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

水処理施設

スクリーン設備 ● ●

汚水ポンプ設備 ● ● ●

ブロワー設備 ●

曝気沈砂池設備

最初沈殿池設備 ●

反応タンク設備

最終沈殿池設備 ● ●

給水砂ろ過設備 ●

塩素滅菌設備

放流ポンプ設備

放流ゲート設備

汚泥処理施設

濃縮タンク設備

機械濃縮設備

汚泥貯留設備

汚泥脱水機設備

汚泥焼却設備 ● ● ●

ガス発電設備

電気設備

受変電設備

自家発電設備 ●

監視制御設備
●

（住吉ポンプ場）
●

（住吉ポンプ場）

本館脱水管理棟 ●

※平成３０年年以降の次期処理場改築計画は、平成２８年～平成２９年に長寿命化計画で策定する。

処理場施設改築計画 （平成２５～２９年度）
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(２)水処理施設修繕計画



設　  備　  名 機　器　名 号　　機　　等

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

スクリーン設備

粗目除塵機    

細目除塵機     

細目除塵機     

細目除塵機     

かす搬出機

ホッパー

流入ゲート

ゲート室ブレーチング

フィックスガラス

脱臭設備

汚水ポンプ設備

1号ポンプ ＮＯ，１汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ

2号ポンプ ＮＯ，２汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ

3号ポンプ ＮＯ，３汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ

4号ポンプ

補器類

ブロワー設備

1号ブロワー ＮＯ，１曝気ﾌﾞﾛﾜｰ

2号ブロワー ＮＯ，２曝気ﾌﾞﾛﾜｰ

3号ブロワー ＮＯ，３曝気ﾌﾞﾛﾜｰ

ブロワー補機類

曝気沈砂設備

第二曝気沈砂設備

●

最初沈殿池

汚泥掻寄機 初沈１－１ｺﾚｸﾀｰ    

初沈１－２ｺﾚｸﾀｰ     

初沈２－1ｺﾚｸﾀｰ

初沈２－２ｺﾚｸﾀｰ    

初沈３－１ｺﾚｸﾀｰ    

初沈３－２ｺﾚｸﾀｰ    

減速機 初沈１－１ｺﾚｸﾀｰ減速機 

初沈１－２ｺﾚｸﾀｰ減速機 

初沈２－１ｺﾚｸﾀｰ減速機 

初沈２－２ｺﾚｸﾀｰ減速機 

初沈３－１ｺﾚｸﾀｰ減速機

初沈３－２ｺﾚｸﾀｰ減速機 ●

覆蓋

汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ 生汚泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ    

①　　水    処    理    施    設    修　　繕     計    画    ①　　水    処    理    施    設    修　　繕     計    画    ①　　水    処    理    施    設    修　　繕     計    画    ①　　水    処    理    施    設    修　　繕     計    画    

自動除塵機

平成

30

以降

は

平成

29

年度

作成

予定

平成

30

以降

は

平成

29

年度

作成

予定

平成

30

以降

は

平成

29

年度

作成

予定
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設　  備　  名 機　器　名 号　　機　　等

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

①　　水    処    理    施    設    修　　繕     計    画    ①　　水    処    理    施    設    修　　繕     計    画    ①　　水    処    理    施    設    修　　繕     計    画    ①　　水    処    理    施    設    修　　繕     計    画    

4系列最初沈殿池

●

最終沈殿池

汚泥掻寄機 終沈１－１ｺﾚｸﾀｰ (上流）

終沈１－１ｺﾚｸﾀｰ (下流）

終沈１－2ｺﾚｸﾀｰ (上流）

終沈１－2ｺﾚｸﾀｰ (下流）

終沈２－１ｺﾚｸﾀｰ （上流）

終沈２－１ｺﾚｸﾀｰ（下流）

終沈２－2ｺﾚｸﾀｰ （上流）

終沈２－2ｺﾚｸﾀｰ （下流）

終沈３－１ｺﾚｸﾀｰ （上流）

終沈３－１ｺﾚｸﾀｰ （下流）

終沈３－2ｺﾚｸﾀｰ （上流）

終沈３－2ｺﾚｸﾀｰ （下流）

終沈１－１ｺﾚｸﾀｰ減速機

終沈１－２ｺﾚｸﾀｰ減速機

終沈２－１ｺﾚｸﾀｰ減速機 

終沈２－２ｺﾚｸﾀｰ減速機

終沈３－１ｺﾚｸﾀｰ減速機 

終沈３－２ｺﾚｸﾀｰ減速機 ●

1系汚泥返送ﾎﾟﾝﾌﾟ （3台）    

2系汚泥返送ﾎﾟﾝﾌﾟ （3台）    

3系汚泥返送ﾎﾟﾝﾌﾟ （2台）    

余剰ﾎﾟﾝﾌﾟ 余剰引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ     

4系列最終沈殿池

●

反応タンク

池関係覆蓋

エアー配管バルブ

4系列反応タンク

砂ろ過設備

№1,2砂ろ過塔 砂ろ過塔

№3砂ろ過塔

ハロン

消毒設備

塩素注入設備 塩素滅菌施設    

塩素混和池 塩素混和池壁面

除外装置 漏洩検知器

ゲート

放流ゲート

Ｎｏ１放流ゲート

Ｎｏ２放流ゲート

最終放流ゲート ●

平成

30

以降

は

平成

29

年度

作成

予定

平成

30

以降

は

平成

29

年度

作成

予定

減速機

汚泥返送ﾎﾟﾝﾌﾟ
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設　  備　  名 機　器　名 号　　機　　等

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

①　　水    処    理    施    設    修　　繕     計    画    ①　　水    処    理    施    設    修　　繕     計    画    ①　　水    処    理    施    設    修　　繕     計    画    ①　　水    処    理    施    設    修　　繕     計    画    

高圧受変電設備

自家用発電設備 自家用発電設備

NAS電池設備

直流電源装置

蓄電池盤

充電器盤

インバーター盤

中央監視制御設備

管理棟

防水

ポンプ棟・曝沈棟他建物上屋防水

給排水設備 暖房用ﾎﾞｲﾗｰ     

中央監視室空調     

本館冷房用冷凍機    

昇降機 本館ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ     

その他 ●

防災設備 本館消防用設備    

平成

30

以降

は

平成

29

年度

作成

予定

空調換気設備
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(単位：千円）

設    備　  名 機   器　名 号　　機　　等

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

濃   縮   設   備

機械濃縮設備

汚泥貯留設備

汚 泥 ピット 設 備

脱   水   設   備

汚泥供給ポンプ

NO，3汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ

NO，4汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ

NO，5汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ

NO，6汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ

薬注ポンプ NO，3薬液供給ﾎﾟﾝﾌﾟ    

NO，4薬液供給ﾎﾟﾝﾌﾟ    

NO，5薬液供給ﾎﾟﾝﾌﾟ     

NO，6薬液供給ﾎﾟﾝﾌﾟ    

脱    水    機 NO，3脱水機（ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ）

NO，4脱水機（ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ）

NO，5脱水機（遠心）

NO，6脱水機

ｹｰｷ搬送 ｺﾝﾍﾞｱ

圧送ポンプ

ポ  ン  プ ろ布洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ

高架水槽揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ

空  気  源　装　置

脱　水　機　棟

空調換気設備 中央監視室空調

ハロン

焼　却　設　備

②　　汚    泥    処    理    施    設    修    繕    計    画    
②　　汚    泥    処    理    施    設    修    繕    計    画    ②　　汚    泥    処    理    施    設    修    繕    計    画    
②　　汚    泥    処    理    施    設    修    繕    計    画    

平成

30

以降

は

平成

29

年度

作成

予定

平成

30

以降

は

平成

29

年度

作成

予定
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設　  備　  名 機　器　名 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

低段沈砂池設備

流入ゲート

低段ポンプ設備

排水ポンプ

計装

高段沈砂池設備

流入ゲート

沈砂掻揚機

搬出機

高段ポンプ設備

排水ポンプ

計装

汚水簡易処理設備

汚泥掻寄機

給水ポンプ

排水ポンプ

次亜塩注入設備

次亜注入ポンプ

溶液タンク

高圧受変電設備

高圧受変電盤

無停電電源設備

周波数変換装置

自家用発電設備

中央監視制御設備

監視制御装置

シーケンサ装置

遠方監視装置

管理棟 空調換気設備

③　　住　　吉　　ポ　　ン　　プ　　場    修　　繕   計    画    ③　　住　　吉　　ポ　　ン　　プ　　場    修　　繕   計    画    ③　　住　　吉　　ポ　　ン　　プ　　場    修　　繕   計    画    ③　　住　　吉　　ポ　　ン　　プ　　場    修　　繕   計    画    

平成

30

以降

は

平成

29

年度

作成

予定

自動除塵機

自動除塵機
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設　  備　  名 機　器　名 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

雨水沈砂池設備

流入ゲート

自動除塵機

雨水ポンプ設備

排水ポンプ

高圧受変電設備

高圧受変電盤

自家用発電設備

設　  備　  名 機　器　名 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

沈砂池設備

流入ゲート

自動除塵機 ●

ポンプ設備

排水ポンプ

高圧受変電設備

高圧受変電盤

監視制御装置

遠方監視装置

直流電源装置更新

自家用発電設備

④　　雨　　水　　ポ　　ン　　プ　　場    修　　繕   計    画④　　雨　　水　　ポ　　ン　　プ　　場    修　　繕   計    画④　　雨　　水　　ポ　　ン　　プ　　場    修　　繕   計    画④　　雨　　水　　ポ　　ン　　プ　　場    修　　繕   計    画

平成

30

以降

は

平成

29

年度

作成

予定

　池　　添　　ポ　　ン　　プ　　場    修　　繕   計    画    　池　　添　　ポ　　ン　　プ　　場    修　　繕   計    画    　池　　添　　ポ　　ン　　プ　　場    修　　繕   計    画    　池　　添　　ポ　　ン　　プ　　場    修　　繕   計    画    

平成

30

以降

は

平成

29

年度

作成

予定

11



(３)甲府市浄化センター建設工事台帳



管理本館

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.50 ブロワー棟、管理本館築造工事（第一期） 名工建設（株）

ブロワー棟RC地下１階877m2、管理本館RC地下1階1,483m2

〃 管理本館鉄骨工事 　　〃 管理本館１～R階鉄骨建方

S.51 　　　〃 　建設工事（第二期） 　　〃 鉄骨鉄筋コンクリート造,地下1～R階3,806ｍ2

〃 　　　〃 　外構工事 　　〃 石段及び池築造工,北東,南西,正面106m

〃 　　　〃 　内装工事 　　〃 天井、受水槽内部,受水槽マンホール

〃 　　　〃 　設備工事（その１） 日立プラント建設 空気調和、換気設備

〃 　　　〃 　設備工事（その２） （株）山梨工業社 給排水衛生設備

S.52 　　　〃 　仕上げ工事 名工建設（株） 防水、タイル、建具、ガラス、塗装他

〃 　　　〃 　仕上げ工事（その２） 　　〃 受電設備に伴うシンダーコン打設、内外装仕上げ

〃 　　　〃 　給水工事 宮本水工 上水引き込み

〃 　　　〃 　設備工事（その１の２） 日立プラント建設 空気調和設備

〃 　　　〃 　設備工事（その２の２） （株）山梨工業社 給排水衛生設備

〃 受変電設備工事 三菱電機（株） 管理本館高圧引込、変圧器盤他、幹線設備

S.53 水道加入負担金 水道局

S.54 自家用発電機設備工事 （株）明電舎 S54. 7.13～S55. 3.25 2000KVA    1600KW   2400PS   1基

〃 自家発電機用重油タンクピット基礎工事 （株）若林建設 S54.12.25～S55. 3.25 重油タンクピット、冷却水ピット

〃 管理本館建築施設水質設備工事 豊前医化（株） S55. 2.　1～S55. 3.25 実験台、作業台、ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ、ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ､戸棚

〃 　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　（その２の１）　 　　〃 S55. 3.　6～S55. 3.25

〃 　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　（その２の２）　 （有）ロイヤル商事 S55. 3.　6～S55. 3.25 電気炉、純水製造装置、シアン蒸留装置、自動採水器

〃 　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　（その２の３）　 豊前医化（株） S55. 3.　6～S55. 3.25

〃 　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　（その２の４）　 三枝理研 S55. 3.　6～S55. 3.25 熱分解装置、乾熱滅菌器、原子吸光光度計、ガス配管他

