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1 工務課 管路点検整備工事
大阪市東淀川区大道南2丁目9番20号
　～　神戸市灘区篠原北町4丁目14番地先

約１２か月
土木一式工事及び

水道施設工事
管路全般を対象とした点検、調査、補修および突発的に発生した管路事故時の初動
対応

一般 第１四半期

2 浄水管理事務所 直流及び無停電電源装置点検工事

大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場
大阪市淀川区西中島２－１－２７／淀川取水場
尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

約１０か月 電気工事 直流電源装置及び無停電電源装置の点検を行う。 一般 第１四半期

3 浄水管理事務所 機械潤滑油入替工事
尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

約９か月 機械器具設置工事
混和池、フロック形成池、沈澱池、再凝集混和池、スラッジ貯留槽及び濃縮槽設置
機器の潤滑油入替を行う。

一般 第１四半期

4 浄水管理事務所
沈澱池スラッジ掻き寄せ機並びにフロキュレー
タ点検整備工事

尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

約９か月 機械器具設置工事
沈澱池スラッジ掻き寄せ機（本体）、駆動装置並びにフロキュレータの水中軸受
部、駆動装置の点検整備を行う。
（猪名川：Ⅰ系1,3,4号池、尼崎：Ａ系3,4号池）

一般 第１四半期

5 浄水管理事務所 沈澱池排水弁修理工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約９か月 機械器具設置工事 Ⅰ系沈澱池排水弁（5,7号池）の修理を行う。 一般 第１四半期

6 浄水管理事務所 脱水機設備点検整備工事 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約８か月 機械器具設置工事 脱水機設備の点検整備を行う。（尼崎：2号機） 一般 第１四半期

7 浄水管理事務所 脱水機設備点検整備工事その２
尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

約９か月
機械器具設置工事
又は水道施設工事

脱水機設備の点検整備を行う。（猪名川：1～8号機、尼崎：3号機） 一般 第１四半期

8 浄水管理事務所 排水処理設備用補機ポンプ修理工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約９か月 機械器具設置工事
脱水機用圧力水ポンプ及びろ布洗浄ポンプの修理を行う。
（圧力水ポンプ1号、ろ布洗浄ポンプ1号）

一般 第１四半期

9 浄水管理事務所 濃縮槽ゲート弁修理工事その２ 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約１０か月 機械器具設置工事 濃縮槽（1,2号槽）ゲート弁及び開閉装置の修理を行う。 一般 第１四半期

10 浄水管理事務所 濃縮槽引き抜きポンプ修理工事 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約９か月 機械器具設置工事 濃縮槽引き抜きポンプ2号の修理を行う。 一般 第１四半期

11 浄水管理事務所 排水処理設備用起重機点検整備工事
尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

約９か月 機械器具設置工事
排水処理棟起重機の点検整備を行う。
（猪名川：5,6,8号、尼崎：3号）

一般 第１四半期

12 浄水管理事務所 揚水ポンプ吐出弁及び逆止弁点検整備工事 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約９か月 機械器具設置工事 揚水ポンプ1,2号用吐出弁及び逆止弁の点検整備を行う。 一般 第１四半期

13 浄水管理事務所 活性炭吸着槽下部整流装置整備工事 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約１０か月 機械器具設置工事 Ａ系活性炭吸着槽2,4,7号の下部整流装置の整備を行う。 一般 第１四半期

14 浄水管理事務所 活性炭吸着槽点検扉点検整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約９か月 機械器具設置工事 活性炭吸着槽（Ⅲ系Ｂ列1～8号池）点検扉の整備を行う。 一般 第１四半期
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15 浄水管理事務所 活性炭吸着槽設備点検整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約９ヶ月 機械器具設置工事 活性炭吸着槽（Ⅲ系B-1,2号池）流入弁・空気流入弁・抜水弁の点検整備を行う。 一般 第１四半期

