
水槽清掃業務仕様書 

 

第１章  総 則 

 

第１条 本委託業務仕様書は，「市営住宅等水槽清掃業務」に使用し，仕様書，

図面等に基づいて誠実に履行しなければならない。 

 

第２条 受託者は，本委託業務について次号の関係書類を提出しなければならな

い。 

１ 業務着手前に提出する書類 

（１）業務委託契約履行着手届    １部 

（２）現場代理人及び主任技術者届      １部 

（３）業務作業表         １部 

（４）清掃作業従事者の健康診断結果書及び最近一ヶ月以内に実施した検便

（赤痢菌，サルモネラ菌，病原性大腸菌）の結果表の写し １部 

２ 業務完了後に提出する書類 

（１）業務契約完了届     １部 

（２）業務写真帳     １部 

（３）作業報告書     １部 

（４）清掃確認書     １部 

（５）水質検査報告書     １部 

（６）水道料金納入通知書兼領収書の写し  １部 

（７）その他必要なもの    １部 

 

第３条  受託者は，現場代理人及び主任技術者を定めなければならない。なお，

現場代理人は，作業中現場に常駐し，技術上の管理及びその他の管理を，

図らなければならない。 

 

第４条 業務中，既設工作物等に損害を与えた場合は，ただちに本市係員（以下

「係員」という。）に報告し，受託者の責任において弁償復旧しなければ

ならない。 

 

第５条 本市検査員の検査に合格しない場合，受託者は遅滞なく，不良箇所の再

履行を行い，再検査を受けなければならない。 

 

第２章  履行細則 

 

第６条 施設概要・・・・・・・・・・・別紙のとおり（簡易水道を含む） 

 



第７条 業務内容  

１ 排水 

水槽内の排水は水中ﾎﾟﾝﾌﾟその他で，市営住宅内排水桝に排出し，漏水等

に十分注意しなければならない。 

２ 水槽内清掃 

業務に当たっては，環境省監修「建築物環境衛生維持管理要領」を参考

に，安全，確実に行うこと。特に清掃従事者の健康管理については十分に

注意しなければならない。 

３ 清掃 

周囲の枝木・落ち葉の堆積を除去し，点検清掃が容易に出来るようにす

ること。 

 

第８条 点検報告事項 

業務終了後，「受水槽及び高架水槽清掃業務報告書」を作成するととも

に，次号の点検を行い，その結果と改良及び不良箇所の報告を行なわなけ

ればならない。 

１ 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ注油及び保守点検 

２ 水位警報装置保守点検 

３ 配電盤保守点検 

４ 各種ﾊﾞﾙﾌﾞ点検 

５ 防露設備点検 

６ ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ部分点検 

７ 漏水及び亀裂の有無 

８ 圧力ﾀﾝｸ開放点検調整 

９ 受水槽高架水槽容量の確認 

10 その他必要なこと 

 

第９条 水質試験 

清掃後，水道法第４条（水質基準）の項目について，水質検査を実施しなけ

ればならない。 

 

