
（注）この発注見通しは、公表時点での予定であり、変更の可能性
があります。また、ここに記載されていない工事が発注される場合
があります。
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1 施設管理課 大道取水場配電設備改修工事 大阪市東淀川区大道南2-9-20／大道取水場 約９か月 電気工事 大道取水場の配電設備の改修を行う。 随契 第１四半期

2 施設管理課
尼崎浄水場脱水機設備取替工事
（ゼロ債務負担行為）

尼崎市南塚口町4-5-65／尼崎浄水場 ３３か月 機械器具設置工事 脱水機1、2号の取替を行う。 一般 第１四半期

3 施設管理課
尼崎浄水場流量計並びに西宮ポンプ
場受水流量計取替工事

尼崎市南塚口町4-5-65／尼崎浄水場
西宮市室川町2-32／西宮ポンプ場

６か月 電気工事
尼崎浄水場並びに西宮ポンプ場に設置されている流量計の取
替を行う。

一般 第１四半期

4 施設管理課 電気設備機器等試験工事

大阪市東淀川区大道南2-9-20／大道取水場
大阪市淀川区西中島2-1-27／淀川取水場
尼崎市南塚口町4-5-65／尼崎浄水場
尼崎市田能5丁目11-1／猪名川浄水場
西宮市上大市3-2-53／甲東ポンプ場
西宮市室川町2-32／西宮ポンプ場
神戸市東灘区西岡本3-20-1／本庁舎

９か月 電気工事 保護継電器、変圧器及び安全保護具類の試験を行う。 一般 第１四半期

5 工務課 管路更新事業（1期東部久々知分岐） 尼崎浄水場～尼崎市名神町地先 約９か月 土木一式工事 布設替　管径700mm　延長124m（開削・推進工法） 一般 第１四半期

6 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

7 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
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
大道沈砂池に堆積した砂泥の搬出
猪名川沈澱池及び猪名川、尼崎排水池に堆積したスラッジの
排泥

一般 第１四半期

8 送水センター
西宮ポンプ場送水ポンプ２号取替工
事

西宮市室川町2番32号／西宮ポンプ場 約２２か月 機械器具設置工事
ポンプ、電動機、吐出弁、逆止弁、主配管、始動制御器、そ
の他一式の取替

一般 第１四半期

9 送水センター
西宮ポンプ場送配水用真空ポンプ設
備取替工事

西宮市室川町2番32号／西宮ポンプ場 約１０か月 機械器具設置工事 送配水用真空ポンプ設備、配管、操作盤、その他一式の取替 一般 第１四半期

10 送水センター 第1ポンプ室冷却塔設備修理工事 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 冷却塔、配管、温水循環ポンプ、配線、その他一式の修理取替 一般 第１四半期

11 施設管理課 無停電電源装置取替工事 西宮市甲山町56-1／上ヶ原量水池 ６か月 電気工事 上ヶ原量水池に設置している無停電電源装置の取替を行う。 一般 第１四半期

12 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

13 浄水管理事務所 除塵機点検整備工事 大阪市淀川区西中島２－１－２７／淀川取水場 約１０か月 機械器具設置工事 除塵機1,2号の点検整備を行う。 一般 第１四半期

14 浄水管理事務所 除塵機現場操作盤点検整備工事
大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場
大阪市淀川区西中島２－１－２７／淀川取水場

約５か月 電気工事
大道B系除塵機（B-1～3号用）現場操作盤及び淀川除塵機
（1・2号）現場操作盤・水位差計の点検整備を行う。

一般 第１四半期
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15 浄水管理事務所
導水ポンプ及び導水ポンプ用吐出弁
並びに管内クーラ点検整備工事

大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場 約１０か月 機械器具設置工事
導水ポンプ（A-1号、A-6号）及び吐出弁、管内クーラ（A-6
号）の点検整備を行う。

一般 第１四半期

16 浄水管理事務所
導送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
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

A-4,B-1,2号用空気冷却器の点検整備（大道）、1,2号電動機
の点検整備（淀川）、送水5,6,7号の電動機及び送水10,11,12
号の空気冷却器点検整備（猪名川）、2期送水3号電動機の点
検整備（尼崎）

一般 第１四半期

17 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
約９か月 電気工事 A-1,4,6号,B-1,2,3号の点検整備（大道） 一般 第１四半期

18 浄水管理事務所
送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 約９か月 電気工事
　
送水1,4,5,6,7号の点検整備（猪名川）

一般 第１四半期

19 浄水管理事務所 特高受電設備点検整備工事 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 GIS特高受電設備の劣化診断及び操作機構の点検整備を行う。 一般 第１四半期

20 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 約９か月 機械器具設置工事
Ⅱ系8,9,10,11号池、　合計4池分（掻き寄せ機）
Ⅱ系8,14号池1,2,3,4軸 合計8軸分（フロキュレータ）