16 浄水管理事務所 活性炭送出ポンプ及び排水ポンプ点検整備工事 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約９ヶ月 機械器具設置工事 活性炭送出ポンプ2号及び排水ポンプ2号の点検整備を行う。 一般 第１四半期

17 浄水管理事務所 ろ過池排水弁点検整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約９ヶ月 機械器具設置工事 ろ過池排水弁（Ⅲ系D-1,2,4,5号池）の点検整備を行う。 一般 第１四半期

18 浄水管理事務所 ろ過池ろ層整備工事
尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

約１０か月 水道施設工事 猪名川Ⅲ系A-4･5号池、尼崎A-3,B-3号池 一般 第１四半期

19 浄水管理事務所 電動機点検整備工事その２
尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

約１０か月 機械器具設置工事
Ⅰ･Ⅱ系集泥2号、Ⅰ系表洗1,2号、Ⅲ系中間ポンプ2号、Ⅰ系活性炭SSブロワ1,2号、
揚水ポンプ1,2号、Ⅲ系回収ポンプ3号電動機の点検整備（猪名川）
オゾン揚水2号、活性炭SSブロワ2号、ろ過池揚水2号電動機の点検整備（尼崎）

一般 第１四半期

20 浄水管理事務所 ろ過池現場操作盤点検整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約１０か月 電気工事 ろ過池現場操作盤（A,B,C,D列）の点検整備を行う。 一般 第１四半期

21 浄水管理事務所 制御盤点検整備工事その２ 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約１０か月 電気工事 ろ過池A系B系設備用制御装置の点検整備を行う。 一般 第１四半期

22 浄水管理事務所 制御盤点検整備工事その３
尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

約１０か月 電気工事
猪名川Ⅰ系活性炭設備用制御装置、尼崎A系活性炭設備用制御装置の点検整備を行
う。

一般 第１四半期

23 浄水管理事務所 薬品流量計修理工事
尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

約１０か月 電気工事
Ⅰ系中ﾊﾞﾝﾄﾞ2号、Ⅰ系前ｶｾｲ2号、Ⅰ系後ｶｾｲ2号（猪名川）及びA系後次亜2号、B系後
次亜1,2号（尼崎）の薬品注入用電磁流量計の取替を行う。

一般 第１四半期

24 浄水管理事務所 給排気装置点検整備工事
尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

約９か月 機械器具設置工事 給気装置及び排気装置の点検整備を行う。 一般 第１四半期

25 浄水管理事務所 送水ポンプ点検整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約９か月 機械器具設置工事 送水ポンプ7号の点検整備を行う。 一般 第１四半期

26 浄水管理事務所 送配水ポンプ点検整備工事 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約９か月 機械器具設置工事 1期送水ポンプ2,4号及び配水ポンプ1号の点検整備を行う。 一般 第１四半期

27 浄水管理事務所 送配水ポンプ用逆止弁点検整備工事 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約９か月 機械器具設置工事 1期送水ポンプ2,4号及び配水ポンプ1号逆止弁の点検整備を行う。 一般 第１四半期

28 浄水管理事務所 送配水ポンプ用吐出弁点検整備工事 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約９か月 機械器具設置工事 1期送水ポンプ2,4号及び配水ポンプ1号吐出弁の点検整備を行う。 一般 第１四半期

29 浄水管理事務所 配水ポンプ用起動制御盤点検整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約１０か月 電気工事 配水1～4号の起動制御盤の点検整備を行う。 一般 第１四半期
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30 浄水管理事務所 配水ポンプ用起動制御盤点検整備工事その２ 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約１０か月 電気工事 配水1～3号の起動制御盤の点検整備を行う。 一般 第１四半期

31 浄水管理事務所 無停電電源装置点検整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約１０か月 電気工事 無停電電源装置の点検整備を行う。 一般 第１四半期

32 浄水管理事務所 排泥業務委託

大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場
大阪市淀川区西中島２－１－２７／淀川取水場
尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