第 10 条 その他 

１ 業務中に使用した水道料金は，受託者において水道局に納入しなければ

ならない。 

２ 関係車両の搬入時及び業務中，付近住民等との事故等が発生しないよう，

十分に注意しなければならない。                           

３ 実施日時等については，係員等と協議のうえ決定し，事前に入居者に通

知しなければならない。 

４ その他不明な点については，係員等の指示及び協議に基づいて作業しな

ければならない。



別紙 

（北区） 

  １ 岡西市営住宅９－１８番館   

        受水槽   正実容量 ９．５０㎥  有効容量 ７．００㎥ 

        受水槽   副実容量 ９．５０㎥  有効容量 ７．００㎥ 

        高架水槽     実容量 ６．５０㎥  有効容量 ３．８０㎥ 

  ２ 岡西市営住宅１０－２４番館 

          受水槽   正実容量 ４．００㎥  有効容量 ３．５０㎥ 

          受水槽   副実容量 ４．００㎥  有効容量 ３．５０㎥ 

          高架水槽     実容量 １．５０㎥  有効容量 １．００㎥ 

３ 東谷市営住宅            

          受水槽   正実容量 ６．８０㎥  有効容量 ５．８０㎥ 

          受水槽   副実容量 ６．８０㎥  有効容量 ５．８０㎥ 

          高架水槽     実容量 ７．２０㎥  有効容量 ６．００㎥ 

  ４ 石井谷市営住宅            

          受水槽   正実容量 ６．５０㎥  有効容量 ５．４０㎥ 

          受水槽   副実容量 ６．５０㎥  有効容量 ５．４０㎥ 

          高架水槽     実容量 ３．５０㎥  有効容量 ２．７０㎥ 

５ いわい市営住宅Ｃ３０２番館            

          受水槽   正実容量 ８．００㎥  有効容量 ６．４０㎥ 

          受水槽   副実容量 ８．００㎥  有効容量 ６．４０㎥ 

          高架水槽     実容量 ３．００㎥  有効容量 ２．３０㎥ 

６ いわい市営住宅Ｃ４０１番館            

          高架水槽     実容量 ５．００㎥  有効容量 ３．６０㎥ 

７ 北長瀬みずほ住座  

          受水槽     実容量 １４０．００㎥  有効容量１００．００㎥ 

８ 津高市営住宅Ｃ３０１番館            

          受水槽   正実容量１２．００㎥  有効容量１０．２０㎥ 

          受水槽   副実容量１２．００㎥  有効容量１０．２０㎥ 

          高架水槽     実容量 ４．００㎥  有効容量 ２．４０㎥ 

９ 津高市営住宅Ｄ３０２番館 

          高架水槽     実容量 ４．００㎥  有効容量 ２．４０㎥ 

10 津高市営住宅Ｄ３０３番館 

          高架水槽     実容量 ４．００㎥  有効容量 ２．４０㎥ 

11 下内田市営住宅１４番館 

          高架水槽     実容量 ４．８０㎥  有効容量 ３．１０㎥ 

12 下内田市営住宅１５番館 

          高架水槽     実容量 ４．８０㎥  有効容量 ３．１０㎥ 

13 下内田改良住宅６番館  

          受水槽   正実容量１２．４０㎥  有効容量 ９．５０㎥ 



          受水槽   副実容量１２．４０㎥  有効容量 ９．５０㎥ 

