
２－８－１　補修工事の概況

①管きょ設備補修
種別 金額（円） 施工内容 件数 延長（ｍ）

ア　一般補修 8,125,908,175 港区白金台二丁目付近管渠補修工事　等 477 2,262.70

イ　維持補修 2,559,757,006 2,554 265.40

ウ　道路関連補修　 2,921,948,464 1,236 3.00

エ　損傷補修 1,933,433 2 2.10

オ　その他 112,281,585

　　（直営材料費等）

合計 13,721,828,663 4,269 2,533.20

②管きょ改造
種別 金額（円） 施工内容 件数 備考

　　管きょ改造

　　　 計 0 0

③ポンプ所設備補修
種別 金額（円） 施工内容 件数 備考

ア　建物及び構築物 86,295,510 新宿ポンプ所ほか3か所建物補修工事　等 10

イ　機械及び装置 1,083,117,176
平和島ポンプ所ガスタービン発電設備補修工
事　等

73

ウ　設計及び監理委託 0

エ　その他工事 110,052,289 諸機械の補修　等 79

　　　 計 1,279,464,975 162

④水再生センター設備補修
種別 金額（円） 施工内容 件数 備考

ア　建物及び構築物 350,720,790 芝浦水再生センター水処理施設補修工事　等 20

イ　機械及び装置 6,021,575,713
芝浦水再生センター高速ろ過設備補修工事
等

151

ウ　設計及び監理委託 0

エ　その他工事 308,028,172 諸機械の補修　等 211

　　　 計 6,680,324,675 382

⑤建物営繕
種別 金額（円） 施工内容 件数 備考

ア　建物補修 59,157,000 柿の木坂職員住宅外壁及び防水改修工事 等 12

　  

