
[水道課] 
 
水道事業会計 
 
１ 建設改良費                       
 
(1) 基幹管路耐震化事業 

   第１配水系川井・天神町地区配水管布設替工事 （図面番号 １） 

 
       配水管  φ２００mm   Ｌ＝２００ｍ 

  
計画期間  令和２年度 

 
 (2) 基幹管路耐震化事業 

第２配水系堀越地区配水管布設替工事     （図面番号 ２） 
 
配水管  φ１００～３００mm   Ｌ＝３２０ｍ 

 
計画期間  令和２年度 

 
  (3) 基幹管路耐震化事業  

第３配水系愛野地区配水管布設替工事     （図面番号 ３） 
 
配水管  φ１５０mm   Ｌ＝４８０ｍ 

 
計画期間  令和２年度 

 
(4) 基幹管路耐震化事業  

第３配水系方丈・広岡地区配水管布設替工事  （図面番号 ４） 
 

配水管  φ２００mm  Ｌ＝２３５ｍ 
 
計画期間  令和２年度 

 
 
 
 

 
 
(5) 配水支管更新事業 
  山田地区配水管布設替工事           （図面番号 ５） 

 
配水管  φ１００mm  Ｌ＝１５０ｍ 

 
計画期間  令和２年度 

 
 
(6) 配水支管更新事業 
  見取地区配水管布設替工事           （図面番号 ６） 

 
配水管  φ１００mm  Ｌ＝２００ｍ 

 
計画期間  令和２年度 

 
(7) 配水支管更新事業 
  小野田地区配水管布設替工事          （図面番号 ７） 

 
配水管  φ７５mm  Ｌ＝１７５ｍ 

 
計画期間  令和２年度 

 
(8) 配水支管更新事業 
   下山梨地区配水管布設替工事          （図面番号 ８） 

 
配水管  φ１００mm  Ｌ＝３７５ｍ 

 
計画期間  令和２年度 

 
(9) 配水支管更新事業 
  可睡地区配水管布設替工事           （図面番号 ９） 

 
配水管  φ７５mm  Ｌ＝２０ｍ 

 
計画期間  令和２年度 
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(10) 配水支管更新事業 
  高尾地区配水管布設替工事          （図面番号 10） 

 
配水管  φ７５～１００mm  Ｌ＝１７５ｍ 

 
計画期間  令和２年度 

 
(11) 国･県･市道整備関連事業 
    (都)山梨中央通り線改築関連配水管布設替工事 （図面番号 11） 

 
配水管  φ５０～２５０mm  Ｌ＝３０５ｍ 

 
計画期間  令和２年度 

 
(12) 国･県･市道整備関連事業 
    (都)諸井山の手線改築関連配水管布設替工事  （図面番号 12） 
 

配水管  φ５０～２００mm  Ｌ＝８０ｍ 
 
計画期間  令和２年度 

 
(13) 国･県･市道整備関連事業 
   市道下新池１９号線改築関連配水管布設替工事 （図面番号13） 

 
配水管  φ７５mm  Ｌ＝１００ｍ 

 
計画期間  令和２年度 

 
(14) 国･県･市道整備関連事業 
    市道見取１０号線改築関連配水管布設替工事  （図面番号14） 

 
  配水管  φ７５mm  Ｌ＝９０ｍ 
 
計画期間  令和２年度 

 
 
 
 

(15) 国･県･市道整備関連事業 
    市道太郎平新道国本線改築関連配水管布設替工事 （図面番号15） 

 
   仮設配水管  φ７５mm  Ｌ＝５０ｍ 
 

計画期間  令和２年度 
 

(16) 国･県･市道整備関連事業 
   (都)袋井駅森線改築関連配水管布設替工事      （図面番号16） 

 
     配水管  φ７５mm  Ｌ＝６５ｍ 

 
計画期間  令和２年度 

 
(17) 観音山配水系浅岡地区配水管布設替設計業務委託 （図面番号17） 
 

   設計業務委託 一式 
 

計画期間  令和２年度 
 
(18) 第２配水系堀越地区送配水管布設替設計業務委託 （図面番号18） 
 

   設計業務委託 一式 
 

計画期間  令和２年度 
 

(19) 袋井第１水源消石灰注入設備更新設計業務委託   （図面番号19） 
 

   設計業務委託 一式 
 

計画期間  令和２年度 
 

(20) 土地区画整理事業に伴う配水管布設替設計業務委託（図面番号20） 
 

   設計業務委託 一式 
 

計画期間  令和２年度 
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袋井中学校

天神町公会堂

袋井西小学校

R2予定 配水管HPPEφ200 L=200m

基幹管路耐震化事業 第１配水系川井･天神町地区配水管布設替工事 図面番号 １
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袋井第3水源