          高架水槽     実容量 ５．７０㎥  有効容量 ２．８０㎥ 

14 下内田改良住宅８番館            

          受水槽     実容量  ８．１０㎥  有効容量 ５．４０㎥ 

          高架水槽    実容量  ２．２０㎥  有効容量 １．４０㎥ 

15 下内田改良住宅９番館            

          受水槽     実容量 １１．４０㎥  有効容量 ８．８０㎥ 

          高架水槽    実容量  ２．６０㎥  有効容量 ２．２０㎥ 

16 下内田改良住宅１０番館            

          受水槽     実容量  ５．４０㎥  有効容量 ４．５０㎥ 

          高架水槽    実容量  １．７０㎥  有効容量 １．２０㎥ 

17 下内田改良住宅１１番館            

          受水槽     実容量  ５．１０㎥  有効容量 ３．８０㎥ 

          高架水槽    実容量  １．８０㎥  有効容量 １．４０㎥ 

18 下内田改良住宅１２番館            

          受水槽     実容量  ８．７０㎥  有効容量 ６．９０㎥ 

          高架水槽    実容量  ３．６０㎥  有効容量 ２．９０㎥ 

19 下内田改良住宅１３番館  

         受水槽   正実容量２５．００㎥  有効容量２０．００㎥ 

          受水槽   副実容量２５．００㎥  有効容量２０．００㎥ 

          高架水槽     実容量 ６．５０㎥  有効容量 ５．１０㎥ 

20 下内田白鳩の家３番館   

          受水槽   正実容量 ４．００㎥  有効容量 ３．２０㎥ 

          受水槽   副実容量 ４．００㎥  有効容量 ３．２０㎥ 

          高架水槽     実容量 ３．５０㎥  有効容量 ２．７０㎥ 

21 二日市市営住宅 

          受水槽     実容量  ３．４０㎥  有効容量 ２．５０㎥ 

          高架水槽    実容量  １．６０㎥  有効容量 １．３０㎥ 

22 岡南町市営住宅２－１６番館 

          受水槽     実容量  ５．５０㎥  有効容量 ４．２０㎥ 

          高架水槽    実容量  ２．３０㎥  有効容量 １．９０㎥ 

23 岡南町改良住宅２－７番館            

          受水槽     実容量  ５．９０㎥  有効容量 ４．６０㎥ 

          高架水槽    実容量  ２．３０㎥  有効容量 １．９０㎥ 

24 岡南町改良住宅２－８番館            

          高架水槽    実容量  ２．３０㎥  有効容量 １．７０㎥ 

25 十日市改良住宅７－２番館 

          受水槽     実容量  ７．００㎥  有効容量 ５．１０㎥ 

          高架水槽    実容量  ３．６０㎥  有効容量 ２．５０㎥  

26 十日市改良住宅３－６番館 



          受水槽     実容量  ６．４０㎥  有効容量 ４．７０㎥ 

          高架水槽    実容量  ２．３０㎥  有効容量 １．７０㎥ 

27 青江市営住宅 

          受水槽    正実容量 １２．５０㎥  有効容量 ９．００㎥ 

          受水槽  副実容量  ４．００㎥  有効容量 ３．２０㎥ 

          高架水槽    実容量  ２．３０㎥  有効容量 １．７０㎥ 

 