〃 管理本館バルコニー手摺補修工事 名工建設（株） S54.10.11～S54.10.30 強化ガラス　1.1×2.015m　　ステンレス枠、リブ取付

S.60 焼却炉設置工事 広瀬煉瓦工業所 S61. 2.13～S61. 3.18 火格子面積　1.137m2、最大焼却量　1,800kg/日（8時間）

H.11 管理本館屋上防水及び外壁改修工事 （株）村松工務所 H.11.11.18～H.12. 3.30 屋上塗膜防水、外壁改修

H19 直流電源装置更新工事 （株）エヌディエス 2007/10/3～H20.3.18

無停電電源装置（管理本館）　一式                直流電源装置（脱水機棟）　　　　　　　　　　　　撤去工事　一式

H20 監視制御設備更新工事 横河電気（株）環境システム営業本部 H20.8.25～H21.10.30 甲府市浄化センター重力濃縮槽改築工事

H22 甲府市浄化センター管理本館空調設備他更新（機械設備）工事大栄設備㈱ H22.9.21～H.23. 3.11

空調設備更新工事一式、便所改修工事一式、給排水衛生設備工事一式

便所改修工事一式

〃 甲府市浄化センター管理本館空調設備他更新（電気設備）工事㈱宝和興業 H22.10.7～H23. 3.11

動力幹線、動力、電灯幹線、電灯コンセント、電話、拡声、電気時計、自火報工事

〃 甲府市浄化センター受変電設備更新工事　その１ ㈱明電舎 H22. 9.24～H24. 3.9 受変電設備　１式、撤去工事　　１式

〃 甲府市浄化センター受変電設備更新工事　その２ 横河電機㈱環境システム営業本部 H22.12.20～H24. 3.9 運転操作設備　1式、監視制御設備　1式、移設設備　1式

H23 甲府市浄化センター管理本館消火設備改修工事 セントラル防災㈱ H23. 9.22～H24. 1.19 ハロン貯蔵容器設備　１式、ハロン消火設備　１式

H26 甲府市浄化センター自家発電機盤更新工事 ㈱明電舎 H26.8.14～H27.3.2 自動始動盤1面、発電機盤1面、母線連絡盤1面、既設盤撤去6面

計

甲府市浄化センター建設工事台帳
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《水処理施設》

主ポンプ施設

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.49 ポンプ所建設工事（第１期） （株）間    組

S.50 ポンプ所築造工事（第１期）     〃 コンクリート工事　597m3、鉄筋工事　78.5ｔ

〃         〃            （第２期）      〃 躯体工事、換気、給排水衛生設備工事

〃 ポンプ棟付属水路築造工事     〃
RC造、1.9×1.9　24.3m、2.15×2.0　11.2m、2.55×2.2　12.8m

S.53 スクリーン機械設備工事 荏原ｲﾝﾌｨﾙｺ（株） 粗目、細目スクリーン､掻揚機、搬出機等

〃 主ポンプ機械設備工事 久保田鉄工（株） 主ポンプ（８４ｍ３/分）２台、天井走行クレーン他

S.54 建設施設床仕上工事（その１・その２） 名工建設（株） S54. 6.28～S55. 3.25

ポンプ棟、ブロワー棟、曝沈、初沈の各電気室、発電機室の

シンダーコン及び仕上げ

S.55 ポンプ棟吐出水路防水工事 （株）間    組 S55. 5.13～S55. 8.10 ポンプ棟　305m2

〃 ポンプ棟給水配管設備工事 （有）宮本水工 S56. 2. 4～S56. 3. 5 給水管埋設工事

H. 4 汚水ポンプ設備増設工事（機械設備） （株）クボタ H 4. 7.17～H 5. 3.18 主ポンプ（70ｍ３/分）1基

〃 ポンプ増設電気設備工事 富士電機（株） H 4. 7.17～H 5. 2.28 （放流ポンプ電気設備を含む）（重複掲載）

H.16 No.4汚水ポンプ設置（機械設備）工事
アタカ工業㈱東京本社

主ポンプ（70ｍ３/分）1基

〃 　　　　　　〃　　　　　（電気設備）工事 ㈱ふじでん 　　　　　　〃

〃 No.2スクリーン設備設置（機械設備）工事

㈱電業社機械製作所　静岡支店

細目スクリーン　自動除塵機　目幅２５ｍｍ

〃 　　　　　  　〃　　       　（電気設備）工事 小山電機工業㈱ 　　　　　　〃

H19 計装設備更新工事 （株）望月電気 H20.1.21～H20.3.18 流入渠、ポンプ井

H25 スクリーンポンプ棟耐震補強に伴うアスベスト除去工事 大田工業㈱ H25.7.5～H25.12.10
天井及び壁面石綿含有吹付材除去1087㎡、下地処理の上ロックウール吹付1004㎡

〃 汚水ポンプ、ブロワー電動機盤更新工事「高率」 メタウオーター㈱ H25.8.23～H26.5.19 電動機盤（VMC）5面、ブロワー用断路器盤機能増設

〃 汚水ポンプ、ブロワー電動機盤更新工事「低率」 メタウオーター㈱ H25.8.23～H26.5.19 電動機盤（VMC）5面、ブロワー用断路器盤機能増設

〃 スクリーンポンプ棟FIX窓改修工事 藤沢鉄工㈱ H25.10.11～H26.1.20 鉄骨工事1式、屋根・外壁（ALC）工事1式、防水工事１式

H26 スクリーンポンプ棟耐震補強工事 道拓建設㈱ H26.6.11～H27.2.17 スクリーンポンプ棟内部耐震壁増設　1式

〃 スクリーンかす設備更新（機械設備）工事 水ing㈱ H26.7.18～H2711.26 搬出機3台、ホッパ1基、脱臭装置1基、流入ゲート4門、自動除塵機2基

〃 スクリーンかす設備更新（電気設備）工事 メタウオーター㈱ H26.8.4～H27.11.30 運転操作設備1式、配線配管その他工事1式、既設撤去工事１式

〃 スクリーンかす設備更新（機能増設）工事

横河ソリューションサービス㈱

H26.11.12～H27.11.30 中央監視制御設備機能増設1式

計

ブロワー施設

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.51 ブロワー棟築造工事 （株）日本軽石 地下部分は管理棟に含む。RC造１・２階　711.1m2

S.53 曝気用ブロワー機械設備工事 三菱重工業（株） ブロワー(170m3/分）２台、強制給油装置、天井クレーン他

S.54 ブロワー棟防災施設工事 名工建設（株） S55. 2.12～S55. 3.29 ｵｲﾙﾍｯﾄﾞﾀﾝｸ室　9ｍ2、ﾊﾛｹﾞﾝ消火設備、大型消火設備

S.56 曝気用ブロワー設備工事（増設） 三菱重工業（株） S56. 6.29～S57. 1.26 ブロワー(170m3/分）1台

〃 池電気棟受変電、ブロワー電気設備工事 富士電機製造（株） S56. 6.29～S57. 1.26 池電気棟受変電設備工事を含む（重複掲載）

H.24 ブロワ棟ハロンガス消火設備他更新工事（長寿命化） セントラル防災㈱ H25.1.21～H25.5.20
・ブロワ棟ハロゲン化物消火設備一式・脱水機棟屋内消火栓設備一式

H25 汚水ポンプ、ブロワー電動機盤更新工事「高率」 メタウオーター㈱ H25.8.23～H26.5.19 電動機盤（VMC）5面、ブロワー用断路器盤機能増設

〃 汚水ポンプ、ブロワー電動機盤更新工事「低率」 メタウオーター㈱ H25.8.23～H26.5.19 電動機盤（VMC）5面、ブロワー用断路器盤機能増設

計
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曝気沈砂池施設

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

〈第一曝気沈砂池施設〉

S.52 曝気沈砂池建設工事 （株）間    組 地下部

S.53          〃          〃     〃 ＲＣ造、地下１階､地上２階   870m2、　水路　447m2

S.54 曝気沈砂池機械設備工事 荏原ｲﾝﾌｨﾙｺ（株） S54. 9.18～S55. 3.25 分水ゲート、沈砂掻揚機、搬出機、沈砂ホッパ、脱臭装置他

〃 曝気沈砂池棟床仕上げ工事 名工建設（株） S55. 2.12～S55. 3.25 脱臭機室機械基礎、シンダーコン打設、床仕上げ

S.56 曝気沈砂池設備工事（増設） 荏原ｲﾝﾌｨﾙｺ（株） S56. 6.29～S56.12. 5 沈砂掻揚機２基、散気装置　６基

〃 曝気沈砂池電気設備工事 富士電機製造（株） S56. 6.29～S57. 1.26 （放流ポンプ電気設備を含む）（重複掲載）

H19 曝気沈砂池設備更新機械設備工事 （株）前澤工業東京支店 H20.3.19～H21.3.13 掻揚機、搬出機、ホッパー、脱臭撤去・ジェット、生物脱臭設置

H20 曝気沈砂池設備更新（電気設備）工事 （株）ふじでん H20.5.21～H21.3.13 上記に伴う電気工事

〃 曝気沈砂池設備電気設備工事 城南電気（株） H20.4.24～H20.10.31 既設電気設備撤去

小 計

〈第二曝気沈砂池施設〉

H.11 第二曝気沈砂池築造工事（土木）

早川工業､

地建工業ＪＶ

H11. 7. 5～H12. 3.30

分配槽、連絡管廊､曝気沈砂池、特高連絡管廊、初沈流入水路

〃          〃          〃        （機械） 前澤工業（株） H12. 2.28～H13. 3.10 沈砂池設備、スカム分離設備、脱臭設備

〃          〃          〃        （電気） 富士電機（株） H12. 2.28～H13. 3.10 運転制御設備、計装設備

〃          〃          〃        （建築） （株）早野組 H12. 3.27～H12.10.31 591.55m2

H.12          〃          〃        （建築付帯機械） （株）ｻｲｴﾝｽ設備 H12. 3.27～H12.10.31 空気調和設備、給排水衛生設備

〃          〃          〃        （建築付帯電気） （株）アスロック H12. 3.27～H12.10.31 電灯､動力、電話、拡声、火災報知設備

小 計

計
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水処理施設

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

〈第一系列〉

S.48 最初、最終沈殿池、ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ築造工事 （株）間    組

S.49 沈殿池築造工事     〃 確認（内容不明）

〃 　　〃　　　　〃     〃 確認（内容不明）

S.51 ゲート設置工事 （株）森田鉄工所 鋳鉄製角型　1,000×1,000　　３門

S.53 最初沈殿池機械設備工事 久保田鉄工（株） ｹﾞｰﾄ､メイン、クロスコレクター、汚泥ポンプ他

〃 エアレーションタンク機械設備工事 （株）新潟鉄工所 ゲート　２門、可動堰　４門、散気装置８０基、吊上げ機　１基

〃 最終沈殿池機械設備工事
住友重機械工業（株）

ｹﾞｰﾄ､メイン、クロスコレクター、汚泥ポンプ他

S.54 水処理動力電気設備工事 富士電機製造（株） S54. 7.13～S55. 3.25 水処理施設動力盤、現場操作盤、配線工事

〃 水処理監視計装設備工事 （株）横河電機製作所 S54. 7.13～S55. 3.25 中央監視パネル、操作卓、遠制盤他

〃 最初沈殿池等水張工事 早川工業（株） S54. 7.11～S54. 8.29 水張工　21,300m2

〃 最初沈殿池覆蓋工事 三菱樹脂（株） S55. 2 .27～S55. 3.25 ＦＲＰ 1,020m2

S.55 エアレーションタンク覆蓋工事      〃 S55. 7.12～S56. 1.10 ＦＲＰ 2,562m3

H.12 浄化センター内ゲート改修工事 （株）早野組 H12.12.28～H13. 2.26 バイパスゲート撤去及び開口部拡大

H.16 最初沈殿池生汚泥ポンプ取替工事 (有)新光設備工業 生汚泥ポンプ　２台　池排水ポンプ　１台

H.19 反応タンク（第１系列）改修工事 （株）米山実業 ライザー管・散気筒取替

H.22 水処理第一系列最初沈殿池他更新工事
荏原エンジニアリングサービス㈱横浜支店

H23.3.17～H24.2.24 最初沈殿池設備他　　１式

H.24 最終沈殿池（1－2）汚泥掻寄減速機改修工事（長寿命化）
住重環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

H24.10.1～H25.2.20
（1－2）上流用、クロス用、下流用減速機及びスプロケット類　各1台

小 計

〈第二系列〉

S.55

最初、ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ及び最終沈殿池の一部築造工事

（株）間    組 S55. 7.12～S56. 3.25 （最初、最終沈殿池、ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ）基礎

