
［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配水系方丈地区配水管布設替工事     （図面番号 １） 

 
       配水管  φ１００～３００mm   Ｌ＝４２９ｍ 

  
計画期間  平成３０年度 

 
 (2) 基幹管路耐震化事業 

第１配水系国本・旭町地区配水管布設替工事  （図面番号 ２） 
 
配水管  φ５０～１５０mm   Ｌ＝３５４ｍ 

 
計画期間  平成３０年度 

 
  (3) 基幹管路耐震化事業  

第１配水系西田地区配水管布設替工事      （図面番号 ３） 
 
配水管  φ１５０mm   Ｌ＝３１０ｍ 

 
計画期間  平成３０年度 

 
(4) 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 ４） 
 

配水管  φ２００～３００mm  Ｌ＝６２０ｍ 
 
計画期間  平成３０年度 

 
 
 
 
 
 

 
 
(5) 基幹管路耐震化事業 
  第４配水系春岡地区配水管布設替工事      （図面番号 ５） 

 
配水管  φ２５０mm  Ｌ＝４３３ｍ 

 
計画期間  平成３０年度 

 
(6) 基幹管路耐震化事業 
  観音山配水系浅羽地区配水管布設替工事     （図面番号 ６） 

 
配水管  φ２００mm  Ｌ＝２３６ｍ 

 
計画期間  平成３０年度 

 
(7) 基幹管路耐震化事業 
  観音山配水系浅岡地区配水管布設替工事     （図面番号 ７） 

 
配水管  φ１５０～２００mm  Ｌ＝４５８ｍ 

 
計画期間  平成３０年度 

 
(8) 老朽管更新事業 
   山田地区配水管布設替工事           （図面番号 ８） 

 
配水管  φ７５～１００mm  Ｌ＝２４０ｍ 

 
計画期間  平成３０年度 

 
(9) 老朽管更新事業 
  川会地区配水管布設替工事           （図面番号 ９） 

 
配水管  φ５０～７５mm  Ｌ＝１３０ｍ 

 
計画期間  平成３０年度 
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(10) 老朽管更新事業 
  見取地区配水管布設替工事         （図面番号 10） 

 
配水管  φ１００mm  Ｌ＝１６５ｍ 

 
計画期間  平成３０年度 

 
(11) 老朽管更新事業 
  深見地区配水管布設替工事          （図面番号 11） 

 
配水管  φ７５mm  Ｌ＝１９０ｍ 

 
計画期間  平成３０年度 

 
(12) 老朽管更新事業 
  中新田地区配水管布設替工事       （図面番号 12） 

 
配水管  φ７５mm  Ｌ＝１２５ｍ 

 
計画期間  平成３０年度 

 
(13) 老朽管更新事業 
  大野地区配水管布設替工事        （図面番号 13） 

 
配水管  φ５０～７５mm  Ｌ＝２３５ｍ 

 
計画期間  平成３０年度 

 
(14) 国・県・市道整備関連配水管布設事業 
   浅羽支所非常用給水ﾀﾝｸ設置工事      （図面番号 14） 

 
  非常用給水ﾀﾝｸ(ｽﾃﾝﾚｽ製2㎥)設置 １基 
 
計画期間  平成３０年度 

 
 

  
 
 
 