（中区） 

28 花園市営住宅５－１７番館   

          受水槽   正実容量１５．００㎥  有効容量１１．６０㎥ 

          受水槽   副実容量１５．００㎥  有効容量１１．６０㎥ 

          高架水槽     実容量 ３．３７㎥  有効容量 ２．７０㎥ 

29 花園市営住宅５－２０番館 

          高架水槽     実容量 ２．７０㎥  有効容量 ２．１０㎥ 

30 湊市営住宅 

          受水槽   正実容量３１．５０㎥  有効容量２５．７０㎥ 

          受水槽   副実容量２１．００㎥  有効容量１７．２０㎥ 

          高架水槽     実容量２５．００㎥  有効容量１７．２０㎥ 

31 平井市営住宅１番館 

          受水槽   正実容量１８．５０㎥  有効容量１５．００㎥ 

          受水槽   副実容量１８．５０㎥  有効容量１５．００㎥ 

          高架水槽     実容量 ８．１０㎥  有効容量 ５．６０㎥ 

32 平井市営住宅９番館 

          受水槽   正実容量１６．５０㎥  有効容量１２．４０㎥ 

          受水槽   副実容量１６．５０㎥  有効容量１２．４０㎥ 

          高架水槽     実容量 ６．２０㎥  有効容量 ３．６０㎥ 

33 平井市営住宅１３番館  

          受水槽   正実容量１８．１０㎥  有効容量１３．８０㎥ 

          受水槽   副実容量１８．１０㎥  有効容量１３．８０㎥ 

          高架水槽     実容量 ６．３０㎥  有効容量 ５．００㎥ 

34 海吉市営住宅Ｄ３０２番館  

          受水槽   正実容量１６．００㎥  有効容量１２．００㎥ 

          受水槽   副実容量１６．００㎥  有効容量１２．００㎥ 

          高架水槽     実容量 ４．４０㎥  有効容量 ３．５０㎥ 

35 海吉市営住宅Ｃ３０３番館  

          高架水槽     実容量 ４．４０㎥  有効容量 ３．５０㎥ 

36 高島市営住宅Ｃ４０１番館 

          受水槽    実容量 ５．７０㎥    有効容量 ４．３０㎥ 

          高架水槽     実容量 ３．２０㎥    有効容量 ２．４０㎥ 

37 高島市営住宅Ｃ４０２番館 



          受水槽    実容量 ６．４０㎥  有効容量 ４．７０㎥ 

          高架水槽     実容量 ９．８０㎥  有効容量 ８．７０㎥ 

38 高島市営住宅Ｃ４０３番館 

          受水槽    実容量 ６．７０㎥  有効容量 ５．９０㎥ 

          高架水槽     実容量 ７．１０㎥   有効容量 ６．３０㎥ 

39 高島市営住宅Ｃ４０４番館 

          受水槽    実容量 ７．９０㎥    有効容量 ５．９０㎥ 

          高架水槽     実容量 ７．７０㎥    有効容量 ６．４０㎥ 

40 高島市営住宅Ｃ４０５番館 

          受水槽    実容量 ８．００㎥    有効容量 ５．７０㎥ 

          高架水槽     実容量 ３．６０㎥    有効容量 ２．６０㎥ 

41 高島市営住宅Ｃ４０６番館 

          受水槽    実容量 ６．８０㎥    有効容量 ５．９０㎥ 

          高架水槽     実容量 ７．９０㎥    有効容量 ６．６０㎥ 

42 高島市営住宅Ｃ４０７番館 

          受水槽    実容量 ７．５０㎥    有効容量 ５．５０㎥ 

          高架水槽     実容量 ７．９０㎥    有効容量 ６．１０㎥ 

43 高島市営住宅Ｃ４０８番館 

          受水槽    実容量 ７．５０㎥    有効容量 ５．５０㎥ 

          高架水槽     実容量 ７．９０㎥    有効容量 ６．１０㎥ 

44 高島市営住宅Ｃ４０９番館 

          受水槽    実容量 ７．８０㎥    有効容量 ６．００㎥ 

          高架水槽     実容量 ８．３０㎥    有効容量 ６．６０㎥ 

45 高島市営住宅Ｄ４０１番館 

          受水槽    実容量 ５．４０㎥    有効容量 ４．００㎥ 

          高架水槽     実容量 ５．８０㎥    有効容量 ４．６０㎥ 