〃 最初沈殿池築造工事     〃 S55.12.26～S56. 3.25 コンクリート　2,200m3、型枠　8,667m2、　鉄筋

S.56 最終沈殿池の一部増築工事     〃 S56. 5.28～S56. 8. 5 コンクリート　526m3、型枠　871m2

〃 最初沈殿池、エアレーションタンク覆蓋工事 三菱樹脂（株） S56. 6. 2～S56.10.29

〃 水処理施設電気棟築造工事 （株）深沢工務所 S56. 5.28～S56.10.24 ＲＣ造    241.9m2

〃 池電気棟受変電設備工事 富士電機製造（株） ブロワー電気設備工事を含む（重複掲載）

〃 最初沈殿池設備工事 荏原ｲﾝﾌｨﾙｺ（株） S56. 7.13～S57. 2. 7 ﾒｲﾝ､ｸﾛｽｺﾚｸﾀｰ､ｽｶﾑｽｷﾏｰ､ｹﾞｰﾄ他

〃 エアレーションタンク設備工事 日本鋼管（株） S56. 7.13～S57. 2. 7 ｹﾞｰﾄ、可動堰、散気装置

〃 最終沈殿池設備工事 荏原ｲﾝﾌｨﾙｺ（株） S56. 7.13～S57. 2. 7 ﾒｲﾝ､ｸﾛｽｺﾚｸﾀｰ､ｽｶﾑｽｷﾏｰ､ｹﾞｰﾄ他

H.19 反応タンク改修工事 （株）丸真冷熱 H19.7.2～H19.11.30 ライザー管、消泡水配管、散気筒取替
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年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

〈第二系列〉

S.57 最終沈殿池手摺工事 （株）間    組 スパン　２m､H＝１,100、L＝323m、コーナー　28箇所

〃 水処理動力電気設備工事 富士電機製造（株） S57. 7.12～S58. 1. 7 水処理動力電気設備　1式

〃 水処理計装電気設備工事
（株）横河電機製作所

S57. 7. 5～S57.12.31 水処理計装電気設備　1式

〃 池照明設備工事（エアタン） 高野電工

〃 水処理計装実装工事
（株）横河電機製作所

S57. 7.31～S57.12.27 中央監視室計装設備実装工　１式

〃 水処理電気棟防虫網取付工事 藤本板金工業所 防虫網　12箇所

S.58 池水路角落し工事 （有）管清社 S58. 7. 7～S58. 8. 5 角落し工　24箇所、鉄蓋設置　4箇所、仮壁壊し　5箇所

〃 計装設備改装工事 横河北辰電機（株） S58.11. 5～S59. 1.31 計装設備改装工　1式

〃 エアレーションタンク手摺設置工事 （有）貢川鉄工所 S60. 8. 8～S60. 9. 6 ネットフェンス1.2H　190.1m

S.60 返送ポンプ回転数制御装置設置工事 （有）篠原製作所 S60.10.29～S61. 1.26 第１～２系列分　回転数制御装置　2面、中央調節制御系　2系

H.24 最初沈殿池（2－3）流入ゲート改修工事（長寿命化） 水ing㈱横浜支店 H24.10.1～H25.3.6 最初沈殿池（2－3）流入ゲート　1門

〃 最初沈殿池（2－1）他流入ゲート改修工事（長寿命化） 水ing㈱横浜支店 H25.1.9～H25.7.29 最初沈殿池（2－1）他流入ゲート　5門

H26 最終沈殿池（2-1）コレクター減速機取替工事 水ing㈱横浜支店 H27.11.9～H28.3.18

駆動スプロケット（上流）1個、（クロス）1個、（下流）1個、減速機（上流）1個、（ク

ロス）1個

H28 最終沈殿池第2系列越流堰更新工事 水ing㈱横浜支店 H28.7.15～H29.7.15 越流堰銅版2ｔ×250H503ｍ、越板トラフ銅版0.35ｔ984㎡

小 計

〈第三系列〉

S.58 池水路角落し工事 （有）管清社 角落し工　5箇所

H. 1 水処理第三系列築造工事

間組、早川工業、

吉沢建設JV

H 1. 9.25～H 2.10.31 初沈、エアタン、終沈

〃 　　　〃　　　〃　（管廊機械設備）工事 花輪工業所 H 1.10.19～H 2. 7.31 返送汚泥ポンプ２台、鋳鉄管弁類　１式

〃

水処理施設第三系列に伴う附帯工事

（第一系列最終沈殿地電気設備移設）

富士電機（株） H 1.10.19～H 2. 3.18 第一系列最終沈殿池コントロールセンター盤移設

〃 水処理第三系列築造工事に伴う附帯工事

間組、早川工業、

吉沢建設JV

H 2. 2. 8～H 2. 3.18 仮設桟橋　１式

H. 2       〃      〃   機械設備工事（沈殿池） 住友重機械工業（株） H 2. 7. 7～H 3. 3.18 ﾒｲﾝ､ｸﾛｽｺﾚｸﾀｰ､ｽｶﾑｽｷﾏｰ､ｹﾞｰﾄ他

〃       〃      〃   機械設備工事（ｴｱﾚｰｼｮﾝ） 栗田工業（株） H 2. 7. 7～H 3. 3.19 ｹﾞｰﾄ、可動堰、散気装置（８８基）、空気流量計　4基

〃       〃      〃   電気設備工事 富士電機（株） H 2. 7. 7～H 3. 3.20 運転操作、計装設備　1式

〃

水処理施設第三系列に伴う附帯工事

（第一系列最初沈殿地電気設備移設）

    〃 H 2.10.15～H 3. 3.18 第一系列最初沈殿池ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ盤等の池上電気室移設

H. 3 第三系列稼動に伴う流入水路仮壁撤去工事 吉沢建設（株） H 3. 4.19～H 3. 5. 6 仮壁撤去　4箇所

〃 　　　〃　　　〃　　　　改良工事 横河電機（株） H 3.11.14～H 4. 3.18 初沈流入量計改良　1式、バイパス水路流量計　1式

H17 甲府市浄化センター反応タンク改修工事 ㈱米山実業 散気筒取替

H27 最初沈殿池汚泥掻寄機（№6-2）長寿命化工事 ㈱メイキョー H27.8.27～H28.2.22 （№6-2）サイクロ減速機1台、駆動チェーン、スプロケット1式

小 計
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年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

〈第四系列〉

H.11 水処理第四系列築造工事（土木）

早野組、長田組土木､

三枝組JV

H11. 7. 5～H12.10.16 初沈、反応槽、終沈、水処理電気室

H.12 水処理第四系列築造工事（建築付帯設備） 甲陽電気（株） H12. 7.21～H13. 3.21

電灯、動力、電話、拡声、火報、照明、空調、給排水設備

〃 水処理第四系列築造工事（第１期機械） （株）神戸製鋼所 H12.11. 6～H13.12. 2 1/2系列の初沈、反応槽、終沈、機械設備

〃 水処理第四系列築造工事（第１期電気） （株）明電舎 H12.10. 6～H13.12. 2 1/2系列の初沈、反応槽、終沈、運転制御、計装設備

H21 水処理第四系列増設工事（第2期機械設備）

荏原エンジニアリングサービス

H21.10.22～H22.10．29 1/2系列の初沈、反応槽、終沈、機械設備

〃 水処理第四系列増設工事（第2期電気設備）

横河電気（株）環境システム営業本部

H21.1.12～H22.10.29 1/2系列の初沈、反応槽、終沈、運転制御、計装設備

小 計

計

管      廊

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.49 管廊工事 （株）間    組

S.50      〃    （第二期）     〃 内法　5×4.85m　　36.0m　　（前年度より繰延べ分）

S.54 管廊内電気設備工事 山工電気（株） S55. 2.13～S55. 3.25 照明、動力、弱電、自火報、配線工事他

〃 水処理施設管廊内配管設備工事
住友重機械工業（株）

S54. 7.13～S55. 2.10 空気、汚泥､処理水配管他

〃 汚泥処理施設管廊内配管設備工事 （有）司水道 S54. 6.28～S54.12. 4 余剰汚泥管、生汚泥移送管、消化汚泥引抜管他

S.55 管廊内電気設備工事 甲陽電気（株） S56. 1.28～S56. 2. 6 照明

S.57 水処理第二系列管廊内電気設備工事 （有）河西電業社 S56. 7. 5～S56. 9. 8 照明、動力、拡声、電話、配線工事他

H21 管廊耐震対策工事 （株）森山組 H21.12.24～H22.3.8 後付式可とう継手設置L＝105ｍ

H22 管廊耐震対策（Ｈ２２）工事 小沢建設㈱ H22.12.1～H23.3.9 後付式ゴム伸縮可とう継手設置　L=１１２ｍ

H23 甲府市浄化センター管廊耐震対策（H23）工事 地建工業㈱ H24. 2.13～H24.7.11 後付式ゴム伸縮可とう継手設置　L=１１１ｍ

H24 甲府市浄化センター管廊耐震対策（H24）工事 小沢建設㈱ H24.10.17～H25.2.28 後付式ゴム伸縮可とう継手設置　L=１９２ｍ

計

砂濾過施設

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.52 処理水ポンプ棟建設工事 長田組土木（株） ＲＣ造、地下１階、地上２階　　1,553.9m2

〃     〃       〃   建築付帯設備工事 山興設備（株） 空気調和、給排水衛生設備

〃     〃       〃   建築付帯電気工事 鶴田電気（株） 照明、動力、弱電、自火報他

S.54 建築施設床仕上工事（その３） 長田組土木（株） S54. 6.28～S55. 3.25 処理水ポンプ棟、塩素滅菌機棟の機器設置床及び仕上

〃 砂濾過タンク、余剰ガス燃焼装置基礎工事 加賀美建設（株） S54. 9. 3～S55. 1.10 砂濾過タンク、余剰ガス燃焼装置基礎

〃 給水砂濾過設備工事 水道機工（株） S54. 7.13～S55. 2.10 砂濾過塔、給水ポンプ、ストレーナ他

H.3 給水砂濾過設備増設工事（機械設備） 荏原ｲﾝﾌｨﾙｺ（株） H 3. 9.20～H 4. 2.28

砂濾過塔(4,400m3/日)１基､給水ポンプ　2台、圧縮機　2台、次亜塩注入設備

〃    　 〃   　　   〃           （電気設備） 横河電機（株） H 3. 9.17～H 4. 3.18 運転操作設備

H.24 処理水ポンプ棟揚水ポンプ改修工事（長寿命化） 小山電機工業㈱ H24.11.26～H25.3.6 脱水機棟高架水槽用揚水ポンプ　2台

H26 処理水ポンプ棟床排水ポンプ現場操作盤更新工事 佐々木電気 H26.10.27～H27.2.23 現場操作盤1面

H27 処理水ポンプ棟励突抑制開閉器設置工事 メタウオーター㈱ H27.8.26～H28.1.8

励突抑制開閉器1台、変圧器盤機能増設1式、変圧器一次盤機能増設1式

H28 処理水ろ過設備更新工事

住友重機械エンバイロメント㈱

H28.7.4～H29.3.17

№1ろ過装置　処理水量4,000㎥／日、3系処理水取水ポンプ　着脱式２台

計
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塩素滅菌施設

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.51 塩素滅菌施設工事（第一期） （株）間  組 混和池　2池、放流ポンプ井　1池、流入・吐出・分岐水路

〃     〃      〃        （第二期）    〃 放流ポンプ棟　239.7m2、塩素滅菌棟　300.4m2

S.52     〃      〃        （第三期）    〃 外壁吹付、外階段仕上、スロープ新設

S.53 塩素混和池流入水路及び管廊築造工事 （株）島津組 ﾎﾞｯｸｽ（管廊2.45～3.9×5　16.7m）（水路1.7×2.5　41.5m）

〃 塩素滅菌機械設備工事 磯村豊水機（株） 流入ｹﾞｰﾄ2基、滅菌機2基、気化器2台、ﾎﾞﾝﾍﾞ4本、中和塔他

H.23 塩素滅菌設備更新工事 磯村豊水機工㈱ H23. 8.31～H24. 2.16 貯留タンク　２槽、注入ポンプ　２台、電気工事　１式

〃 甲府市浄化センター塩素滅菌設備更新（機能増設）工事

横河電機㈱環境システム営業本部

H23.12.14～H24. 2.16
塩素滅菌室RI/O-L盤機能増設、コントローラ(K-CONT-7)機能増設　他

計

放流ポンプ施設

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.55 放流ポンプ設備工事 （株）日立製作所 S55. 6.26～S56. 1.31 放流ポンプ(800φ) １台、真空ポンプ