イ　その他設備補修 5,891,195 雑司が谷庁舎空調設備その他補修工事　等 17

　　　 計 65,048,195 29

２－８　補修工事

平成25年度　東京都下水道事業年報 3702-8-1



着手

完了（予定）

本　管 0.0 ｍ

取付管 0.0 ｍ

人　孔 46 か所

汚水桝 0 か所

その他 0 か所

本　管 ◎250～600 8.5 ｍ

取付管 348.8 ｍ

人　孔 26 か所

汚水桝 123 か所

その他 11 か所

本　管 ◎250～300 20.3 ｍ

取付管 237.1 ｍ

人　孔 26 か所

汚水桝 100 か所

その他 10 か所

本　管 ◎250～400 5.1 ｍ

取付管 261.5 ｍ

人　孔 19 か所

汚水桝 13 か所

その他 10 か所

本　管 ◎250 16.9 ｍ

取付管 34.5 ｍ

人　孔 48 か所

汚水桝 19 か所

その他 7 か所

本　管 0.0 ｍ

取付管 251.1 ｍ

人　孔 2 か所

汚水桝 17 か所

その他 0 か所

本　管 ◎250～400 33.4 ｍ

取付管 142.2 ｍ

人　孔 22 か所

汚水桝 72 か所

その他 44 か所

本　管 ◎230～300 28.0 ｍ

取付管 60.8 ｍ

人　孔 0 か所

汚水桝 10 か所

その他 0 か所

本　管 ◎250～600 45.2 ｍ

取付管 286.5 ｍ

人　孔 13 か所

汚水桝 102 か所

その他 21 か所

本　管 ◎250～400 151.1 ｍ

取付管 202.0 ｍ

人　孔 8 か所

汚水桝 76 か所

その他 24 か所

２－８－２　管きょ

（１）一般補修

工事番号 工事件名 工事内容 金額（円）

補修工事
第10002号

千代田区神田和泉町付近外人孔
上部補修工事

17,646,300
平成25年 7月 9日
平成25年10月31日

補修工事
第10004号

渋谷区笹塚一丁目付近管渠補修
工事

52,960,950
平成25年 7月 4日
平成25年12月11日

補修工事
第10003号

渋谷区本町二丁目付近外管渠補
修工事

49,864,500
平成25年 7月 1日
平成25年11月 8日

補修工事
第10005号

中央区晴海四丁目付近外管渠補
修工事

45,082,800
平成25年 8月26日
平成25年11月28日

補修工事
第10024号

中央区日本橋中洲付近外管渠補
修工事

46,666,200
平成25年12月11日
平成26年 3月24日

補修工事
第10023号

港区三田四丁目付近外管渠補修
工事

23,076,900
平成25年12月27日
平成26年 3月24日

補修工事
第10010号

港区白金台二丁目付近管渠補修
工事

46,827,900
平成25年10月17日
平成26年 3月24日

補修工事
第10011号

千代田区飯田橋二丁目付近管渠
補修工事

19,606,650
平成25年10月31日
平成26年 1月27日

補修工事
第11005号

豊島区千川二丁目付近管渠補修
工事

59,861,700
平成25年 7月25日
平成25年12月 3日

北部補修
第11002号

台東区下谷二丁目付近外管渠補
修工事

46,621,050
平成25年 7月 1日
平成25年10月24日

平成25年度　東京都下水道事業年報 3712-8-2



着手

完了（予定）
工事番号 工事件名 工事内容 金額（円）

本　管 0.0 ｍ

取付管 196.9 ｍ

人　孔 5 か所

汚水桝 103 か所

その他 0 か所

本　管 0.0 ｍ

取付管 90.8 ｍ

人　孔 9 か所

汚水桝 93 か所

その他 33 か所

本　管 ◎250～500 21.0 ｍ

取付管 244.6 ｍ

人　孔 0 か所

汚水桝 109 か所

その他 22 か所

本　管 ◎250～450 44.9 ｍ

取付管 73.6 ｍ

人　孔 0 か所

汚水桝 34 か所

その他 33 か所

本　管 ◎250～600 13.0 ｍ

取付管 73.7 ｍ

人　孔 0 か所

汚水桝 39 か所

その他 53 か所

本　管 ◎250～680 24.9 ｍ

取付管 329.1 ｍ

人　孔 6 か所

汚水桝 75 か所

その他 20 か所

本　管 0.0 ｍ

取付管 422.8 ｍ

人　孔 0 か所

汚水桝 73 か所

その他 0 か所

本　管 ◎230～300 6.2 ｍ

取付管 282.8 ｍ

人　孔 7 か所

汚水桝 79 か所

その他 0 か所

本　管 0.0 ｍ

取付管 275.2 ｍ

人　孔 15 か所

汚水桝 77 か所

その他 0 か所

本　管 0.0 ｍ

取付管 350.8 ｍ

人　孔 11 か所

汚水桝 95 か所

その他 0 か所

本　管 ◎240～290 5.7 ｍ

取付管 291.8 ｍ

人　孔 21 か所

汚水桝 89 か所

その他 3 か所

補修工事
第11006号

文京区小石川四丁目付近外管渠
補修工事

28,002,450
平成25年 7月11日
平成25年10月15日

補修工事
第11008号

文京区大塚六丁目付近外管渠補
修工事

30,748,200
平成25年 8月 5日
平成25年11月28日

補修工事
第11012号

豊島区池袋四丁目付近管渠補修
工事

44,074,800
平成25年 8月28日
平成25年12月 9日

25補修
第11011号

荒川区東尾久一丁目付近外管渠
補修工事

26,009,550
平成25年 8月20日
平成25年11月 8日

補修工事
第11019号

荒川区町屋二丁目付近外管渠補
修工事

25,026,750
平成25年10月 3日
平成26年 1月14日

北部補修
第11028号

台東区東上野四丁目付近外管渠
補修その1工事

48,796,650
平成25年11月 1日
平成26年 3月 5日

25補修
第10015号

江東区深川二丁目付近外管渠補
修工事

60,908,400
平成25年11月 1日
平成26年 2月12日

25補修
第10018号

墨田区東駒形二丁目付近外管渠
補修工事

50,618,400
平成25年11月18日
平成26年 2月24日

25補修
第10019号

墨田区立花三丁目付近外管渠補
修その1工事

44,819,250
平成25年11月18日
平成26年 3月17日

25補修
第10023号

江東区東陽七丁目付近外管渠補
修工事

56,131,950
平成25年12月16日
平成26年 3月12日

補修工事
第10003号

足立区西綾瀬三丁目付近外管渠
補修工事

44,809,800
平成25年 6月13日
平成25年10月22日

平成25年度　東京都下水道事業年報 3722-8-2



着手

完了（予定）
工事番号 工事件名 工事内容 金額（円）

本　管 ◎240～300 16.6 ｍ

取付管 401.2 ｍ

人　孔 9 か所

汚水桝 55 か所

その他 9 か所

本　管 0.0 ｍ

取付管 206.7 ｍ

人　孔 0 か所

汚水桝 119 か所

その他 0 か所

本　管 ◎250～590 14.6 ｍ

取付管 279.9 ｍ

人　孔 27 か所

汚水桝 120 か所

その他 8 か所

本　管 ◎240～300 23.7 ｍ

取付管 462.7 ｍ

人　孔 7 か所

汚水桝 73 か所

その他 0 か所

本　管 0.0 ｍ

取付管 421.4 ｍ

人　孔 0 か所

汚水桝 107 か所

その他 0 か所

本　管 0.0 ｍ

取付管 0.0 ｍ

人　孔 1 か所

汚水桝 0 か所

その他 0 か所

本　管 0.0 ｍ

取付管 331.5 ｍ

人　孔 0 か所

汚水桝 0 か所

その他 0 か所

本　管 ◎250～450 21.0 ｍ

取付管 195.7 ｍ

人　孔 23 か所

汚水桝 147 か所

その他 11 か所

本　管 ◎250～300 2.7 ｍ

取付管 242.1 ｍ

人　孔 22 か所

汚水桝 165 か所

その他 0 か所

本　管  ｍ

取付管 251.7 ｍ

人　孔 33 か所

汚水桝 102 か所

その他 15 か所

本　管 ◎250～500 8.0 ｍ

取付管 294.0 ｍ

人　孔 25 か所

汚水桝 160 か所

その他 0 か所

補修工事
第13315号

中野区東中野一丁目付近管渠補
修工事

43,901,550
平成25年 7月31日
平成25年12月24日

補修工事
第13314号

中野区上高田二丁目付近管渠補
修工事

43,483,650
平成25年 7月29日
平成26年 2月 3日

補修工事
第13304号

新宿区高田馬場三丁目付近管渠
補修工事

50,627,850
平成25年 6月28日
平成25年12月27日

補修工事
第13207号

新宿区中落合三丁目付近管渠補
修工事

51,508,800
平成25年 6月24日
平成25年11月29日

補修工事
第13305号

杉並区成田西一丁目付近人孔補
修工事

31,425,450
平成25年 4月 1日
平成25年 5月31日

補修工事
第13301号

杉並区上荻三丁目付近外管渠補
修工事

25,589,550
平成25年 6月 6日
平成25年 8月 1日

東二補修
第10027号

葛飾区亀有一丁目付近外管渠補
修工事

44,297,400
平成25年10月15日
平成26年 2月28日

東二補修
第10053号

江戸川区南葛西三丁目付近外管
渠補修工事

59,089,800
平成25年11月14日
平成26年 3月17日

補修工事
第10024号

江戸川区篠崎町四丁目付近外管
渠補修工事

44,401,350
平成25年 9月17日
平成26年 3月24日

補修工事
第10028号

足立区中央本町五丁目付近管渠
補修工事

56,054,250
平成25年 9月24日
平成26年 2月28日

補修工事
第10016号

葛飾区立石三丁目付近外管渠補
修工事

48,326,250
平成25年 8月19日
平成25年12月27日

平成25年度　東京都下水道事業年報 3732-8-2



着手

完了（予定）
工事番号 工事件名 工事内容 金額（円）

本　管 ◎250～400 2.5 ｍ

取付管 300.8 ｍ

人　孔 22 か所

汚水桝 97 か所

その他 0 か所

本　管 ◎250～500 36.3 ｍ

取付管 199.6 ｍ

人　孔 17 か所

汚水桝 71 か所

その他 0 か所

本　管 0.0 ｍ

取付管 384.3 ｍ

人　孔 6 か所

汚水桝 106 か所

その他 0 か所

本　管 0.0 ｍ

取付管 352.4 ｍ

人　孔 2 か所

汚水桝 148 か所

その他 0 か所

本　管 ◎250 25.3 ｍ

取付管 313.4 ｍ

人　孔 0 か所

汚水桝 79 か所

その他 0 か所

本　管 0.0 ｍ

取付管 403.2 ｍ

人　孔 0 か所

汚水桝 91 か所

その他 0 か所

本　管 ◎240～290 23.3 ｍ

取付管 331.4 ｍ

人　孔 3 か所

汚水桝 120 か所

その他 0 か所

本　管 ◎240～690 35.8 ｍ

取付管 229.9 ｍ

人　孔 0 か所

汚水桝 65 か所

その他 0 か所

本　管 ◎240～290 27.1 ｍ

取付管 369.3 ｍ

人　孔 0 か所

汚水桝 86 か所

その他 0 か所

本　管 ◎240～290 16.4 ｍ

取付管 411.2 ｍ

人　孔 0 か所

汚水桝 84 か所

その他 0 か所

本　管 0.0 ｍ

取付管 394.8 ｍ

人　孔 0 か所

汚水桝 138 か所

その他 0 か所

25補修工事
第13331号

北区赤羽北二丁目付近管渠補修
工事

58,845,150
平成25年12月 2日
平成26年 3月12日

25補修工事
第13332号

北区赤羽西一丁目付近外管渠補
修工事

40,998,300
平成25年11月28日
平成26年 3月17日

25補修工事
第13336号

練馬区貫井五丁目付近外管渠補
修工事

46,013,100
平成25年12月 5日
平成26年 3月10日

25補修工事
第13340号

練馬区下石神井三丁目付近管渠
補修工事

47,840,100
平成25年12月 2日
平成26年 3月19日

25補修工事
第13344号

板橋区坂下一丁目付近管渠補修
工事

49,392,000
平成25年12月17日
平成26年 3月20日

25補修工事
第13346号

板橋区志村三丁目付近外管渠補
修工事

45,909,150
平成25年12月18日
平成26年 3月24日

補修工事
第10010号

目黒区洗足一丁目付近外管渠補
修工事

55,898,850
平成25年 7月16日
平成25年11月 8日

補修工事
第10013号

品川区東品川四丁目付近外管渠
補修工事

45,873,450
平成25年 8月 1日
平成25年11月26日

補修工事
第10016号

大田区仲池上一丁目付近外管渠
補修工事

49,529,550
平成25年 8月19日
平成25年11月28日

補修工事
第10014号

大田区池上三丁目付近外管渠補
修工事

52,501,050
平成25年 9月26日
平成26年 1月14日

補修工事
第10018号

世田谷区梅丘一丁目付近外管渠
補修工事

54,063,450
平成25年 8月19日
平成25年12月19日

平成25年度　東京都下水道事業年報 3742-8-2



着手

完了（予定）
工事番号 工事件名 工事内容 金額（円）

本　管 ◎240～690 48.6 ｍ

取付管 195.8 ｍ

人　孔 0 か所

汚水桝 69 か所

その他 0 か所

本　管 0.0 ｍ

取付管 387.3 ｍ

人　孔 0 か所

汚水桝 144 か所

その他 0 か所

本　管 0.0 ｍ

取付管 0.0 ｍ

人　孔 80 か所

汚水桝 0 か所

その他 0 か所

補修工事
第10020号

品川区西大井一丁目付近外管渠
補修工事

42,254,100
平成25年 8月19日
平成25年12月12日

補修工事
第10041号

世田谷区経堂三丁目付近外管渠
補修その1工事

52,031,700
平成25年10月22日
平成26年 2月28日

補修工事
第10048号

目黒区上目黒二丁目付近外人孔
上部補修工事

52,257,450
平成25年11月29日
平成26年 2月 3日

外　431件 6,065,633,725

合　　　計 8,125,908,175

平成25年度　東京都下水道事業年報 3752-8-2



（２）維持補修

金額(円) 備考
管　きょ　補　修 265 ｍ
人　孔　補　修 561 か所
汚　水　ま　す　補　修 1,866 か所
取　付　管　補　修 4,929 ｍ

（３）道路関連補修

着　　　　手
完了（予定）

取付管 0.0 ｍ
人　孔 14 か所
汚水桝 0 か所
桝上部 9 か所
取付管 15.8 ｍ
人　孔 6 か所
汚水桝 9 か所
桝上部 0 か所
取付管 148.0 ｍ
人　孔 0 か所
汚水桝 57 か所
桝上部 0 か所
取付管 76.5 ｍ
人　孔 0 か所
汚水桝 25 か所
桝上部 25 か所
取付管 0.0 ｍ
人　孔 19 か所
汚水桝 0 か所
桝上部 21 か所
取付管 77.4 ｍ
人　孔 0 か所
汚水桝 0 か所
桝上部 0 か所
取付管 0.0 ｍ
人　孔 22 か所
汚水桝 0 か所
桝上部 46 か所

その他簡易処理・委託 件 2,857,546,714

道補第20号
平成25年11月11日
平成26年 3月27日

平成25年 8月28日
平成25年11月 8日

15,351,000

8,610,000

平成25年 4月26日
平成25年 5月29日

8,913,450

5,460,000

道路工事に伴う管渠補修工事(世田谷区
桜三丁目18番先外)

道補第3201号

平成26年 2月22日
平成26年 3月11日

平成25年 7月31日
平成26年 3月 6日

道路工事に伴う管渠補修工事（港区赤坂
一丁目2番先外）

平成26年 1月29日
平成26年 2月 6日

平成25年 5月17日
平成25年 9月27日

6,037,500
道路工事に伴う管渠補修工事（新宿区新
宿三丁目20番先外）

道路工事に伴う管渠補修工事（豊島区南
大三丁目33番先外）

道路工事に伴う管渠補修工事（江東区木
場三丁目4番先外）

工事内容件名

25下西二道補
第513号

25下東二道補
第43号

道路工事に伴う管渠補修工事（葛飾区四
つ木一丁目7番地先外）

工事番号

25補修工事
第10034号

件名

道路工事に伴う管渠補修工事（板橋区蓮
沼町20番先外）

道補第10号

 25下南部道
補第4001号

1,229

2,921,948,464合　　計

2,559,757,006

工事内容 金額（円）

11,999,400

8,030,400
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（４）損傷補修

着　　　　手

完了（予定）

取付管 3.2 ｍ 平成25年 6月18日

汚水ます 2 箇所 平成25年 7月 2日

本　管 2.1 ｍ 平成25年 6月18日

取付管 0.6 ｍ 平成25年 7月 2日

委託料 0

維捕36 板橋区大山金井町13番5号 1,158,378

維捕24 北区赤羽二丁目62番 775,055

1,933,433

件名工事番号 工事内容 金額（円）

合　　計

平成25年度　東京都下水道事業年報 3772-8-2



２－８－３　ポンプ所

（１）建物及び構築物

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

北部
改良補修
第26001号

尾久ポンプ所ほか６か所建物改
良・補修工事

尾久ポンプ所沈砂池階段、ポンプ棟塔屋建具、沈砂
池雨樋改良　一式
蔵前水再生センター4階空調設備配管改良　一式
後楽ポンプ所特高受電室、高圧配電盤室内装補修
一式
日本堤ポンプ所ポンプ棟建具改良　一式
湯島ポンプ所ホッパー室階段改良、内装補修　一式
山谷ポンプ所ポンプ棟庇改良　一式
町屋ポンプ所ポンプ棟、ホッパー室建具、雨水ポン
プ室内装、控室空調設備改良　一式

8,969,100
平成 25年 5月 20日
平成25年 9月 25日

東一
補修

第30003号

砂町水再生センターほか１か所
浮遊物流出防止施設補修工事

砂町水再生センター
浮遊物流出防止ネット撤去工　一式
浮遊物流出防止ネット設置工　一式
浮遊物流出防止ネット洗浄工　一式
油吸着材撤去・設置工　一式
オイルフェンス付着物除去工　一式
発生材処分工　　一式
東雲ポンプ所
浮遊物流出防止ネット清掃工　一式

376,110
平 成 25 年 8 月 2 日
平成26年 2月 17日

東一
改良補修
第30004号

砂町水再生センター汚泥処理工
場Ａ棟ほか６か所屋上防水改
良・補修工事

屋上防水補修工事　一式 10,963,050
平成25年11月15日
平 成 26 年 3 月 4 日

東二
補修

第20006号

新宿ポンプ所ほか3か所建物補修
工事

ポンプ所建物屋上防水補修　一式 27,492,150
平成 25年 5月 10日
平成25年 10月 8日

東二
補修

第20076号

江戸川区南篠崎町二丁目付近外
光ファイバーケーブル補修工事

篠崎幹線光ファイバーケーブル補修　Ｌ＝441.30ｍ
接続箱１個

10,605,000
平成25年10月28日
平成25年12月24日

東二
補修

第30055号

中川水再生センターほか１か所
換気設備補修工事

中川水再生センター換気設備補修　　一式
加平ポンプ所換気設備補修　　一式

2,564,100
平成 25年 10月 4日
平成26年 2月 20日

東二
補修

第20023号

加平ポンプ所吐出槽上部補修工
事

吐出槽上部開口部蓋補修　一式 9,208,500
平 成 25 年 8 月 2 日
平成25年11月13日

東二
補修

第20066号

西小松川ポンプ所吸気消音チャ
ンバー補修工事

吸気消音チャンバー補修工事　一式 5,092,500
平成 25年 9月 17日
平成25年 11月 7日

南部
補修

第20002号

東糀谷ポンプ所ほか5か所換気設
備補修工事

東糀谷ポンプ所換気設備補修　一式
東糀谷ポンプ所雨水貯留池換気設備補修　一式
矢口ポンプ所換気設備補修　一式
雑色ポンプ所換気設備補修　一式
六郷ポンプ所換気設備補修　一式
羽田ポンプ所換気設備補修　一式

2,310,000
平成 25年 10月 4日
平成26年 2月 20日

南部
補修

第20001号

大森東ポンプ所ほか3か所フロー
トフェンス補修工事

フロートフェンス補修　一式 8,715,000
平成25年11月15日
平 成 26 年 2 月 3 日
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（２）機械及び装置