46 高島市営住宅Ｄ４０２番館 

          受水槽   正実容量 ６．８０㎥    有効容量 ５．９０㎥ 

          高架水槽    正実容量１０．７０㎥    有効容量 ８．９０㎥ 

47 高島市営住宅Ｄ４０３番館 

          受水槽   正実容量 ６．５０㎥    有効容量 ５．７０㎥ 

          高架水槽    正実容量１０．４０㎥    有効容量 ７．６０㎥ 

48 高島市営住宅Ｄ４０４番館 

          受水槽   正実容量 ７．１０㎥    有効容量 ５．５０㎥ 

          高架水槽    正実容量１１．００㎥    有効容量 ７．１０㎥ 

49 高島市営住宅Ｄ４０５番館 

          受水槽    実容量 ７．１０㎥    有効容量 ５．６０㎥ 

          高架水槽     実容量 ７．５０㎥    有効容量 ６．３０㎥ 

50 高島市営住宅Ｄ４０６番館 

          受水槽    実容量 ７．３０㎥    有効容量 ５．５０㎥ 



          高架水槽     実容量 ７．９０㎥    有効容量 ６．１０㎥ 

51 高島市営住宅Ｄ４０７番館 

          受水槽    実容量 ７．３０㎥    有効容量 ５．５０㎥ 

          高架水槽     実容量 ７．９０㎥    有効容量 ６．１０㎥ 

52 高島市営住宅Ｄ４０８番館 

          受水槽    実容量 ７．３０㎥    有効容量 ５．５０㎥ 

          高架水槽     実容量 ７．９０㎥    有効容量 ６．１０㎥ 

53 高島市営住宅Ｄ４０９番館 

          受水槽    実容量 ８．００㎥    有効容量 ６．４０㎥ 

          高架水槽     実容量 ３．８０㎥    有効容量 ２．２０㎥ 

54 高島市営住宅Ｄ４１０番館 

          受水槽    実容量 ８．００㎥    有効容量 ６．４０㎥ 

          高架水槽     実容量 ３．８０㎥    有効容量 ２．２０㎥ 

55 国富市営住宅   

          受水槽   正実容量 ４．５０㎥    有効容量 ３．００㎥ 

          受水槽   副実容量 ４．５０㎥    有効容量 ３．００㎥ 

          圧力タンク   実容量 ０．６７㎥ 

56 浜Ａ市営住宅 

          受水槽   正実容量 ９．４０㎥    有効容量 ７．６０㎥ 

          受水槽   副実容量 ９．４０㎥    有効容量 ７．６０㎥ 

高架水槽     実容量 ３．９０㎥    有効容量 ２．００㎥  

57 東ケ丘市営住宅Ｃ５０１番館 

          受水槽    実容量 ６．２０㎥    有効容量 ４．６０㎥ 

          高架水槽   実容量 ３．３０㎥    有効容量 ２．６０㎥ 

58 東ケ丘市営住宅Ｃ５０２番館 

          受水槽    実容量 ６．２０㎥    有効容量 ４．８０㎥ 

          高架水槽   実容量 ３．３０㎥    有効容量 ２．６０㎥ 

59 東ケ丘市営住宅Ｃ５０３番館 

          受水槽    実容量１９．６０㎥    有効容量１５．２０㎥ 

          高架水槽   実容量 ６．６０㎥    有効容量 ５．００㎥ 

60 東ケ丘市営住宅Ｃ５０７番館 

          受水槽    実容量４５．９０㎥    有効容量３５．４０㎥ 

          高架水槽   実容量１３．４０㎥    有効容量１０．６０㎥ 

61 東ケ丘市営住宅Ｃ５０９番館 

          高架水槽   実容量 ８．７０㎥    有効容量 ７．６０㎥ 

62 東ケ丘市営住宅Ｃ５１１番館 

          高架水槽   実容量 ６．００㎥    有効容量 ４．８０㎥ 

63 東ケ丘市営住宅Ｃ５１３番館 

          受水槽    実容量５５．１０㎥    有効容量４４．４０㎥ 

          高架水槽   実容量 ６．００㎥    有効容量 ４．７０㎥ 



64 東ケ丘市営住宅Ｃ５１４番館 

          受水槽   正実容量２２．５０㎥    有効容量１７．５０㎥ 

          受水槽   副実容量２２．５０㎥    有効容量１７．５０㎥ 

高架水槽     実容量 ２．９０㎥    有効容量 ２．５０㎥  