〃    〃   〃  電気設備工事 富士電機製造（株） S55. 6.26～S56. 2.10 配電盤、現地盤

S.56 放流ポンプ設備工事（増設） （株）日立製作所 S56. 6.29～S57. 1.26 放流ポンプ(800φ) １台、真空ポンプ

〃    〃   〃  電気設備工事（増設） 富士電機製造（株） 曝沈電気設備を含む（重複掲載）

H. 4 放流ポンプ設備増設工事（機械設備） （株）日立製作所 H 4. 7.17～H 5. 2.28 放流ポンプ１台

〃 ポンプ増設電気設備工事 富士電機（株） H 4. 7.17～H 5. 3.18 汚水ポンプを含む（重複掲載）

H17 自家発電設備増設工事 富士電機システムズ㈱ NAS電池、受配電盤設置

計

放流施設

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.52 放流渠築造工事（伏越部） （株）間  組 流川伏越部､ボックスカルバート　1.8×1.8　　38.1m

S.53 放流渠機械設備工事 飯田鉄工（株） 放流ゲート（1.6W×1.8H）４門

計
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《汚泥処理施設》

汚泥濃縮・消化施設

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.53 消化タンク建設工事 （株）間   組 φ23m×13.5m（水深）×2槽

〃 濃縮タンク建設工事     〃 φ16m×　　3m（水深）×2池

S.54 消化タンク建設付帯工事     〃 S54. 6.22～S54. 9.19 足場金物、手摺、防水､防蝕塗装他

〃 濃縮、消化タンク設備工事 住友重機械工業（株） S54. 7.13～S55. 3.10 掻寄機、ｶﾞｽﾀﾝｸ、脱硫塔、加温ﾎﾞｲﾗｰ、ﾌﾞﾛﾜｰ他

〃 脱硫塔、ﾎﾞｲﾗｰ重油ｽﾄﾚｰｼﾞﾀﾝｸ基礎工事 大新工業（株） S54. 9. 3～S55. 1.10 脱硫塔、ｽﾄﾚｰｼﾞﾀﾝｸ基礎

〃 ガスタンク、ケーキホッパー基礎工事 境三枝建設（株） S54. 9. 3～S55. 1.10 ガスタンク、ケーキホッパー基礎

〃 ガス配管基礎工事 大勝組土木 S54. 9. 3～S55. 1.10 ガス配管基礎

S.55 汚泥処理計装、消化ﾀﾝｸ動力電気設備工事 富士電機製造（株） S54. 7.12～S55. 2.28 脱水機､濃縮､消化タンク計装盤、動力盤他

〃 汚泥処理計装ケーブル工事 　　〃　　　　〃 S56. 2. 4～S56. 2.28 計装ケーブル工事

H.18
甲府市浄化センター汚泥濃縮設備増設（電気設備） 日新電機㈱東京支社

H18.8.28～H19.3.16 機械（ベルト）濃縮機　50㎥/ｈ　2台

〃
甲府市浄化センター汚泥濃縮設備増設（機械設備）

三機工業 H18.9.7～H19.3.16 　　　　　　〃

H20
重力濃縮槽改築工事

住友重機械エンバイロメント（株） H20.8.25～H21.3.13 No.2掻寄機、覆蓋更新、槽内防食塗装

H21
No.1重力濃縮槽改築（機械設備）工事

住友重機械エンバイロメント（株） H21.8.6～H22.3.8 No.1掻寄機取替、槽内防食塗装

H22
重力濃縮槽改築（電気設備）工事

横河電機㈱ Ｈ22.7.5～Ｈ23.3.11 ＣＣＲ盤.・現場操作盤・制御線更新

H23
甲府市浄化センター濃縮タンク脱臭設備更新工事

水ing㈱横浜支店 Ｈ23.12.28～Ｈ24.10.22 生物脱臭装置（処理風量30㎥/分）　　１基

H24
甲府市浄化センター濃縮タンク脱臭設備更新（機能増設）工事

横河電機㈱ Ｈ24.6.11～Ｈ24.10.22 濃縮槽設備補助継電器盤機能増設　　1式

計

汚泥貯留施設

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.58 汚泥貯留槽築造工事 進藤建設（株） S58. 6.20～S58.11.16 土木､建築､電気設備

〃    〃    〃  機械設備工事 日立ﾌﾟﾗﾝﾄ建設（株） S58. 6.20～S59. 1.31 汚泥貯留槽機械設備

〃    〃    〃  電気設備工事 富士電機製造（株） S58. 6.20～S59. 1.31 動力､計装設備

H. 4    〃    〃  築造工事（土木） 早川工業（株） H 4.10. 2～H 5. 3.18 汚泥貯留槽　1基、管廊施設　1式

〃    〃    〃  増設機械設備工事 住友重機械工業 H 4. 9.28～H 5. 3.18 空気撹拌装置　1式、活性炭吸着等　1基、据付配管　1式

〃    〃    〃 　〃　電気設備工事 富士電機（株） H 4. 9.28～H 5. 3.18 運転操作、計装設備　1式

H21 汚泥貯留槽改修工事 （株）双成化建 H21.6.8～H21.12.18 No.1・2貯留槽内の防食塗装

計
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汚泥脱水施設

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.52 脱水機棟建設工事 （株）間　組 RC造、地下１階、地上２階　　　2,646ｍ2

〃   〃  〃  建築付帯設備工事 岩谷工業（株） 空調、給排水衛生設備、消火設備

〃   〃  〃  建築付帯電気工事 （株）日本電管工業 照明、動力、弱電他

S.53 脱水機棟建設工事（その２） （株）間　組 外壁仕上、ガラス他

〃 クレーン設置工事 （株）日立製作所 天井走行クレーン　7.5ｔ吊（脱水機棟、放流ポンプ棟）

S.54 汚泥脱水設備工事 日立ﾌﾟﾗﾝﾄ建設（株） S54. 7.13～S55. 2.10 横型ベルトプレス２基、ケーキ搬出機、ピット撹拌機他

〃 汚泥処理電気設備工事 富士電機製造（株） S54. 9.18～S55. 3.25 濃縮タンク、脱水機棟（一部）電気設備

〃 　〃　　　　　　〃　　　　　（その２） 　　　　　〃 S54.11.26～S55. 3.25 変圧器盤、操作盤、ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ、(脱水機棟電気設備)

〃 建築施設床仕上工事 （株）間　組 S54. 9. 1～S55. 3.25 脱水機棟、濃縮タンク電気室シンダーコン及び仕上げ

〃 脱水機棟床仕上げ工事 　　　　　〃 S54.12.25～S55. 3.25

脱水機棟（ポンプ室、搬入室、コンベア室、ボイラ室、

脱臭機室）シンダーコン及び仕上げ

S.57 汚泥脱水機機械設備工事（増設） 日立ﾌﾟﾗﾝﾄ建設（株） S57.12. 9～S58. 3.30 横型ベルトプレス１基、No.2ケーキ搬出機、汚泥ポンプ他

〃 汚泥脱水電気設備工事（増設） 富士電機（株） S57.12. 9～S58. 3.30 ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ １式、現地盤 １面、指示計、記録計各２台 

S.61 脱水機棟及びﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ脱臭設備工事 日立ﾌﾟﾗﾝﾄ建設（株） S61.12.22～S62. 3.18 ダクト工事　1式、ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱｶﾊﾞｰ取付　1式、臭突取付　1式

S.62 汚泥脱水機機械設備工事（増設） 　　　　　〃 S62. 9.19～S63. 2.29 汚泥脱水機機械設備　１式

〃 汚泥脱水機電気設備工事 富士電機（株） S62. 9.19～S63. 2.29 汚泥脱水電気設備　１式

〃 汚泥脱水機機械設備工事その２ 日立ﾌﾟﾗﾝﾄ建設（株） S62.12.12～S63. 2.29 No.7ケーキ搬出機　１基

H. 4 既設高圧盤CT取替工事 富士電機（株） H 5. 2.22～H 5. 3.18 既設高圧盤改造　1式

H. 8 汚泥脱水機棟増築工事 （株）樋川建設 H 8. 8.12～H 9. 3.18 RC造２階建、建築面積　239.86m2、延床面積　409.73m2

H. 9 汚泥脱水機増設（機械設備）工事 日立ﾌﾟﾗﾝﾄ建設（株） H 9. 7.31～H10. 3.30 遠心脱水機　30m3/H　1基、脱水ケーキ圧送設備

〃 　　〃　　　〃　　（電気設備）工事　　 富士電機（株） H 9. 7.31～H10. 3.30 受電、配電設備、運転制御、監視操作設備

H19
汚泥脱水機更新機械設備工事

（株）日立プラントテクノロジー H19.8.30～H20.3.18 No.6脱水機設置（スクリュープレスφ８００）

〃
汚泥脱水機更新電気設備工事

横河電気（株）環境システム営業本部 H19.8.30～H20.3.18 脱水機設置に伴う工事

H20
脱水機棟脱臭設備更新工事

住友重機械エンバイロメント（株） H20.10.29～H21.10.30 生物脱臭装置設置

〃
脱水機棟空調設備更新工事

共和総合設備（株） H21.2.16～H21.6.30 空調、照明更新

H23
汚泥脱水機更新（機械設備）工事

㈱クボタ　東京本社 H24.9.13～H25.7.29 ・標準型ベルトプレス　　２基  ・ケーキ搬出機　３台

〃
汚泥脱水機更新（電気設備）工事

㈱明電舎 H24.9.13～H25.7.29 電気設備工事（運転操作・計装設備）1式

〃
汚泥脱水機更新（機能増設）工事

横河電機㈱ H24.12.21～H25.7.29 監視制御システム機能増設　1式

H26
脱水機棟制御計装電源用UPS更新工事

シティメンテナンス㈱ H26.9.29～H27.1.20 汎用型UPS装置（6KVA）2台

計
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汚泥焼却施設

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

H. 2 汚泥焼却施設築造工事（土木） 吉沢建設（株） H 2.10.15～H 3. 3.25 焼却炉、ケーキ搬出機基礎　1式、HPφ450　61ｍ､1号　2箇所

〃 汚泥焼却施設建設に伴う植木の移植 （株）石原ｸﾞﾘｰﾝ建設 H 2.10.25～H 2.12. 8 椿　2本､金木犀　15本、白樫　2本､楠　8本、ｵｵﾑﾗｻｷ 90株他

H. 3 汚泥焼却施設建設工事（機械設備） 月島機械（株） H 3. 8.22～H 4. 9.16 50ｔ/日　1基、排煙処理塔　1基、湿式電気集塵機　1基

〃 　　　〃　　　　〃　　　　　（電気設備）　　 （株）高岳製作所 H 3. 8.22～H 4. 9.16 運転操作、監視制御設備　1式

〃 　　　〃　　　 　築造工事（土木）　　 吉沢建設（株） H 3.10. 3～H 4. 3.18 焼却炉、ケーキ搬出機基礎　1式、HPφ450　15.75ｍ､1号1箇所

H25 甲府市浄化センター汚泥焼却施設増設（機械設備）工事 月島機械（株） H25.6.17～H27.9.30 汚泥焼却炉　処理量60ｔ／日　1式

〃 甲府市浄化センター汚泥焼却施設増設（土木設備）工事 小沢建設㈱ H25.12.18～H26.7.29 焼却炉基礎盤工　１箇所・基礎杭30本・コンベヤ基礎工7箇所

〃 甲府市浄化センター汚泥焼却施設増設（電気設備）工事 メタウオーター㈱ H26.2.10～H27.9.30 銃変電設備1式・運転操作設備1式・計装設備1式・監視制御設備1式