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

中部
補修

第20001号

明石町ポンプ所沈砂池機械設備
補修工事

雨水ろ格機補修　2台
路面ろ格機補修　1台

20,790,000
平成 25年 10月 4日
平 成 26 年 3 月 6 日

中部
補修

第20002号

桜橋第二ポンプ所ほか２か所脱
臭設備補修工事

活性炭取替　一式 16,065,000
平成 25年 11月 8日
平成26年 3月 11日

中部
補修

30213号

芝浦水再生センターほか１か所
脱臭設備補修工事

脱臭材補修　一式
脱臭ダクト補修　一式
脱臭ファン補修　一式

6,166,650
平 成 25 年 3 月 4 日
平成26年 8月 23日

中部
補修

30002号

汐留第二ポンプ所沈砂池機械設
備補修工事

汚水ろ格機補修　4台
汚水揚砂装置補修　2台

54,180,000
平成 25年 6月 14日
平成26年 2月 25日

中部
補修

第30211号

芝浦水再生センターほか３か所
監視制御設備補修工事

監視制御設備補修　一式 38,158,050
平成25年10月21日
平 成 26 年 3 月 6 日

中部
補修

第21002号

汐留第二ポンプ所ガスタービン
発電設備補修工事

ガスタービン発電設備補修　一式 51,450,000
平成25年10月21日
平 成 26 年 3 月 6 日

中部
補修

第21003号

芝浦ポンプ所生物脱臭設備補修
工事

生物脱臭設備補修　一式 29,400,000
平成25年10月31日
平 成 26 年 3 月 4 日

中部
補修

第21201号

芝浦水再生センターほか３か所
電気設備補修工事

高圧配電盤設備補修　一式
低圧配電盤設備補修　一式
電源装置　一式
工業計器設備補修　一式

12,936,000
平 成 25 年 9 月 6 日
平成26年 2月 24日

中部
補修

30014号

芝浦水再生センターほか２か所
脱臭設備補修工事

脱臭設備補修　一式
自動乾式エアフィルタ補修　１台
脱臭ダクト補修　一式

0
平成26年 2月 27日
平 成 26 年 9 月 3 日

北部
補修

第21001号

町屋ポンプ所雨水阻水扉設備２
号補修工事

雨水阻水扉設備２号補修　1門 3,643,500
平成 25年 6月 18日
平成25年 8月 27日

北部
改良補修
第26002号

白鬚西ポンプ所ほか４か所電源
設備改良・補修工事

電源設備補修　一式 12,721,800
平成 25年 8月 23日
平成26年 2月 24日

北部
補修

第21002号

町屋ポンプ所沈砂池機械設備補
修工事

汚水ろ格機補修　1台
雨水ろ格機補修　4台

15,172,500
平成 25年 9月 13日
平成26年 2月 17日

北部
改良補修
第26003号

白鬚西ポンプ所ほか３か所監視
制御設備改良・補修工事

工業計器設備補修　一式 972,300
平成25年10月28日
平成26年 2月 27日

北部
補修

第21003号

後楽ポンプ所ほか１か所ガス
タービン発電設備補修工事

ガスタービン発電設備補修　一式 5,250,000
平成 25年 12月 5日
平 成 26 年 2 月 7 日

北部
補修

第21004号

後楽ポンプ所沈砂池機械設備補
修工事

加圧水用ストレーナ補修　1台
雨水しさ投入コンベヤ補修　1台
雨水沈砂投入コンベヤ補修　1台

8,452,500
平成25年12月10日
平成26年 3月 11日
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工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

北部
補修

第21005号

白鬚西ポンプ所電気設備補修工
事

電気設備補修　一式 4,200,000
平成 26年 1月 27日
平成26年 3月 10日

北部
改良補修
第26004号

尾久ポンプ所ほか２か所監視制
御設備改良・補修工事

監視制御設備補修　一式 5,063,100
平成 26年 1月 27日
平成26年 3月 10日

東一
補修

第20001号
小松川ポンプ所冷却塔補修工事 冷却塔補修　一式 12,588,450

平成 25年 5月 10日
平成25年 10月 1日

東一
改良補修
第20001号

業平橋ポンプ所ほか２か所電源
設備改良・補修工事

電源設備改良　一式
電源設備補修　一式

26,880,208
平 成 25 年 9 月 5 日
平成26年 2月 21日

東一
補修

第20002号

千住ポンプ所ガスタービン発電
設備補修工事

ガスタービン発電設備補修　一式 6,457,500
平 成 25 年 9 月 6 日
平 成 26 年 2 月 7 日

東一
補修

第20004号

吾嬬ポンプ所送水ポンプ設備補
修工事

送水ポンプ設備補修　一式 8,820,000
平成 25年 9月 20日
平 成 26 年 3 月 7 日

東一
補修

第20005号

木場ポンプ所ほか１か所阻水扉
設備補修工事

油圧シリンダ補修　一式
油圧ユニット補修　一式
油圧操作盤補修　一式
配管弁類補修　一式

36,435,000
平成 25年 9月 20日
平成26年 2月 21日

東一
補修

第20006号

業平橋ポンプ所脱臭設備補修工
事

脱臭設備補修　一式 4,725,000
平成 25年 9月 20日
平成26年12月17日

東一
改良補修
第20003号

隅田ポンプ所ほか4か所監視制御
設備改良・補修工事

監視制御設備改良　一式
工業用テレビ設備改良　一式
配電盤設備改良　一式
計装設備改良　一式
監視制御設備補修　一式
配線工事　一式

9,540,667
平成25年10月31日
平成26年 2月 18日

東一
補修

第20012号

吾嬬第二ポンプ所ガスタービン
発電設備補修工事

ガスタービン発電設備補修　一式 47,250,000
平成25年11月14日
平 成 26 年 3 月 3 日

東一
補修

第20013号

業平橋ポンプ所ほか１か所沈砂
池機械設備補修その１工事

水中曝気攪拌設備補修　一式
揚砂設備補修　一式
沈砂処理設備補修 　一式
加圧水供給設備補修 　一式

26,596,500
平成25年11月15日
平成26年 3月 18日

東一
補修

第20007号

東雲ポンプ所ガスタービン発電
設備補修工事

ガスタービン発電設備補修　一式 15,750,000
平成 25年 9月 20日
平 成 26 年 3 月 7 日

東一
補修

第20010号

東雲ポンプ所ほか4か所電気設備
補修工事

電気設備補修　一式 21,210,000
平成25年10月18日
平 成 26 年 3 月 5 日

東一
補修

第30006号

有明水再生センターほか２か所
脱臭設備補修工事

有明水再生センター水処理系脱臭設備補修　一式
有明水再生センター沈砂池系脱臭設備補修　一式
ポンプ所脱臭設備補修　一式

1,793,400
平 成 25 年 9 月 6 日
平 成 26 年 2 月 7 日

東一
補修

第20008号

台場その１ポンプ所ほか４か所
ポンプ設備補修工事

汚水ポンプ補修　6台
撹拌機補修　4台

53,550,000
平成25年10月11日
平成26年 2月 27日
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工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

東一
補修

第20011号

台場その１ポンプ所ほか４か所
電源設備補修その１工事

電源設備補修　一式 20,422,500
平成25年10月18日
平 成 26 年 3 月 5 日

東二
改良補修
第20001号

篠崎ポンプ所汚水ポンプ電気設
備改良・補修工事

監視制御設備改良　一式
配電盤設備改良　一式
高圧電動機補修　1台

14,523,600
平成 25年 5月 10日
平成25年11月28日

東二
補修

第20019号

新宿ポンプ所ディーゼル機関始
動用空気圧縮機1号補修工事

ディーゼル機関始動用空気圧縮機1号補修　1台 6,930,000
平 成 25 年 6 月 7 日
平成25年 8月 30日

東二
補修

第20020号

梅田ポンプ所ほか3か所発電用
ディーゼル機関設備補修工事

梅田ポンプ所青井棟発電用ディーゼル機関設備1号
補修　一式
篠崎ポンプ所排気生ガス排出用電動弁補修　2台
小岩ポンプ所清水冷却器補修　1基
小岩ポンプ所冷却水槽防波板補修　一式
細田ポンプ所潤滑油プライミングポンプ電動機補修
2台

82,950,000
平 成 25 年 8 月 5 日
平 成 26 年 3 月 4 日

東二
補修

第20062号
梅田ポンプ所脱臭設備補修工事 脱臭設備補修　一式 6,814,500

平成25年10月24日
平成26年 2月 26日

東二
補修

第20069号

篠崎ポンプ所ほか1か所沈砂池機
械設備補修工事

篠崎ポンプ所雨水阻水扉7号補修　1門
篠崎ポンプ所汚水ろ格機補修　2台
梅田ポンプ所青井沈砂洗浄撹拌機補修　2台
開口部等補修　一式
配管補修　一式

30,660,000
平成25年11月21日
平成26年 3月 25日

東二
補修

第20073号
篠崎ポンプ所電気設備補修工事 電気設備補修　一式 21,105,000

平成25年11月22日
平成26年 3月 11日

東二
補修

第30035号

中川水再生センターほか２か所
工業計器補修工事

変換器補修　　一式
流量計補修　　一式
水質計器補修　　一式
気象計補修　　一式

2,941,050
平 成 25 年 9 月 6 日
平成26年 2月 24日

東二
補修

第30040号

中川水再生センターほか１か所
ガスタービン発電設備補修工事

ガスタービン発電設備補修　　一式 4,984,350
平 成 25 年 9 月 6 日
平 成 26 年 2 月 7 日

東二
補修

第30038号

中川水再生センターほか３か所
監視制御備補修工事

監視制御設備補修　　一式
電気設備補修　一式

11,967,900
平成 25年 9月 12日
平成26年 2月 14日

東二
補修

第20008号

本田ポンプ所１号発電機ディー
ゼル機関補修工事

１号発電機ディーゼル機関補修　一式 4,410,000
平成 25年 4月 11日
平成25年 6月 10日

東二
補修

第30041号

小菅水再生センターほか１か所
監視制御設備補修工事

監視制御設備補修　一式 2,304,750
平 成 25 年 9 月 6 日
平 成 26 年 2 月 7 日

東二
補修

第20039号

本田ポンプ所監視制御設備補修
工事

監視制御設備補修　一式 7,350,000
平 成 25 年 9 月 6 日
平 成 26 年 2 月 7 日

東二
補修

第20051号

小菅水再生センターほか２か所
脱臭設備補修工事

活性炭吸着塔活性炭補修　一式
活性炭吸着塔ライニング補修　一式
脱臭ダクト補修　一式

4,427,850
平成 25年 10月 4日
平成26年 2月 20日
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工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

