
添付資料２　全体工程表（参考）
宇佐･高田･国東広域事務組合 殿

宇佐･高田･国東広域ごみ処理施設整備事業

大分県宇佐市大字西大堀字立出地内

令和3年 6月 4日 ～ 令和7年 6月13日

年

月

　　項　　目 日

実施設計･建築設計 確認申請（9/下旬確認申請済証受領予定）

ﾌﾟﾗﾝﾄ実施設計･機器承諾･機器製作など

公告･入札予定 公告 入札 議会承認 議会承認 公告 入札 議会承認

(焼却棟･ﾘｻｲｸﾙ棟･管理棟･付属棟･建築機械設備･建築電気設備) （管理棟） (外構･調整池･南北多目的広場)

共通･直接仮設 工事準備 草刈り･丁張･仮設電気･給水他 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ(25t,50t,80t) 現場事務所撤去(一部移設)

現場事務所設置他

建築工事 工事準備 ｽﾛｰﾌﾟ掘削 墨出 墨出 墨出 墨出 墨出 墨出 墨出･足場 墨出･足場 墨出･足場 墨出･足場 墨出 墨出･足場 墨出 墨出 墨出 墨出 煙突足場解体 外部足場解体 消防･確認完了検査 手直し期間 竣工検査

（焼却棟） 地下1次掘削 2次掘削 砕石敷･ｽﾃｺﾝ B1埋戻し 杭打 基礎掘削及び埋戻し･土間下地 土間下地･配筋型枠 土間下地･配筋型枠 美装

工期：R4.12～R7.6.13 底版配筋型枠 B1柱壁配筋型枠 基礎配筋型枠 1F柱壁及び2F梁ｽﾗﾌﾞ配筋型枠 3F柱壁及び4F梁ｽﾗﾌﾞ配筋型枠 1F腰壁配筋型枠 1F腰壁配筋型枠 AW他建具順次取付

2F柱壁及び3F梁ｽﾗﾌﾞ配筋型枠 4F柱壁及び5F梁ｽﾗﾌﾞ配筋型枠 外壁ALC(Y8～14) 外壁ALC(Y1～Y8) 外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ･塗装

底版 B1柱壁 B1柱壁 B1柱壁 基礎 基礎 土間CON打 1F躯体CON打 2F躯体CON打 3F躯体 4F躯体 土間CON打 AW他建具順次取付土間･ﾃﾞｯｷCON打煙突ALCｼｰﾘﾝｸﾞ･塗装 内装下地･内部建具他 内装仕上

躯体施工図作成 CON打 CON打 CON打 CON打 CON打 CON打 鉄骨施工図作成･工場製作他 CON打設 CON打設 1F腰壁CON打 鉄骨建方(Y1～8) 1F腰壁CON打 屋根(Y1～8) EV 金物工事他

鉄骨建方(Y1～8,Y11～14 屋根梁一部除く)鉄骨建方(Y8～11) 屋根(Y8～14)鉄骨塗装･耐火被覆 塗床工事

建築工事 工事準備 丁張 墨出 墨出 墨出 墨出 墨出･足場 墨出･足場 墨出･足場 墨出･足場 墨出 墨出 足場 外部足場解体 消防･確認完了検査

（リサイクル棟） 杭打 底版掘削･ｽﾃｺﾝ B1埋戻し･基礎掘削及び埋戻し･土間下地 土間下地･配筋型枠 美装 手直し期間 竣工検査

工期：R4.12～R7.6.13 底版配筋型枠 基礎配筋型枠 1F柱壁･2F梁ｽﾗﾌﾞ配筋型枠 3F柱壁及びRF梁ｽﾗﾌﾞ配筋型枠(X9～11) 1F腰壁配筋型枠 3F柱壁及びRF梁ｽﾗﾌﾞ配筋型枠(X11～15)

B1柱壁配筋型枠 2F柱壁及び3F梁ｽﾗﾌﾞ配筋型枠 外壁ALC AW他建具順次取付 外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ･塗装

底版 B1柱壁 基礎 基礎 土間CON打 1F躯体CON打 2F躯体CON打 3F躯体CON打設(X9～11) 土間･ﾃﾞｯｷCON打 3F躯体CON打設(X11～15) 内装下地･内部建具他内装仕上

躯体施工図作成 CON打 CON打 CON打 CON打 鉄骨施工図作成･工場製作他 鉄骨建方 1F腰壁CON打 屋根 鉄骨塗装･耐火被覆 金物工事他

塗床工事

建築工事 工事準備 防球ﾈｯﾄ設置 工事準備 丁張 墨出 墨出 足場 渡り廊下工事 足場解体

（管理棟･渡り廊下） 杭建込(一部) 杭建込 基礎配筋型枠埋戻･土間下地 外壁ｾﾒﾝﾄ版 外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ･ﾀｲﾙ張･塗装 美装 消防･確認完了検査 手直し期間 竣工検査

