
          
第３回資料閲覧一覧表（別紙1）

番号 資料名称又は内容 作成年度又は年月 貸与資料 番号 備考

1 西谷浄水場沈殿池改良工事（その６）次亜・ＰＡＣ注入電気設備（1/5～5/5） 平成12年11月 貸与資料３ ※１

2 西谷浄水場沈殿池改良工事（その５）（機械設備）（1/3～3/3） 平成12年10月 貸与資料３ ※１

3 西谷浄水場西谷塩素注入設備改良工事（その４）[電気設備]（1/4～4/4） 平成18年10月 貸与資料３ ※１

4 西谷浄水場計装設備改良工事 計装図・施工図・機器仕様・試験成績表（1/2） 平成8年3月 貸与資料３ ※１

5 西谷浄水場計装設備改良工事 取扱説明書（2/2） 平成8年3月 貸与資料３ ※１

6 西谷浄水場薬品注入設備 機器関係（1/5） 昭和49年度 貸与資料３ ※１

7 西谷浄水場薬品注入設備 電気関係（次亜）（2/5） 平成6年3月 貸与資料３ ※１

8 西谷浄水場薬品注入設備 電気関係（次亜以外）（3/5） ― 貸与資料３ ※１

9 西谷浄水場薬品注入設備 試験成績書　取扱説明書（次亜）（4/5） 平成6年3月 貸与資料３ ※１

10 西谷浄水場薬品注入設備 試験成績・取扱説明書（次亜以外）（5/5） ― 貸与資料３ ※１

11  鶴ケ峰浄水場　西谷・鶴ケ峰自動水質監視装置設置工事（その１）[浄水用設置工事]  平成14年2月 本工事対象外のため削除

12 西谷浄水場ＰＡＣ・硫酸注入設備改良工事（機器図面1/2） 平成28年3月 貸与資料３ ※１

13 西谷浄水場ＰＡＣ・硫酸注入設備改良工事（機器図面、検査成績表、取扱説明書2/2） 平成28年3月 貸与資料３ ※１

14 西谷浄水場西谷塩素注入設備改良工事（その３）[機械設備]（1/2・2/2） 平成18年10月 貸与資料３ ※１

15 西谷浄水場水質計器更新工事（1/2・2/2） 平成21年度 貸与資料３ ※１

16 西谷浄水場１号池沈殿池改良工事（汚泥掻寄機・採水ポンプ） 平成11年3月 貸与資料３ ※１

17 西谷浄水場３号池沈殿池改良工事（汚泥掻寄機） 平成14年3月 貸与資料３ ※１

18 西谷浄水場４号池沈殿池改良工事（汚泥掻寄機） 平成13年3月 貸与資料３ ※１

19 西谷浄水場沈殿池改良工事（その３）（沈降装置） 平成11年度 貸与資料３ ※１

20 西谷浄水場沈殿池改良工事（その７）（沈降装置） 平成12年度 貸与資料３ ※１

21 西谷浄水場沈殿池改良工事（その13）（沈降装置） 平成13年度 貸与資料３ ※１

22  西谷浄水場沈殿池改良工事フロキュレータ設備（４号池）  平成12年 -
本工事対象外のため削除しましたが、

一部抜粋し149とし貸与します。

23  西谷浄水場　西谷沈殿池傾斜板装置修繕  平成19年 -
本工事対象外のため削除しましたが、

一部抜粋し150とし貸与します。

24 西谷浄水場着水井　水質計器室棟新築工事（設備） 平成21年度 貸与資料３ ※１

25 西谷浄水場スラリー循環ポンプ設置工事 平成17・18年度 貸与資料３ ※１

26 西谷浄水場沈殿池改良工事（その11）（1/2・2/2）硫酸注入電気設備 平成13年10月 貸与資料３ ※１

27 西谷浄水場沈殿池改良工事（その19）（pH調整機械設備） 平成15年3月 貸与資料３ ※１

28 西谷浄水場沈殿池改良工事（その20）（pH調整機械設備） 平成15年3月 貸与資料３ ※１

29 西谷浄水場粒子計更新工事 平成24年３月 貸与資料３ ※１

30 ４拡西谷浄水場竣功図 昭和23年度 貸与資料１ 旧ろ過池

31 西谷浄水場着水井築造工事並びに急速ろ過池取壊し工事　１～25 昭和47年度 貸与資料１ 31と32は同一の資料となっています。

32 西谷浄水場着水井築造工事並びに緩速濾過池取壊し工事　その１～その25 昭和47年度 貸与資料１ 31と32は同一の資料となっています。

33 西谷浄水場沈澱池築造工事  竣功図　その１～その16 昭和47年度 貸与資料１

34 西谷浄水場沈澱池内装設備工事其の１　竣功図　その１～その６ 昭和47年度 貸与資料１