第２配水池

R2予定 DIP(GX)φ300  L=70m

HPPEφ100～200 L=250m

基幹管路耐震化事業 第２配水系堀越地区配水管布設替工事 図面番号 ２
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原野谷川親水公園

R2予定 HPPEφ150  L=480m

基幹管路耐震化事業 第３配水系愛野地区配水管布設替工事 図面番号 3
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方丈ふれあい会館

R2予定 配水管HPPEφ200 L=235m

基幹管路耐震化事業 第３配水系方丈･広岡地区配水管布設替工事 図面番号 ４
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R2予定 配水管 HPPE φ100 L=  150m          

山田公会堂

配水支管更新事業 山田地区配水管布設替工事 図面番号 ５
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配水支管更新事業 見取地区配水管布設替工事 図面番号 ６

R2予定 配水管HPPEφ１00 L=200m
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小野田公会堂

R2予定 配水管 HPPE φ75 L= 175m

配水支管更新事業 小野田地区配水管布設替工事 図面番号 ７
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北町公会堂

R2予定 配水管 HPPE φ100 L= 375m

甚五郎橋

配水支管更新事業 下山梨地区配水管布設替工事 図面番号 ８
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養護老人ホーム可睡寮

可睡公会堂

R2予定 配水管 HPPE φ75 L= 20m

配水支管更新事業 可睡地区配水管布設替工事 図面番号 ９
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袋井特別支援学校

高尾台公会堂

高南幼稚園

R2予定 配水管 HPPE φ100 L= 135m
HPPE φ75 L= 40m

(二)小笠沢川

配水支管更新事業 高尾地区配水管布設替工事 図面番号 10
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中町公会堂

R2予定 配水管 DIP(GX) φ250 L= 190m
PE        φ 50  L= 115m

山梨郵便局

山梨交番

山梨ﾎﾟﾝﾌﾟ場 袋井第7水源

国･県･市道整備関連事業 (都)山梨中央通り線改築関連配水管布設替工事 図面番号 11
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R2予定 配水管 HPPE φ200 L=  40m
PE    φ50    L=  40m          

国･県･市道整備関連事業 (都)諸井山の手線改築関連配水管布設替工事 図面番号 12

静岡製機倉庫
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R2予定 配水管 HPPE φ75 L=  100m          

田原農村総合管理センター

国･県･市道整備関連事業 市道下新池19号線改築関連配水管布設替工事 図面番号 13
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R2予定 配水管 HPPE φ75 L=  90m          

国･県･市道整備関連事業 市道見取10号線改築関連配水管布設替工事 図面番号 14

見取公会堂
寺前橋
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R2予定 仮設配水管 HPPE φ75 L= 50m          

国･県･市道整備関連事業 市道太郎平新道国本線改築関連配水管布設替工事 図面番号 15
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上町公会堂

R2予定 配水管 HPPE φ75 L=  65m

山梨交番

山梨ﾎﾟﾝﾌﾟ場

袋井第7水源

中町公会堂

国･県･市道整備関連事業 (都)袋井駅森線改築関連配水管布設替工事 図面番号 16
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JA遠州中央

浅羽ライスセンター

R2予定 配水管布設替設計業務委託 一式
HPPEφ200 L=430m

観音山配水系浅岡地区配水管布設替設計業務委託 図面番号 17
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袋井第３水源

第２配水池

R2予定 送配水管布設替設計業務委託 一式
送：DIP(GX)φ300  L=239m
配：DIP(GX)φ450 L=424m
配：DIP(GP)φ300  L=  12m

第２配水系堀越地区送配水管布設替設計業務委託 図面番号 18
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東海ｱｸｼｽ看護専門学校

袋井第1水源

高南コミュニティセンター

R2予定 設備更新設計業務委託 一式

袋井第１水源消石灰注入設備更新設計業務委託 図面番号 19
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袋井駅

R2予定 配水管布設替設計業務委託 一式
DIP(GS)φ300 L=140m HPPEφ200 L=113m HPPEφ100 L=43m

土地区画整理事業に伴う配水管布設替設計業務委託 図面番号 20
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［下水道課］ 
 
