
このメール配信サービスは、事業団が発注する建設工事に係る入札
公告情報を、配信を希望する事業者（会員）にメールにておしらせ
するサービスです。

JS有資格者名簿登録者様へ

入札公告情報メール配信サービス登録のお願い

▼入札・契約情報検索サイト（こちらより登録できます）

https://www.jswa.go.jp/bid/nyusatsu/control/register.php

▼問い合わせ先
事業統括部 事業調整課（TEL: 03-6361-7830）

▼登録・運用開始日
令和2年7月1日（水）

━━━━━━━━━━━━━━
【 日本下水道事業団 入札情
報メール 】
━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、日本下水道事業
団ホームページより、会員登録
をしていただいている皆様に対
して、入札情報をお知らせする
ものです。

【入札公告の概要】
1.発注件名

●●●●・・・・
2.発注事務所

●●●●・・・・
3.公告日

●●●●・・・・
4.競争参加資格確認申請書の提
出期限

●●●●・・・・
5.履行場所

●●●●・・・・

配信メールのイメージ

配信を希望する事業者の皆様は、事業団
ホームページ内「入札・契約情報サイ
ト」より、ご自身で会員登録をすること
ができます。
また、これに係る費用は発生しません。

事業団では、より多くの事業者の皆様に
入札に参加していただきたいと考えてお
ります。
是非ともご登録をお願い申し上げます。



日本下水道事業団TOP

会員登録入口

入札・契約情報検索サイト



 
地方共同法人

日本下水道事業団
土木・建築工事の
発注に関するご案内

令和４年度
上半期公表

JSの 
ホームページ 

から登録 
できます 

本社 北海道総合事務所 東北総合事務所 関東・北陸総合事務所

03-6361-7800 011-222-5531 022-221-1350 03-3818-1211

東海総合事務所 近畿総合事務所 中国・四国総合事務所 九州総合事務所

052-977-3811 06-4977-2500 086-244-7331 093-583-3191

Point 1 入札公告の最新情報をお届けします。
Point 2 都道府県、工種・等級で配信してほしい

工事の条件を設定できます。
Point 3 会員登録、年会費等は無料です。

JSの組織

受注環境改善に向けた取り組み

入札公告情報配信サービスを行っています

工事の入札公告情報をご登録のメールアドレスに配信します

お問い合わせ先（電話番号）

https://www.jswa.go.jp/
［入札情報メールの会員登録、一般競争参加資格の申請はホームページから］

ホームページ

〒113-0034 東京都文京区湯島二丁目31番27号 湯島台ビル

工事の監督員は、各都道府県にある事務所の職員等です。
地域密着型の施工管理を行っているため円滑な施工が可能になります。

本社所在地

「有資格者」を随時受付中です

工事への参加には、JSの「有資格者名簿」への登録が必要です

有資格者名簿への登録は、随時受け付けています。
一般競争参加資格審査申請書を受領後、審査申請日の属する月の
翌月10日に登録され、JSホームページに名簿を公表しています。

JSの組織・お問い合わせ先

２ 設計変更に柔軟に対応します（設計変更ガイドラインを公表）

３ 入札説明書等の電子化（無償ダウンロード可）

４ 経費はしっかりと確保します

１ 入札参加資格要件を大幅に緩和しています

評　議　員　会

役員 監事

本社

経営企画部 事業統括部 DX戦略部ソリューション
推進部 技術開発室 国際戦略室 監査室 研修センター

九州
総合事務所

中国・四国
総合事務所

近畿
総合事務所

夢洲
プロジェクト推進室

東海
総合事務所

関東・北陸
総合事務所

東北
総合事務所

北海道
総合事務所

西日本
設計センター

東日本
設計センター

復旧・復興
支援室

5事務所 9事務所 1事務所 4事務所 8事務所 7事務所

上席審議役

事業管理審議役

技術開発審議役

審議役



【参考】JS発注の土木・建築工事 過去５年間の契約実績

等級 全体工事費 等級 全体工事費
A ９億円以上 C ３千５百万円以上３億５千万円未満
B ３億５千万円以上９億円未満 D ３千５百万円未満

等級区分

日本下水道事業団（JS）について

日本下水道事業団（JS）は地方公共団体
の代行・支援機関として下水道事業をライ
フサイクルにわたってサポートします。
♦日本下水道事業団は、地方公共団体（47 都道府県）の出資により設立
　された「地方共同法人」です。下水道の管理主体である地方公共団体
　の支援等を通じて、地方公共団体共通の利益に貢献しています。