35 西谷浄水場沈澱池内装設備工事其の２　竣功図　その１～その27 昭和47年度 貸与資料１

36 西谷浄水場連絡管布設工事（その１）　竣工図１～18 昭和48年度 貸与資料１

37 薬品注入設備工事（その１）(１～21) 昭和48年度 貸与資料１ 旧薬注

38 西谷洗浄水槽築造工事竣功図　その１～その38 昭和48年度 貸与資料１

39 西谷浄水場薬品注入設備工事（その２薬注）竣工図 昭和49年度 貸与資料１ 旧薬注

40 西谷浄水場塩素注入設備耐震工事　苛性ソウダーポンプ 昭和49年度 貸与資料１

41 西谷浄水場急速濾過池築造工事　竣功図　その１～59 昭和49年度 貸与資料１

42 西谷配水池築造工事（その１）竣功図 昭和50年度 貸与資料１

43 西谷浄水場排水溝築造工事 昭和51年度 貸与資料１

44 西谷配水池築造工事（その２） 昭和52年度 貸与資料１

45 西谷浄水場配水池連絡布設工事 昭和53年度 貸与資料１

46 西谷配水池整備工事（その１）竣工図 昭和54年度 貸与資料１



          
番号 資料名称又は内容 作成年度又は年月 貸与資料 番号 備考

47 西谷逆洗配管改良工事　(１～３) 昭和56年度 貸与資料１

48 北側放水路整備工事 昭和56年度 貸与資料１

49 緊急遮断弁設置工事（その３） 昭和58年度 貸与資料１ 西谷１号配水池

50 西谷天日乾燥床築造工事（その１） 昭和58年度 貸与資料１

51 西谷浄水場中間塩素工事 昭和61年度 貸与資料１

52 西谷浄水場沈澱池設備改良工事　（その２） 平成9年度 貸与資料１ １・２号池フロキュレーター

53 西谷浄水場沈澱池設備改良工事 平成10年度 貸与資料１ 排泥弁

54 西谷浄水場沈澱池改良工事（その１）（沈澱装置） 平成11年度 貸与資料１

55 西谷洗浄水槽耐震補強工事 平成11年度 貸与資料１

56 西谷浄水場沈殿池改良工事（その８）（汚泥掻寄装置） 平成12年度 貸与資料１

57 西谷浄水場沈澱池改良工事（その３）（沈澱装置） 平成12年度 貸与資料１

58 西谷濾過池横φ１００ミリ給水管取替工事 平成13年度 貸与資料１

59 西谷浄水場沈澱池改良工事　（その７）（沈降装置）　完成図　（その１）～（その19） 平成13年度 貸与資料１

60 都岡幹線φ３８インチ送水管　更新工事（その１）西谷浄水場内　(１～４４) 平成18年度 貸与資料１

61 都岡幹線φ３８インチ送水管更新及び西谷流入管φ１０００㎜バイバス管新設工事(１～５８) 平成18年度 貸与資料１

62 都岡幹線φ３８インチ送水管更新工事（その８） 平成18年度 貸与資料１

63 都岡幹線φ３８インチ送水管更新工事（その９） 平成18年度 貸与資料１

64 決第浄２５６号　西谷着水井耐震補強工事 平成19年度 貸与資料１

65 工業用水道　川島町ほか１か所　φ４００ｍｍ配水管布設替工事 平成19年度 貸与資料１

66 西谷３号配水池耐震補強工事１～15 平成20年度 貸与資料１

67 西谷浄水場沈でん池耐震補強工事 平成23年度 貸与資料１

68 横浜水道記念館噴水池改良工事（土木工事）（その２） 平成30年度 貸与資料１

69 西谷浄水場電力設備改良工事（高圧電力設備）完成図(1/4～4/4) 平成17年度 貸与資料３ ※１

70 西谷浄水場電力設備改良工事（その２）（低圧電力設備）完成図（1/9～9/9） 平成17年度 貸与資料３ ※１

71 西谷浄水場電気設備改良工事(その３)（ろ過池電気設備）完成図（1/2・2/2） 平成17年度 貸与資料３ ※１

72 西谷浄水場計装設備改良工事（その７）完成図（1/9～9/9） 平成17年度 貸与資料３ ※１

73 西谷浄水場内ポンプ設備改良工事(その２)　完成図[ポンプ設備]（1/3～3/3） 平成20年度 貸与資料３ ※１

74 西谷浄水場計装設備工事（その１）（監視制御設備工事）（1/30～30/30） 平成22年度 貸与資料３ ※１

75 西谷浄水場非常用自家発電設備更新工事（その１）（自家発電設備工事）（1/3・2/3・3/3） 平成24年10月 貸与資料３ ※１