工期：R5.3～R7.6.13 躯体施工図作成 基礎掘削･ｽﾃｺﾝ 鉄骨建方 土間･ﾃﾞｯｷCON 屋根 内装下地･内部建具他 金物工事他

基礎CON打 内装仕上

計量棟 工事準備 躯体施工図作成 丁張 鉄骨･屋根 内外装仕上 美装 消防･確認完了検査 手直し期間 竣工検査

工期：R5.3～R7.6.13 基礎･土間 外壁

資源ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ棟 工事準備 躯体施工図作成 丁張 鉄骨･屋根 美装 消防･確認完了検査 手直し期間 竣工検査

工期：R5.3～R7.6.13 基礎･土間･腰壁 外壁仕上

洗車場 工事準備 躯体施工図作成 丁張 鉄骨･屋根 美装 消防･確認完了検査 手直し期間 竣工検査

工期：R5.3～R7.6.13 基礎･土間･腰壁

建築機械設備工事 工事準備 現場事務所設置他 基礎ｽﾘｰﾌﾞ･土間配管等 各所壁ｽﾗﾌﾞｽﾘｰﾌﾞ取付･配管用ｲﾝｻｰﾄ等 各所配管他 各所空調･器具等取付他 消防･確認完了検査 手直し期間 竣工検査

工期：R4.12～R7.6.13

建築電気設備工事 工事準備 現場事務所設置他 基礎ｽﾘｰﾌﾞ･土間配管等 各所壁ｽﾗﾌﾞｽﾘｰﾌﾞ取付･配管用ｲﾝｻｰﾄ等 各所配管･配線他 各所照明器具等取付他 消防･確認完了検査 手直し期間 竣工検査

工期：R4.12～R7.6.13

外構工事 工事準備 側溝･縁石 舗装･植栽 竣工検査

工期：R6.5～R7.6.13

調整池工事 工事準備 調整池工事 竣工検査

工期：R6.5～R7.6.13

南側多目的広場工事 工事準備 南側多目的広場工事 竣工検査

工期：R6.5～R7.6.13

北側多目的広場工事 工期：R7.7以降（予定） 工事準備 R7.7以降予定

（防球ﾈｯﾄ工事のみ管理棟外付属棟施工業者所掌）

受入･供給設備 設計 工場製作 投入扉取付及びﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞBOX･切断機据付･ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ大型引戸取付 計量器据付

ごみｸﾚｰﾝ･脱臭装置組立据付

燃焼設備 設計 工場製作 炉体架台組立 ｹｰｼﾝｸﾞ･金物 炉体耐火物 消臭･防虫噴霧装置据付及び油圧ﾕﾆｯﾄ･燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ据付

燃焼･給塵装置据付･ｼｭｰﾄ及びﾎｯﾊﾟ据付 二重ﾀﾞﾝﾊﾟ類取付 保温･板金･塗装

燃焼ガス冷却設備 設計 工場製作 共通架台組立据付 耐火物 ｱﾝﾓﾆｱ発生器･ﾎﾞｲﾗｰ関係ﾎﾟﾝﾌﾟ類他据付 排気復水ﾀﾝｸ組立据付

ﾎﾞｲﾗｰ組立据付及び手摺･ﾃﾞｯｷ仕舞 配管･保温･板金･塗装

排ガス処理設備 設計 工場製作 減温塔･ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀ･脱硝反応塔組立据付 噴射水加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ据付 保温･板金･塗装 ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀろ布組込

消石灰貯留槽･活性炭ｻｲﾛ･再加熱器組立据付 排気復水ﾀﾝｸ･蒸気復水器組立据付･薬品吹込配管

余熱利用設備 設計 工場製作 白煙防止用送風機据付 蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ発電機･純水装置･復水ﾀﾝｸ組立据付 温水循環ﾀﾝｸ･ﾎﾟﾝﾌﾟ類据付

