
　
　 　 　

　 　 　 　

　

　　　納期・工期・期間

（注）　概要は、実際の請求時に変わる可能性があります

1 請負 糸魚川 姫七(発)小滝川取入見張所建替並びに関連除却 見張所の建替：１棟 2022年7月 2022/10/3 2022/11/30

2 請負 糸魚川 竜二(発)取入通信線新設
ケーブル敷設Ａ（取入から2号開渠） 1,170m
ケーブル敷設Ｂ（2号開渠から水槽） 200m
4Ｃ水中ケーブル、光接続箱新設

2022年8月 2022/11/1 2022/11/28

3 請負 糸魚川 竜二(発)発電所本館屋根改良並びに関連除却
発電所本館屋根の葺き替えを行う。
　瓦棒吹き屋根葺き替え工　185㎡ 2022年6月 2022/10/3 2022/11/1

4 請負 糸魚川 姫七(発)小滝川暗渠魚道他修繕
小滝川暗渠の修繕
・暗渠修繕：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工：21ｍ3
・魚道：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工：4.2ｍ3

2022年9月 2022/12/12 2023/2/28

5 請負 糸魚川 姫七(発)字切沢取水設備護岸修繕
えん堤左岸側石積応急復旧箇所をコンクリートにて修繕
・コンクリート打設工：100ｍ３

2022年7月 2022/10/3 2022/11/30

6 請負 糸魚川 姫七(発)姫川えん堤魚道修繕

えん堤魚道をコンクリートによる復旧
河川内仮設道路、仮締切　1式
コンクリート打設　26m3
鉄板修繕　16㎡

2022年8月 2022/11/1 2023/2/28

7 請負 糸魚川 新小滝川(発)水槽外壁他修繕
水槽外壁のアル骨劣化部の修繕
下地処理　708㎡
表面保護工　708㎡（表面被膜工法、4回塗り）

2022年8月 2022/11/1 2022/12/20

8 請負 糸魚川 竜二(発)水圧鉄管外部塗装

鉄管外部を塗装する。
　塗装面積：860㎡（水圧鉄管250ｍ×φ1.1ｍ）
　ケ レ ン：第２種Ｂケレン
　塗　　装：刷毛３回塗り

2022年7月 2022/10/3 2022/11/1

9 請負 谷川PT
土樽(発)水車発電機他改良工事のうち
水槽電源線他新設

・発電所～水槽間のケーブル敷設
　　　電源ケーブル：ＣＶ　　　　450ｍ
　　　通信ケーブル：ＣＰＥＶ　　450ｍ

2022年6月 2022/10/17 2022/11/18

10 請負 群馬 若田(発)水車発電機精密点検
・点検周期による水車発電機のオーバーホール及び
　点検を行う。

2022年10月 2023/1/30 2023/3/10

11 請負 茨城 華川(発)発電所構内整備 法面保護、排水側溝敷設　1式 2022年7月 2022/9/5 2022/10/21

12 請負 茨城 石岡第一(発)水圧鉄管路巡視路階段新設 水圧鉄管路に階段を新設する。　L=95m 2022年6月 2022/8/19 2022/9/22

13 請負 茨城 茨城(事)防草対策
茨城事業所水路設備脇の防草コンクリート敷設
中里発電所:150m

2022年6月 2022/8/29 2022/10/21

14 請負 茨城 石岡第一(発)水槽サイフォンドレン管改良並びに関連除却 水槽サイホン管ドレーン管の敷設　L=200m 2022年6月 2022/9/5 2022/10/21

15 請負 茨城 華川(発)水路設備修繕
水槽・余水路敷グラウト：1式
コンクリート工：A＝32㎡

2022年11月 2023/1/10 2023/3/24

16 請負 三島
大倉川（発）水路関係通信ケーブル取替
並びに関連除却

発電所～取水口間通信ケーブルの取替を行う。
・通信線取替
　発電所～水槽 ：589.2m
　水槽～取水口：1156.8m
・電線管取替
　発電所～水槽 ：589.2m
・水槽弾器箱取替 ：１箱
・発電所、取水口の保安器・端子板取替
・試験調整

2022年6月 2023/2/6 2023/3/6
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17 請負
富士箱根
伊豆PT

