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株式会社クボタ建設



1／7

年度 納　入　先 工　事　件　名 着工 完成 工　事　概　要
処理水量
t／日

ろ過池数 都道府県

沈澱池集排泥設備 48,000 一式

急速ろ過池一式 26,000 4,330t× 6池

76 泉南市役所 泉南市六尾浄水場急速ろ過池築造工事 '77.3 '77.9 急速ろ過池一式 5,000 2,500t× 2池 大　阪

77 ラオス水道公社
ヴィエンチャン水供給プロジェクト
　　　　　　　浄水装置調達工事（№２）

'77.5 '81.3 浄水施設一式 40,000 10,000t× 4池 ｳﾞｨｴﾝﾁｬﾝ

78 パキスタン製鉄所 工業用水処理施設用装置供給据付工事 '78.10 '80.3 浄水施設一式 100,000 11,100t× 9池 カラチ

79 天津小湊町役場 奥谷浄水場ろ床方法変更工事 '79.5 '79.9 浄水施設一式 2,500 1,250t× 2池 千　葉

沈澱池集排泥設備 4,000 一式

急速ろ過池一式 4,000 1,000t× 4池

79 天津小湊町役場 清澄簡易水道水源増補改良工事 '79.9 '80.1 浄水施設一式 85 85t× 1基 千　葉

80 岩国市水道局
岩国飛行場周辺水道設置助成事業
　　　　　　　急速ろ過池築造工事

'80.10 '82.3 急速ろ過池一式 56,000 5,600t×10池 山　口

沈澱池集排泥設備 7,000 一式

急速ろ過池一式 14,000 3,500t× 4池

84 長浜水道企業団
長浜水道企業団水道事業変更(第２期拡張)
　　　　　　　急速ろ過池改良工事

'84.9 '85.6 急速ろ過池改造 28,800   4,800t× 6池 滋　賀

85 三重県企業庁
南勢水道用水供給事業多気浄水場
　　　　　　　急速ろ過池築造工事

'85.7 '87.1 急速ろ過池一式 44,860   6,400t× 7池 三　重

85 宮城県企業局 砂ろ過設備設計、製作、据付工事 '85.9 '86.3 急速ろ過池一式 5,180   2,590t× 2池 宮　城

85 大阪市水道局 柴島浄水場実証プラント '85.10 '86.1
高度処理用
　活性炭吸着池

2,000   1,000t× 2池 大　阪

集排泥設備

急速ろ過池一式 1,860     620t× 3池

86 信楽町役場
信楽町上水道第２次拡張事業
　　　　　　　牧水源取水施設工事

'86.6 '86.7 取水設備一式 4,350 ━ 滋　賀

87 天津小湊町役場 坂本浄水場急速ろ過池修繕工事 '87.5 '87.7 急速ろ過池改良 2,250   1,125t× 2池 千　葉

76

81

79

85

広　島

青　森'86.7'86.3

府中市市役所 第６期拡張事業城山浄水場築造土木工事 '81.10 '82.7

蟹田町上水道第２次拡張工事のうち
　　　　　　　場内施設工事

蟹田町役場

滋　賀

松島町役場 初原浄水場施設及び場内配管工事 '79.9 '79.12 宮　城

長浜水道企業団
長浜水道第１期拡張事業のうち沈殿池、集排泥工事
　　　　　　　及び急速ろ過池築造工事

'77.1 '78.2
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処理水量
t／日

ろ過池数 都道府県

87 信楽町役場 信楽町多羅尾地区簡易水道新設事業 '87.12 '88.11
緩速ろ過池
　新設・改造

480      80t× 6池 滋　賀

87 沖縄県企業局 コザ浄水場高度処理実証プラント '88.1 '88.2
高度処理用
　活性炭吸着池

1,000     500t× 2池 沖　縄

87 大阪府水道部 村野浄水場高度処理実証プラント '88.2 '88.4
高度処理用
　活性炭吸着池

2,000   1,000t× 2池 大　阪

88 信楽町役場 信楽町上水道第２次拡張事業 '88.4 '89.3 緩速ろ過池一式 3,000     200t×15池 滋　賀

沈澱池、集排泥設備

急速ろ過池一式 3,600     900t× 4池

88 千葉県印幡沼下水道事務所花見川終末処理場砂ろ過設備工事 '89.1 '89.2 二層式急速ろ過池 2,160   1,080t× 2池 千　葉

88 三重県企業庁
多気浄水場急速ろ過池電気設備機械
　　　　　　　（第２期）工事

'89.1 '90.9 急速ろ過池設備一式 44,860   6,400t× 7池 三　重

急速ろ過池設備

機械設備 3,000     200t×15池