H26 甲府市浄化センター汚泥焼却施設地下タンク基礎工事

(有)ヒロセコンストラクション

H26.5.16～H26.12.12 コンクリート基礎１式、杭4本

計
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汚泥コンポスト施設

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.56
汚泥コンポスト施設一次発酵槽築造工事

北清建設（株） S57. 3.18～S57. 8. 4 RC造、平屋建　157.5m2

〃
　　〃　　　　〃　　　二次発酵槽築造工事

（株）間　組 S57. 3.18～S57. 8. 4 鉄骨造（杭、基礎のみ）、建築面積　2,478.48m2

〃
　　〃　　　　〃　　　前処理棟築造工事（第１期）

（株）望月建設 S57. 3.18～S57. 8.14 RC造、一部地下１階　309.4m2

〃
　　〃　　　　〃　　　オガクズ棟築造工事（第１期）

井口工業（株） S57. 3.18～S57. 8.14 鉄骨平屋建一部地下１階、建築面積　752.72m2

〃
　　〃　　　　〃　　　受変電室築造工事

（有）大野工務店 S57. 3.18～S57. 7.15 RC造、平屋建　77.49m2

〃
　　〃　　　　〃　　　機械設備工事（製品貯留槽）

松坂貿易（株） S57. 3.18～S57. 8. 4 製品貯留槽　50m3

S.57
　　〃　　　　〃　　　二次発酵槽築造工事（第２期）

（株）間　組 S57. 7.12～S58. 2. 6 鉄骨造、建築面積　2,478.48m2、軒高　8.2m

〃
　　〃　　　　〃　　　オガクズ棟築造工事（第２期）

井口工業（株） S57. 7.  1～S57.11.19 鉄骨平屋建一部地下１階、建築面積　752.72m2、軒高6.8m

〃
　　〃　　　　〃　　　前処理棟築造工事（第２期）

（株）望月建設 S57. 7.12～S58. 2. 6 RC造、一部地下１階、２階建、延床　595.81m2、軒高8.0m

〃 二次発酵槽消火設備工事 （株）間　組 S57. 8.28～S58. 2. 6 消火設備、電気工事

〃

汚泥コンポスト施設機械設備工事（一次発酵槽）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （二次発酵槽）

松坂貿易（株） S57.10. 4～S58. 3.30 一次・二次発酵槽および付属機器設備

〃
　　〃　　　　〃　　　移送コンベア基礎工事

北清建設（株） 鉄筋コンクリート基礎（２台）、モルタル金鏝仕上げ

〃
　　〃　　　　〃　　　機械設備工事（No.１移送コンベア）

松坂貿易（株） No.1移送コンベア

〃
　　〃　　　　〃　　　一次発酵槽（下部構造物）機械基礎

（株）間　組 RC基礎、モルタル金鏝仕上、建物廻り雨水排水

S.58
　　〃　　　　〃　　　機械設備工事

松坂貿易（株） S58. 7.15～S58. 3.20 オガクズ圧送、二次発酵、前処理、包装、電気計装設備

〃
　　〃　　　　〃　　　受変電設備工事

富士電機製造（株） S58. 6.25～S59. 1.31 受変電設備

〃
　　〃　　　　〃　　　建築付帯電気設備工事

（株）広田電工社 S58.11. 4～S59. 1.31

〃
　　〃　　　　〃　　　受変電設備高圧引出盤増設工事

富士電機製造（株） S58.11. 4～S59. 1.31

〃
　　〃　　　　〃　　　機械設備工事（計量装置）

松坂貿易（株） S58.11. 4～S59. 1.31 前処理計量装置、バラ積貯留槽計量装置

S.60
　　〃　　　　〃　　　鋸屑篩分設備工事

太平洋金属（株） S60.11.18～S61. 3.17

〃
　　〃　　　　〃　　　整備工事

深沢工務店 S61. 1. 8～S61. 3.18 二次発酵槽操作室改修、鋸屑棟防音、プロパン庫設置

〃 倉庫建設工事 丸加工業（有） S61. 2. 4～S61. 3.18 プレハブ造平屋建　32.4m2、基礎　コンクリートブロック

S.61
汚泥コンポスト施設整備工事（その１）

竹田組工業（株） S61. 8. 4～S61. 9.22 鉄骨造　53ｍ2、

〃
コンポストストックヤード築造工事

（有）丹沢工業 S61. 9. 1～S62. 3.18 鉄骨造平屋建　451.65m2、軒高　6.2m、屋根　長尺カラー折板

S.62 脱臭設備ミストセパレータ設置工事 北炭化成工業（株） S62.12.11～S63. 1.21

22



年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.62 製品切り返し用ベルトコンベア設置工事 太平洋金属（株） S62. 7.11～S62. 9. 8 7-1、7-2製品引出コンベア、排風機　各1台

〃

汚泥コンポスト施設換気設備及び点検台設置工事

（有）宮本水工設計 S63. 2. 1～S63. 3.16 ｺﾝﾍﾞｱ換気配管、操作室換気設備、ｺﾝﾍﾞｱ点検台設置

〃
コンポスト施設包装場照明器具増設工事

小山電気工業（株） S63. 2.18～S63. 3. 8 照明器具　FL40W　×2　　4台

S.63
　　〃　　〃　　二次操作室包装場脱臭設備工事

甲信管工（有） S63. 7. 4～S63. 9.24 排風機　15m3/M　200mmAq　、電気配線　142m

〃
　　〃　　〃　　ストックヤード築造工事

南伸建設（株） S63. 9.12～S63.10.31 テント倉庫　10m×49.5m　495m2、重量ラック（ビーム2段）54台

〃
　　〃　　〃　　一次発酵槽機械室脱臭設備工事

（有）日成住宅設備 S63. 9. 8～S63.10.12 配管延長　200A　36m、150A　4m、100A　28m

〃
　　〃　　〃　　前処理棟事務室改修工事

日原建設（株） H 1. 1.12～H 1. 3.18 建築、給排水衛生設備、電気設備工事

〃 前処理棟事務室（給排水衛生設備）工事 浅井工業所 H 1. 1.12～H 1. 3.18 給排水衛生ガス空調設備

〃 前処理棟事務室（電気設備）工事 加賀美電気商会 H 1. 1.12～H 1. 3.18 電灯コンセント、弱電火報設備

〃
コンポスト施設包装場土間排水工事

丸加工業（有） H 1. 2. 2～H 1. 3. 3 鉄筋コンクリートU型　52.2m、グレーチング　52.2m

H.16 コンポスト施設包装設備改修工事 太平洋機工（株）

計

23



そ　の　他

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.48 流入路及び場内整備 （株）島津組

〃 搬入路築造工事 高木組

〃 電力設備工事 （株）間　組

〃 地質調査工事 大成基礎設計

S.51 流入管布設工事 （株）間　組 φ2,400　　202.3ｍ、　　特人　2箇所

〃 流入管布設に伴う止水工事 　　　〃 薬液注入　11,000L

S.53 場内整備工事（流川改修）第1工区 （株）島津組 左岸　　95m、　　右岸　170m、　　改修幅　15.5m

〃 　　　〃　　　　　　〃　　　　　第2工区 長田組土木（株） 左岸　155m、　　右岸　155m、　　改修幅　15.5m

〃 場内汚水排水管布設工事 早川工業（株） φ900　　309.28ｍ、　　2号マンホール　2箇所

S.54 　　　〃　　　　　　〃 　　　〃 S54. 6.28～S54.12. 4
φ900　226m、φ600　126m、φ500　200m他、　1号10、2号5箇所

〃 汚泥処理施設用地整地工事 　　　〃 S54. 9.14～S54.10. 4 整地工　8,000m2

〃 場内整備工事（流川河川改修） （株）島津組 S54.12.27～S55. 3.25
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 375m､ブロック積工 1,870m2､右岸 155m､左岸 220m

〃 場内2号橋築造工事 長田組土木（株） S54.12.25～S55. 3.25 PC桁、橋長　7.5m、幅員　6.0m

〃 場内汚水排水管布設工事（その２） 早川工業（株） S55. 1.14～S55. 3.25
φ400　84m、φ300　67m、φ200　91m他、MH900 5､700 2､600 3箇所

〃 構内電柱移設工事 高野電工 S55. 1.14～S55. 1.25 電柱移設、架線工事

〃 外灯設備工事 内外電気興業 S55. 3. 7～S55. 3.29 照明設備、塗装工事、通信線設備

〃
場内整備工事（流川河川改修）に伴う仮設道路工事

（株）島津組 S55. 2. 4～S55. 3.29 ｺﾝｸﾘｰﾄ管　9.72m、2連　19.44m、盛土　155m

〃 搬入路法面保護工事 　　　〃 S55. 2. 4～S55. 3.29
法面保護工　矢板　9m　41枚、安全シート　194m2、仮設道路　75m

S.55 仮設道路工事 早川工業（株） S55. 4.21～S55. 5.15 Ｌ=63m、　Ｗ＝10

〃       〃　　　　　（その２） 　　　〃 S55. 5.22～S55. 7.20 盛土工　6,680m3、路盤工　2,640m、空土羽工　940m2

〃 工事用搬入路撤去工事 （株）島津組 S55. 5.13～S55. 8.10 搬入路撤去、堤防復旧、橋梁撤去工事

〃 場内整備工事（流川法面保護） 　　　〃 S55. 7.28～S55. 8.16 蛇籠設置工、土嚢設置工

〃 　　　〃 早川工業（株） S55. 8. 6～S55. 8.20
豆砂利敷地工655.8m2、不陸整工（人力）1,026.5m2（機械）3,650m2

〃 防災施設工事 南伸建設（株） S55. 8.21～S55.10. 9

〃 建物廻り雨水排水管設備工事

（有）日本パイピング工業

S55.10.17～S55.12.25 L=418m、桝　21箇所
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年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.55 場内雨水管布設工事 長田組土木（株） S55.10.17～S56. 2.12 φ1,100　7.2m、φ900　136m、φ700　69m、φ600　90m

〃 場内水路改修工事 平賀建設（株） S55.10.17～S56. 2.13 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1.0×1.0　12m、側溝L=198m

〃 場内整備工事（流川河川改修） （株）島津組 S55.11. 1～S56. 2. 8 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　127.5m、CB積工628m2、基礎工　134.7m

〃 場内雨水管布設工事（その2） 　　　〃 S55.11. 1～S56. 2.12

φ1,000　40m、φ900　25.6m、φ800　24.2ｍ、φ700　40m、φ650　26.8ｍ他

〃 建物施設床仕上工事 （株）間　組 S55.11. 1～S56. 2.17 278m2、シンダー　57.2m2、鉄筋　1式

〃 場内整備工事 早川工業（株） S56. 3. 5～S56. 3.30 盛土工　8,880m3、MH設置工　3箇所、管布設工　31.65m

〃 水路改修工事（その1） 新興建設（株） S56. 3. 5～S56. 3.30 土工、側溝工、小版工、雑工.

〃 　　　〃　　　〃（その2） 古久保建設 S56. 3. 5～S56. 3.30 土工、側溝工　128.8m、雑工.

〃 汚泥用地整備工事 （有）長田工業 S56. 3. 5～S56. 3.30 L=139m、フェンス設置工　138m

〃 場内整備工事（盛土その2） 平賀建設（株） S56. 3. 5～S56. 3.30 盛土4,811m3

S.56 場内雨水管布設工事 （有）長田工業 S56. 6.18～S56. 9.11 φ700　62.97m、φ350　49.93m

〃 場内整備工事（境界擁壁） 早川工業（株） S56. 7.17～S576. 1.17 擁壁工　L=690m、フェンス取付工　L=690m

〃 場内汚水管布設工事 松田組 S56. 7.27～S56. 9.24 φ400　30.45m

〃 水路改修工事 原田建設 S56. 7.27～S56. 8.18 土工　1式　5.5m

〃 汚泥用地整備工事 （有）長田工業 S56.10.15～S56.12.28 整地工　1,910m3

〃 場内整備工事（道路） 早川工業（株） S56.11.19～S57. 3.20 歩道舗装工　320m2、車道　4,050m2、L型側溝　995m2

S.57 場内一号橋上部架設工事 （株）コミヤマ工業 S57. 7. 5～S57. 9. 2 単純活荷重合成H型鋼橋、L=17.5m、幅員　6.7m

〃 場内整備工事１工区 平賀建設（株） S57. 7. 5～S57. 9.12 擁壁工　L=126m、フェンス取付工　L=126m、付帯工　１式

〃 場内整備工事２工区 （有）長田工業 S57. 7. 5～S57.10.12 擁壁工　L=153m、フェンス取付工　L=153m、L型側溝　8４m

〃 場内整備工事３工区 （有）輿石産業 S57. 7. 5～S57. 8.23 擁壁工　L=68m、フェンス取付工　L=140m、付帯工　１式

〃 条件道路改良工事 山田土建（有） S57.11. 1～S58. 1. 9 舗装　280m2、U型側溝　70m、L型　29.5m、側壁　41m

〃 修景施設植栽工事（第2期）その１ 今井造園土木（株） 高木　26本、中木　25本、低木　205本、下草　476m2

〃 　　〃　　　　　　　　　〃　　　その２ （株）宮崎造園 高木　30本、中木　18本、低木　178本、下草　345m3

〃 　　〃　　　　　　　　　〃　　　その３ 富士緑化（株） 高木　122本、中木　18本、低木　318本、下草　761.8m4

〃 場内整備工事（境界擁壁） （有）長田工業 擁壁工　L=55m、フェンス取付工　L=55m、付帯工　１式

〃 　　〃　　　〃　（道路） （株）三枝組 L型1,043m、歩車道境界84m、雨水桝（1.0H）6箇所
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年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.57 場内整備工事（舗装） （株）早野組 補装工（車道）　2,553m2、（歩道）　133m2