(15) 国・県・市道整備関連配水管布設事業 
    (都)山梨中央通り線改築関連配水管布設替工事（図面番号 15） 

 
   配水管  φ２５０mm  Ｌ＝７０ｍ 
 

計画期間  平成３０年度 
 

(16) 国・県・市道整備関連配水管布設事業 
    市道東同笠油山線改築関連配水管布設替工事  （図面番号 16） 

 
   配水管  φ１００mm  Ｌ＝１１５ｍ 
 

計画期間  平成３０年度 
 

(17) 国・県・市道整備関連配水管布設事業 
    市道三輪2号線改築関連配水管布設替工事    （図面番号 17） 

 
   配水管  φ７５mm  Ｌ＝５０ｍ 
 

計画期間  平成３０年度 
 
(18) 国・県・市道整備関連配水管布設事業 
    市道小野田3号線改築関連配水管布設替工事  （図面番号 18） 

 
   配水管  φ５０mm  Ｌ＝４０ｍ 
 

計画期間  平成３０年度 
 

(19) 国・県・市道整備関連配水管布設事業 
    市道中久能2号線改築関連配水管布設替工事  （図面番号 19） 

 
   配水管  φ１００mm  Ｌ＝１００ｍ 
 

計画期間  平成３０年度 
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(20) 国・県・市道整備関連配水管布設事業 
    (都)袋井駅森線改築関連配水管布設替工事   （図面番号 20） 

 
   配水管  φ５０～２５０mm  Ｌ＝８０ｍ 
 

計画期間  平成３０年度 
 

(21) 国・県・市道整備関連配水管布設事業 
    県道磐田掛川線改築関連配水管布設工事     （図面番号 21） 

 
   配水管  φ５０～１００mm  Ｌ＝９５ｍ 
 

計画期間  平成３０年度 
 

(22) 第1配水系旭町地区配水管布設替設計業務委託 
                          （図面番号 22） 

設計業務委託 一式 
 

計画期間  平成３０年度 
 

(23) 第1配水系西田地区配水管布設替設計業務委託 
                          （図面番号 23） 

   設計業務委託 一式 
 

計画期間  平成３０年度 
 

(24) 第2配水系久能地区配水管布設替設計業務委託 
                          （図面番号 24） 

   設計業務委託 一式 
 

計画期間  平成３０年度 
 

(25) 第3配水系神長地区送配水管布設替設計業務委託 
                          （図面番号 25） 

   設計業務委託 一式 
 

計画期間  平成３０年度 
 

 
 

(26) 第5配水系国本地区送配水管布設替設計業務委託 
                           （図面番号 26） 

   設計業務委託 一式 
 

計画期間  平成３０年度 
 

(27) 観音山配水系浅羽・浅名地区導送水管布設替設計業務委託 
                           （図面番号 27） 

   設計業務委託 一式 
 

計画期間  平成３０年度 
 

(28) 笠原配水池進入路用地測量業務委託 
                           （図面番号 28） 

   用地測量業務委託 一式 
 

計画期間  平成３０年度 
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H30予定 配水管 DIP(GX) φ300 L=374m
HPPE    φ100 L= 55m

袋井市役所

図面番号基幹管路耐震化事業 第1配水系方丈地区配水管布設替工事 １
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H30予定 配水管 HPPE φ100～150 L=180m
PE     φ50            L=138m
SUS   φ150A        L= 36m

袋井市役所

袋井警察署

旭町公会堂

基幹管路耐震化事業 第1配水系国本・旭町地区配水管布設替工事 図面番号 2
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H30予定 配水管 HPPEφ150 L=310m

西田公会堂

基幹管路耐震化事業 第1配水系西田地区配水管布設替工事 図面番号 3
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H30予定 配水管 DIP(GX)φ200～300 L=620m 愛野公園

原野谷川親水公園

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 4
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基幹管路耐震化事業 第4配水系春岡地区配水管布設替工事 図面番号 5

H30予定 配水管 DIP(GX)φ250 L=433m

山梨幼稚園

山名小学校
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H30予定 配水管 DIP(GX)ほかφ200 L=236m

浅羽第２水源

基幹管路耐震化事業 観音山配水系浅羽地区配水管布設替工事 図面番号 6
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H30予定 配水管 DIP(GX)φ150～200 L=458m

浅羽北小学校

基幹管路耐震化事業 観音山配水系浅岡地区配水管布設替工事 図面番号 7
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H30予定 配水管 HPPEφ75～100 L=240m

山田公会堂

老朽管更新事業 山田地区配水管布設替工事 図面番号 8
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H30予定 配水管 HPPEほかφ50～75 L=130m

川会公会堂

老朽管更新事業 川会地区配水管布設替工事 図面番号 9
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H30予定 配水管 HPPEφ100 L=165m