89 東京都水道局 金町浄水場活性炭吸着槽下部集水装置工事 '89.7 '89.7
高度処理用
　活性炭吸着池

360     360t× 1池 東　京

急速ろ過池設備

電気薬注 3,600     900t× 4池

89 三重県企業庁
北勢水道用水供給事業（拡張）浄水場
　　　　　　　ろ過池築造工事

'89.9 '90.9
急速ろ過池
　（自己洗浄型）

27,450   4,575t× 6池 三　重

89 兵庫県企業庁
西播磨高原浄化センター建設工事
　　　　　　　砂ろ過池設備工事

'89.11 '90.1 二層式急速ろ過池 1,600     850t× 2池 兵　庫

89 千葉県印幡沼下水道事務所 設備工事　花見川終末処理場砂ろ過 '89.12 '90.5 二層式急速ろ過池 2,160   1,080t× 2池 千　葉

90 沖縄県企業庁 北谷浄水場　活性炭処理設備工事 '90.10 '91.3
高度処理用
　活性炭吸着池

98,000  12,250t× 8池 沖　縄

90
喜多方地方水道用水
　　供給企業団

喜多方地方水道用水供給事業
　　　　　　　浄水場新設（機械設備）工事

'90.11 '91.3 急速ろ過池ろ床工事 20,000   2,000t×10池 福　島

91
神奈川県内
　　広域水道企業団

高度浄水処理試験プラント '91.11 '91.12
高度処理用
　活性炭吸着池

225     225t× 1池 神奈川

89

89

88

茨　城'90.2'89.8
大子町浄水事業第３次拡張浄水施設
　　　　　　　機械施設工事（第２工区）

大子町役場

滋　賀'90.2'89.4
信楽町上水道第２次拡張事業
　　　　　　　牧浄水場新設工事

茨　城'89.3'88.8大子町上水道第３次拡張事業大子町役場

信楽町役場
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処理水量
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91 東京都水道局 金町浄水場活性炭吸着槽下部集水装置工事 '91.11 '92.3
高度処理用
　活性炭吸着池

149,000  24,840t× 6池 東　京

91 千葉県水道局
第４次拡張福増浄水場活性炭吸着池
　　　　　　　空気洗浄下部集水装置工事

'92.2 '92.9
高度処理用
　活性炭吸着池

151,200   9,450t×16池 千　葉

92 郡山市役所 熱海浄水場ろ過池下部集水装置工事 '92.7 '92.9 急速ろ過池ろ床工事 2,500   1,250t× 2池 福　島

92 桐生市役所
桐生市境野水処理センター生物膜ろ過・
             オゾン処理実験設備

'92.11 '92.12 生物膜ろ過ろ床工事 100     100t× 1池 群　馬

92 沖縄県企業局 北谷浄水場活性炭処理設備工事（第３期） '92.12 '93.3
高度処理用
　活性炭吸着池

49,000  12,250t× 4池 沖　縄

92 兵庫県企業庁
西播磨高原浄化センター建設工事
　　　　　　　砂ろ過池設備工事

'93.1 '93.2 二層式急速ろ過池 800     800t× 1池 兵　庫

92 阪神水道企業団
猪名川浄水場　活性炭処理設備
　　　　　　　下部整流装置工事

'93.2 '93.3
高度処理用
　活性炭吸着池

85,500  17,100t× 5池 兵　庫

92 大阪府水道部
村野浄水場　階層浄水場粒状活性炭処理設備
　　　　　下部集水装置工事（その１～その３）

'93.2 '94.3
高度処理用
　活性炭吸着池

550,000  22,900t×24池 大　阪

92 長崎県田平町 南部地区簡易水道統合工事 '93.3 '93.5
急速ろ過池
　機械設備工事

1,440     720t× 2池 長　崎

93 沖縄県企業庁 北谷浄水場活性炭処理設備工事（第５期） '93.9 '93.11
高度処理用
　活性炭吸着池

49,000  12,250t× 4池 沖　縄

93 千葉県水道局 栗山浄水場　高度処理技術実験設備 '93.12 '94.1
高度処理用
　活性炭吸着池

1,000   1,000t× 1池 千　葉

93
相馬地方
　　広域水道企業団

大野台浄水場機械設備工事急速ろ過池
　　　　　　　機械設備工事

'93.12 '94.3
急速ろ過池
　機械設備工事

13,440   3,360t× 4池 福　島

93 ラオス水道公社 ヴィエンチャン市上水道整備計画(第２期) '94.2 '95.2 浄水場一式　(新設) 40,000  10,000t× 4池 ｳﾞｨｴﾝﾁｬﾝ