東二
補修

第30001号

葛西水再生センターほか３か所
脱臭設備補修工事

活性炭取替 一式　活性炭再生 一式
腐食質脱臭剤取替 一式
北系水処理活性炭吸着塔補修 一式

15,083,250
平成 25年 5月 13日
平成25年 10月 2日

東二
補修

第20050号

新小岩ポンプ所雨水ポンプ２号
補修工事

雨水ポンプ吐出弁補修　一式 22,541,400
平 成 25 年 8 月 9 日
平成26年 1月 24日

東二
補修

第30057号

葛西水再生センターほか１か所
監視制御設備補修工事

水処理監視制御設備補修　一式
汚泥処理監視制御設備補修　一式
汚泥焼却監視制御設備補修　一式
西小松川ポンプ所監視制御設備補修　一式

42,000
平成25年10月24日
平成26年 2月 25日

東二
補修

第30056号

葛西水再生センターほか１か所
工業計器設備補修工事

工業計器設備補修　一式 1,800,750
平成25年10月25日
平成26年 2月 26日

東二
補修

第20068号

新川ポンプ所ほか１か所電気設
備補修工事

新川ポンプ所電気設備補修　一式
水処理電気設備補修　一式
汚泥処理電気設備補修　一式
汚泥焼却電気設備補修　一式

20,139,000
平成 25年 11月 8日
平成26年 3月 11日

西ニ
補修

第33314号

みやぎ水再生センターほか2か所
監視制御設備補修工事

みやぎ水再生センター監視制御設備補修　一式
王子ポンプ所監視制御設備補修　一式
神谷ポンプ所監視制御設備補修　一式

2,018,100
平成 25年 10月 2日
平成26年 2月 18日

西二
補修

第23302号

新田ポンプ所ほか１か所沈砂池
機械設備補修工事

沈砂分離機補修１台
ろ格機流水トラフ補修１台
しさ破砕機補修　1台
防潮扉補修　2門
しさコンベヤ補修　1台
しさ水槽補修　1台

20,071,800
平成25年11月15日
平 成 26 年 3 月 4 日

西二
補修

第33323号

みやぎ水再生センターほか1か所
脱臭設備補修工事

活性炭取替　一式
脱臭ファン補修　一式

1,629,600
平成25年12月11日
平 成 26 年 3 月 7 日

西二
補修

第23301号

志村ポンプ所
沈砂池機械設備補修工事

沈砂急傾斜コンベヤ補修　1台
沈砂分離機補修　1台
点検歩廊補修　一式

12,676,650
平成 25年 9月 19日
平成26年 2月 20日

西二
補修

第33307号

浮間水再生センターほか1か所
脱臭設備補修工事

活性炭再生 一式 665,700
平 成 25 年 9 月 4 日
平成26年 1月 22日

西二
改良補修
第26301号

志村ポンプ所
電気設備改良・補修工事

電気設備補修　一式 7,562,100
平成 25年 8月 21日
平 成 26 年 3 月 6 日

南部
改良補修
第20001号

大森東ポンプ所電気設備改良・
補修工事

配電盤設備改良　一式
監視制御設備補修　一式
電気設備補修　一式

8,759,100
平 成 25 年 9 月 6 日
平成26年 3月 10日

南部
改良補修
第20002号

東糀谷ポンプ所沈砂池機械設備
改良・補修工事

集砂・揚砂装置改良　一式
しさ処理設備補修　一式
沈砂分離機補修　2台

37,313,850
平成 25年 9月 27日
平成26年 2月 27日

南部
改良補修
第20003号

羽田ポンプ所ほか１か所監視制
御設備改良・補修工事

監視制御設備改良　一式
計装設備改良　一式
監視制御設備補修　一式

19,412,400
平成 25年 10月 4日
平 成 26 年 3 月 6 日

南部
補修

第20003号

六郷ポンプ所発電用ディーゼル
機関設備2号補修工事

発電用ディーゼル機関設備2号補修　一式 28,875,000
平成 25年 10月 4日
平成26年 2月 27日

平成25年度　東京都下水道事業年報 3822-8-3



工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

南部
補修

第20004号

六郷ポンプ所沈砂池機械設備補
修工事

洗砂機補修　一式 15,750,000
平成 25年 10月 4日
平 成 26 年 3 月 6 日

南部
補修

第20005号

成城排水調整所阻水扉用開閉装
置補修工事

阻水扉用開閉装置補修　2台 9,450,000
平成25年10月18日
平 成 26 年 3 月 5 日

南部
補修

第20006号

雑色ポンプ所ほか1か所電源設備
補修工事

雑色ポンプ所電源設備補修　一式
大森東ポンプ所電源設備補修　一式

16,894,500
平成 25年 11月 1日
平 成 26 年 3 月 5 日

南部
改良補修
第20004号

羽田ポンプ所ほか2か所脱臭設備
改良・補修工事

羽田ポンプ所脱臭設備改良　一式
六郷ポンプ所脱臭設備補修　一式
東糀谷ポンプ所脱臭設備補修　一式

1,837,500
平成25年11月15日
平 成 26 年 3 月 4 日

南部
補修

第20007号

矢口ポンプ所排水ポンプ電気設
備補修工事

配電盤設備補修　一式
配線工事　一式

0
平 成 26 年 2 月 7 日
平成26年 6月 19日

南部
補修

第20008号

矢口ポンプ所雨水貯留池排水ポ
ンプ設備補修工事

雨水貯留池排水ポンプ設備補修　2台 0
平 成 26 年 2 月 7 日
平成26年 6月 19日

森ヶ崎
補修

第21001号

八潮ポンプ所沈砂池機械設備補
修工事

水路破砕機補修　1基 22,014,300
平成 25年 5月 23日
平 成 25 年 9 月 5 日

森ヶ崎
補修

第21002号

浜川ポンプ所阻水扉設備補修工
事

阻水扉設備補修　一式 3,885,000
平成 25年 8月 27日
平成26年 1月 28日

森ヶ崎
補修

第21003号

鮫洲ポンプ所監視制御設備補修
工事

監視制御設備補修　一式 7,140,000
平成 25年 9月 18日
平 成 26 年 3 月 5 日

森ヶ崎
補修

第21004号

平和島ポンプ所ガスタービン発
電設備補修工事

ガスタービン発電設備補修　一式 21,000,000
平成 25年 11月 8日
平成26年 2月 25日

森ヶ崎
補修

第21005号

平和島ポンプ所脱臭設備補修工
事

活性炭吸着塔補修　一式 2,100,000
平成25年11月26日
平 成 26 年 3 月 6 日

森ヶ崎
補修

第31012号

森ヶ崎水再生センターほか２か
所工業計器設備補修工事

工業計器設備補修　一式 784,670
平成25年10月31日
平 成 26 年 3 月 4 日

森ヶ崎
補修

第31016号

森ヶ崎水再生センターほか１か
所電源設備補修工事

電源設備補修　一式 2,364,931
平成25年11月27日
平成26年 3月 14日

施設管理部
補修

第30001号
情報管理設備補修工事 小型無停電電源装置補修　一式 3,295,950

平成25年11月21日
平成26年 3月 10日

平成25年度　東京都下水道事業年報 3832-8-3



（３）設計及び監理委託

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

なし

平成25年度　東京都下水道事業年報 3842-8-3



２－８－４　水再生センター

（１）建物及び構築物

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

中部
補修

第30010号

芝浦水再生センター水処理施
設補修工事

ＦＲＰ製蓋及び受枠設置工事
防臭ゴムマット設置
既設開口蓋及び受枠撤去工事

29,190,000
平成 25年 10月 4日
平 成 26 年 3 月 6 日

北部
改良補修
第26001号

尾久ポンプ所ほか６か所建物
改良・補修工事

尾久ポンプ所沈砂池階段、ポンプ棟塔屋建具、沈砂
池雨樋改良　一式
蔵前水再生センター4階空調設備配管改良　一式
後楽ポンプ所特高受電室、高圧配電盤室内装補修
一式
日本堤ポンプ所ポンプ棟建具改良　一式
湯島ポンプ所ホッパー室階段改良、内装補修　一式
山谷ポンプ所ポンプ棟庇改良　一式
町屋ポンプ所ポンプ棟、ホッパー室建具、雨水ポン
プ室内装、控室空調設備改良　一式

495,600
平成 25年 5月 20日
平成25年 9月 25日

北部
補修

第31002号

三河島水再生センター建物補
修工事

建築躯体仕上工事　一式 53,776,800
平 成 25 年 8 月 9 日
平成25年 12月 4日

北部
改補

第36005号

三河島水再生センター送泥管
改良・補修工事

送泥管(鋳鉄管φ450）改良・補修　一式 21,807,450
平 成 25 年 3 月 5 日
平成25年10月24日

北部
補修

第31011号

三河島水再生センター事務棟
補修工事

事務棟天井補修　　一式
電気設備補修　　　一式

1,764,000
平成 26年 2月 17日
平成26年 3月 27日

東一
補修

第30003号

砂町水再生センターほか１か
所浮遊物流出防止施設補修工
事

砂町水再生センター
浮遊物流出防止ネット撤去工
　　(内側１枚)　L=120m 　１回
　　(内側２枚重)　L= 60m   １回
　　(外側２枚重)　L=180m   １回
浮遊物流出防止ネット設置工
    (内側１枚(再使用))　L=120m　１回
　　(内側２枚重(再使用))　L= 60m　１回
　　(外側２枚重(再使用))　L=180m　１回
浮遊物流出防止ネット洗浄工　　一式
油吸着材撤去・設置工　L=112.8m　２回
フローターガイド管ケレン工　１２箇所 １回
オイルフェンス付着物除去工　L=120m  １回
発生材処分工　　一式
東雲ポンプ所
浮遊物流出防止ネット清掃工
 （係留装置清掃含む）　L=9m    １回