76  西谷浄水場非常用自家発電設備更新工事（機械設備）  平成24年10月 75に含まれているため削除

77 西谷浄水場無停電電源設備更新工事 平成26年度 貸与資料３ ※１

78 西谷構内水銀灯工事 昭和52年度・平成3年度 貸与資料３ ※１

79 企業団横浜局杭位置変更に伴う基礎検討書 ― 貸与資料１

80 企業団横浜局鉄塔基礎計算書 平成12年度 貸与資料１

81 企業団横浜局鉄塔構造計算書 平成12年度 貸与資料１

82 企業団横浜局鉄塔数量計算書 平成12年度 貸与資料１

83 企業団横浜局相互データ伝送用光ケーブル修繕工事 平成16年度 貸与資料１

84 企業団横浜局データ通信設備更新工事 平成27年度 貸与資料１

85 企業団西谷局ＫＤＤＩ工事図面 平成31年度 貸与資料１

86 企業団横浜局無線通信設備更新工事 平成12年12月 貸与資料１

87 横浜市消防局西谷送受信所新築工事（企業団鉄塔） ― 貸与資料１

88 横浜市防災鉄塔構造計算書 平成6年度 貸与資料１

89 西谷無線中継所鉄塔塗装改修その他工事 平成31年3月 貸与資料１

90 着水井水質計器室新築工事　竣工図 平成21年度 貸与資料１ ②原水水質計器室

91 西谷水処理実験施設改良工事　設計図 平成16年度 貸与資料１ ③硫酸貯留棟

92 西谷浄水場沈殿池改良工事（その５）建築 平成12年度 貸与資料１ ⑥混和池、⑦沈でん池上屋

93 急速濾過池吹抜廊下及び監視室設計図 昭和28年度 貸与資料１ ⑩急速ろ過池上屋

94 西谷浄水場管理棟築造工事　竣工図 昭和49年度 貸与資料１



          
番号 資料名称又は内容 作成年度又は年月 貸与資料 番号 備考

95 西谷浄水場管理棟　耐震改修工事　竣工図 平成20年度 貸与資料１

96 西谷浄水場管理棟改修工事　設計図 平成31年度 貸与資料１

97 西谷浄水場管理棟耐震補強設計委託報告書 平成元年度 貸与資料３ ※１

98 ポンプ室・次亜塩素室外壁補修　設計図 昭和62年度 貸与資料１ ㉒ポンプ室

99 西谷浄水場電気室改良工事（その５）[旧塩素室棟建築改良工事]完成図 平成16年度 貸与資料１ ㉓～㉕塩素室

100 西谷浄水場自家発棟ほか外壁等改修工事　完成図 平成19年度 貸与資料１

101 横浜水道第二拡張誌　竣工図 大正４年度 貸与資料１ ㉛歴史的建造物

102 西谷浄水場管理棟及び木工所修繕工事　完成図 平成５年度 貸与資料１ ㉜工作場

103 西谷浄水場倉庫移築工事完成図 昭和60年度 貸与資料１ ㉜総合倉庫

104 西谷浄水場旧管理棟建物改修工事　完成図 昭和61年度 貸与資料１ ㉜水道記念館

105 西谷浄水場旧工事部棟建物改修工事　竣工図 ― 貸与資料１ ㉜水道技術資料館

106 西谷浄水場本館前コンクリート工事 詳細図 昭和28年度 貸与資料１ ㉜噴水

107 横浜水道記念館広場整備工事　竣工図 昭和62年度 貸与資料１

108 横浜市水道創設百周年記念碑　竣工図 昭和62年度 貸与資料１ ㉜記念碑

109 西谷浄水場測量図 平成29年度 貸与資料１

110 西谷浄水場歴史的建造物基礎調査 報告書　抜粋 平成30年度 貸与資料１

111 地質調査業務委託報告書（昭和46年度、平成10年度、平成25年度、平成29年度、令和２年度） 左記 貸与資料１

112 探査ボーリング成果物（平成28年度、平成30年度） 左記 貸与資料１

113 西谷浄水場ろ過池更生工事に係る作業マニュアル ― 貸与資料３ ※１

114 西谷系配水池清掃作業等に係る作業マニュアル ― 貸与資料３ ※１

115 西谷沈殿池清掃作業等に係る作業マニュアル ― 貸与資料３ ※１

116 構内用水系統図 ― 貸与資料３ ※１

117 基本計画報告書 平成31年度 貸与資料１

118 第８回拡張工事しゅん功図集〔Ⅰ〕　－浄水工事・西谷浄水場－ 昭和49年度他 貸与資料１

119 水道施設概要図 令和２年度 貸与資料１

120 西谷浄水場計装設備更新工事（その６）（遠方監視無線設備工事）（1/7～7/7） 平成22年度 貸与資料３ ※１