  下水道事業会計 
 
１ 下水道管路建設改良費 
 
(1) 管渠築造事業（袋井処理区）     （図面番号 １） 
［国庫補助事業］ 

              
        委託  袋井第１汚水幹線          一式 

山科地区              一式 
        久能地区              一式 
       駅南地区（区画整理）        一式 

 
 工事  袋井第１汚水幹線    Ｌ＝  ２４０ｍ 

       下山梨（平宇）地区   Ｌ＝  ２６１ｍ 
川井西地区       Ｌ＝  １６０ｍ 
駅南地区（区画整理）  Ｌ＝  ４５０ｍ 
神長地区           Ｌ＝１，０７６ｍ 
田端地区        Ｌ＝  １１０ｍ 
 

    計画期間 平成５～令和２２年度 
 

(2) 管渠築造事業（浅羽処理区）     （図面番号 ２） 
［国庫補助事業］ 
 
工事  諸井地区        Ｌ＝  ５５０ｍ 

        西同笠地区       Ｌ＝  ４３０ｍ 
            中地区         Ｌ＝  ４００ｍ 
 

計画期間 平成５～令和２２年度 
 
(3) ストックマネジメント事業      （図面番号 ３） 
［国庫補助事業・市単独］ 
 

    工事  高南地区取付管改築       ５７か所 
        小笠山№２マンホールポンプ改築   一式 
 

計画期間 令和元～５年度 
 

(4) 農業集落排水事業               （図面番号 ４） 
［国庫補助事業］ 
  
工事 大日地区マンホールポンプ通報装置更新    Ｎ＝８か所 

 
 
２ 処理場建設改良費 
 
(1) 袋井浄化センター増設事業           （図面番号 ５）    

  ［国庫補助事業］ 
 

委託 水処理施設（重力濃縮設備）          一式 
       水処理施設（土木・機械・電気）         一式 
 
    計画期間 令和元～５年度 
 
(2) 袋井浄化センター耐震補強事業         （図面番号 ６） 

［国庫補助事業］ 
 
    委託 耐震補強実施設計               一式 
      
    計画期間 令和元～５年度 
 
(3) ストックマネジメント事業（袋井浄化センター）  （図面番号 ７）      

［国庫補助事業］ 
 

    委託 中央監視設備実施設計             一式 
 
(4) ストックマネジメント事業（アクアパークあさば） （図面番号  ８）      

［国庫補助事業］ 
                                 

委託 計装電源設備実施設計             一式 
中央監視設備整備工事              一式 

 
    計画期間 令和元～５年度 
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袋井駅

管渠築造事業（袋井処理区） 図面番号 １

山科地区実施設計 一式

可睡の杜

愛野駅

袋井Ｉ．Ｃ．

下山梨（平宇）地区管渠築造工事

推進・開削工法 Ｌ＝261ｍ

川井西地区管渠築造工事

開削工法 Ｌ＝160ｍ

駅南地区（区画整理）実施設計 一式

神長地区管渠築造工事

推進・開削工法 Ｌ＝1076ｍ

袋井第1汚水幹線管渠築造工事

推進工法 Ｌ＝240ｍ

久能地区実施設計 一式

駅南地区（区画整理）管渠築造工事 開削工法 L=450ｍ

田端地区管渠築造工事

開削工法 Ｌ＝110ｍ

袋井第1汚水幹線実施設計 一式
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管渠築造事業（浅羽処理区） 図面番号 2

浅羽支所

国道150号線

諸井地区管渠築造工事

開削工法 Ｌ＝550ｍ

中地区管渠築造工事

開削工法 Ｌ＝400ｍ

西同笠地区管渠築造工事

開削工法 Ｌ＝430ｍ
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袋井駅

可睡の杜

愛野駅

袋井Ｉ．Ｃ．

小笠山№２マンホールポンプ改築工事 一式

ストックマネジメント事業 図面番号 3

高南地区取付管改築工事 57箇所
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農業集落排水事業 図面番号 4

大日地区マンホールポンプ通報装置更新工事 Ｎ＝８箇所

宇刈里山公園

大日排水処理施

設やまなみ
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袋井浄化センター増設事業 図面番号 5

重力濃縮設備実施設計 一式

水処理施設増設工事委託

水処理施設（土木・機械・電気） 一式

袋井市役所
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袋井駅

袋井浄化センター耐震補強事業 図面番号 6

耐震補強実施設計 一式

袋井市役所
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ストックマネジメント事業（袋井浄化センター） 図面番号 7

中央監視設備実施設計 一式
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ストックマネジメント事業（アクアパークあさば） 図面番号 8

浅羽支所

計装電源設備実施設計 一式

中央監視設備整備工事 一式
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