7,981,890
平 成 25 年 8 月 2 日
平成26年 2月 17日

東一
補修

第30009号

砂町水再生センター砂雨天貯
１管廊漏水止水工事

薬液注入止水工事　一式 3,465,000
平成 25年 8月 20日
平成25年10月31日

東一
補修

第30016号

砂町水再生センター砂系水処
理施設陥没補修工事

陥没補修工事　一式 3,528,000
平成 25年 8月 29日
平成25年10月11日

東一
改良補修
第30004号

砂町水再生センター汚泥処理
工場Ａ棟ほか６か所屋上防水
改良・補修工事

屋上防水補修工事　一式 6,544,650
平成25年11月15日
平 成 26 年 3 月 4 日

東一
補修

第30028号

三河島水再生センター〜砂町
水再生センター間送泥管補修
工事

送泥管空気弁φ75mm撤去設置　10か所
送泥管補修弁φ75mm撤去設置　18か所
配管補修φ100mm　21.4ｍ防食テープ　17か所

17,356,500
平成 26年 1月 24日
平成26年 3月 24日

平成25年度　東京都下水道事業年報 3852-8-4



工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

東二
補修

第30055号

中川水再生センターほか１か
所換気設備補修工事

中川水再生センター換気設備補修　一式
加平ポンプ所換気設備補修　一式

8,187,900
平成 25年 10月 4日
平成26年 2月 20日

東二
補修

第30010号

小菅水再生センター本田着水
槽導水渠出水対策工事

小菅水再生センター本田着水槽導水渠補修　一式 17,955,000
平成 25年 4月 17日
平成25年 6月 14日

東二
補修

第30058号

小菅水再生センター建物補修
工事

管理棟外壁シーリング補修　一式
管理棟及びその他場内施設　ドア錠補修　一式

19,125,750
平成 25年 11月 5日
平成26年 3月 26日

東二
補修

第30070号

小菅水再生センター排水設備
補修その１工事

排水ポンプ設備補修　一式
配管弁類　一式

21,945,000
平成 25年 11月 8日
平成26年 3月 11日

東二
改良補修
第30005号

葛西水再生センター換気設備
改良・補修工事

葛西水再生センター換気設備改良・補修　一式 6,620,250
平成25年10月25日
平成26年 2月 26日

東二
補修

第30012号

葛西水再生センター返水槽越
流下流管路補修工事

返水槽越流管路補修工事　一式 35,490,000
平 成 25 年 5 月 2 日
平成25年 7月 29日

西二
補修

第33311号

みやぎ水再生センター
給水設備補修工事

砂ろ過設備補修　一式
消泡設備補修　一式
急速ろ過設備補　一式
配管・弁類補修　一式

36,120,000
平成25年10月10日
平成26年 2月 26日

西二
補修

第33317号

みやぎ水再生センター
建物補修工事

空調設備補　一式
コンクリート劣化部補修　一式

7,234,500
平成25年10月30日
平成26年 1月 31日

西二
補修

第33319号

浮間水再生センター板橋坂下
ポンプ室建物補修工事

外壁補修　一式 24,832,500
平成25年10月30日
平成26年 3月 10日

森ヶ崎
補修

第31015号

森ヶ崎水再生センター西系施
設擁壁補修工事

擁壁補修　一式 27,300,000
平成25年10月21日
平 成 26 年 3 月 6 日

平成25年度　東京都下水道事業年報 3862-8-4



（２）機械及び装置

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

中部
補修

30213号

芝浦水再生センターほか１か所脱
臭設備補修工事

脱臭材補修　一式
脱臭ダクト補修　一式
脱臭ファン補修　一式

67,648,350
平 成 25 年 3 月 4 日
平成 25年 8月 23日

中部
補修

第30001号

芝浦水再生センター高速ろ過設備
補修工事

洗浄水引抜弁補修　4台
逆洗ブロア補修　1台

43,673,700
平成 25年 5月 13日
平 成 26 年 2 月 4 日

中部
補修

第30003号

芝浦水再生センター再生水設備補
修工事

膜ろ過設備補修　一式
オゾン設備補修　一式
配水設備補修　一式

60,795,000
平成 25年 6月 14日
平成 26年 3月 11日

中部
補修

第30004号

芝浦水再生センター東系小型送風
機設備補修工事

小型送風機補修　4台 16,065,000
平成 25年 6月 13日
平成 25年 11月 6日

中部
補修

第30005号

芝浦水再生センター採泥機補修工
事

採泥機(走行サイホン式)補修　2基 19,362,000
平成 25年 6月 14日
平成 26年 2月 10日

中部
補修

30006号

芝浦水再生センター汚泥破砕機３
号補修工事

汚泥破砕機３号補修　1台 8,925,000
平 成 25 年 7 月 5 日
平成25年10月30日

中部
補修

第30007号

芝浦水再生センター東系第一沈殿
池2号機械設備補修工事

東系第一沈殿池２号汚泥かき寄せ機補修　一池 26,344,500
平成 25年 8月 23日
平成 26年 3月 17日

中部
補修

第30008号

芝浦水再生センター工業計器設備
補修工事

工業計器設備補修　一式 17,104,500
平 成 25 年 9 月 6 日
平 成 26 年 2 月 7 日

中部
補修

第30009号

芝浦水再生センター東系再生水設
備補修工事

オゾン設備補修　一式
膜ろ過設備補修　一式
ポンプ設備補修　一式

24,675,000
平 成 25 年 9 月 6 日
平 成 26 年 1 月 9 日

中部
補修

第30012号

芝浦水再生センター臭素設備補修
工事

臭素設備補修　一式
換気設備補修　一式
臭素空気源装置補修　一式

13,650,000
平成25年11月15日
平 成 26 年 3 月 4 日

中部
補修

第30013号

芝浦水再生センター低段沈砂池機
械設備補修工事

低段沈砂池機械設備補修　一式 25,179,000
平成25年12月20日
平成 26年 3月 26日

中部
補修

第30014号

芝浦水再生センターほか２か所脱
臭設備補修工事

脱臭設備補修　一式
自動乾式エアフィルタ補修　１台
脱臭ダクト補修　一式

0
平成 26年 2月 27日
平 成 26 年 9 月 3 日

中部
補修

第30015号

芝浦水再生センター送風機棟照明
設備補修工事

送風機棟照明設備補修　一式 15,339,450
平 成 26 年 2 月 7 日
平成 26年 3月 24日

中部
補修

第21201号

芝浦水再生センターほか３か所電
気設備補修工事

高圧配電盤設備補修　一式
低圧配電盤設備補修　一式
電源装置　一式
工業計器設備補修  一式

11,214,000
平 成 25 年 9 月 6 日
平成 26年 2月 24日

中部
補修

第30211号

芝浦水再生センターほか３か所監
視制御設備補修工事

監視制御設備補修　一式 45,841,950
平成25年10月21日
平 成 26 年 3 月 6 日

北部
改良補修
第36001号

蔵前水再生センターほか１か所監
視制御設備改良・補修工事

監視制御設備補修　一式
配電盤設備補修　一式

13,488,300
平成25年11月21日
平 成 26 年 3 月 3 日

北部
改良補修
第36002号

三河島水再生センター主ポンプ設
備改良・補修工事

雨水ポンプ2・6号改良補修　一式 86,667,000
平成 24年 10月 1日
平成 25年 9月 20日

平成25年度　東京都下水道事業年報 3872-8-4



工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

北部
補修

第31002号

三河島水再生センター電気設備補
修工事

高圧配電盤補修　一式
低圧配電盤補修　一式
回転数制御装置補修　一式

18,060,000
平成25年10月23日
平成 26年 2月 25日

北部
補修

第31009号

三河島水再生センター工業計器設
備補修工事

工業計器設備補修　一式
水質計器設備補修　一式

19,633,950
平成 25年 8月 30日
平成 26年 1月 31日

北部
補修

第31005号

三河島水再生センター脱臭設備補
修工事

活性炭取替　一式
活性炭再生　一式
乾式エアフィルタ補修　一式

62,265,000
平成 25年 10月 4日
平 成 26 年 3 月 6 日

北部
補修

第31004号

三河島水再生センター
主ポンプ用高圧電動機補修工事

高圧電動機補修　　一式 87,150,000
平成 25年 9月 20日
平成 26年 3月 14日

北部
補修

第31001号

三河島水再生センター送泥用破砕
機補修工事

破砕機補修　1台 13,492,500
平成 25年 7月 12日
平成 25年 12月 5日

北部
補修

第31010号

三河島水再生センター藍染ポンプ
所汚水ポンプ5号高圧電動機補修
工事

高圧電動機補修　一式 27,337,800
平成25年10月16日
平成 26年 3月 17日

北部
補修

第31007号

東尾久浄化センターポンプ設備補
修工事

放流ポンプ3号補修　一式 22,050,000
平成 25年 9月 30日
平成 26年 2月 28日

北部
補修

第31006号

東尾久浄化センター監視制御設備
補修工事

監視制御設備補修　一式
計装設備補修　一式

13,650,000
平成 25年 9月 30日
平成 26年 2月 28日

北部
補修

第31008号

東尾久浄化センター放流ポンプ用
高圧電動機補修工事

高圧電動機補修　一式 13,650,000
平成 25年 9月 30日
平成 26年 2月 28日

東一
補修

第30001号

砂町水再生センター脱臭設備補修
工事

砂系ポンプ棟放電式脱臭設備補修　一式
東陽大島系沈砂池棟脱臭設備補修　一式
東陽大島系雨水貯留池脱臭設備補修　一式
東陽系水処理施設脱臭設備補修　一式
東陽Ⅲ系水処理施設脱臭設備補修　一式
東陽Ⅲ系雨天時貯留池脱臭設備補修　一式
脱臭ダクト補修　一式

72,723,000
平成 25年 5月 16日
平成25年11月20日

東一
補修

第30002号

砂町水再生センター送風機5号用
高圧電動機補修工事

高圧電動機補修　一式 26,337,150
平 成 25 年 6 月 4 日
平成 25年 12月 9日

東一
補修

第30004号

砂町水再生センター監視制御設備
補修工事

監視制御設備補修　一式 28,350,000
平 成 25 年 8 月 2 日
平成 26年 2月 24日

東一
補修

第30013号

砂町水再生センター沈砂池機械設
備補修工事

コンベヤ補修　一式
集砂装置補修　一式

24,811,500
平成 25年 10月 4日
平 成 26 年 3 月 6 日

東一
補修

第30014号

砂町水再生センターガスタービン
発電設備補修工事

ガスタービン発電設備補修　一式 29,400,000
平成 25年 10月 4日
平 成 26 年 3 月 6 日

東一
補修

第30015号

砂町水再生センター滅菌設備補修
工事

滅菌設備補修　一式 27,090,000
平成 25年 10月 4日
平成 26年 2月 20日

東一
補修

第30018号

砂町水再生センター汚泥槽機械設
備補修工事

ポンプ補修　一式
水中攪拌機補修　一式
空気圧縮機補修　一式
配管・弁類補修　一式

35,700,000
平成25年10月18日
平成 26年 2月 19日

東一
補修

第30019号

砂町水再生センター東陽大島系汚
水ポンプ設備２号補修工事

汚水ポンプ設備2号補修 　1台
ポンプ付帯設備補修　一式

34,335,000
平成25年10月10日
平成 26年 2月 12日
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東一
補修

第30021号

砂町水再生センター急速ろ過設備
補修工事

原水ポンプ補修　一式
ろ材補修　一式

24,045,000
平成25年10月18日
平 成 26 年 3 月 5 日

東一
改良補修
第30002号

砂町水再生センターポンプ設備改
良・補修工事

ポンプ設備改良　12台
ポンプ設備補修　3台
配管・弁類補修　一式

19,765,620
平成25年10月24日
平成 26年 3月 11日

東一
補修

第30024号

砂町水再生センター汚泥貯留槽設
備補修工事

覆蓋補修　一式 21,630,000
平成 25年 11月 1日
平成 26年 2月 26日

東一
補修

第30025号

砂町水再生センター工業計器設備
補修工事

工業計器設備補修　一式 22,260,000
平成 25年 11月 1日
平 成 26 年 3 月 5 日

東一
補修

第30027号

砂町水再生センターガスタービン
発電設備1号補修工事

ガスタービン発電設備1号補修　一式 267,540,000
平成25年12月18日
平成 26年 4月 28日

東一
補修

第30005号

東部スラッジプラント監視制御設
備補修工事

監視制御設備補修　一式 39,900,000
平成 25年 8月 22日
平成 26年 2月 21日

東一
補修

第30007号

東部スラッジプラント電気設備補
修工事

電気設備補修　一式 28,875,000
平 成 25 年 9 月 6 日
平成 26年 2月 24日

東一
改良補修
第30001号

東部スラッジプラント汚泥脱水設
備改良・補修工事

遠心脱水機３号改良　一式
遠心脱水機補修　一式
補機類補修　一式

222,528,600
平成 25年 10月 7日
平成 26年 2月 21日

東一
補修

第30010号

東部スラッジプラント遠心濃縮設
備補修工事

遠心濃縮機補修　１台
補機類補修　一式

115,500,000
平成 25年 10月 7日
平成 26年 2月 21日

東一
補修

第30011号

東部スラッジプラント汚泥焼却設
備３号補修工事

汚泥焼却設備3号補修　1基
付帯設備補修 　一式

65,625,000
平成 25年 10月 4日
平成 26年 1月 22日

東一
補修

第30012号

東部スラッジプラント１号ボイ
ラー設備補修工事

１号ボイラー設備過熱器管補修　１基
煙道下耐火物補修　一式
弁類補修　一式

29,400,000
平成 25年 10月 4日
平 成 26 年 3 月 6 日

東一
補修

第30017号

東部スラッジプラント汚泥搬送設
備補修工事

ケーキ圧送ポンプ補修　5台
貯留ケーキ圧送ポンプ補修　2台

94,773,000
平成25年10月25日
平成 26年 2月 26日

東一
補修

第30020号

東部スラッジプラント汚泥焼却廃
熱回収設備補修工事

汚泥焼却廃熱回収設備補修　一式 25,735,500
平成25年10月18日
平成 26年 2月 26日

東一
改良補修
第30003号

東部スラッジプラント汚泥処理監
視制御設備改良・補修工事

監視制御設備改良　一式
配電盤設備改良　一式
配電盤設備補修　一式
配線工事　一式

82,592,055
平成 25年 11月 5日
平 成 26 年 3 月 6 日

東一
補修

第30023号

東部スラッジプラント汚泥焼却設
備１、２号補修工事

汚泥焼却設備１号補修　一式
汚泥焼却設備２号補修　一式

138,600,000
平成25年11月11日
平 成 26 年 3 月 5 日

東一
補修

第30026号

東部スラッジプラント電源設備補
修工事

電源設備補修工事　一式 23,782,500
平成25年11月15日
平成 26年 2月 25日

東一
補修

第30006号

有明水再生センターほか２か所脱
臭設備補修工事

有明水再生センター水処理系脱臭設備補修　一式
有明水再生センター沈砂池系脱臭設備補修　一式
ポンプ所脱臭設備補修　一式

23,826,600
平 成 25 年 9 月 6 日
平 成 26 年 2 月 7 日

東一
補修

第30022号

有明水再生センター高度処理設備
補修工事

高度処理設備補修　一式 24,990,000
平成25年10月18日
平 成 26 年 3 月 5 日
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東二
補修