65 東ケ丘市営住宅Ｃ５１６番館 

          高架水槽     実容量 ２．９０㎥    有効容量 ２．３０㎥ 

66 東ケ丘市営住宅Ｃ２１９番館 

          高架水槽     実容量 ８．７０㎥    有効容量 ６．８０㎥ 

67 東岡山Ａ市営住宅 

          受水槽   正実容量 ３．６０㎥    有効容量 ２．６０㎥ 

          受水槽   副実容量 ３．６０㎥    有効容量 ２．６０㎥ 

          高架水槽     実容量 ２．５０㎥    有効容量 １．７０㎥ 

68 東岡山Ｂ市営住宅 1 番館 

          受水槽   正実容量 ８．３０㎥    有効容量 ７．００㎥ 

          受水槽   副実容量 ８．３０㎥    有効容量 ７．００㎥ 

          高架水槽     実容量 ３．００㎥    有効容量 ２．３０㎥ 

69 東岡山Ｂ市営住宅３番館 

          受水槽   正実容量 ５．７０㎥    有効容量 ４．５０㎥ 

          受水槽   副実容量 ５．７０㎥    有効容量 ４．５０㎥ 

          高架水槽     実容量 ３．１０㎥    有効容量 ２．５０㎥ 

70 東岡山Ｄ市営住宅Ｄ３０1 番館 

          受水槽   正実容量 ６．６０㎥    有効容量 ４．８０㎥ 

          受水槽   副実容量 ６．６０㎥    有効容量 ４．８０㎥ 

          高架水槽     実容量 ２．４０㎥    有効容量 ２．１０㎥ 

71 東岡山Ｄ市営住宅Ｄ３０２番館 

          高架水槽     実容量 ２．４０㎥    有効容量 １．８０㎥ 

72 東岡山Ｄ市営住宅Ｄ３０３番館 

          高架水槽     実容量 ２．４０㎥    有効容量 ２．００㎥ 

73 乙多見Ｄ市営住宅 

          受水槽   正実容量 ４．４０㎥    有効容量 ３．６０㎥ 

          受水槽   副実容量 ４．４０㎥    有効容量 ３．６０㎥ 

          高架水槽     実容量 ２．４０㎥    有効容量 １．７０㎥ 

 

（東区） 

74 新堀市営住宅Ｃ４０１番館 

          受水槽   正実容量 ９．００㎥  有効容量 ６．２５㎥ 

          受水槽   副実容量 ９．００㎥  有効容量 ６．２５㎥ 

          高架水槽     実容量 ３．１０㎥  有効容量 ２．３０㎥ 

75 新堀市営住宅Ｃ４０２番館 

          高架水槽     実容量 ３．１０㎥  有効容量 ２．４０㎥ 



76 新堀市営住宅Ｄ４０１番館 

          高架水槽     実容量 ３．１０㎥  有効容量 ２．３０㎥ 

77 久保Ａ市営住宅  

          受水槽   正実容量 ２．７０㎥  有効容量 ２．１０㎥ 

          受水槽   副実容量 ２．７０㎥  有効容量 ２．１０㎥ 

          高架水槽     実容量 １．３０㎥  有効容量 ０．９０㎥ 

78 山田Ｂ市営住宅       

          受水槽   正実容量 ４．２０㎥  有効容量 ３．４０㎥ 

          受水槽   副実容量 ４．２０㎥  有効容量 ３．４０㎥ 

          高架水槽     実容量 １．６０㎥  有効容量 １．００㎥ 

79 宿毛上南市営住宅 

          受水槽     実容量  ３．４０㎥  有効容量 ２．８０㎥ 

          高架水槽    実容量  １．００㎥  有効容量 ０．８０㎥ 

80 西大寺浜市営住宅  

          受水槽   正実容量 ９．３０㎥  有効容量 ７．４０㎥ 

          受水槽   副実容量 ９．３０㎥  有効容量 ７．４０㎥ 

          圧力タンク   容量 ２．４０㎥ 

81 宿毛南市営住宅       

          受水槽   正実容量 ５．００㎥  有効容量 ４．００㎥ 

          受水槽   副実容量 ５．００㎥  有効容量 ４．００㎥ 

          高架水槽     実容量 ２．４０㎥  有効容量 ２．００㎥ 

82 神崎市営住宅       

          受水槽   正実容量２１．７０㎥  有効容量１８．００㎥ 

          受水槽   副実容量２１．７０㎥  有効容量１８．００㎥ 

 