見取橋

老朽管更新事業 見取地区配水管布設替工事 図面番号 10
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H30予定 配水管 HPPEφ75 L=190m
深見公会堂

老朽管更新事業 深見地区配水管布設替工事 図面番号 11
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H30予定 配水管 HPPEφ75 L=125m

中新田公会堂

老朽管更新事業 中新田地区配水管布設替工事 図面番号 12
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H30予定 配水管 HPPEほかφ50～75 L=235m

大野公会堂

老朽管更新事業 大野地区配水管布設替工事 図面番号 13
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H30予定 非常用給水ﾀﾝｸ(ｽﾃﾝﾚｽ製２㎥)設置 １基

ﾒﾛｰﾌﾟﾗｻﾞ

浅羽支所

国・県・市道整備関連配水管布設事業 浅羽支所非常用給水ﾀﾝｸ設置工事 図面番号 14
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H30予定 配水管 DIP(GX)φ250 L=70m

金屋敷公会堂

国・県・市道整備関連配水管布設事業 (都)山梨中央通り線改築関連配水管布設替工事 図面番号 15
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H30予定 配水管 HPPEφ100 L=115m

津島神社

国・県・市道整備関連配水管布設事業 市道東同笠油山線改築関連配水管布設替工事 図面番号 16
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H30予定 配水管 HPPEφ75 L=50m

笠原こども園

笠原公民館

三輪公会堂

国・県・市道整備関連配水管布設事業 市道三輪2号線改築関連配水管布設替工事 図面番号 17
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H30予定 配水管 PEφ50 L=40m

愛野公園

原野谷川親水公園

国・県・市道整備関連配水管布設事業 市道小野田3号線改築関連配水管布設替工事 図面番号 18
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H30予定 配水管 HPPEφ100 L=100m

若葉幼稚園

袋井北公民館

袋井北小学校

国・県・市道整備関連配水管布設事業 市道中久能2号線改築関連配水管布設替工事 図面番号 19
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H30予定 配水管 DIP(GX)ほかφ50～250 L=80m

山梨郵便局

山梨交番

金屋敷公会堂

国・県・市道整備関連配水管布設事業 (都)袋井駅森線改築関連配水管布設替工事 図面番号 20
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H30予定 配水管 HPPEほかφ50～100 L=95m浅羽西幼稚園

中公会堂

国・県・市道整備関連配水管布設事業 県道磐田掛川線改築関連配水管布設工事 図面番号 21
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第1配水系旭町地区配水管布設替設計業務委託 図面番号 22

H30予定 配水管布設替設計業務委託 一式
HPPEφ150 L=200m

旭町公会堂

袋井警察署
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第1配水系西田地区配水管布設替設計業務委託 図面番号 23

H30予定 配水管布設替設計業務委託 一式
HPPEφ150 L=310m

西田公会堂

高西橋
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第2配水系久能地区配水管布設替設計業務委託 図面番号 24

H30予定 配水管布設替設計業務委託 一式
DIP(GX)φ200 L=468m
HPPEφ150 L=275m

東名高速道路

県立袋井商業高等学校

聖隷袋井市民病院
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第3配水系神長地区送配水管布設替設計業務委託 図面番号 25

神長自治会館

H30予定 送配水管布設替設計業務委託 一式
DIP(GX)φ250 L=432m
DIP(GX)φ200 L=242m

東海ｱｸｼｽ看護専門学校
高橋赤尾橋

念仏橋

雲座橋
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第5配水系国本地区送配水管布設替設計業務委託 図面番号 26

第5配水池

袋井第5水源
名栗北原川公会堂

H30予定 送配水管布設替設計業務委託 一式
DIP(GX)φ300 L=350m
HPPEφ150 L=350m
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観音山配水系浅羽・浅名地区導送水管布設替設計業務委託 図面番号 27

H30予定 導送水管布設替設計業務委託 一式
DIP(GX)φ350 L=53m
HPPEφ150 L=1000m

浅羽第4水源

浅羽第1水源
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H30予定 用地測量業務委託 一式

笠原配水池進入路用地測量業務委託 図面番号 28

笠原配水池

笠原水源
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