約１２か月 土木一式工事
沈砂池に堆積した砂泥の排出及び壁面の清掃（大道・淀川）
排水池に堆積したスラッジの排泥（猪名川・尼崎）

一般 第１四半期

33 浄水管理事務所
オゾン接触槽及び活性炭吸着槽圧力室清掃業務
委託

尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

約１０か月 土木一式工事
ｵｿﾞﾝ接触槽（猪名川Ⅰ系3槽、尼崎1号槽）及び活性炭吸着槽(猪名川46槽、尼崎16
槽）の清掃を行う。

一般 第１四半期

34 浄水管理事務所
大道取水場及び淀川取水場　魚類監視装置取替
工事

大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場
大阪市淀川区西中島２－１－２７／淀川取水場

約１０か月 電気工事 魚類監視装置の取替を行う。 一般 第１四半期

35 浄水管理事務所
大道取水場及び淀川取水場　油膜検知器取替工
事

大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場
大阪市淀川区西中島２－１－２７／淀川取水場

約８か月 電気工事 油膜検知器の取替を行う。 一般 第１四半期

36 浄水管理事務所 猪名川浄水場　濃縮槽流入弁取替工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約９か月
機械器具設置工事
又は水道施設工事

濃縮槽（6号槽）流入弁の取替を行う。 一般 第１四半期

37 浄水管理事務所
猪名川浄水場　送水ポンプ設備取替工事（換気
設備）

尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約１２か月
建築一式工事又は
機械器具設置工事

送水ポンプ4号及び10号の換気設備取替を行う。 一般 第１四半期

38 施設管理課 無停電電源装置取替工事
西宮市甲山町35／甲山調整池
芦屋市朝日ヶ丘町14番／奥谷ポンプ室
芦屋市奥山7-1／芦屋市奥山浄水場

１２ヶ月 電気工事 無停電電源装置(10kVA)1台及びﾐﾆUPS(3KVA)2台の取替を行う。 一般 第１四半期

39 施設管理課 無線テレメータ設備取替工事
大阪市東淀川区大道南2丁目9番20号／大道取水場
大阪市淀川区西中島2丁目1番27号／淀川取水場

１０ヶ月
電気工事

(電気・通信)
地方整備局向け及び大道取水場、淀川取水場テレメータ装置の取替を行う。 一般 第１四半期

40 工務課 上ヶ原接合井及び甲山調整池連絡施設築造工事 西宮市仁川百合野町／神戸市水道局上ヶ原浄水場 約３６か月
土木一式工事及び

水道施設工事

量水池築造（RC造 385m
3
）

ポンプ室築造（RC造 2階建）
連絡管布設（管径600mm 延長134m）

一般 第１四半期

41 工務課
猪名川浄水場改修工事その３に伴うⅢ系浄水池
耐震補強工事

猪名川浄水場（尼崎市田能5丁目11番1号） 約１２か月 水道施設工事
Ⅲ系浄水池（42,000㎥）内の柱補強（SUS鋼板巻き立て28本）を潜水作業にて行う

一般 第１四半期

42 工務課
猪名川浄水場改修工事その３（Ⅰ・Ⅱ系ポンプ
室）

猪名川浄水場（尼崎市田能5丁目11番1号） 約７か月 建築一式工事
Ⅰ・Ⅱ系ポンプ室の耐震補強（二重鋼管ブレース24本）、内装改修（グラスウール
吸音板417㎡）、外構改修、直接仮設（足場工1224㎡）

一般 第１四半期

43 送水センター 次亜注入制御盤点検整備工事 西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場 約 １０ か月 電気工事 2期次亜注入制御盤の点検整備を行う。 一般 第１四半期

44 送水センター 送水ポンプ用電動機二次回路点検整備工事 西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場 約 １０ か月 電気工事 送水ポンプ8台の電動機二次回路部の点検整備を行う。 一般 第１四半期
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45 送水センター 送水ポンプ点検整備工事 西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場 約 １０ か月 機械器具設置工事 3・4期送水A-1号、B-2号ポンプ、5期送水1号、2号ポンプ4台の点検整備を行う。 一般 第１四半期