94 阪神水道企業団 猪名川浄水場　活性炭処理設備下部整流装置工事 '94.8 '95.2
高度処理用
　活性炭吸着池

85,500  54,300t× 3池 兵　庫

94 三重県企業庁
多気浄水場急速ろ過池
　　　　　　　機械・電気設備工事（第３期）

'94.10 '95.12 急速ろ過池設備一式 38,400   6,400t× 6池 三　重

94 三重県企業庁
水沢浄水場急速ろ過池
　　　　　　　機械・電気設備工事（第２期）

'94.10 '96.2
急速ろ過池
　（自己洗浄型）

27,450   4,575t× 6池 三　重
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処理水量
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94 千葉県水道局
福増浄水場活性炭吸着池実証プラント
　　　　　　　空気洗浄下部集水装置工事

'94.11 '94.12
高度処理用
　活性炭吸着池

720     720t× 1池 千　葉

94 ラオス水道公社 ヴィエンチャン市上水道整備計画(第３期) '94.11 '96.3
浄水場一式
　（既設改修）

40,000  10,000t× 4池 ｳﾞｨｴﾝﾁｬﾝ

94 兵庫県企業庁
西播磨高原浄化センター建設工事
　　　　　　　砂ろ過池設備工事

'95.2 '95.3 二層式急速ろ過池 2,880   1,440t× 2池 兵　庫

94 東京都水道局
金町浄水場第二期高度浄水施設活性炭吸着池
　　　　　　　下部集水装置等製作及び据付工事

'95.3 '95.12
高度処理用
　活性炭吸着池

298,000  24,840t×12池 東　京

95 大阪市水道局
柴島浄水場下系高度浄水処理棟建築工事
　　　　 活性炭吸着池下部集水装置設置工事

'96.1 '96.5
高度処理用
　活性炭吸着池

304,200  25,350t×12池 大　阪

96 京都府企業局 ５山広建第11号宇治浄水場活性炭棟機械設備工事 '96.4 '96.7
高度処理用
　活性炭吸着池

72,000   9,000t× 8池 京　都

96 阪神水道企業団 猪名川浄水場　活性炭処理設備下部整流装置工事 '96.12 '97.3
高度処理用
　活性炭吸着池

136,800  17,100t× 8池 兵　庫

96 吹田市水道局
泉浄水所高度浄水処理設備築造工事
　　　　　　　（機械設備工事）

'97.1 '97.3
高度処理用
　活性炭吸着池

49,240 12,310t× 4池 大　阪

96 山形市水道局 見崎浄水場高度浄水施設機械設備工事 '97.1 '97.3
高度処理用
　活性炭吸着池

50,400  8,400t× 6池 山　形

96 大阪府水道部 万博高度浄水処理棟活性炭吸着池設備工事 '97.1 '97.12
高度処理用
　活性炭吸着池

390,000 39,000t×10池 大　阪

97 枚方市水道局
（仮称）新中宮浄水場高度浄水施設建設工事
　　　　　　　（粒状活性炭処理設備工事）

'97.10 '98.3
高度処理用
　活性炭吸着池

130,000  16,250t× 8池 大　阪

97 阪神水道企業団
猪名川浄水場東第５期拡張工事高度浄水施設
　　　　　　　活性炭処理設備工事

'97.10 '98.5
高度処理用
　活性炭吸着池

253,000  16,866t×15槽 兵　庫

97 大阪府水道部 庭窪浄水場北系粒状活性炭吸着池設備工事 '97.10 '98.6
高度処理用
　活性炭吸着池

144,000  24,000t× 6池 大　阪

97 大阪府水道部 村野高度浄水処理棟活性炭吸着池設備工事 '97.12 '98.6
高度処理用
　活性炭吸着池

1,300,000 40,625t×32池 大　阪

97 大阪市水道局 庭窪浄水場高度浄水施設機械設備工事 '98.3 '98.8
高度処理用
　活性炭吸着池

90,000 5,625t×16池 大　阪

97 東京都水道局
三郷浄水場高度浄水施設活性炭吸着池
　　　　　　　下部集水装置等製作及び据付工事

'98.3 '99.3
高度処理用
　活性炭吸着池

550,000  19,642t×28池 東　京
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98 大阪市水道局 柴島浄水場上系高度浄水施設機械設備工事 '98.7 '99.3
高度処理用
　活性炭吸着池