一般 第１四半期

21 浄水管理事務所 循環加圧水ポンプ修理工事 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 浮上分離用循環加圧水ポンプ2号用の点検整備を行う。 一般 第１四半期

22 浄水管理事務所
薬品注入ヘッダー管及び薬品移送配
管修理工事

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 Ⅲ系次亜注入ヘッダー管及びⅢ系中塩移送配管の修理を行う。 一般 第１四半期

23 浄水管理事務所 中間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 Ⅲ系1号ポンプ及び歯車減速機の点検整備を行う。 一般 第１四半期

24 浄水管理事務所
中間ポンプ吐出弁及び逆止弁点検整
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 Ⅲ系1,3,4号逆止弁及びⅢ系1号吐出弁の点検整備を行う。 一般 第１四半期

25 浄水管理事務所 活性炭吸着槽下部整流装置整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約１２か月 機械器具設置工事
活性炭吸着槽（Ⅱ系3,12,14号）3槽分の下部整流装置の整備
を行う。

一般 第１四半期

26 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１２か月 水道施設工事 猪名川Ⅲ系A-1,2号槽、尼崎A-1,B-1号槽 一般 第１四半期

27 浄水管理事務所 浄水処理用電動機点検整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約１０か月 電気工事
浄水処理用電動機（Ⅰ系中間ポンプ1,2号、Ⅲ系中間ポンプ1
号、Ⅲ系回収ポンプ1,2号）の点検整備

一般 第１四半期

28 浄水管理事務所 排水ポンプ制御盤整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約３か月 電気工事 猪名川　地下ボックスカルバートに排水設備の整備を行う。 一般 第１四半期

29 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１０か月 機械器具設置工事 送水ポンプ3号及び6号の点検整備を行う。 一般 第１四半期

30 浄水管理事務所 送配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１０か月 機械器具設置工事 送水ポンプ9号及び配水ポンプ5号の点検整備を行う。 一般 第１四半期

31 浄水管理事務所 送配水ポンプ点検整備工事その２ 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約１０か月 機械器具設置工事 2期送水ポンプ1～4号及び配水ポンプ4号の点検整備を行う。 一般 第１四半期

32 浄水管理事務所 送水ポンプ用吐出弁点検整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約１０か月 機械器具設置工事 送水ポンプ9号吐出弁の点検整備を行う。 一般 第１四半期

33 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
尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場

約６か月 電気工事
猪名川（センター機器室・Ⅰ系中間Ｐ室）及び尼崎（受電棟1
階）の無停電電源装置の修理を行う。

一般 第１四半期

34 浄水管理事務所 照明設備修理工事
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６か月 電気工事
猪名川（3・4期送配水ポンプ室）尼崎（オゾン制御室）の照
明設備の修理を行う。

一般 第１四半期
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35 浄水管理事務所 淀川取水場　油膜検知器設置工事 大阪市淀川区西中島２－１－２７／淀川取水場 約６か月 電気工事 沈砂池4号池に油膜検知器1台の設置を行う。 一般 第１四半期

36 浄水管理事務所
猪名川浄水場　濃縮槽変圧器盤及び
現場操作盤取替工事

尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約１０か月
機械器具設置工
事　電気工事

濃縮槽設備用変圧器盤及びその他現場操作盤の取替を行う。 一般 第１四半期

37 浄水管理事務所
猪名川浄水場　無停電電源装置取替
工事

尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約６か月 電気工事 Ⅱ系高度処理設備用無停電電源装置（15ｋVA）の取替を行う。 一般 第１四半期

38 浄水管理事務所 猪名川浄水場　分析計取替工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約６か月 電気工事 猪名川浄水場に設置された有試薬形残留塩素計5台の取替 一般 第１四半期

39 浄水管理事務所
尼崎浄水場　無停電電源装置取替工
事

尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約６か月 電気工事
高度処理設備用及びろ過池設備用無停電電源装置（容量20ｋ
VA）の取替

一般 第１四半期

40 施設管理課
屋上防水補修工事（管理棟、受電設
備室）

西宮市上大市3-2-53／甲東ポンプ場 約６か月
建築工事、防水
工事

甲東ポンプ場管理棟並びに受電設備室の屋上防水補修を行
う。

一般 第２四半期

41 工務課 管路更新事業（1期東部難波線） 尼崎市東難波町１丁目～尼崎市東七松町２丁目 約８か月 土木一式工事 布設替　管径300mm　延長250m（開削工法） 一般 第２四半期