46 送水センター 配水ポンプ点検整備工事 西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場 約 １０ か月 機械器具設置工事 配水A-1号、B-2号ポンプ2台の点検整備を行う。 一般 第１四半期

47 送水センター 配水ポンプ用吐出弁並びに逆止弁点検整備工事 西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場 約 １０ か月 機械器具設置工事 配水A-1号、B-2号ポンプ用吐出弁並びに逆止弁の点検整備を行う。 一般 第１四半期

48 送水センター 送水ポンプ逆止弁点検整備工事 西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場 約 　９ か月 機械器具設置工事 5期送水1、2号ポンプ用逆止弁ダッシュポットの点検整備を行う。 一般 第１四半期

49 送水センター
送配水ポンプ電動機並びに空気冷却器点検整備
工事

西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場
西宮市室川町2番32号／西宮ポンプ場
奥谷ポンプ室

約 １０ か月 電気工事 送配水ポンプの電動機、空気冷却器の点検整備を行う。 一般 第１四半期

50 送水センター 保護継電器試験工事 西宮市室川町2番32号／西宮ポンプ場 約 １１ か月 電気工事 電気工作物保安規程により継電器の試験を行う（2年毎）。 一般 第１四半期

51 送水センター 直流及び無停電電源装置点検整備工事 西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場 約 １１ か月 電気工事 第1電気室直流電源装置及び第3電気室無停電電源装置の点検整備を行う。 一般 第１四半期

52 送水センター 起動制御盤点検整備工事
西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場
西宮市室川町2番32号／西宮ポンプ場

約 １１ か月 電気工事 ポンプ用制御盤の点検整備を行う。 一般 第１四半期

53 送水センター 配電設備点検整備工事（ゼロ債務） 西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場 約 １３ か月 電気工事 甲東ポンプ場高圧配電設備機器の点検整備を行う。 一般 第１四半期

54 送水センター 分析計点検整備工事
西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場
上ヶ原量水池

約 １０ か月 電気工事 残留塩素計の点検整備を行う。 一般 第１四半期

55 送水センター 計装設備取替工事

西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場
西宮市室川町2番32号／西宮ポンプ場
西宮市甲山町35番地／甲山調整池
芦屋調整池

約 １１ か月 電気工事
甲東ポンプ場、西宮ポンプ場、甲山調整池、芦屋調整池に設置している水位計、圧
力計及び関連する計装設備の取替を行う。

一般 第１四半期

56 送水センター 分析計取替工事

西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場
西宮市室川町2番32号／西宮ポンプ場
西宮市甲山町35番地／甲山調整池
芦屋調整池
本山配水池

約 １１ か月 電気工事
甲東ポンプ場、西宮ポンプ場、甲山調整池、芦屋調整池、本山配水池に設置してい
る分析計の取替を行う。

一般 第１四半期

57 送水センター 甲東ポンプ場第1ポンプ室起重機取替工事 西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場 約 １０ か月 機械器具設置工事 甲東ポンプ場第1ポンプ室に設置している起重機の取替を行う。 一般 第１四半期

58 送水センター 甲東ポンプ場直流電源装置取替工事 西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場 約 １１ か月 電気工事
甲東ポンプ場第2電気室に設置している直流電源装置の取替を行う。また、将来、直
流電源を他の電気室からバックアップ可能とするため、切替盤及び不可分電盤を設
置する。

一般 第１四半期

59 浄水管理事務所 導送配水ポンプ用電動機二次回路点検整備工事
大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場
尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場

約１２か月 電気工事 導送配水ポンプ用電動機二次回路の点検整備を行う。 一般 第１四半期

4



№
設計
課所

工事名 工事場所 工事期間 工事種別 工事概要
契約
方法

入札(契約)
時期

60 浄水管理事務所 起重機点検工事

大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場
大阪市淀川区西中島２－１－２７／淀川取水場
尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