〃 　　〃　　　〃　（舗装） 　　　〃 補装工（車道）　2,395m2、（歩道）　20m2、L型ブロック171m他

〃 　　〃　　　〃　（流川河川改修第一工区） 長田組土木（株） 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　158m、CB積工538m2、基礎工　98.5m

〃 　　〃　　　〃　（流川河川改修第二工区） （株）島津組 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　292m、CB積工1,453m2、基礎工　292m

〃 場内道路整備工事（盛土） 平賀建設（株） 盛土工　1式、φ300　13m、1号人孔　2箇所

〃 場内照明設備工事（その１） （有）松永電工 外灯設備工　1式、開閉器増設工　1式

〃 　　〃　　　〃　　　　（その2） （株）松島電工社 外灯設備工　1式

〃 　　〃　　　〃　　　　（その3） 甲陽電気（株） 外灯設備工　1式

〃 場内道路整備付帯工事（給水管布設） （有）宮本水工 上水給水管布設　1式

〃 受変電引込建柱工事 （有）松永電工 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱工　12m　1本、撤去工　1式

〃 場内整備工事
浅井エクステリア工業

フェンス設置工　34m、雨水桝　3箇所、取付管8.5m

〃 　　〃　　　〃　
　　　〃

フェンス設置工　12m

S.58 雨水排水管布設工事 大栄土木建設（株） S58. 8.18～S58. 9.14

φ500　36m、φ400　56m、φ300　89.95ｍ、φ250　79.8m、1号人孔5、2号1箇所

〃 場内汚水排水管布設工事 　　　〃 S58. 7.11～S58. 8.18 φ250　94.8m、1号人孔　2箇所

〃 場内整備工事（フェンス） 山田土建（有） S58. 8. 8～S58. 9. 6 フェンス設置工　138m、擁壁工　5.5m

〃 　　〃　　　〃　（草刈工）
浅井エクステリア工業

S58. 9. 5～S58. 9.11 雑草刈　3,500m2

〃 　　〃　　　〃　（進入道路） 平賀建設（株） S58.11. 4～S59. 3. 2 擁壁　46m、フェンス取付　46m、L型側溝　320m、処理水配管

〃 　　〃　　　〃　（整地） 　　　〃 S60.10.16～S60.12.14 整地工　900m2、U型側溝　42m、境界ｺﾝｸﾘｰﾄ　44m

S.61 場内整備工事 大栄土木建設（株） S61. 9. 1～S61.12. 9 擁壁90.5m、フェンス74m、側溝192.5m、ｸﾞﾗﾝﾄﾞ造成10,080m2

〃 修景施設植栽工事 三井造園土木 S62. 3. 6～S62. 3.30 シラカシ　H5.0、W1.5、G30、　24本

H. 3 場内整備工その１（植栽工事） （株）宮崎造園 H 3.11.25～H 4. 3.18 ハナミズキ　40本、サツキ　1,012本

〃 　　　〃　　　その2（道路築造工事） （有）古久保建設 H 3.12.13～H 4. 2.20 道路築造工　284m、L型側溝　1式

〃 場内整備工事 （その３）（植栽工） 三共造園土木 H 3.12.19～H 4. 3.30 シラカシ　20本

〃 　　　〃　　　　　（その4）（舗装工事） 日東建設（株） H 4. 1.27～H 4. 3.30

表層5cm　1,908m2、上層15cm　1,908m2、下層30cm　343m2、路床整備　343m2
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年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

H. 4 場内整備工事その１（道路舗装工） （有）浅川組 H 4. 7.29～H 4. 9.24 道路舗装工　233m2、L型側溝　51.8m

〃 　　〃　　　〃　その２（下水道管布設工） 丸加工業（有） H 4. 8.10～H 4.10.18 φ150　41.5m、φ125　25m、ミニ人孔　1箇所、桝3箇所

〃 　　〃　　　〃　その３（植栽工） （有）荻野造園 H 5. 2.19～H 5. 3.18 シラカシ　H=4.5m　幹周　0.3m　39本

〃 　　〃　　　〃　その４（植栽工） 大宮園 H 5. 2. 5～H 5. 3.18 アベリア　1,373本、キンモクセイ　24本

〃 　　〃　　　〃　その５（道路反射鏡設置工事） （株）道路企画 H 5. 2.15～H 5. 2.24 道路反射鏡　φ800　1基

H.12 場内整備工事

早野組、長田組土木､

三枝組JV

H12.10.26～H13. 1.23
補装工5cm　583m2、3cm　440m2、土間コン　705m2、水路工　16m

H21 場内返流水配管改修工事（その１）

（有）平誠工業

H21.11.19～H22.3．8

塩ビ管布設工

(φ300)   L= 185.0 m

（φ250）　L=　16.5m

（φ150）　L=　15.5m

人孔設置工(１号・レジン)5箇所

人孔設置工(小型)4箇所

付帯工            1式

〃 場内返流水配管改修工事（その２）

（有）丸茂工業所

H21.11.19～H22.3．8

塩ビ管布設工

(φ300)  L= 125.3m

（φ150）L=　14.0m

人孔設置工(１号・レジン)5箇所

人孔設置工(小型)1箇所

付帯工            1式

H25 公用車用車庫設置工事

藤沢鉄工㈱

H26.2.5～H26.3.13 土工事1式、屋根工事1式、鉄骨工事1式

H27 排水管復旧工事

(有)平誠工業

H27.10.16～H28.2.3

リブ付塩ビ管布設工φ400L＝102.5ｍ、φ300L＝2.1ｍ、φ250L＝14.9ｍ、管路

清掃工φ900L＝612ｍ

計
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設　計　等　委　託　業　務

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.50 実施設計委託業務

（株）日本水道コンサルタント

S.57 汚泥コンポスト施設建設工事監理 日本理水設計（株）

〃 電気設備工事監理 （株）東京設計

〃 コンポスト化調査研究
山梨大学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

〃 汚泥コンポスト施設建設工事監理（第2期） 日本理水設計（株）

〃 汚泥貯留タンク施設実施設計

（株）日本水道コンサルタント

〃 受電柱移設工事補償金 東京電力

H. 1 汚泥焼却施設実施設計業務 （株）日水コン H 2. 1.11～H 2. 3.30 詳細設計（土木、建築、機械、電気）

H. 5 電気施設実施設計業務 （株）日水コン H 5. 6.28～H 6. 3.18 特高変電施設（基本、詳細）、自家発電施設（詳細）

〃 汚泥脱水施設実施設計業務 　　　〃 H 5. 6.28～H 6. 3.18 （基本、詳細設計）

H. 8 第四系列実施設計業務 （株）日水コン H 8.11.11～H 9. 3.31 基本、詳細設計　1式

〃 地質調査業務
（株）山梨技術研究所

H 8.12.20～H 9. 1.31
ボーリング　3箇所、深度　22m、孔径　66mm、水位、貫入、粒度試験

H. 9 汚水ポンプ設備他増設設計業務 日本工営（株） H 9.10. 1～H10. 3.30 汚水ポンプ　70m3/分、砂ろ過　4,000m3/日

H.10 特高受変電設備実施設計業務 （株）日水コン H10.11.18～H11. 3.18 特高受変電設備の土木構造物の見直し設計

H.18 甲府市浄化センター汚泥脱水機更新設計業務 （株）日水コン H18 . 7.10～H19. 2.28 汚泥脱水機更新設計業務（機械設計、電気設計、設計協議）