400,000 28,571t×14池 大　阪

98 大阪市水道局 豊野浄水場高度浄水施設機械設備工事 '98.10 '99.3
高度処理用
　活性炭吸着池

274,000 27,400×10池 大　阪

99
札幌西部
　　ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀ

生物膜ろ過設備設計製作据付工事 '99.10 '99.11
下水高度処理用
　ろ過設備

3,800    950t × 4池 北海道

99 阪神水道企業団
猪名川浄水場西第５期拡張工事高度浄水施設
　　　　　　　活性炭処理設備工事

'99.8 '99.12
高度処理用
　活性炭吸着池

175,000  16,866t×10槽 兵　庫

99 阪神水道企業団
新尼崎浄水場Ⅰ期施設設備工事
　　　　　　　(活性炭処理設備)

'99.8 '99.12
高度処理用
　活性炭吸着池

93,250  11,656t×8槽 兵　庫

99
相馬地方広域
　　水道企業団

大野台浄水場機械設備工事急速ろ過池
　　　　　　　機械設備工事（２期）

'99.10 '00.3
急速ろ過池
　機械設備工事

13,440   3,360t× 4池 福　島

00 埼玉県川越浄化プラント
荒川右岸流域下水道終末処理場（川越）
　　　　　　　高度処理棟機械設備工事

'00.8 '01.3
下水高度処理用
　ろ過設備

39,000 9,750t× 4池 埼　玉

01 大阪府水道部 庭窪浄水場南系粒状活性炭吸着池設備工事 '01.10 '02.3
高度処理用
　活性炭吸着池

144,000 24,000t×6池 大　阪

01 石巻地方広域水道企業団 蛇田浄水場1・2号沈殿池及びろ過池改良工事 '01.8 '02.3
急速ろ過池
　機械設備工事

20,216 10,108×2池 宮　城

02 東京都水道局
朝霞浄水場高度浄水施設活性炭吸着池
　　　　　　　下部集水装置工事

'02.7 '04.3
高度処理用
　活性炭吸着池

1,050,000 26,250t× 40池 東　京

03 飯塚市上下水道局
鯰田共同浄水場機械設備工事の内
　　　　　　　下部集水装置工事

'03.9 '03.11
急速ろ過池
　機械設備工事

7,160  1,790t× 4池 福　岡

03 日本下水道事業団
琵琶湖湖南中部浄化ｾﾝﾀｰ(超高度処理)
　　水処理設備工事その32の内　下部集水装置工事

'03.11 '03.12
下水処理用
　砂ろ過池

4,100  1,025t×4槽 滋　賀

03 府中市市役所 城山浄水場第二沈殿池築造工事 '03.11 '04.6
沈殿池・天日乾燥床
　築造工事

7,000 ━ 広　島

03 築館町役場
第8次水道施設拡張事業
　　平成14年度機械設備工事

'03.12 '04.3
急速ろ過池
　機械設備工事

4,344  1,448t× 3槽 宮　城

03 石巻地方広域水道企業団 蛇田浄水場3・4号沈殿池及び3号濾過池改良工事 '03.12 '04.3
急速ろ過池
　機械設備工事

19,360 2,420t×8池 宮　城

04 新潟市水道局
信濃川浄水場建設事業活性炭ろ過池及び
　　　　　　　急速ろ過池機械設備工事

'04.9 '05.2
活性炭ろ過池
　機械設備工事

94,500  15,750t× 6池 新　潟
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04 福岡市水道局
多々良浄水場高度処理施設
　　機械設備工事その3