第30025号

中川水再生センター放流ポンプ設
備４号補修工事

放流ポンプ４号補修　１台
放流ポンプ用高圧電動機補修　１台
配管・弁類　一式

54,915,000
平成 25年 8月 26日
平成 26年 2月 10日

東二
補修

第30035号

中川水再生センターほか２か所工
業計器補修工事

変換器補修　一式
流量計補修　一式
水質計器補修　一式
気象計補修　一式

12,283,950
平 成 25 年 9 月 6 日
平成 26年 2月 24日

東二
補修

第30040号

中川水再生センターほか１か所ガ
スタービン発電設備補修工事

ガスタービン発電設備補修　一式 2,995,650
平 成 25 年 9 月 6 日
平 成 26 年 2 月 7 日

東二
補修

第30038号

中川水再生センターほか３か所監
視制御備補修工事

監視制御設備補修　一式
電気設備補修　一式

18,644,850
平成 25年 9月 12日
平成 26年 2月 14日

東二
補修

第30045号

中川水再生センター脱臭設備補修
工事

換気棟脱臭設備補修　一式
汚泥棟脱臭設備補修　一式

16,768,500
平成 25年 9月 20日
平成 26年 2月 28日

東二
改良補修
第30004号

中川水再生センターほか１か所電
源設備改良・補修工事

電源設備改良　一式
電源設備補修　一式

12,671,400
平成25年10月21日
平成 26年 2月 20日

東二
補修

第30041号

小菅水再生センターほか１か所監
視制御設備補修工事

監視制御設備補修　一式 22,160,250
平 成 25 年 9 月 6 日
平 成 26 年 2 月 7 日

東二
補修

第30042号

小菅水再生センター本田着水槽流
入扉補修工事

本田直水槽流入扉補修　１門 7,140,000
平成 25年 7月 26日
平成25年12月26日

東二
補修

第30046号

小菅水再生センター主ポンプ棟汚
水ポンプ設備３号補修工事

主ポンプ棟汚水ポンプ設備３号補修　一式 22,050,000
平成 25年 9月 20日
平成 26年 2月 21日

東二
補修

第20051号

小菅水再生センターほか２か所脱
臭設備補修工事

活性炭吸着塔活性炭補修　一式
活性炭吸着塔ライニング補修　一式
脱臭ダクト補修　一式

17,611,650
平成 25年 10月 4日
平成 26年 2月 20日

東二
補修

第30002号

葛西水再生センター遠心濃縮設備
補修工事

遠心濃縮機５号補修　1台
遠心濃縮機付帯設備補修　一式

45,675,000
平成 25年 4月 25日
平 成 25 年 9 月 3 日

東二
改良補修
第30002号

葛西水再生センター汚泥焼却設備
３・５号改良・補修工事

汚泥焼却設備3号補修　1基
汚泥焼却設備3号付帯設備補修　一式
汚泥焼却設備5号改良　1基
汚泥焼却設備5号補修　1基
汚泥焼却設備5号付帯設備補修　一式

95,442,900
平 成 25 年 6 月 3 日
平成 26年 1月 28日

東二
補修

第30026号

葛西水再生センター雨水ポンプ用
ディーゼル機関８号補修工事

雨水ポンプ用ディーゼル機関8号補修　1基
補機補修　一式
配管補修　一式

4,147,500
平成 25年 8月 23日
平成 26年 1月 24日

東二
補修

第30043号

葛西水再生センター発電用ディー
ゼル機関設備１号補修工事

発電用ディーゼル機関設備１号補修　1基
発電用ディーゼル機関設備１号補修補機　一式

44,100,000
平成 25年 9月 12日
平成 26年 2月 28日

東二
改良補修
第30003号

葛西水再生センター放流扉設備改
良・補修工事

放流扉設備改良　2門
放流扉設備補修　一式

18,461,100
平成 25年 9月 27日
平成 26年 3月 13日

東二
補修

第30048号

葛西水再生センター汚泥焼却設備
４号補修工事

汚泥焼却設備4号補修　一式
汚泥焼却設備4号付帯設備補修　一式

148,890,000
平成 25年 9月 30日
平成 26年 3月 14日

東二
補修

第30047号

葛西水再生センター汚泥処理機械
設備補修工事

汚泥処理機械設備補修　一式 51,918,300
平成 25年 10月 4日
平成 26年 3月 28日
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東二
補修

第30001号

葛西水再生センターほか３か所脱
臭設備補修工事

活性炭取替　一式
活性炭再生　一式
腐食質脱臭剤取替　一式
北系水処理活性炭吸着塔補修　一式

17,382,750
平成 25年 5月 13日
平成 25年 10月 2日

東二
補修

第30044号

葛西水再生センター汚水沈砂池機
械設備補修工事

汚水しさ破砕機２号補修　1台 7,665,000
平成 25年 9月 20日
平成 26年 2月 21日

東二
補修

第30057号

葛西水再生センターほか１か所監
視制御設備補修工事

水処理監視制御設備補修　一式
汚泥処理監視制御設備補修　一式
汚泥焼却監視制御設備補修　一式
西小松川ポンプ所監視制御設備補修　一式

39,858,000
平成25年10月24日
平成 26年 2月 25日

東二
補修

第30056号

葛西水再生センターほか１か所工
業計器設備補修工事

工業計器設備補修　一式 11,849,250
平成25年10月25日
平成 26年 2月 26日

東二
補修

第20068号

新川ポンプ所ほか１か所電気設備
補修工事

新川ポンプ所電気設備補修　一式
水処理電気設備補修　一式
汚泥処理電気設備補修　一式
汚泥焼却電気設備補修　一式

7,581,000
平成 25年 11月 8日
平成 26年 3月 11日

西一
補修

第33308号

落合水再生センターほか1か所脱
臭設備補修工事

落合脱臭剤取替　一式
落合ダクト設備補修　一式
中野ダクト設備補修　一式

24,885,000
平成25年10月16日
平成 26年 2月 24日

西一
補修

第33302号

落合水再生センターほか1か所監
視制御設備補修工事

監視制御設備補修　一式 27,441,750
平成 25年 4月 26日
平成25年11月19日

西一
補修

第33304号

落合水再生センターほか1か所電
気設備補修工事

電気設備補修　一式 11,025,000
平 成 25 年 8 月 9 日
平成 26年 2月 24日

西一
改良補修
第37412号

落合水再生センターほか1か所工
業計器設備改良・補修工事

計装設備改良　一式
工業計器設備補修　一式

11,269,335
平成25年10月16日
平成 26年 3月 10日

西一
補修

第33305号

落合水再生センター高圧電動機設
備補修工事

高圧電動機補修　1台 8,190,000
平 成 25 年 9 月 2 日
平成 26年 2月 18日

西一
補修

第33306号

落合水再生センター沈砂池機械設
備補修工事

沈砂分離機補修　1台
揚砂機補修　2台

17,850,000
平 成 25 年 9 月 4 日
平成 26年 2月 27日

西一
補修

第33301号

落合水再生センター送泥破砕機補
修工事

送泥破砕機補修　2台 9,450,000
平 成 25 年 5 月 1 日
平成 25年 9月 24日

西一
補修

第33203号

落合水再生センター高圧変圧器設
備補修工事

高圧変圧器補修　1式 9,555,000
平成 25年 6月 17日
平成 25年 11月 8日

西一
補修

第33307号

新宿副都心水リサイクルセンター
ほか1か所監視制御設備補修工事

監視制御設備補修　一式
電気設備補修　一式

14,910,000
平成25年10月16日
平成 26年 2月 17日

西一
改良補修
第37415号

城南河川清流復活事業施設ほか2
か所電気設備改良・補修工事

配電盤設備改良　一式
監視制御設備改良　一式
配線工事　一式
電気設備補修　一式
工業計器設備補修　一式

14,614,950
平成25年11月15日
平成 26年 3月 17日

西一
補修

第33310号

中野水再生センター送風機設備補
修工事

送風機2号補修　一式
送風機2号用高圧電動機補修　一式
送風機補機補修　一式

27,090,000
平成25年10月30日
平成 26年 3月 10日

西一
改良補修
第37416号

中野水再生センター直流電源設備
改良・補修工事

電源設備改良　一式
無停電電源設備補修　一式

7,476,000
平成25年11月13日
平成 26年 3月 14日
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西一
改良補修
第37409号

新宿副都心水リサイクルセンター
ほか1か所ポンプ設備改良・補修
工事

配水ポンプ改良　1台
送水ポンプ補修　1台
配管弁類　一式

4,104,904
平成 25年 8月 21日
平成 26年 2月 27日

西一
補修

第33311号

新宿副都心水リサイクルセンター
滅菌設備補修工事

新宿系次亜注入ポンプ補修　2台
中野系次亜注入ポンプ補修　1台
配管弁類　一式

4,404,750
平成25年11月13日
平成 26年 3月 14日

西一
補修

第33309号

城南河川清流復活事業施設滅菌設
備補修工事

紫外線滅菌装置補修　4台
床排水ポンプ補修　2台

15,750,000
平成25年10月30日
平成 26年 3月 17日

西二
補修

第33226号

みやぎ水再生センター汚泥搬送設
備補修工事

Aクロスコンベヤ補修　1台
№1搬送コンベヤ補修　1台
№2搬送コンベヤ補修　1台
ケーキ倉庫設備ケーキ圧送ポンプ補修　1台

54,106,500
平成24年11月26日
平成 25年 6月 24日

西二
改良補修
第36302号

みやぎ水再生センター浮上濃縮設
備改良・補修工事

浮上濃縮設備改良　一式
前処理設備改良　一式
浮上濃縮設備補修　一式
前処理設備補修　一式

123,112,500
平成 25年 6月 26日
平成 26年 2月 21日

西二
補修

第33301号

みやぎ水再生センター主ポンプ設
備補修工事

高段汚水ポンプ4号補修　1台
低段汚水ポンプ4号補修　1台
東系放流ポンプ2号補修　1台

105,000,000
平 成 25 年 7 月 1 日
平成 26年 2月 26日

西二
補修

第33304号

みやぎ水再生センター汚泥脱水設
備補修工事

汚泥脱水機補修　3台
ベルトコンベヤ　1台
ポンプ設備補修　2台
しさ破砕機補修　1台

178,500,000
平成 25年 9月 13日
平成 26年 2月 18日

西二
改良補修
第36309号

みやぎ水再生センター東系沈殿池
機械設備改良・補修工事

東系第一沈殿池機械設備改良　１池
東系第二沈殿池機械設備改良　１池
西系第一沈殿池機械設備改良　１池
西系第二沈殿池機械設備改良　１池
下段用搬入口蓋改良　一式
東系第一沈殿池機械設備補修　１池

13,718,250
平成 25年 9月 27日
平成 26年 2月 27日

西ニ
補修

第33314号

みやぎ水再生センターほか2か所
監視制御設備補修工事

監視制御設備補修 一式
（みやぎC・王子P・神谷P）

27,381,900
平成 25年 10月 2日
平成 26年 2月 18日

西二
補修

第33316号

みやぎ水再生センター汚泥焼却設
備補修工事

汚泥焼却設備4号補修　一式 60,274,200
平成25年11月11日
平成 26年 3月 25日

西二
補修

第23302号

新田ポンプ所ほか１か所沈砂池機
械設備補修工事

沈砂分離機補修　１台
ろ格機流水トラフ補修　１台
しさ破砕機補修　１台
防潮扉補修　２門
しさコンベヤ補修　１台
しさ水槽補修　１台

2,503,200
平成25年11月15日
平 成 26 年 3 月 4 日

西二
改良補修
第36311号

みやぎ水再生センターほか1か所
工業計器設備改良・補修工事

工業計器設備改良　一式
工業計器設備補修　一式

18,407,550
平成25年11月27日
平成 26年 3月 28日

西二
補修

第33320号

みやぎ水再生センター電気設備補
修工事

速度制御装置補修　一式
変圧器補修　一式
高圧配電盤補修　一式
直流電源設備補修　一式

23,047,500
平成25年11月27日
平成 26年 3月 28日

西二
補修

第33323号

みやぎ水再生センターほか1か所
脱臭設備補修工事

活性炭取替　一式
脱臭ファン補修　一式

9,369,150
平成25年12月11日
平 成 26 年 3 月 7 日

西二
補修

第33315号

みやぎ水再生センター送風機始動
装置補修工事

送風機始動装置補修　4台 24,150,000
平成 25年 10月 2日
平成 26年 2月 25日
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西二
改良補修
第36301号