（南区） 

83 西市市営住宅３号棟 

          受水槽     正実容量３０．００㎥    有効容量２５．００㎥ 

          受水槽     副実容量３０．００㎥  有効容量２５．００㎥ 

84 西市市営住宅５号棟 

          受水槽     正実容量３０．００㎥  有効容量２５．００㎥ 

          受水槽     副実容量３０．００㎥  有効容量２５．００㎥ 

85 西市市営住宅９号棟 

          受水槽     正実容量２１．００㎥  有効容量１６．００㎥ 

          受水槽     副実容量２１．００㎥  有効容量１６．００㎥ 

86 西市市営住宅１１号棟  

          受水槽     正実容量３０．００㎥  有効容量２５．００㎥ 

          受水槽     副実容量３０．００㎥  有効容量２５．００㎥ 

87 芳田市営住宅       

          受水槽     正実容量６０．００㎥  有効容量４８．００㎥ 



          受水槽     副実容量６０．００㎥  有効容量４８．００㎥ 

88 住田市営住宅   

          受水槽     正実容量１２．５０㎥  有効容量１０．００㎥ 

          受水槽     副実容量１２．５０㎥  有効容量１０．００㎥ 

89 当新田市営住宅３１番館 

          受水槽       実容量 ８．６０㎥  有効容量 ６．７０㎥ 

          高架水槽      実容量 ３．６０㎥  有効容量 ２．２０㎥ 

90 当新田市営住宅３２番館 

          受水槽       実容量 ８．２０㎥  有効容量 ７．００㎥ 

          高架水槽      実容量 ３．６０㎥  有効容量 ２．２０㎥ 

91 当新田市営住宅３３番館 

          受水槽       実容量 ６．７０㎥  有効容量 ４．７０㎥ 

          高架水槽      実容量 ３．１０㎥  有効容量 ２．２０㎥ 

92 当新田市営住宅３４番館 

          受水槽       実容量 ６．５０㎥  有効容量 ５．８０㎥ 

          高架水槽      実容量 ３．１０㎥  有効容量 ２．２０㎥ 

93 当新田市営住宅３５番館 

          受水槽       実容量 ７．３０㎥  有効容量 ６．６０㎥ 

          高架水槽      実容量 ３．２０㎥  有効容量 ２．８０㎥ 

94 当新田市営住宅３６番館 

          受水槽       実容量 ６．３０㎥  有効容量 ５．３０㎥ 

          高架水槽      実容量 ３．４０㎥  有効容量 ２．６０㎥ 

95 当新田市営住宅３７番館 

          受水槽       実容量 ５．９０㎥  有効容量 ４．８０㎥ 

          高架水槽      実容量 ３．４０㎥  有効容量 ２．６０㎥ 

96 当新田市営住宅４０番館 

          受水槽       実容量 ７．９０㎥  有効容量 ６．３０㎥ 

          高架水槽      実容量 ３．４０㎥  有効容量 ２．５０㎥ 

97 当新田市営住宅４１番館 

          受水槽     実容量 ７．７０㎥  有効容量 ５．９０㎥ 

          高架水槽      実容量 ３．２０㎥   有効容量 ２．５０㎥ 

98 当新田市営住宅４２番館 

          受水槽     実容量 ７．３０㎥    有効容量 ５．８０㎥ 

          高架水槽      実容量 ３．４０㎥    有効容量 ２．５０㎥ 

99 当新田市営住宅４３番館 

          受水槽     実容量 ７．４０㎥    有効容量 ５．８０㎥ 

          高架水槽      実容量 ３．４０㎥    有効容量 ２．５０㎥ 

100 当新田市営住宅５１番館 

          受水槽     実容量 ６．５０㎥    有効容量 ５．８０㎥ 

          高架水槽      実容量 ３．５０㎥    有効容量 ２．５０㎥ 



101 当新田市営住宅５２番館 

          受水槽     実容量 ６．５０㎥    有効容量 ５．８０㎥ 

          高架水槽      実容量 ３．５０㎥    有効容量 ２．５０㎥ 

102 当新田市営住宅５３番館 

          受水槽     実容量 ６．５０㎥    有効容量 ５．８０㎥ 

          高架水槽      実容量 ３．６０㎥    有効容量 ２．５０㎥ 

103 当新田市営住宅５８番館 

          受水槽     実容量 ５．１０㎥    有効容量 ４．２０㎥ 

          高架水槽      実容量 １．６０㎥    有効容量 １．３０㎥ 