♦日本下水道事業団は下水道のプロ人材集団です。地方公共団体からの
　委託を受けて下水道の根幹的施設の建設、維持管理及び技術的援助を
　行うほか、下水道に関する研修、技術の開発・実用化や海外支援等に
　取り組んでいます。

JSの職員数

事務職 約200人

技術職 約560人

約1500ヵ所
（日本の処理場の約７割を

新築・再構築）

管　渠 約280ヵ所

約980ヵ所
（うち雨水ポンプ場

約390ヵ所） 

下水処理場

ポンプ場

JSの実績

JSの工事の発注

JS土木・建築工事全体の
８割近くを地元企業が受注！

（H29～R３に契約した計808件のうち632件）

◆ JSは、委託を受けた下水道施設（処理場、ポンプ場等）の
新設、改築、耐震化の工事を発注します。

◆ JSの発注方法は、原則すべてが一般競争入札です。

◆ 全体工事費が９億円未満の工事は、条件を満たす
地元企業が競争参加できることとなっています。

◆ 一部の工事では、入札参加者の見積もりを活用する
方式を適用します。

地元企業の 
受注割合 

（JSのB～D等級企業、
JVによる受注を含む）

令和４年度発注予定工事（一般土木・建築工事）政策形成
支援

汚泥処理
（資源･エネルギー

利活用等）

下水道
ソリューション
パートナー

下水道
ナショナルセンター

国際展開

再構築
新増設

浸水対策

人材育成

技術開発・
新技術導入

災害対策

78.2%78.2%

21.8%21.8%

計画

維持
管理 設計

下水道事業の
ライフサイクルを

サポート

建設

案件名 工期 
（ヵ月）種別 等

級
入札予定 

（四半期）

■東日本　

石狩湾新港地域公共下水道浄化セ
ンター建設（改修）－2 19 土木 C 第2

札幌市西部スラッジセンター計量
施設建設 27 土木 D 第2

室蘭市中島下水ポンプ場建設-4 20 土木 C 第2

深川市深川浄化センター外建設-4 5 建築 C 第2

浦河町浦河浄化センター外建設
-10 5 建築 C 第2

白糠町白糠下水道管理センター建
設-4 7 建築 C 第2

登米市佐沼環境浄化センター建設
-13 8 土木 C 第2

丸森町神明南雨水ポンプ場建設-2 12 建築 C 第2

丸森町雨水幹線建設 27 土木 A 第4

北秋田市米内沢浄化センター建設
-7 16 土木 C 第2

渡良瀬川下流流域下水道思川浄化
センター建設-14 7 土木 D 第2

佐野市水処理センター建設 15 建築 B 第2

益子町益子浄化センター建設-9 17 土木 B 第2

香取市小見川浄化センター建設 6 土木 C 第2

町田市成瀬クリーンセンター建設
-35 28 土木 C 第3

小矢部川流域下水道二上浄化セン
ター建設-26 18 建築 C 第2

神通川左岸流域下水道神通川左岸
浄化センター建設-13 6 建築 C 第2

富山市岩瀬汚水中継ポンプ場他1
施設建設 6 建築 C 第2

美浜町美浜浄化センター建設-6 8 建築 C 第2

長野市東部浄化センター建設-31 18 建築 C 第2

長野市信州新町浄化センター建設
-2 7 建築 D 第2

長野市西田川ポンプ場建設 23 建築 C 第2

羽島市羽島浄化センター建設-11 19 建築 C 第2

土岐市土岐浄化センター建設-18 18 建築 C 第2

飛騨市古川浄化センター建設-9 18 土木 C 第2

袋井市袋井浄化センター建設-14 18 土木 C 第2

岡崎市六名雨水ポンプ場建設-3 7 土木 C 第2