新河岸水再生センター第二主ポン
プ室汚水ポンプ用高圧電動機設備
改良・補修工事

始動用制御器補修　一式 8,095,500
平 成 25 年 4 月 2 日
平成 26年 2月 25日

西二
改良補修
第36303号

新河岸水再生センター汚泥脱水設
備改良・補修工事

汚水脱水機補修　2台
付帯設備補修　一式
ろ過水ポンプ2号補修　一式

86,005,500
平成 25年 5月 27日
平成 26年 2月 12日

西二
改良補修
第36305号

新河岸水再生センター汚泥焼却設
備改良・補修工事

汚泥焼却設備2号補修　1基
汚泥焼却設備3号補修　1基
汚泥焼却設備4号補修　1基

258,100,500
平成 25年 7月 29日
平成 26年 3月 18日

西二
改良補修
第36307号

新河岸水再生センター電気設備改
良・補修工事

監視制御設備補修　一式
電気設備補修　一式

14,563,500
平成 25年 9月 27日
平成 26年 3月 13日

西二
改良補修
第36310号

新河岸水再生センター工業計器設
備改良・補修工事

工業計器設備補修　一式 23,706,900
平成25年10月10日
平成 26年 3月 12日

西二
補修

第33310号

新河岸水再生センター本館沈砂池
機械設備補修工事

ろ格機補修　一式
沈砂かき揚げ機補修　一式
しさ搬送設備補修　一式
沈砂搬送設備補修　一式
沈砂貯留設備補修　一式

49,339,500
平成25年10月21日
平成 26年 3月 20日

西二
補修

第33318号

新河岸水再生センター汚泥搬送設
備2系補修工事

ケーキ圧送ポンプ補修　1台
ケーキ供給機補修　1台

16,800,000
平成25年10月30日
平 成 26 年 3 月 3 日

西二
補修

第33322号

新河岸水再生センター汚泥前処理
設備補修その1工事

除砂サイクロン補修　3台 6,282,150
平成25年12月11日
平成 26年 3月 14日

西二
補修

第33321号

新河岸水再生センター脱臭設備補
修工事

活性炭補修　4基
脱臭ダクト補修　一式

25,767,000
平成25年11月27日
平成 26年 3月 14日

西二
補修

第33306号

浮間水再生センター沈砂池機械設
備補修工事

新浮間系雨水揚砂機補修　4基
搬出車用ターンテーブル補修　1台
ＡＣＳ排気用減圧弁補修　1台
ＡＣＳ配管室排水ポンプ用吊り架台補修　一式

27,825,000
平 成 25 年 9 月 4 日
平成 26年 2月 20日

西二
補修

第33307号

浮間水再生センターほか1か所脱
臭設備補修工事

活性炭再生　一式
活性炭取替　一式
腐食腐植質脱臭剤取替　一式

17,919,300
平 成 25 年 9 月 4 日
平成 26年 1月 22日

西二
補修

第33308号

浮間水再生センター監視制御設備
補修工事

監視制御設備補修　一式 22,995,000
平成 25年 9月 19日
平 成 26 年 3 月 6 日

西二
補修

第33305号

浮間水再生センター汚泥ポンプ設
備補修工事

返送汚泥ポンプ補修　4台
余剰汚泥ポンプ補修　2台

17,640,000
平 成 25 年 9 月 4 日
平成 26年 2月 20日

西二
補修

第33303号

浮間水再生センター水処理機械設
備補修工事

汚泥かき寄せ機駆動装置補修　4台
反応タンク水中撹拌機補修　9台
水処理棟ろ過水圧力タンク補修　1基

23,625,000
平成 25年 8月 21日
平 成 26 年 2 月 5 日

西二
補修

第33309号

浮間水再生センターガスタービン
発電設備補修工事

ガスタービン発電設備補修　一式 7,875,000
平成 25年 9月 19日
平成 26年 2月 20日

西二
改良補修
第36308号

浮間水再生センター送泥ポンプ設
備改良・補修工事

送泥ポンプ設備2号補修　1台 19,719,000
平成 25年 9月 12日
平成 26年 3月 14日

西二
補修

第33312号

浮間水再生センター電気設備補修
工事

ＶＶＶＦ装置補修　一式
コントロールセンタ設備補修　一式

18,480,000
平成 25年 10月 2日
平成 26年 2月 25日
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西二
補修

第33302号

浮間水再生センター新浮間系雨水
ポンプ設備1号補修工事

新浮間系雨水ポンプ設備1号補修　１台
配管・弁類　一式

52,236,450
平成 25年 7月 22日
平成 26年 2月 18日

西二
改良補修
第36306号

浮間水再生センター工業計器設備
改良・補修工事

計装設備補修　一式 10,866,450
平成 25年 7月 31日
平成 26年 2月 27日

森ヶ崎
補修

第31001号

森ヶ崎水再生センター脱臭設備補
修工事

活性炭取替　2基
添着炭取替　2基
活性炭吸着塔補修　1基
自動乾式フィルタ補修　1台
脱臭ダクト補修　一式

52,140,900
平 成 25 年 6 月 6 日
平成25年10月15日

森ヶ崎
補修

第31002号

森ヶ崎水再生センター（西）送風
機設備補修工事

送風機設備補修　一式 24,465,000
平成 25年 5月 23日
平成 26年 2月 17日

森ヶ崎
補修

第31003号

森ヶ崎水再生センター（東）返送
汚泥ポンプ設備補修工事

（東）返送汚泥ポンプ３号補修　１台
弁類補修　一式

7,455,000
平成 25年 6月 12日
平成 25年 12月 3日

森ヶ崎
補修

第31004号

森ヶ崎水再生センター（東）送風
機用高圧電動機設備補修工事

高圧電動機補修　１式 29,610,000
平 成 25 年 7 月 5 日
平 成 26 年 3 月 4 日

森ヶ崎
補修

第31005号

森ヶ崎水再生センター汚泥処理工
場ガス設備補修工事

ガスコンプレッサ補修　一式
配管・弁類　一式

28,843,500
平成 25年 7月 26日
平成 26年 2月 24日

森ヶ崎
補修

第31006号

森ヶ崎水再生センター汚泥処理工
場ポンプ設備補修工事

送泥ポンプ補修　１台
封水ポンプ補修　１台
返水ポンプ補修　１台
冷却水ポンプ補修　１台
配管・弁類補修　一式

24,999,450
平成 25年 8月 27日
平成 26年 3月 26日

森ヶ崎
補修

第31007号

森ヶ崎水再生センター汚泥処理工
場遠心濃縮設備補修工事

遠心濃縮機補修　１台
補機補修　一式

59,764,950
平成 25年 10月 7日
平成 26年 2月 21日

森ヶ崎
補修

第31008号

森ヶ崎水再生センターガスタービ
ン発電設備補修工事

ガスタービン発電設備補修　　一式 26,368,650
平成 25年 9月 18日
平成 26年 1月 21日

森ヶ崎
補修

第31009号

森ヶ崎水再生センター（東）水処
理機械設備補修工事

汚泥破砕機補修　2台
第一沈殿池流入扉補修　１門

15,361,500
平成 25年 10月 9日
平成 26年 2月 25日

森ヶ崎
補修

第31010号

森ヶ崎水再生センター汚泥処理工
場前処理設備補修工事

しさ分離機補修　１台
しさ洗浄機補修　１台
除砂機補修　１台
洗浄水ポンプ補修　１台
自動洗浄ストレーナ補修　１台
配管弁類　一式

23,650,200
平成 25年 10月 9日
平成 26年 3月 11日

森ヶ崎
補修

第31011号

森ヶ崎水再生センター監視制御設
備補修工事

監視制御設備補修　一式 37,800,000
平成25年10月24日
平成 26年 2月 25日

森ヶ崎
補修

第31012号

森ヶ崎水再生センターほか２か所
工業計器設備補修工事

工業計器設備補修　一式 33,655,330
平成25年10月31日
平 成 26 年 3 月 4 日

森ヶ崎
補修

第31013号

森ヶ崎水再生センター電気設備補
修工事

電気設備補修　一式 16,800,000
平成 25年 11月 8日
平成 26年 3月 11日

森ヶ崎
補修

第31014号

森ヶ崎水再生センター（東）反応
槽攪拌機設備補修工事

無酸素攪拌機補修　一式
無酸素好気兼用攪拌機補修　一式
攪拌機潤滑油交換　一式

17,850,000
平成25年11月13日
平成 26年 3月 14日

森ヶ崎
補修

第31016号

森ヶ崎水再生センターほか１か所
電源設備補修工事

電源設備補修　一式 1,772,069
平成25年11月27日
平成 26年 3月 14日
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森ヶ崎
補修

第32001号

南部スラッジプラント受返水設備
補修工事

返水ポンプ補修　2台
マイクロストレーナ補修　4台
砂ろ過原水ポンプ補修　１台
付帯設備補修　一式

51,833,250
平 成 25 年 6 月 6 日
平成25年12月26日

森ヶ崎
補修

第32002号

南部スラッジプラント汚泥焼却設
備補修工事

汚泥焼却炉３号補修　一式
汚泥焼却炉新１号補修　一式
汚泥焼却炉新２号補修　一式

302,043,000
平成 25年 5月 31日
平成 26年 1月 27日

森ヶ崎
補修

第32003号

南部スラッジプラント機械濃縮設
備補修工事

遠心濃縮機補修　３台
遠心濃縮機補機補修　一式
水中撹拌機補修　１台

240,166,500
平 成 25 年 6 月 3 日
平成 26年 1月 28日

森ヶ崎
補修

第32004号

南部スラッジプラント汚泥焼却用
搬送設備補修工事

搬送コンベヤ1号-Ａ補修　一式
搬送コンベヤ3号-Ｂ補修　一式
5.6号炉コンベヤ1号補修　一式

105,525,000
平成 25年 9月 27日
平成 26年 2月 27日

森ヶ崎
補修

第32005号

南部スラッジプラント生物脱臭設
備補修工事

生物脱臭塔充填材補修　一式
脱臭ファン補修　1台
オートストレーナ補修　1台
排水移送ポンプ補修　2台

49,350,000
平成 25年 9月 27日
平成 26年 2月 27日

森ヶ崎
補修

第32006号

南部スラッジプラント脱水ケーキ
圧送設備補修工事

ケーキ圧送ポンプ補修　3台
ケーキ搬送ポンプ補修　2台

39,060,000
平成 25年 9月 27日
平成 26年 2月 13日

森ヶ崎
補修

第32007号

南部スラッジプラント重力濃縮設
備補修工事

汚泥かき寄せ機２号補修　１基 26,604,900
平成 25年 9月 19日
平成 26年 2月 27日

森ヶ崎
補修

第32008号

南部スラッジプラント汚泥脱水設
備補修工事

遠心脱水機補修　1台
付帯設備補修　2台

96,600,000
平成25年10月15日
平成 26年 2月 14日

森ヶ崎
補修

第32009号

南部スラッジプラント監視制御設
備補修工事

監視制御設備補修　一式 45,150,000
平成25年10月18日
平 成 26 年 3 月 5 日

森ヶ崎
補修

第32010号

南部スラッジプラント電源設備補
修工事

電源設備補修　一式 8,841,000
平成25年10月23日
平成 26年 3月 10日

森ヶ崎
補修

第32011号

南部スラッジプラント脱臭設備補
修工事

脱臭剤再生取替　一式
活性炭吸着塔補修　一式
付帯設備補修　一式

25,756,500
平成 25年 11月 7日
平 成 26 年 3 月 3 日

森ヶ崎
補修

第32012号

南部スラッジプラント電気設備補
修工事

電気設備補修　一式 18,900,000
平成25年10月30日
平 成 26 年 3 月 3 日

森ヶ崎
補修

第32013号

南部スラッジプラント汚泥処理工
場所内変圧器用配電盤設備補修工
事

配電盤設備補修　一式 2,499,000
平成 26年 1月 16日
平成 26年 2月 27日

森ヶ崎
改良補修
第32001号

南部スラッジプラント前処理機械
設備改良・補修工事

除じん汚泥ポンプ改良　3台
破砕機改良　3台
除じん汚泥貯留槽攪拌機改良　1台
トラフ改良　一式
しさコンベヤ補修　1台
しさ分離機補修　2台
除じん搬送コンベヤ補修　2台
配管補修　一式

43,000,650
平成 25年 9月 27日
平成 26年 2月 27日

森ヶ崎
改良補修
第32002号

南部スラッジプラント工業計器設
備改良・補修工事

工業計器設備改良・補修　一式 2,636,550
平成 25年 9月 19日
平 成 26 年 3 月 6 日

施設管理部
補修

第30001号
情報管理設備補修工事 小型無停電電源装置補修　一式 4,054,050

平成25年11月21日
平成 26年 3月 10日
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（３）設計及び監理委託