42 工務課 水管橋補強工事
大阪市新高4丁目135番地先
　～　豊中市神州町8番地先

約１１か月
水道施設工事及
び鋼構造物工事

鋼製水管橋の上部工耐震補強及び付帯工
神崎川水管橋 1350A L=156m

一般 第２四半期

43 工務課 水管橋塗装工事 西宮市甲山町42番　他3箇所 約６か月 塗装工事
鋼製水管橋４橋の外面塗装
（1350A L=67.8m、500A L=17.0m、400A L=13.0m、400A
L=21.0m）

一般 第２四半期

44 浄水管理事務所 除塵機用水位差計修理工事 大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場 約５か月 電気工事 除塵機A-3,4号及びB-1号用水位差計の点検整備を行う。 一般 第２四半期

45 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６か月 機械器具設置工事
混和池、沈澱池、再凝集、濃縮槽用撹拌機等の潤滑油の入替
を行う。

一般 第２四半期

46 浄水管理事務所 撹拌機点検整備工事
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６か月 機械器具設置工事
猪名川急速混和池撹拌機ⅠⅡ系4.5号、Ⅲ系1.2号及び尼崎急
速撹拌機A-1号、再凝集池撹拌機B-3.4号の点検整備を行う。

一般 第２四半期

47 浄水管理事務所 脱水機設備点検整備工事
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８か月 機械器具設置工事 猪名川1～8号機、尼崎3号機 一般 第２四半期

48 浄水管理事務所 脱水機設備点検整備工事その２ 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約８か月 機械器具設置工事 尼崎脱水機1,2号機、乾燥機設備 一般 第２四半期

49 浄水管理事務所
排水処理設備用補機ポンプ点検整備
工事

尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約６か月 機械器具設置工事 スラッジ圧入ポンプ1,3,7号の点検整備を行う。 一般 第２四半期

50 浄水管理事務所 ろ液配管修理工事 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約４か月
機械器具設置工
事、土木一式工
事及び管工事

排水処理棟から濃縮槽送り配管の敷設を行う。 一般 第２四半期

51 浄水管理事務所 スラッジ貯留槽用配管修理工事 尼崎市南塚口町４－５－６５／尼崎浄水場 約４か月
機械器具設置工
事、土木一式工
事及び管工事

スラッジ貯留槽1,2号用配管の修理を行う。 一般 第２四半期

52 浄水管理事務所 濃縮槽引き抜きポンプ修理工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約６か月 機械器具設置工事 濃縮槽引き抜きポンプ9号の点検整備を行う。 一般 第２四半期

53 浄水管理事務所
活性炭吸着槽下SS排除ブロワ点検整
備工事

尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約８か月 機械器具設置工事 Ⅰ系1,2号の点検整備を行う。 一般 第２四半期

54 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６か月 機械器具設置工事 Ⅲ系　A6～8号槽用（6台） 一般 第２四半期

55 浄水管理事務所 活性炭設備弁類点検整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約６か月 機械器具設置工事
Ⅲ系　A1～5号槽の流入弁(5台)抜水弁(10台)のバルブコント
ローラの点検整備を行う。

一般 第２四半期
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56 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

尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約８か月 機械器具設置工事
活性炭送出ポンプ（Ⅰ系1号,Ⅲ系2号）及び排水ポンプ（Ⅲ系
1号）の点検整備を行う。

一般 第２四半期

57 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５か月 機械器具設置工事 Ⅲ系ろ過池排水弁5台（Ａ～Ｄ列）の点検整備を行う。 一般 第２四半期

58 浄水管理事務所
ｵｿﾞ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４－５－６４／尼崎浄水場

約７か月 土木一式工事
ｵｿﾞﾝ接触槽（猪名川Ⅱ系3槽）及び活性炭吸着槽(猪名川46
槽、尼崎12槽）の清掃を行う。

一般 第２四半期

59 送水センター 本山配水池水位自動調節弁取替工事 神戸市東灘区本山町北畑613／本山配水池 約１２か月 機械器具設置工事 フロート式キャビレス弁、配管、その他一式の取替 一般 第２四半期

60 送水センター 甲東ポンプ場計装設備取替工事 西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場 約２１か月 電気工事
計装盤-1・計装盤-2、3-2期電磁流量計、その他一式の取替、
3-5期操作盤、事務室水量表示盤、3-2期流量計盤の撤去

一般 第２四半期

61 送水センター 甲東ポンプ場分析計取替工事

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
西宮市角石町15／越木岩量水池
西宮市仁川百合野町1-40／上ヶ原量水池