瀬戸市西部浄化センター建設-22 30 土木 A 第2

東海市天宝ポンプ場建設-7 18 土木 B 第2

清須市堀江ポンプ場建設-4 18 土木 C 第2

桑名市桑名西部第一処理分区管渠
建設-5 19 土木 B 第2

■西日本　
宇治市東宇治浄化センター建設
-31 21 土木 C 第2

亀岡市亀岡年谷浄化センター建設
-28 32 土木 C 第2

京丹後市丹後浄化センター建設 7 建築 C 第2

木津川市加茂浄化センター建設-6 15 土木 C 第3

案件名 工期 
（ヵ月）種別 等

級
入札予定 

（四半期）

柏原市国分第2雨水ポンプ場建設 14 建築 C 第2

藤井寺市小山雨水ポンプ場建設-4 16 建築 C 第2

忠岡町忠岡雨水ポンプ場建設-3 18 建築 C 第2

田尻町吉見ポンプ場建設-7 8 建築 C 第2

姫路市八家川第六ポンプ場建設 42 土木 A 第4

西宮市西宮処理場枝川浄化センター
建設-3 25 土木 A 第2

大和郡山市郡山ポンプ場建設 10 建築 C 第2

天理市嘉幡雨水ポンプ場建設-2 15 建築 C 第2

湯浅町栖原ポンプ場建設-3 10 土木 D 第2

白浜町白浜浄化センター建設-11 15 土木 C 第2

鳥取市浜村浄化センター建設-5 7 土木 C 第2

八頭町竹ノ下排水区雨水幹線建設
-2 8 土木 C 第2

児島湖流域下水道浄化センター建
設-65 19 土木 C 第2

高梁市落合雨水ポンプ場建設 40 土木 B 第3

吉備中央町吉備高原浄化センター
建設 8 土木 C 第3

大竹市大竹下水処理場建設 20 土木 C 第2

廿日市市廿日市浄化センター建設
-17 9 建築 C 第2

廿日市市友和浄化センター建設-4 19 土木 C 第2

山口市小郡浄化センター建設-22 19 土木 C 第2

長門市東深川浄化センター建設 18 土木 C 第2

柳井市東土穂石雨水ポンプ場建設
-3 6 建築 C 第2

鳴門市撫養ポンプ場建設-9 8 土木 C 第2

丸亀市丸亀浄化センター建設-7 15 土木 C 第2

丸亀市今津ポンプ場建設 29 土木 C 第3

宇和島市城南雨水ポンプ場建設 39 土木 A 第4

宇和島市大浦雨水排水ポンプ場建
設 26 土木 B 第4

西条市三津屋雨水ポンプ場建設-3 20 土木 B 第2

浦戸湾東部流域下水道高須浄化セ
ンター建設-34 18 土木 C 第2

香南市みどり野汚水中継ポンプ場
建設 8 土木 C 第2

越知町越知浄化センター建設-6 20 土木 C 第2

鳥栖市鳥栖浄化センター建設-18 18 土木 C 第2

武雄市武雄浄化センター建設-5 14 土木 C 第2

大津町大津浄化センター建設-17 10 土木 C 第2

中津市角木雨水ポンプ場建設-2 7 土木 C 第2

三股町三股中央浄化センター建設
-8 34 土木 A 第3

石垣市石垣西浄化センター他建設
-7 7 土木 C 第2

うるま市石川終末処理場建設-16 7 土木 C 第2

宮古島市宮古島浄水管理センター
建設-8 6 土木 C 第2

※詳細はJSホームページに掲載しています。

年度
地元企業 地元企業以外

件数 割合 件数 割合

平成29 131 72.0％ 51 28.0％

平成30 139 85.8％ 23 14.2％

令和元 125 82.2％ 27 17.8％

令和２ 119 74.8％ 40 25.2％

令和３ 118 77.1％ 35 22.9％

計 632 78.2％ 176 21.8％