白煙防止用熱交換器組立据付

通風設備 設計 工場製作 押込･二次送風機 燃焼用空気予熱器･誘引送風機･煙道･風道ﾀﾞｸﾄ組立 保温･板金･塗装

煙突建方据付

灰出設備 設計 工場製作 炉下CV･灰搬出CV･灰押機取込仮組 飛灰貯留槽･混練機･処理物搬送CV･灰ｸﾚｰﾝ組立据付 ﾎﾞｲﾗｰ飛灰搬出装置組立

飛灰搬送CV取込仮組･ﾎﾞｲﾗｰ飛灰搬出装置取込仮組 炉下CV･灰搬出CV･灰押機組立 保温･板金･塗装

給水設備 設計 工事準備 基礎ｽﾘｰﾌﾞ･土間配管等 各所壁ｽﾗﾌﾞｽﾘｰﾌﾞ取付･配管用ｲﾝｻｰﾄ等 生活用･井水用受水槽組立据付 保温･板金･塗装

用水ﾎﾟﾝﾌﾟ他据付･配管敷設

排水処理設備 設計 工事準備 基礎ｽﾘｰﾌﾞ･土間配管等 各所壁ｽﾗﾌﾞｽﾘｰﾌﾞ取付･配管用ｲﾝｻｰﾄ等 排水処理各機器組立据付及び配管敷設

保温･板金･塗装

雑設備 設計 工場製作 ｴｱｼｬﾜｰ･真空掃除機据付及びﾎｲｽﾄ取付

空気圧縮機据付･配管敷設

電気設備 設計 工事準備 基礎ｽﾘｰﾌﾞ･土間配管等 各所壁ｽﾗﾌﾞｽﾘｰﾌﾞ取付･配管用ｲﾝｻｰﾄ等 ﾗｯｸ･配管敷設他 非常用発電機据付 配線入線･結線 受電･耐圧試験

受電盤他据付 制御盤据付

計装制御設備 設計 工場製作 各種ｾﾝｻｰ類 分析計･ITV他取付据付

中央制御装置据付･設定調整

受入･供給設備 設計 工場製作 各受入ﾎｯﾊﾟ･受入CV組立据付 塗装ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ他

破砕設備 設計 工場製作 共通架台組立据付及び低速回転破砕機･高速回転破砕機据付 塗装ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ他

ｽﾌﾟﾚｰ缶･ｶｾｯﾄﾎﾞﾝﾍﾞ処理設備据付

搬送設備 設計 工場製作 低速回転破砕機搬送CV･破砕物搬送CV他組立据付 塗装ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ他

選別設備 設計 工場製作 各手選別CV組立据付共通架台組立据付及びｱﾙﾐ選別機他据付 塗装ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ他

各破袋･除袋機据付

再生設備 設計 工場製作 金属圧縮機･ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ圧縮梱包機据付 塗装ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ他

貯留･搬出設備 設計 工場製作 各ﾎｯﾊﾟ据付 塗装ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ他

集じん・脱臭設備 設計 工場製作 活性炭吸収塔･送風機･ｻｲﾚﾝｻ据付 ｻｲｸﾛﾝ･集じん機据付 塗装ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ他

ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀ組立据付

給水設備 設計 工事準備 基礎ｽﾘｰﾌﾞ･土間配管等 各所壁ｽﾗﾌﾞｽﾘｰﾌﾞ取付･配管用ｲﾝｻｰﾄ等 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ他据付･配管敷設

排水処理設備 設計 工事準備 基礎ｽﾘｰﾌﾞ･土間配管等 各所壁ｽﾗﾌﾞｽﾘｰﾌﾞ取付･配管用ｲﾝｻｰﾄ等 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ他据付･配管敷設

雑設備 設計 工場製作 掃除機･ﾎｲｽﾄ取付

電気設備 設計 工事準備 基礎ｽﾘｰﾌﾞ･土間配管等 各所壁ｽﾗﾌﾞｽﾘｰﾌﾞ取付･配管用ｲﾝｻｰﾄ等 ﾗｯｸ･配管敷設他 配線入線･結線 受電･耐圧試験

制御盤据付

計装制御設備 設計 工場製作 各種ｾﾝｻｰ類 ITV他取付据付及び調整

ﾎｲｽﾄ他取付 中央制御装置据付･設定調整

負荷運転･試運転調整他 無負荷運転 乾燥焚き 試運転調整・負荷運転

動作確認

性能試験･運転指導 ごみ受入 予備試験 引渡試験 報告書提出

検査他 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ･ﾋﾞﾃﾞｵ撮影

備品納入 施設ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 客先･ｺﾝｻﾙ検査及び引渡検査

備　考 １：本工程はあくまで計画【参考】ですので、請負業者にて、実施工程表を作成して下さい。

２：令和7年2月からが、「試運転･性能試験等の期間」の為、土木･建築工事については、主要な工事を令和7年1月中に完了すること。

工事名称：

建設場所：

客先名称：

全 体 工 事 工 程 表 （～令和7年6月13日）【参考】
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