約９か月 電気工事
残塩計（越木岩西宮系）、pH計（甲東、西宮、上ヶ原）
導電率計（甲東、西宮、上ヶ原）、その他一式の取替

一般 第２四半期

62 送水センター 西宮送水ポンプ設備点検整備工事 西宮市室川町2番32号／西宮ポンプ場 約９か月 機械器具設置工事

運用再開前の送水ポンプ、400×300（3・4号）・400×300
（5・6号）
吐出弁本体・制御装置整備（3・4号）、逆止弁本体整備（3・
4号）の点検整備

一般 第２四半期

63 送水センター
西宮配水（1・4号）ポンプ点検整備
工事

西宮市室川町2番32号／西宮ポンプ場 約９か月 機械器具設置工事
運用再開前の配水ポンプ、300×250（1号）・350×250（4
号）の点検整備

一般 第２四半期

64 送水センター 送配水ポンプ吐出弁点検整備工事
西宮市上大市3丁目2番53号／甲東ポンプ場
西宮市室川町2番32号／西宮ポンプ場

約９か月 機械器具設置工事
コーン弁本体・制御装置600A（5期送水4号・5号）、コーン弁
本体・制御装置整備200A（西宮配水2号）の点検整備

一般 第２四半期

65 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 弁本体600A（5期送水4号・5号）の点検整備 一般 第２四半期

66 送水センター
送配水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

約９か月 電気工事

空気冷却器（3期送水A-1、A-2、B-1、B-2、5期送水1号、2
号）の点検整備、電動機（3期送水A-1（診断）、配水B-2（絶
縁処理、ベアリング取替）、西宮配水2号（診断、ベアリング
取替））の点検整備

一般 第２四半期

67 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９か月 電気工事
西宮配水2号、甲東5期送水4号、第2ポンプ室配水用真空ポン
プ盤の点検整備

一般 第２四半期

68 送水センター 西宮送水ポンプ用計装電源整備工事 西宮市室川町2番32号／西宮ポンプ場 約９か月 電気工事 計装設備機能診断結果に伴う整備 一般 第２四半期

69 施設管理課 構内監視カメラ取替工事

大阪市東淀川区大道南2-9-20／大道取水場
大阪市淀川区西中島2-1-27／淀川取水場
尼崎市南塚口町4-5-65／尼崎浄水場
尼崎市田能5丁目11-1／猪名川浄水場
西宮市上大市3-2-53／甲東ポンプ場
西宮市室川町2-32／西宮ポンプ場

６か月 電気通信工事
各事業場にに設置しているITVカメラ、構内監視カメラの取替
を行う。

一般 第２四半期

70 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1番19号
　～　大阪市淀川区野中南1丁目10番地先　他4箇
所

約８か月
土木一式工事及
び電気工事

電気防食の施工優先度が高い箇所について、5か所において実
施設計に向けた現地調査を行う。

一般 第２四半期

71 浄水管理事務所 重油機関点検整備工事 大阪市淀川区西中島２－１－２７／淀川取水場 約９か月 機械器具設置工事 導水ポンプ1号用重油機関の点検整備を行う。 一般 第２四半期

72 浄水管理事務所 制御盤整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約８か月 電気工事 Ⅰ系オゾン設備用PLC電源装置の整備を行う。 一般 第２四半期

73 浄水管理事務所 薬品流量計点検整備工事
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６か月 電気工事
Ⅲ系-1前バンド2号、Ⅲ系-2前バンド2号、Ⅲ系中バンド2号
（猪名川）、Ａ系前バンド1号、Ａ系前カセイ1号（尼崎）

一般 第２四半期
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74 浄水管理事務所 差圧伝送器点検整備工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約６か月 電気工事 Ⅱ系活性炭吸着槽（1～5,11～15号槽）計10台 一般 第２四半期

75 浄水管理事務所 計装用電源ケーブル布設工事 尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約４か月 電気工事 Ⅰ・Ⅱ系再凝集分析計用電源の無停電化を行う。 一般 第２四半期

76 浄水管理事務所
大道取水場　３期除塵機１・２号取
替工事

大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場
R2（0割）
R3債務負担

機械器具設置工
事及び電気工事

3期除塵機1,2号の取替を行う。 一般 第２四半期

77 浄水管理事務所
猪名川浄水場　活性炭界面計取替工
事

尼崎市田能５－１１－１／猪名川浄水場 約６か月 電気工事 Ⅱ系活性炭吸着槽（1～5,11～15号槽）計10台の取替 一般 第２四半期

78 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２四半期

79 工務課 尼崎市導水連絡管布設工事 尼崎市神崎町地先 約５か月 土木一式工事 管布設　管径600㎜　延長15m（開削工法） 一般 第３四半期

80 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４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

81 浄水管理事務所 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５か月 機械器具設置工事 大道第一取水口オイルフェンス修理 一般 第３四半期

82 浄水管理事務所 第2取水口堤外弁点検整備工事 大阪市東淀川区大道南２－９－３０／大道取水場 約５か月 機械器具設置工事 大道第2取水口堤外弁2台の点検整備 一般 第３四半期
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