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

なし
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２－９－１　処理水の再利用
処理水の再利用の歩み

昭和30年２月

昭和40年８月

昭和59年10月

平成７年４月

平成８年２月

平成７年度末

平成８年度末

平成９年10月

平成10年10月

平成14年11月

平成19年８月

平成20年12月

平成22年９月

処理水の供給先と量 （平成25年度）

水再生センター名 供　　　　　給　　　　　先 供給量（ｍ
3
）

・品川区等…………………………………道路洗浄用 1,776

・品川駅東口・大崎地区再生水利用事業…地域内ビルの水洗トイレ用 874,428

・汐留地区再生水利用事業…………………地域内ビルの水洗トイレ用 437,451

・永田町及び霞が関地区再生水利用事業…地域内ビルの水洗トイレ用 98,720

・八潮及び東品川地区再生水利用事業……地域内ビルの水洗トイレ用 217,836

・品川区（御成橋）…………………………修景用水 55,201

・その他（建設局等）………………………道路散水 622

・臨海副都心地区再生水利用事業…………地域内ビル等の水洗トイレ用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆりかもめ洗車用

807,111

・公共団体等…………………………………防塵用等 3,474

・西新宿・中野坂上地区再生水利用事業…地域内ビルの水洗トイレ用 1,168,788

・環境局（城南三河川）……………………清流復活用水 26,353,220

・公共団体等………………………………　道路洗浄用、樹木灌水用等 1,598

・清掃工場（品川・大田）…………………プラント冷却水・場内雑用水 159,120

・公共団体等………………………………　防塵用、道路洗浄用等 15,091

その他 ・公共団体等………………………………　防塵用、樹木灌水用等 1,180,541

31,374,977

芝浦水再生センターから八潮及び東品川地区のうち東品川地区に再生水供給開始。

落合

森ヶ崎

合　　　　　　　　　　計

芝浦処理場から品川駅東口地区に再生水供給開始。

芝浦処理場から大崎地区に再生水供給開始

芝浦処理場から汐留地区に再生水供給開始。

有明

芝浦水再生センターから八潮地区に再生水供給開始。

芝浦

２－９　再利用・資源化事業

芝浦水再生センターから永田町及び霞が関地区に再生水供給開始。

工業用水需要の減少により、三河島処理場からの処理水の供給を停止。

三河島処理場における工業用水の試験供給開始

工業用水道事業を水道局へ移管。処理水の供給は継続。

下水処理水循環利用（水リサイクル）モデル事業として、落合処理場から新宿副都心地
区に再生水（高度処理水）供給開始。

城南三河川（渋谷川・古川、目黒川、呑川）の清流復活のため、落合処理場から再生水
（高度処理水）供給開始。

有明処理場からレインボータウン（臨海副都心地区）に再生水供給開始。

落合処理場からの再生水供給先に中野坂上地区を加え、西新宿・中野坂上地区再生水利
用事業と名称変更。

平成25年度　東京都下水道事業年報 3972-9-1



２－９－２　汚泥の資源化

汚泥の資源化の歩み

施　設　名 稼 働 期 間

軽量細粒材化施設 昭和58年度～平成元年3月休止

汚泥燃料化施設 平成元年度～平成9年12月休止

圧縮焼成ブロック化施設 平成３年度～平成16年3月休止

汚泥溶融スラグ化施設 平成３年度～平成14年3月休止

軽量細粒材化施設 平成８年度～平成21年3月休止

粒度調整灰事業 平成14年度～稼働中

汚泥炭化事業 平成19年度～稼働中

汚泥資源化の実績 （平成25年度）

種　　別 汚泥投入量(ｔ) 生産量(ｔ) 備考

汚泥炭化 17,626 1,668 炭化燃料搬出量

種　　別 焼却灰受入量(ｔ) 販売量(ｔ) 備考

粒 度 調 整 灰
(スーパーアッシュ) 1,246 1,143

南部スラッジプラント

葛西水再生センター

東部スラッジプラント

場　所

みやぎ水再生センター

南部スラッジプラント

南部スラッジプラント

南部スラッジプラント
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２－９－３　下水の熱利用

下水の熱利用（東京都下水道局実施分）

設置年度 熱源水
熱源水
使用量

(m
3
/ｈ)

暖房能力
(kcal/h)

冷房能力
(kcal/h)

供給面積
(㎡)

目的

新 河 岸 平成元年度 下水処理水 150 580,000 604,800 2,680

森 ヶ 崎 平成2年度 下水処理水 58 292,000 304,000 2,490

小 菅 平成4年度 下水処理水 194 776,000 855,800 5,910

後 楽 ※ 平成5～6年度 流入下水 1800 7,700,000 10,000,000 1,607

中 野 平成7年度 下水処理水 360 1,360,000 1,270,000 5,600

有 明 平成7年度 下水処理水 180 768,000 725,760 4,410

芝 浦 平成8年度 下水処理水 94 441,000 336,200 2,930

中 川 平成11年度 下水処理水 206 760,000 800,000 4,106

浮 間 平成13年度 下水処理水 216 894,000 665,200 5,600

み や ぎ 平成17年度 下水処理水 90 688,000 684,000 2,421

落 合 平成18～19年度 下水処理水 120 546,800 484,700 2,270

葛 西 平成19年度 下水処理水 145 653,000 571,000 3,424

※熱源水使用量、暖房能力、冷房能力には地冷事業の分も含む。

下水の熱利用（地域冷暖房事業：東京下水道エネルギー株式会社実施分）

設置年度 熱源水
供給面積

(ha)

下水の熱利用（下水熱利用事業）

設置年度 熱源水
規模

(m
3
/日)

平成18年10月から運転を開始した芝浦水再生センター下水熱利用事業は、芝浦水再生センター
から下水処理水を送水し、ビル空調機の冷却用として活用する新たな熱利用事業である。
この取り組みにより、地球温暖化の防止及びヒートアイランド対策に貢献する。

目的

芝浦水再生センター（芝浦
水再生センター下水熱利用
事業）

平成18年度 下水処理水 約60,000
民間ビルの空調用熱源機冷却
水

砂町水再生センター（江東
区新砂三丁目地区地域冷暖
房）

平成14年度 下水処理水 13
高齢者福祉・医療の複合施設
等への冷水供給

平成14年度から運転を開始した新砂地区地域冷暖房システムは、下水処理水と下水汚泥焼却炉
の廃熱（洗煙水）という未利用エネルギーを冷温熱に変えて供給する。処理水に加え洗煙水を
利用することで、従来、低温域の温度差エネルギーとされていた下水熱の利用に新分野を築い
た。

下水道
施設の
冷暖房

目的

後楽ﾎﾟﾝﾌﾟ所（文京区後楽
一丁目地区地域冷暖房）

平成5～6年度 流入下水 21.6
事務所ビル、ホテル、商業施
設の冷暖房
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２－９－４　汚泥の焼却廃熱

汚泥の焼却廃熱の利用（東京下水道エネルギー株式会社実施）

供給源

利用目的 発電 温水供給

利用箇所
東部スラッジプラント
内の電力として利用

江東区新砂三丁目高齢者福
祉・医療の複合施設等

面積 － 約13ha

稼働年月 平成9年4月 平成14年4月

利用熱量 1,279kW

暖房能力 930kW

冷房能力 581kW

備考
冷水は砂町水再生センター
高級処理水の熱エネルギー
により供給

東部スラッジプラント

熱量等

東部スラッジプラント事務
室、監視室

約1,400㎡

平成13年4月

温熱器容量38,711MＪ/h発電設備2,500kW

冷暖房、給湯

平成25年度　東京都下水道事業年報 4002-9-4



２－９－５　消化ガス

消化ガスの利用 （平成25年度）

水再生センター名

日平均発生量 38,660 ｍ
3
/日

発電電力量 60,600 kWh/日

稼　　働

発電機出力 3,200kW×１台

備　　考 平成20年9月30日から休止
発電電力量は、送電端における
電力量である。

み や ぎ 森　　　　ヶ　　　　崎

昭和63年10月 平成16年4月

680kW×３台 

－

－
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２－９－６　ソフトプラン

稼働延長及び利用か所数 （平成25年度末）

水再生センター
ポ ン プ 所

管きょ内
水   位

そ の 他 事 業 所 稼    働
ネットワーク

792km 109か所 10か所※(1) 8か所 92か所※(14) 10処理区

※( )は利用か所数のうち、NTT回線使用のものを表す

ソフトプラン利用施設（遠制ネットワーク） （平成25年度末）
下水道事務所

芝浦水再生センター

蔵前ポンプ所

町屋ポンプ所 尾久ポンプ所
三河島水再生センター 東尾久浄化センター
中川水再生センター

吾嬬第二ポンプ所

砂町水再生センター

葛西水再生センター

篠崎ポンプ所 細田、小岩、新宿ポンプ所
小菅水再生センター 本田、亀有、堀切ポンプ所

西一 落合水再生センター 中野水再生センター
西二 浮間水再生センター 志村ポンプ所、板橋坂下ポンプ室

森ヶ崎水再生センター

東糀谷ポンプ所

管きょ内水位

人孔3か所
人孔6か所
大島幹線
篠崎幹線、柴又幹線
立会川幹線、戸越幹線
桃園川幹線
宇田川幹線、千駄ヶ谷幹線

（田柄川幹線）※NTT回線使用

用途

送水量等の
遠方監視

南部スラッジプラント

送水量等の
遠方監視

有明水再生センター 砂町水再生センター

シアンモニター 三河島水再生センター

遠方監視
制御

水リサイクルセンター

遠方制御
(水位制御)

東糀谷ポンプ所 森ヶ崎水再生センター

遠方制御 森ヶ崎水再生センター 東糀谷ポンプ所
遠方制御

（送泥量等）
浮間水再生センター 新河岸水再生センター

稼 働 延 長
遠制ネットワーク 情報ネットワーク

遠方監視

親　施　設 子　施　設

中部
桜橋第二ポンプ所

浜町、箱崎、桜橋、明石町、銭瓶
町ポンプ所

芝浦、汐留第二、東品川、品川ふ
頭、天王洲ポンプ所

後楽、白鬚西、日本堤、湯島、山
谷、和泉町ポンプ所

東金町、熊の木、加平ポンプ所
みやぎ再生センター 新田、王子、神谷ポンプ所

東一

木場ポンプ所
佃島、越中島、大島、両国、業平
橋ポンプ所

有明水再生センター、東雲、東雲南、
晴海、豊洲、新砂、新木場、江東、若
洲、有明、有明北雨水、青海ふ頭、台
場1、台場2、青海1、青海2、有明北1、
有明北2、有明南1、有明南2ポンプ所、
中水エアチャンバー室、汚水エアチャ
ンバー室、南砂雨水調整池

北部

吾嬬、隅田、千住、千住西、小松
川ポンプ所

東二

新小岩、西小松川、東小松川、新
川ポンプ所

南部
平和島、鮫洲、浜川、東海、八
潮、京浜島、勝島ポンプ所

羽田、矢口、六郷、雑色ポンプ所

利　用　拠　点 利　用　対　象

熊の木ポンプ所
梅田ポンプ所
砂町水再生センター
篠崎ポンプ所
南部及び品川出張所
西一及び中野出張所
中部及び渋谷出張所
南部及び目黒出張所 羅漢寺川幹線

南部及び目黒出張所（及び世田谷出張所）
蛇崩川幹線
※世田谷出張所のみNTT回線使用

(西二及び練馬出張所)

その他

利用拠点 利　用　対　象

森ヶ崎水再生センター汚泥処理工
場

尾久ポンプ所、東尾久浄化セン
ター
城南三河川減勢槽(3か所)、落合水
再生センター送水ポンプ室
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２－９－７　電力の貯蔵

電力の貯蔵 （平成25年度）

水再生センター名

葛西

森ヶ崎

砂町

みやぎ

三河島

新河岸 ＮａＳ電池 H21.4月稼働

ＮａＳ電池 H18.4月稼働

ＮａＳ電池 H20.4月稼働

2,000

2,000

2,000

ＮａＳ電池 H16.4月稼働

ＮａＳ電池 H17.4月稼働

8,000

2,000

種別 備考

ＮａＳ電池
H13.12月  1,000kW 稼働
H15.12月  1,000kW 増設
H15.12月    400kW 増設

能力（kW）

2,400

平成25年度　東京都下水道事業年報 4032-9-7
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