〃 甲府市浄化センター曝気沈砂池更新設計業務 　　　〃 H18.12.21～H19. 3.23 曝気沈砂池更新設計業務（機械設計、電気設計、設計協議）

H19 中央監視設備更新設計業務 パシフィックコンサルタンツ（株） H19.7.17～H20.1.31
  

遠方監視制御設備更新設計業務電気設計　一式設計協議　一式

H21 耐震診断調査業務 サンコーコンサルタント（株） H21.9.24～H22.3.1 ポンプ棟耐震診断（土木・建築）、基礎調査

〃 管理本館空調設備他更新設計業務 （株）三宅建築設計事務所 H21.11.18～H22.3.1 機械設計、電気設計、設計協議、現地調査

〃 甲府市浄化センター受変電設備更新設計業務委託 （株）日水コン H21.12.21～H22.3.26 電気設計、設計協議

Ｈ22
甲府市浄化センター処理水ポンプ棟他耐震診断調査業務委託

サンコーコンサルタント㈱山梨営業所 H22.9.16～H23.2.28

ポンプ棟(土木・建築)基礎調査及び耐震診断　１式　他(土木・建築)基礎調査　１式

〃
甲府市浄化センター塩素滅菌棟設備他更新設計業務委託

㈱日本水道設計社甲府営業所 H22.12.10～H23..2.28 塩素滅菌棟設備他更新設計業務　　　　1式

Ｈ23
甲府市浄化センター下水汚泥処理基本計画見直し業務委託 日本上下水道設計㈱山梨出張所

H23.5.9～H24.3.16

汚泥処理基本計画の見直し、全体計画の変更、下水道事業認可の変更 

〃

甲府市下水道長寿命化詳細計画策定業務委託（処理場・ポンプ場施設）

日本工営㈱甲府営業所 H23.7.8～H24.3.16 処理場・ポンプ場施設の長寿命化計画策定業務

〃 甲府市浄化センターブロワ棟他耐震診断調査業務委託

サンコーコンサルタント㈱山梨営業所

H23.7.19～H24.2.29 耐震診断業務（ブロワ棟、第一曝気沈砂池、住吉中継ポンプ場）

〃
甲府市浄化センター汚泥脱水機更新設計（Ｈ２３）業務委託

㈱日本水道設計社 甲府営業所

H23.8.26～H24.3.23 汚泥脱水機更新設計業務

H24 最初沈殿池他耐震診断調査業務委託

サンコーコンサルタント㈱山梨営業所

H24.7.13～H25.2.28 最初沈澱池他耐震診断調査業務　1式

〃 汚泥焼却施設増設設計業務委託 （株）日水コン山梨事務所 H24.7.17～H25.2.28 汚泥焼却施設増設設計業務（土木・建築・機械・電気）　　1式

〃 スクリーンポンプ棟耐震補強設計業務委託

サンコーコンサルタント㈱山梨営業所

H24.7.30～H25.2.28 スクリーンポンプ棟耐震補強設計委託　一式

H25 スクリーンかす設備更新設計業務委託
㈱浪速技研コンサルタント

H25.7.1～H26.6.25 機械設計1式、電気設計1式、設計協議１式、現地調査１式

H26 砂ろ過設備更新設計業務委託
㈱日水コン

H26.6.16～H27.6.5 機械設計1式、電気設計1式、設計協議１式、現地調査１式

〃 スクリーンポンプ棟耐震補強工事監理業務委託

サンコーコンサルタント㈱

H26.6.19～H27.3.5 工事監理　1式

〃 住吉ポンプ場耐震診断調査業務委託

サンコーコンサルタント㈱

H26.7.25～H27.3.5 雨水ポンプ場耐震診断　土木・建築　1式

〃 住吉ポンプ場監視制御設備更新設計業務委託
㈱日水コン

H26.9.16～H27.8.5 電気設計1式、設計協議１式、現地調査１式

H27 甲府市浄化センター耐震診断調査業務委託

サンコーコンサルタント㈱

H27.9.10～H28.3.4 管理棟耐震診断（建築）1式、脱水機棟耐震診断（建築・土木）1式

H28 第1～3系列最初沈殿池耐震診断調査業務委託

サンコーコンサルタント㈱

H28.7.1～H29.3.3 第1～3系列最初沈殿池耐震診断（L2´）1式

計
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住吉ポンプ場・雨水ポンプ場・池添ポンプ場

年　度 工  　  　　事    　　　名 請  負  業  者 工　　　　期 工  　　　事　　  　概　　  　要

S.63 汚水中継ポンプ場築造工事その１ 鉄筋コンクリート造  2,363.44㎡

〃 汚水中継ポンプ場流入管布設工事第１工区 φ９００mmL=113.1m,φ１８００mmL=112.1m

〃 汚水中継ポンプ場流入管布設工事第２工区 φ１０００mmL=101.9m

H.1 汚水中継ポンプ場地上部建築工事（建築主体） 鉄筋コンクリート造　地上３階　 4,101.11㎡

H.1 汚水中継ポンプ場地上部建築工事（建築附帯空調機械設備） 空気調和機　４基、換気用送風機　１６基、換気扇　１８基

H.1 汚水中継ポンプ場地上部建築工事（建築附帯衛生機械設備） 加圧給水装置　１基、ガス湯沸し器　３台

H.1 汚水中継ポンプ場地上部建築工事（建築附帯電気設備） 電気設備　１式

H.1 汚水中継ポンプ場機械設備工事（低段沈砂池設備） 粗目スクリーン　２基、細目スクリーン　２基、かす搬出機　２基

H.1 汚水中継ポンプ場機械設備工事（低段主ポンプ設備） 水中汚水ポンプ　３基、鋳鉄管弁類　１式

H.1 汚水中継ポンプ場建設に伴う附帯工事その１ 防水工事６０３㎡、雑工事１式

H.2 汚水中継ポンプ場（電気設備工事） 受変電、自家発、運転操作設備　　１式

H.2 汚水中継ポンプ場（高段ポンプ設備） 汚水ポンプφ６００　４台、電動機　４台、給水装置類他　１式

H.2 汚水中継ポンプ場（高段沈砂池設備） スクリーン自動除塵機　４基、沈砂掻揚機　３基、搬出機　１４基

H.2 汚水中継ポンプ場（電気設備工事その２） 遠方監視制御設備　　１式

H.2 汚水中継ポンプ場建設に伴う付帯工事 機械据付コンクリート打設　　１式

H.2 汚水中継ポンプ場現場搬入路築造工事 仮設道路（砂利）　　１式

H.2 円形沈澱池改修工事（機械設備） 汚泥掻寄機修繕　１式、鋳鉄製ゲート　２門、池排水ポンプ　１台

H.2 円形沈澱池改修工事（電気設備） 運転操作設備、計装設備、監視制御設備　　１式

H.3 滅菌設備改良工事（機械設備） 次亜塩素酸ソーダ貯留槽、注入ポンプ

H.3 滅菌設備改良工事（電気設備） 運転操作設備、計装設備、監視制御設備　　１式

H.3 施設改修工事 滅菌設備改修、動力設備改修、既設設備補修等

H.3 流入ゲート設置工事 沈砂池流入ゲート改修

S.63 実施設計業務委託（流入管）その２ 推進、開削

〃 住吉合流ポンプ場実施設計業務委託 ポンプ場詳細設計

H.2 汚水中継ポンプ場建設に伴う既設施設の改修委託 ポンプ施設、円形沈殿池、塩素混和池

H.3 池添ポンプ場施設改良設計 ポンプ設備全体の改良検討設計

H.4 雨水ポンプ場沈砂池覆蓋築造工事 沈砂池覆蓋・鉄骨平屋建　578.41㎡

H.4 雨水ポンプ場改築工事（電気設備） ㈱明電舎 H5.1.18～H5.12.24 受配電設備、運転操作設備、監視計装設備

H.4 雨水ポンプ場改築工事（ポンプ設備） ㈱酉島製作所 H5.1.18～H5.12.24 雨水ポンプ（６００φ　３台　　７００φ　１台）

H.4 池添ポンプ場改築工事（電気設備） 富士電機㈱ H5.1.18～H5.9.24 受配電設備、運転操作設備、監視計装設備

H.4 池添ポンプ場改築工事（ポンプ設備） ㈱電業社機械製作所 H5.1.18～H5.9.24 雨水ポンプ（４００φ　１台　　６００φ　１台）

H.4 池添ポンプ場改築工事（沈砂池設備） 三機工業㈱ H5.1.18～H5.9.24 自動除塵機　２台、沈砂池覆蓋

H.5 池添ポンプ場屋外燃料タンク設置工事 富士電機㈱ H5.9.22～H5.10.21 燃料タンク（６００Ｌ）　同建屋（９．３㎡）
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H.23 下水道処理施設撤去工事 山本基礎工業㈱ H23.12.15～H24.4.20 高速散水ろ床撤去工　４池

H.23 簡易処理施設高度化工事（土木） 早野組・長田組JV H24.3.12～H26.3.4 処理施設躯体　１基

H.24 簡易処理施設高度化（機械設備）工事 メタウォーター㈱ H24.6.29～H26.3.3
雨天時高速下水処理システム 高速ろ過池3.2mW×4.95mL×2.85mH

H.24 簡易処理施設高度化（電気設備）工事 ㈱明電舎 H24.7.30～H26.3.3 運転操作設備　1式、計装設備  1式、監視制御設備　1式

H25 住吉ポンプ場無停電電源装置更新工事 ㈱明電舎 H25.8.23～H26.2.19 整流器盤１面、蓄電池盤1面、インバーター盤１面、直流分電盤１面

〃 住吉ポンプ場高段沈砂掻揚機他チェーン・スプロケット更新工事 藤沢鉄工㈱ H25.9.6～H26.3.4
№1高段沈砂搬出機主務スプロケット、チェーン、フライト・掻揚機スプロケット他

H26 住吉ポンプ場高段沈砂掻揚機駆動装置更新工事 藤沢鉄工㈱ H26.8.21～H27.2.16

高段№1沈砂掻揚機後部側主務スプロケット1式、高段№2.3沈砂掻揚機後部側

主務チェーン・スプロケット1式、高段№2.3沈砂搬出機駆動後部側主務チェー

ン・スプロケット1式

〃 簡易処理施設周辺整備工事 丸吉工業㈱ H26.12.1～H27.3.11

表層工、鉄筋コンクリートL型58.7ｍ、円形水路設置工15ｍ、PU側溝設置工33.6ｍ、塩ビ

管布設工φ150L＝4.7ｍ他
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(４)対象施設小規模修繕履歴



№ 年       度 施設分類 設備分類 工 種 細 分   修         繕         工         事         名

1 平成23年度 その他 本館 機械 ポンプ 管理本館空調機械室　床排水ポンプ修繕工事

2 平成23年度 水処理 池添 機械 配管 池添ポンプ場　給水管漏水調査

3 平成23年度 水処理 ブロワー 電気 防災 ブロワー棟１階　煙感知器取替工事

4 平成23年度 水処理 砂ろ過 電気 防災 ハロン設備　非常電源蓄電池　交換工事

5 平成23年度 水処理 砂ろ過 機械 ポンプ ろ布洗浄水ポンプ・高架水槽揚水ポンプベアリング交換

6 平成23年度 水処理 スクリーン 機械 配管 No1・2細目除塵機グリス圧送配管継手交換

7 平成23年度 水処理 管廊 機械 配管 主管廊ろ過水給水管切回し工事

8 平成23年度 水処理 砂ろ過 機械 ポンプ ろ布洗浄水ポンプ他軸継手ゴム交換

9 平成23年度 汚泥処理 脱水 電気 防災 Ｎｏ２９脱水機棟地下1階感知器回路断線修理

10 平成23年度 水処理 塩素 機械 配管 塩素漏洩修繕

11 平成23年度 汚泥処理 脱水 電気 計装 脱水機棟圧送ポンプ受入ホッパーレベルセンサー交換

12 平成23年度 その他 本館・脱水 機械 防災 消防設備修繕

13 平成23年度 水処理 住吉 電気 機器 住吉中継ポンプ場No2動力変圧器盤換気扇交換

14 平成23年度 水処理 自家発 機械 機械 自家発電気排気管伸縮継手交換

15 平成23年度 水処理 塩素 その他 防災 空気呼吸器空気詰替

16 平成23年度 水処理 ポンプ 電気 配管 ポンプ棟屋外電設用ハンドホール鉄蓋取付

17 平成23年度 汚泥処理 脱水 機械 機械 No3脱水機混合ドラム駆動ギア交換

18 平成23年度 汚泥処理 脱水 機械 防災 消火栓箱取替工事（１階コンベアー室）

19 平成23年度 水処理 自家発 機械 配管 管理本館北側　自家発冷却排水管修繕

20 平成23年度 水処理 ブロワー 機械 ポンプ ブロワ棟No１．２冷却水ポンプグランドパッキン交換

21 平成23年度 水処理 終沈 機械 配管 No４余剰汚泥ポンプ逆止弁弁体交換

22 平成23年度 汚泥処理 脱水 機械 ポンプ No1生汚泥移送ポンプ修繕工事

23 平成23年度 水処理 砂ろ過 機械 機器 Ｎｏ２スクリュー圧縮機24000時間点検整備

24 平成23年度 水処理 スクリーン 電気 制御 No2ポンプ井水位計修繕工事

25 平成23年度 汚泥処理 脱水 機械 ﾌｧﾝ 脱水機棟電気室送風機修繕工事

26 平成23年度 汚泥処理 脱水 機械 ポンプ No2生汚泥移送ポンプ修繕工事

27 平成23年度 汚泥処理 脱水 機械 ポンプ No12ろ布洗浄水ポンプベアリング交換工事

28 平成23年度 汚泥処理 脱水 機械 構造 No6脱水機汚泥供給ポンプ配管サポート新設工事

29 平成23年度 汚泥処理 脱水 機械 構造 脱水管廊生汚泥濃度計点検用足場設置

30 平成23年度 水処理 初沈 機械 配管 初沈2-1汚泥掻寄機・スカムスキマ給油装置部品交換

31 平成23年度 汚泥処理 脱水 機械 構造 脱水機棟ポンプ室送風機点検用足場設置

32 平成23年度 汚泥処理 脱水 電気 防災 脱水機棟搬入室誘導灯取替

33 平成23年度 水処理 本館 機械 防災 管理本館中央監視室排煙口修繕工事

34 平成23年度 水処理 スクリーン 機械 機械 No４細目除塵機修繕

35 平成23年度 水処理 終沈 機械 配管 終沈１－１グリス配管補修

36 平成23年度 水処理 砂ろ過 機械 配管 No３砂ろ過給水ポンプ逆止弁交換

37 平成23年度 水処理 終沈 機械 配管 終沈２－２汚泥掻寄機集中給油装置部品交換

38 平成23年度 水処理 砂ろ過 機械 ポンプ 砂ろ過棟No1床排水ポンプ修繕工事

39 平成23年度 水処理 初沈 電気 制御 No2汚水流量計指示値異常メーカー調査

40 平成23年度 水処理 終沈 機械 ﾌｧﾝ １～３系終沈管廊排気ファン　電動機Vプーリー交換

41 平成23年度 汚泥処理 脱水 機械 配管 No５,６脱水機分離液配管交換工事

42 平成23年度 その他 本館 機械 配管 消火補助水槽ドレンバルブ交換

43 平成23年度 ｺﾝﾎﾟｽﾄ 一次 電気 制御 製品貯留槽設備シーケンサスイッチ取付

44 平成23年度 ｺﾝﾎﾟｽﾄ 二次 機械 ｺﾝﾍﾞｱ 二次施設No.6製品引出コンベアベルト修理

45 平成23年度 ｺﾝﾎﾟｽﾄ 二次 機械 ｺﾝﾍﾞｱ 二次施設No.4製品移送コンベアベルト修理

46 平成24年度 汚泥処理 脱水 機械 ポンプ ろ布緊張油圧ユニット電動機修繕工事

47 平成24年度 水処理 曝沈 建築 附帯 第一曝沈棟シャッター修繕

48 平成24年度 その他 本館 機械 その他 本館南側量水機ボックス取替工事

49 平成24年度 水処理 終沈 機械 ポンプ Ｎｏ２余剰汚泥ポンプ電動機ベアリング交換工事

50 平成24年度 建修 脱水 機械 ｺﾝﾍﾞｱ 非常用ケーキ搬出機サイクロ減速機（上側）修繕工事

51 平成24年度 水処理 曝沈 その他 清掃 Ｎｏ2-1分水可動堰沈砂除去

52 平成24年度 建修 脱水 建築 附帯 脱水機棟搬入室シャッター修繕工事

53 平成24年度 汚泥処理 脱水 電気 機器 水分計修理

54 平成24年度 水処理 砂ろ過 機械 調査 Ｎｏ３砂ろ過給水ポンプ用ストレーナ不具合調査

55 平成24年度 水処理 ｽｸﾘｰﾝ 機械 機械 スクリーンかす洗浄機掻揚機ブラシ軸交換工事

56 平成24年度 水処理 住吉 機械 機械 Ｎｏ２高段沈砂掻揚機チェーンガイド修繕工事

57 平成24年度 汚泥処理 貯留槽 電気 制御 Ｎｏ１汚泥貯留槽水位計修繕工事

58 平成24年度 水処理 砂ろ過 機械 配管 Ｎｏ２砂ろ過塔ろ抗配管修繕工事

59 平成24年度 水処理 住吉 機械 配管 円形沈殿池床排水ポンプ配管修繕工事

60 平成24年度 汚泥処理 脱水 機械 機器 Ｎｏ２空気減装置エアードライヤー交換工事

61 平成24年度 汚泥処理 脱水 電気 制御 ろ布緊張油圧ユニット圧力スイッチ交換工事

62 平成24年度 水処理 終沈 電気 計装 Ｎｏ４－２終沈汚泥掻寄機　電流計・変流器交換

63 平成24年度 水処理 住吉 電気 機器 水中ミキサー修繕工事

64 平成24年度 水処理 ｽｸﾘｰﾝ 電気 制御

流入渠水位計Ｎｏ１ポンプ井水位計修繕工事

対　　象　　施　　設    小　　規　　模   修    繕    履    歴
対　　象　　施　　設    小　　規　　模   修    繕    履    歴対　　象　　施　　設    小　　規　　模   修    繕    履    歴
対　　象　　施　　設    小　　規　　模   修    繕    履    歴
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№ 年       度 施設分類 設備分類 工 種 細 分   修         繕         工         事         名