約８か月 機械器具設置工事
大・淀・猪・尼　「労働安全衛生法第41条及び安全規則第40条」により年次検査を
行う。性能検査2年毎1台

一般 第１四半期

61 浄水管理事務所 ５期取水口オイルフェンス修理工事 大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場 約６か月 水道施設工事 第２取水口オイルフェンスの取替を行う。 一般 第１四半期

62 浄水管理事務所
導送配水ポンプ用電動機及び空気冷却器点検整
備工事

大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場
尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

R4債務負担
R5債務負担

電気工事
導水A-1,A-4号電動機及びA-6号空気冷却器の点検整備（大道）
送水7,11号、配水1,2号電動機の点検整備（猪名川）
配水1,2号電動機の点検整備（尼崎）

一般 第１四半期

63 浄水管理事務所 導水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事 大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場
R4（0割）
R5債務負担

電気工事 A-1･6,B-2･3号の点検整備（大道） 一般 第１四半期

64 浄水管理事務所
導水ポンプ及び導水ポンプ用吐出弁点検整備工
事

大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場
R4（0割）
R5債務負担

機械器具設置工事 導水A-3号ポンプ及び吐出弁の点検整備を行う。 一般 第１四半期

65 浄水管理事務所 重油機関用排気管整備工事 大阪市淀川区西中島２－１－２７／淀川取水場 約１０か月 管工事 重油機関用排気配管の延長を行う。 一般 第１四半期

66 浄水管理事務所 特高受電設備及び受電用変圧器点検整備工事
大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場
尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

約１０か月 電気工事
受電用変圧器の点検整備（大道）
特高受電設備の劣化診断及び受電用変圧器の点検整備（猪名川）
受電用変圧器の点検整備(猪名川・尼崎)

一般 第１四半期

67 浄水管理事務所 受配電設備点検整備工事 大阪市淀川区西中島２－１－２７／淀川取水場 約１０か月 電気工事 特高受電設備用GISの整備及び配電設備用遮断器の点検整備（淀川） 一般 第１四半期

68 浄水管理事務所 排水ポンプ盤点検整備工事 大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場 約１０か月 電気工事 沈砂池第一排水ポンプ盤の点検整備を行う。 一般 第１四半期

69 浄水管理事務所 照明設備修理工事
大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場
尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

R4（0割）
R5債務負担

電気工事 水銀灯投光器及び照明器具のLED化を行う。 一般 第１四半期

70 浄水管理事務所 外周柵修理工事 大阪市淀川区西中島２－１－２７／淀川取水場 約１０か月 土木一式工事 外周柵の修理を行う。 一般 第１四半期

71 浄水管理事務所 ポンプ棟給排気装置修理工事 大阪市淀川区西中島２－１－２７／淀川取水場
R4（0割）
R5債務負担

機械器具設置工事 ポンプ室換気フードに雨水侵入防止対策を行う。 一般 第１四半期

72 浄水管理事務所 送配水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
R4（0割）
R5債務負担

電気工事 送水4～8号及び配水7号の点検整備(猪名川) 一般 第１四半期

73 施設管理課 送配水流量計取替工事（R4-5 債務負担）

西宮市甲山町42-1／芦部谷接合井
神戸市東灘区本山町岡本字ﾐﾅｼ塚／西天上川管理坑
芦屋市山手町8／奥山配水池
西宮市毘沙門町9／越木岩受水池

１８か月 電気工事 5-3期芦部谷送水、西天井送水電磁流量計及び奥山配水、越木岩新の取替を行う。 一般 第２四半期

74 施設管理課
大道取水場４期導水A-5号用ｴﾝｼﾞﾝ設置工事（R4-
5 債務負担）

大阪市東淀川区大道南2-9-20／大道取水場 １８か月
機械器具設置工事

電気工事
4期導水A-5号ﾎﾟﾝﾌﾟの駆動装置をｴﾝｼﾞﾝに変更及び燃料ﾀﾝｸの新設並びに、主ﾎﾟﾝﾌﾟ及
び弁類の点検整備を行う。

一般 第２四半期
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75 施設管理課
猪名川浄水場配水６号ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事
（R4-5 債務負担）