※１　第３回資料閲覧では、第１回資料閲覧の紙資料を電子化し、貸与します。

第２回資料閲覧時追加資料一覧

番号 資料名称又は内容 作成年度又は年月 貸与資料 番号 備考

121 『周期対策のための粒状活性炭処理実験』　共同研究　実験報告書 令和元年度 貸与資料２

122 西谷浄水場再整備事業基本計画見直し及び設計条件整理業務委託検討書　（基本構想報告書） 平成30年度 貸与資料２

第３回資料閲覧時追加資料一覧

番号 資料名称又は内容 作成年度又は年月 貸与資料 番号 備考

123 西谷浄水場　西谷塩素注入設備改良工事（その３）[機械設備]完成図書（1/3・2/3・3/3） 平成18年10月 貸与資料３

124 都岡幹線φ38インチ送水管更新工事（その16）[塩素注入設備]完成図書 平成19年3月 貸与資料３

125 西谷浄水場薬品注入監視制御盤改良工事（取扱説明書）（1/4～4/4）完成図書 平成27年3月 貸与資料３

126 西谷浄水場工業計器更新工事（その２）（機器据付工事）完成図書 平成21年度 貸与資料３

127 西谷浄水場水質計器更新工事　完成図書　（1/2・2/2） 平成21年度 貸与資料３

128 西谷浄水場計算機システム免振装置設置工事　完成図書 平成25年度 貸与資料３

129 西谷浄水場侵入防止対策工事（電気工事）　完成図書 平成12年7月 貸与資料３

130 西谷浄水場旧管理棟建物改修工事　構造計算書 昭和60年度 貸与資料３ ㉜水道記念館

131 西谷浄水場沈殿池耐震診断業務委託　報告書 平成20年２月 貸与資料３

132 西谷浄水場沈殿池耐震補強工事　竣工図 平成24年度～平成27年度 貸与資料３

133 平成22年度　西谷浄水場沈殿池耐震補強工事に伴う設計業務委託　報告書（1/2）（2/2） 平成22年度 貸与資料３

134 西谷浄水場着水井ＰＡＣ注入実験報告書 平成30年度 貸与資料３

135 西谷浄水場管理棟改修工事 完成図 令和2年11月 貸与資料３

136 西谷月報（場内）過去５年分【水量月報】・【水質月報】・【薬注月報】・【電力月報】 平成26年度～平成30年度 貸与資料３



          
番号 資料名称又は内容 作成年度又は年月 貸与資料 番号 備考

137 西谷浄水場再整備事業基本計画策定業務委託報告書 平成27年度 貸与資料３

138 基本計画報告書(117)の資料編 平成31年度 貸与資料３

139 川島町ほか1か所φ400mm配水管布設工事 平成19年度 貸与資料３ 工業用水管φ400（場内流出部）

140 工業用水道　坂本町φ400mm配水管布設工事 平成17年度 貸与資料３ 24インチ休止管（新設放流管）

141 川島町φ200mm配水管新設工事 昭和62年度 貸与資料３ 水道道（新設放流管布設箇所）

142 西谷浄水場配水池連絡管布設工事竣工図 昭和52年度 貸与資料３ 西谷幹線（場内北側）

143 西谷浄水場連絡管布設工事（その１）竣工図 昭和47年度 貸与資料３ ２号配水池連絡管

144 西谷浄水場急速ろ過池築造工事竣工図（その25・26） 昭和47年度～昭和49年度 貸与資料３ ろ過池流入管・工水用水管取出部

145 西谷処理場構内連絡管敷設工事（その１、その２）竣工図 昭和35年度 貸与資料３ 排水トンネル

146 西谷着水量増量工事ヒューム管（φ1500mm）布設平面図 昭和36年度 貸与資料３ φ1500排水管

147 西谷１号配水池流出管φ1800mm・φ1350㎜新設管製作及び現場接合工事（その１） 平成15年度 貸与資料３ φ1800西谷幹線（場内東側）

148 野毛山幹線φ1500mm工事（その１） 昭和41年度 貸与資料３ φ1500藤塚幹線(旧野毛山幹線)

149 西谷浄水場沈殿池改良工事フロキュレータ設備（４号池）　抜粋 平成12年度 貸与資料３

150 西谷浄水場　西谷沈殿池傾斜板装置修繕　抜粋 平成19年度 貸与資料３

151 電力受給契約申込書　抜粋 平成17年度 貸与資料３

152 既設埋設配管図（ＣＡＤデータ） ― 貸与資料３ 追加