対　　象　　施　　設    小　　規　　模   修    繕    履    歴
対　　象　　施　　設    小　　規　　模   修    繕    履    歴対　　象　　施　　設    小　　規　　模   修    繕    履    歴
対　　象　　施　　設    小　　規　　模   修    繕    履    歴

65 平成24年度 汚泥処理 脱水 電気 制御 ＮＯ１汚泥ピット水位計修繕工事

66 平成24年度 その他 本館 電気 機器 エレベーター機械室換気扇交換工事

67 平成24年度 水処理 ｽｸﾘｰﾝ 電気 照明 Ｎｏ３流入水路照明交換工事

68 平成24年度 水処理 初沈 機械 配管 初沈２－２グリス配管補修工事

69 平成24年度 水処理 曝沈 機械 ﾌｧﾝ 第２曝沈棟Ｎｏ２脱臭ファンＶプーリー交換

70 平成24年度 その他 本館 電気 制御 消火補助水槽電極保持器箱、他修繕

71 平成24年度 水処理 曝沈 機械 ﾌｧﾝ 第2曝沈棟沈砂池室排気ファンＶプーリー交換

72 平成24年度 水処理 終沈 機械 配管 Ｎｏ２返送汚泥ポンプ逆止弁交換工事

73 平成24年度 水処理 池添 電気 制御 監視盤警報設定器交換

74 平成24年度 水処理 砂ろ過 その他 その他 Ｎｏ２砂ろ過塔点検窓交換工事

75 平成24年度 汚泥処理 脱水 機械 機械 Ｎｏ３脱水機混合ドラム駆動ギヤ交換工事

76 平成24年度 汚泥処理 脱水 機械 ﾌｧﾝ 電気室送風機フィルター巻取り装置修繕

77 平成24年度 水処理 砂ろ過 機械 機器 Ｎｏ２消泡水用ストレーナグランド部修繕

78 平成24年度 汚泥処理 脱水 機械 機械 非常用ケーキホッパー開閉装置修繕工事

79 平成24年度 水処理 砂ろ過 その他 その他 Ｎｏ１砂ろ過塔点検窓交換工事

80 平成24年度 水処理 住吉 電気 低圧 Ｎｏ１高段汚水ポンプＶＶＶF配線用遮断器交換

81 平成24年度 水処理 砂ろ過 その他 その他 砂ろ過給水ストレーナー吊具架台設置工事

82 平成24年度 水処理 初沈 機械 ﾌｧﾝ 初沈管廊排気ファン修繕工事

83 平成24年度 コンポスト ｵｶﾞｸｽﾞ 建築 附帯 コンポスト施設シャッター修繕工事

84 平成25年度 水処理 ブロワー 機械 その他 ブロワクーリングタワー消音マット交換

85 平成25年度 汚泥処理 脱水 機械 清掃 濃縮汚泥移送配管清掃（地下管廊より№1貯留槽）

86 平成25年度 汚泥処理 脱水 機械 配管 №6脱水機低圧洗浄水配管交換工事

87 平成25年度 水処理 初沈 電気 制御 流量計修繕（1～3系初沈流量計）

88 平成25年度 水処理 住吉 機械 附帯 住吉ポンプ場監視室エアコン修理

89 平成25年度 汚泥処理 脱水 機械 配管 №2薬品溶解タンク給水弁交換工事

90 平成25年度 汚泥処理 脱水 機械 機器 №1機械濃縮機消耗部品交換工事

91 平成25年度 水処理 本館 機械 機器 自家発室給排風機用ガラリワイヤー交換

92 平成25年度 水処理 本館 機械 配管 空調機械室ろ過水配管バルブ交換工事（1）

93 平成25年度 水処理 本館 機械 配管 空調機械室ろ過水配管バルブ交換工事（2）

94 平成25年度 水処理 砂ろ過 建築 その他 ガラス入替え

95 平成25年度 水処理 脱水 電気 制御 終沈№6-2汚泥掻寄機（下流メイン）電流計修繕

96 平成25年度 汚泥処理 脱水 機械 ポンプ 消臭剤ポンプ増設工事

97 平成25年度 水処理 曝沈 機械 調査 第1曝沈棟陥没箇所調査（カメラ調査）

98 平成25年度 汚泥処理 脱水 機械 ポンプ 脱水機棟地下№1床排水ポンプ仕切弁交換

99 平成25年度 水処理 曝沈 機械 ポンプ №2沈砂池排水ポンプ修繕

100 平成25年度 コンポスト ｵｶﾞｸｽﾞ 建築 附帯 オガクズ棟シャッター修繕（11/7応急分）

101 平成25年度 水処理 砂ろ過 機械 ポンプ 砂ろ過棟№2床排水ポンプ修繕

102 平成25年度 汚泥処理 脱水 電気 制御 水位計修繕（№2汚泥ピット・混合汚泥ピット）

103 平成25年度 汚泥処理 脱水 機械 機器 №6脱水機本体点検窓（西側）交換

104 平成25年度 水処理 エアタン 機械 ポンプ 4系エアタン屋外床排水ポンプ修繕（本体オーバーホール）

105 平成25年度 汚泥処理 脱水 機械 ポンプ 濃縮槽№2床排水ポンプ配管交換

106 平成25年度 汚泥処理 脱水 機械 機器 №6脱水機本体点検窓（東側）交換

107 平成25年度 汚泥処理 脱水 機械 機器 №6脱水機天井板受板交換

108 平成25年度 水処理 砂ろ過 機械 ポンプ №1砂ろ過給水ポンプ修繕

109 平成25年度 水処理 ブロワー 機械 機器 潤滑油ヒーター交換

110 平成25年度 水処理 ブロワー 機械 機器 №2ブロワサイドグラス交換

111 平成25年度 水処理 ブロワー 機械 機器 主タンクサイドグラス交換

112 平成25年度 汚泥処理 脱水 機械 機器 №6-2ケーキ搬出機テールプーリー他交換

113 平成25年度 汚泥処理 脱水 機械 機器 №6-2ケーキ搬出機キャリアローラー自動調芯交換

114 平成25年度 水処理 終沈 機械 ポンプ №3余剰汚泥ポンプ逆止弁交換

115 平成25年度 汚泥処理 脱水 機械 機器 №6-1ケーキ搬出機テールプーリー他交換

116 平成25年度 汚泥処理 脱水 機械 機器 №6-2ケーキ搬出機リターンローラー自動調芯交換

117 平成25年度 水処理 分水槽 建築 その他 分水槽蓋取替

118 平成25年度 水処理 住吉 機械 附帯 プレハブ会議室エアコン修繕（応急対応）

119 平成25年度 汚泥処理 脱水 建築 その他 濃縮汚泥移送配管清掃用足場組立・配管取外し

120 平成26年度 汚泥処理 脱水 機械 附帯 監視室空調機修繕工事

121 平成26年度 水処理 初沈 その他 その他 転落防止柵設置工事AT1-1

122 平成26年度 水処理 初沈 その他 その他 転落防止柵設置工事AT1-4

123 平成26年度 水処理 住吉 機械 機器 低段細目除塵機修繕工事

124 平成26年度 水処理 本館 電気 附帯 本館屋上カメラ修理

125 平成26年度 汚泥処理 脱水 土木 その他 濃縮槽西側水路修理工事

126 平成26年度 汚泥処理 脱水 土木 その他 新脱水機棟北舗装修理工事

127 平成26年度 汚泥処理 住吉 機械 附帯 集会場空調設備工事

128 平成26年度 汚泥処理 脱水 機械 附帯 脱水機棟ポンプ室北東排風機点検用足場新設

129 平成26年度 汚泥処理 脱水 機械 機器

貯留槽攪拌ブロワチャッキ交換
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№ 年       度 施設分類 設備分類 工 種 細 分   修         繕         工         事         名

対　　象　　施　　設    小　　規　　模   修    繕    履    歴
対　　象　　施　　設    小　　規　　模   修    繕    履    歴対　　象　　施　　設    小　　規　　模   修    繕    履    歴
対　　象　　施　　設    小　　規　　模   修    繕    履    歴

130 平成26年度 汚泥処理 脱水 機械 機器 №6脱水機急速攪拌機修繕工事

131 平成26年度 汚泥処理 脱水 機械 機器 №6脱水機混和槽ドレン配管増設

132 平成26年度 水処理 本館 電気 附帯 正門ｲﾝﾀｰﾎﾝ不通　　　　

133 平成26年度 水処理 砂ろ過 建築 その他 №3砂濾過塔中央点検歩廊塗装修繕

134 平成26年度 水処理 初沈 機械 配管 4系生汚泥移送配管漏水

135 平成26年度 水処理 本館 その他 その他 来客用区画線修理工事

136 平成26年度 水処理 初沈 機械 機器 最初沈殿池クロスコレクタ・スプロケット修繕

137 平成26年度 水処理 砂ろ過 機械 ポンプ №2砂濾過給水ポンプ修繕

138 平成26年度 水処理 本館 機械 機器 代替空気源装置エアドライヤー新設工事

139 平成26年度 水処理 本館 土木 その他 テニスコート入口掘削及び基礎砕石工事

140 平成26年度 水処理 本館 土木 その他 テニスコート入口コンクリート打ち工事

141 平成26年度 水処理 本館 機械 機器 臭気ダクト改修工事

142 平成27年度 水処理 初沈 その他 その他 見学者通路転落防止柵

143 平成27年度 水処理 建設予定地 その他 その他 浄化センター内重機土掘削

144 平成27年度 汚泥処理 脱水 土木 舗装 ホッパー室西舗装修繕

145 平成27年度 汚泥処理 脱水 その他 防災 ハロン１３０１容器廻り銅管取替修繕

146 平成27年度 水処理 建設予定地 その他 その他 浄化センター内整地

147 平成27年度 水処理 住吉 電気 照明 住吉ポンプ場照明器具修繕

148 平成27年度 水処理 住吉 電気 制御 住吉ポンプ場リミットスイッチ修理

149 平成27年度 水処理 塩素 建築 附帯 塩滅棟北扉修理

150 平成27年度 水処理 住吉 建築 附帯 雨水ポンプ場流入ゲート横床修理

151 平成27年度 水処理 ｽｸﾘｰﾝ 電気 制御 投込式水位計修繕

152 平成27年度 水処理 住吉 電気 照明 照明器具（沈砂掻揚機）修理

153 平成27年度 汚泥処理 脱水 電気 制御 №６汚泥脱水機薬品注入比率調整計ソフト作成・転送

154 平成27年度 水処理 本館 設備 配管 水質試験室実験用流台設置

155 平成27年度 水処理 本館 設備 配管 水質試験室実験用流台配管

156 平成27年度 汚泥処理 脱水 機械 配管 №１、２薬品溶解タンク定量フィーダ部水漏れ修理

157 平成27年度 水処理 住吉 機械 附帯 住吉ポンプ場空調室内機電源組換

158 平成27年度 水処理 曝沈 建築 附帯 第１曝沈棟北扉修理

159 平成27年度 汚泥処理 脱水 機械 機器 №１機械濃縮機凝集装置駆動側軸受交換

160 平成27年度 汚泥処理 脱水 電気 制御 機械濃縮機ショックモニタ交換

161 平成27年度 水処理 塩素 電気 照明 塩素滅菌棟照明修理

162 平成27年度 水処理 住吉 建築 その他

地下タンク北フェンス修理
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