尼崎市田能5-11-1／猪名川浄水場 １８か月
機械器具設置工事

電気工事
配水６号ポンプの取替を行う。 一般 第２四半期

76 工務課 電食防止施設整備工事 大阪市淀川区西中島2丁目 約１２か月
土木一式工事及び

電気工事
外部電源装置の設置
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 φ350×90m、電極設置、電源装置設置、他一式

一般 第２四半期

77 浄水管理事務所 消防設備修理工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約８か月 消防施設工事 Ⅲ系消火ポンプ設備の修理を行う。 一般 第２四半期

78 浄水管理事務所 沈澱池スラッジ引抜弁点検整備工事 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約８か月 機械器具設置工事 Ａ系スラッジ引抜弁（1,3,4号池）の点検整備を行う。 一般 第２四半期

79 浄水管理事務所 沈澱池傾斜板点検整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
R4（0割）
R5債務負担

機械器具設置工事 沈澱池1号池傾斜板の点検整備を行う。 一般 第２四半期

80 浄水管理事務所 補助回収ポンプ修理工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
R4（0割）
R5債務負担

機械器具設置工事 補助回収ポンプの修理を行う。 一般 第２四半期

81 浄水管理事務所 濃縮槽ゲート弁修理工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
R4（0割）
R5債務負担

機械器具設置工事
又は水道施設工事

濃縮槽（7,9号槽）ゲート弁の修理を行う。 一般 第２四半期

82 浄水管理事務所 Ⅲ系浮上分離設備修理工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場
R4（0割）
R5債務負担

機械器具設置工事 Ⅲ系浮上分離設備用処理水移送・循環加圧水ポンプの修理を行う。 一般 第２四半期

83 送水センター 起重機点検工事 西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場 約６か月 機械器具設置工事
法に基づく性能検査及び年次点検に加え、第2ポンプ室天井クレーン用転落防止ネッ
トの設置を行う。

一般 第２四半期

84 送水センター 第2ポンプ室冷却塔設備点検整備工事 西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場 約６か月 機械器具設置工事 第2ポンプ室に設置している冷却塔設備の点検整備を行う。 一般 第２四半期

85 工務課 外壁及び屋上防水補修工事（甲東ポンプ場） 甲東ポンプ場（西宮市上大市3丁目2番53号） 約４か月 建築一式工事
外壁タイル補修：調査約800㎡、補修約80㎡、撤去50㎡他
屋上防水シート張替：約950㎡（下地処理、清掃、補修含む）

一般 第３四半期

86 浄水管理事務所 乾燥ケーキ仮搬出業務委託 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約５か月 土木一式工事 天日乾燥処理したケーキの仮搬出及び乾燥池周辺の雑作業を行う。 一般 第３四半期

87 工務課
管路更新事業（1期東部難波線）に伴う舗装及び
付帯物復旧工事

尼崎市西難波町6丁目～西難波町4丁目地先 約６か月 土木一式工事 舗装工 4,380m
2
、ガードパイプ復旧218m、街渠復旧664m 一般 第３四半期

88 工務課
猪名川浄水場改修工事その３（Ⅰ・Ⅱ系浄水施
設）

猪名川浄水場（尼崎市田能5丁目11番1号） 約４２か月
土木一式工事及び

水道施設工事

【耐震補強】沈澱池底版（5池Con増し打ち）
【更新】場内配管（導水管φ1650×170m・φ1200×170m、着水井～急速撹拌池φ
1350×80m、送水管φ700～φ1200×520m）、着水井、急速撹拌池
【新設】場内連絡管（φ1200×25m）
【その他】沈澱池撤去（2池）、ろ過池撤去（16池）、場内整備（舗装復旧、外構
等）、応急給水施設

一般 第３四半期
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