観音橋(発)深層接地新設 深層接地工事　1式 2022年12月 2023/4/1 2023/5/1

18 請負 埼玉 玉淀ダム可動堰操作橋塗装

操作橋の塗装を行う。
(1)桁部塗装工：１１００㎡
(2)柱部塗装工：１５７５㎡
(3)階段部塗装工：１２２㎡
(4)手摺部塗装工：３０７㎡

2022年8月 2022/10/3 2023/3/24

19 請負 埼玉
玉淀ダム可動堰ローラーゲート補助ローラー修繕他2件(玉
淀ダム可動堰操作橋用ローラーゲート操作盤取替並びに
関連除却)

・可動堰ローラーゲート補助ローラー修繕
６号ｹﾞｰﾄサイドローラ（2個）、フロントローラ（2個）の取替
・操作盤取替
６号ｹﾞｰﾄ操作盤の取替

2022年8月 2022/10/3 2023/3/24

20 請負 埼玉 氷川(発)調整池改良並びに関連除却工事
・調整池改良　１式
・調整池余水路改良　１式

2023年3月 2023/9/1 2026/5/29

21 請負 埼玉 氷川(発)導水路改良並びに関連除却工事
・導水路拡幅工　286ｍ
・導水路粗度改善工　266ｍ
・水路管防水工　１式

2023年3月 2023/9/1 2026/5/29

22 請負 荒川水系
玉淀(発)水車発電機改良並びに関連除却工事
（土木・建築工事）

・水車発電機基礎　１式
・発電所本館　１式
・取水口改良　１式

2022年11月 2023/9/1 2025/5/28

23 請負 荒川水系 玉淀(発)緊急放流バルブ新設工事 ・緊急放流バルブ新設　１式 2022年11月 2023/7/3 2025/5/28

1 購買 水力 ドローン機体購入
事業所配布機体が経年により性能が劣化したこと。及び、ド
ローン活用計画に合致する機体の購入検討。

2022年10月 - 2022/12/23

2 購買 茨城 石岡第二(発)沈砂池排砂門巻上機取替並びに関連除却
新設：手動ラック式巻上機：1基
除却：リミトルク式巻上機：1基

2022年6月 2023/1/10 2023/1/27

3 購買 茨城 石一（発）蓄電池取替並びに関連除却
蓄電池取替：１組
現地工事、試験調整：１式

2022年8月 2023/1/29 2023/2/9

4 購買 茨城 賀美(発)主要変圧器取替並びに関連除却
主要変圧器購入：１台
現地工事：１式

2022年6月 2023/5//8 2023/6/2

5 購買 茨城

小里川(発)取引用計量装置他改良並びに関連除却
賀美(発)取引用計量装置他改良並びに関連除却
里川(発)取引用計量装置他改良並びに関連除却
中里(発)取引用計量装置他改良並びに関連除却
石一(発)取引用計量装置他改良並びに関連除却

取引用計量装置他購入：各所１式
現地工事：各所１式

2022年6月 2023/5/8 2024/2/1

6 購買 三島 内野(発)遠方監視制御装置取替並びに関連除却

保守困難設備である遠方監視制御装置（ＳＴＣ4100型(明
電舎)）を取替。
1.物品購入
　遠方監視制御装置　１面
2.現地工事　１式

2022年8月 2023/11/2 2023/12/1

7 購買
富士箱根
伊豆PT

半野(発)監視制御装置他購入

監視制御装置他　　  1組
直流電源装置　　　1組
据付工事　1式
試験調整　1式

2022年10月 2024/5/13
2024/9/9

(2024/5/13)

8 購買 埼玉 二瀬発電所取水口制水門巻上機他取替関連除却

老朽化し腐食が進行している門扉の取替及び巻上機の改
良を行う。
巻上機改良：１式（ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ、電動機、減速機、ベース、休
止装置、補器類の取替）
門扉：１式
操作盤：１式

2022年6月 2022/10/3 2023/3/3

9 購買 荒川水系 川又発電所非常用発電機購入

物品購入
　・非常用発電機
　・燃料庫
　・試運転調整

2022年8月 2023/8/21

10 購買 荒川水系 川又発電所遠方監視制御装置購入
・物品購入（TC）
・据付工事

2022年12月 2023/12/4 2024/2/23



1 委託 三島 雨畑川（発）稲又谷取水設備構造設計 取水設備再構築の構造設計を委託する。 2022年6月 2022/8/8 2023/2/17

2 委託 三島 三島（事）水路設備塗装有害物質処理委託
水路設備の塗膜有害物質の処理費

猫沢：沈砂池排砂門巻上機、沈砂池自動除塵機
2023年1月 2023/3/10 2023/3/24

  