'04.9 '04.11
高度処理
　機械設備工事

61,000  10,160t×6池 福　岡

04 岩国市水道局
錦見浄水場2号濾過池
　　電気機械設備更新工事

'04.7 '05.3
電気機械更新工事
　築造工事

56,000 ━ 山　口

04 南光町水道課
北部簡易水道事業
　　北部・漆野統合簡易水道水量拡張工事

'04.10 '05.3
浄水設備
　急速ろ過機設置工事

417 417t×1基 兵　庫

05 静岡市企業局 門屋浄水場急速ろ過施設機械設備工事 '05.6 '05.11
急速ろ過池
　機械設備工事

41,700  5,212t× 8池 静　岡

05 長幌上水道企業団  民生安定事業　第4期工事浄水場設備工事　　 '05.10 '05.12
急速ろ過池
　機械設備工事

5,960  1,490t×4池 北海道

05 石巻地方広域水道企業団 蛇田浄水場5・6号沈殿池及び4号濾過池改良工事 '06.1 '06.3
急速ろ過池
　機械設備工事

19,360 2,420t×8池 宮　城

06 千葉県水道局
江戸川浄水場活性炭吸着池
　　集水装置・活性炭層設備工事

'06.3 '06.10
活性炭吸着池
　機械設備工事

68,220 11,370t×6池 千　葉

06 東京都水道局 三園浄水場生物活性炭吸着池下部集水装置設置工事 '06.4 '07.3
高度処理用
　活性炭吸着池

300,000 25,000t×12池 東　京

07 沖縄県企業局  新石川浄水場1系ろ過池機械設備工事(第1期)　　　 '07.10 '08.3
急速ろ過池
　機械設備工事

87,100 8,710t×10池 沖　縄

08 富山市上下水道局  流杉浄水場改築事業急速ろ過池機械設備工事　　　 '08.5 '08.8
急速ろ過池
　機械設備工事

105,000 4,375t×24池 富　山

08 東京都水道局 東村山浄水場生物活性炭吸着池下部集水装置設置工事 '08.8 '09.7
高度処理用
　活性炭吸着池

880,000 27,500t×32池 東　京

09 阪神水道企業団
新尼崎浄水場Ⅱ期施設設備工事
　　　　　　　(活性炭処理設備)

'09.8 '09.12
高度処理用
　活性炭吸着池

93,250  11,656t×8槽 兵　庫

09 沖縄県企業局  新石川浄水場2系ろ過池機械設備工事　　 '09.8 '09.12
急速ろ過池
　機械設備工事

87,100 8,710t×10池 沖　縄

11 石狩西部広域水道企業団
創設事業の内　浄水施設　仮称)石狩西部浄水場第一
期浄水処理施設機械設備工事その2

'11.11 '12.1
活性炭吸着池
　下部集水装置工事

37,600 6,266t×6池 北海道

11 東京都水道局
金町浄水場高度浄水施設(三期)生物活性炭吸着池
下部集水装置設置工事

'11.7 '12.8
高度処理用
　活性炭吸着池

880,000  14,600t×60池 東　京

11 東京都水道局
三郷浄水場高度浄水施設(二期)生物活性炭吸着池
下部集水装置設置工事

'11.12 '12.9
高度処理用
　活性炭吸着池

380,000 23,750t×16池 東　京



7／7

年度 納　入　先 工　事　件　名 着工 完成 工　事　概　要
処理水量
t／日

ろ過池数 都道府県

12 沖縄県企業局  新石川浄水場粒状活性炭吸着池機械設備工事　　 '12.9 '13.3
高度処理用
　活性炭吸着池

174,200 17,420t×10池 沖　縄

12 沖縄県企業局  新石川浄水場高速ろ過池機械設備工事　　 '12.12 '13.10
急速ろ過池
　機械設備工事

174,200 17,420t×10池 沖　縄

13 東京都水道局
朝霞浄水場高度浄水施設(二期)生物活性炭吸着池
下部集水装置設置工事

'13.1 '13.9
高度処理用
　活性炭吸着池

850,000 35,420t×24池 東　京

13 北千葉広域水道企業団 高度浄水オゾン処理施設及び生物活性炭施設築造工事 '13.7 '14.3
高度処理用
　活性炭吸着池

559,000 18,630t×32池 東　京

14 日田市役所 竹田浄水施設改築工事下部集水装置設置工事 '14.11 '15.1
急速ろ過池
下部集水装置

16,000 4,000t×4池 大　分

15 沖縄県企業局 北谷浄水場粒状活性炭吸着池機械設備工事(その1) '15.10 '16.6
高度処理用
　活性炭吸着池

47,275 11,818t×4池 沖　縄

16 沖縄県企業局 北谷浄水場粒状活性炭吸着池機械設備工事(その3) '16.10 '17.7
高度処理用
　活性炭吸着池

47,275 11,818t×4池 沖　縄

17 沖縄県企業局 北谷浄水場粒状活性炭吸着池機械設備工事(その6) '17.10 '18.6
高度処理用
　活性炭吸着池

47,275 11,818t×4池 沖　縄

17 府中市上下水道局 城山浄水場急速ろ過池外改修工事 '17.7 '19.3
急速ろ過池
下部集水装置

14,000 3,500×4池 広　島

18 沖縄県企業局 北谷浄水場粒状活性炭吸着池機械設備工事(その8) '18.11 '19.6
高度処理用
　活性炭吸着池

47,275 11,818t×4池 沖　縄

13,093,327


