
温泉メンテナンス業務



年度 温泉メンテナンス業務

S.60 中宮温泉スケール沈着原因調査 吉野谷村役場

S.62 新辰口温泉11号源泉の白濁の原因調査 辰口町役場

S.63 泉源井保護委託 勝山市役所

H. 2 勝山ニューホテル揚湯設備(既設ポンプ分解点検調査) 民間

勝山ニューホテル水中モーターポンプ回収工事 民間

西泉健康ランド「YOU」温泉ポンプ引き上げ工事 民間

山中温泉水中ポンプ引上げ及び据付工事 民間

H. 3 温泉井用水中モーターポンプ点検調査委託 吉野谷村役場

勝山市温泉センター送水ポンプ点検・分解・試運転作業 勝山市役所

勝山市温泉センター送水ポンプ点検及び制御盤修理作業 勝山市役所

柳田2号源泉ポンプメンテナンス業務 柳田村役場

温泉井用水中モーターポンプ修理費 吉野谷村役場

みらくる亭温泉井用水中モーターポンプ入替及び点検整備業務委
託

美山町役場

ホテル勝山温泉井水中モーターポンプ回収工事 民間

温泉井用水中モーターポンプ回収及び挿入工事 民間

H. 4 内灘砂丘放水路温泉源泉ポンプメンテナンス業務
（財）内灘町公共施
設等管理公社

平成5年度柳田2号源泉ポンプメンテナンス業務 柳田村役場

温泉井水中モーターポンプ回収、分解、点検、オーバーホール挿
入

河野村役場

ジャーマンベーカリー消雪装置点検整備 民間

片山津ゴルフ場源泉ポンプメンテナンス工事 民間

内灘タンク清掃 内灘町役場

山中町8号源泉予備ポンプ購入 山中町役場

内灘砂丘放水路温泉貯湯槽清掃業務
（財）内灘町公共施
設等管理公社

恩地金属箔粉(株)水中ポンプ修繕工事 民間

温泉井水中モーターポンプ点検調査及び修繕工事 民間

揚水設備改修工事 民間

柴山温泉3号源泉揚湯施設改修工事その2 民間

圧力タンク補修工事 民間

H. 5 西泉健康ランド「YOU」温泉ポンプオーバーホール 民間

男子浴槽用ろ過材取替工事 河野村役場

内灘砂丘放水路温泉貯湯槽清掃業務
（財）内灘町公共施
設等管理公社

温泉給湯機ノズル交換作業 今庄町役場

信号変換器交換作業 民間

河野村温泉施設総合メンテナンス 河野村役場



年度 温泉メンテナンス業務

勝山温泉センター送湯点検整備 民間

大門温泉センター場湯設備メンテナンス業務 吉野谷村役場

能登椿崎別荘地揚水設備点検業務 民間

今庄365温泉施設メンテナンス業務 今庄町役場

H. 6 山中8号源泉セイバーシステム点検整備 山中町役場

清流温泉ポンプ点検整備工事 民間

深井戸水中モーターポンプ入替工事 民間

内灘砂丘放水路温泉ポンプメンテナンス業務
（財）内灘町公共施
設等管理公社

平成6年度「みらくる亭」源泉用ポンプメンテナンス工事 美山町役場

縄文真脇温泉排水管洗浄作業 能都町役場

みらくる亭貯湯タンク清掃及び電極棒の交換 美山町役場

松任CCZ温泉(1号源泉)源泉ポンプメンテナンス工事
（財）松任市
地域振興公社

民宿磯波風既設ポンプオーバーホール 民間

3号源泉ポンプ分解点検作業 山中町役場

内灘砂丘放水路温泉貯湯槽清掃業務
（財）内灘町公共施
設等管理公社

門前温泉揚湯ポンプ点検業務委託 門前町役場

今庄365温泉施設メンテナンス業務 今庄町役場

みらくる亭温泉ポンプメンテナンス 美山町役場

平村温泉貯湯槽清掃業務 民間

大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務 吉野谷村役場

縄文真脇温泉引湯設備メンテナンス業務 能都町役場

河野村温泉施設総合メンテナンス 河野村役場

門前温泉地上機器メンテナンス業務委託
（財）日本海むら開
発公社

温泉井用水中モーターポンプ回収・分解・点検・調査及び入替え工
事

河野村役場

温泉井用水中モーターポンプ回収及び挿入工事 民間

H. 7 今庄365温泉施設メンテナンス 今庄町役場

新五箇山温泉設備保守点検業務 民間

松任CCZ温泉源泉ポンプ地上メンテナンス業務
（財）松任市
地域振興公社

柳田2号源泉維持管理業務 柳田村役場

みらくる亭温泉ポンプメンテナンス 美山町役場

杣山温泉メンテナンス業務 南条町役場

絶縁変換器交換 民間

片山津ゴルフ倶楽部ポンプメンテンス 民間

民宿イソップ源泉ポンプ制御盤点検整備 民間

松任CCZ温泉記録計修理
（財）松任市
地域振興公社

白雲楼温泉(5号源泉)源泉ポンプメンテナンス工事 民間

今庄365温泉施設メンテナンス業務 今庄町役場



年度 温泉メンテナンス業務

みらくる亭源泉ポンプ室修繕 美山町役場

井戸蓋取付け(能登温泉ロイヤルシティ2号源泉) 民間

伊自良温泉メンテナンス業務 美山町役場

河野村温泉施設総合メンテナンス 河野村役場

杣山温泉落雷修理 南条町役場

平成8年度杣山温泉メンテナンス業務
（財）南条町
公共施設管理公社

松任市民温泉源泉ポンプメンテナンス業務
（財）松任市
地域振興公社

内灘砂丘放水路温泉貯湯槽清掃業務
（財）内灘町公共施
設等管理公社

門前温泉地上機器メンテナンス業務委託
（財）日本海むら開
発公社

縄文真脇温泉源泉設備保守管理委託業務 能都町役場

柳田2号源泉維持管理業務 柳田村役場

中島温泉源泉施設点検業務委託 中島町役場

大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務 吉野谷村役場

平成7年度みらくる亭揚湯管取替工事 美山町役場

揚湯管交換及び整備作業 民間

送湯ポンプ圧力計取付管交換業務 民間

大門温泉ポンプ入替委託業務 吉野谷村役場

門前温泉送湯ポンプ・モーターベアリング取替作業
（財）日本海むら開
発公社

温泉井水中モータポンプ点検調査及び修繕工事 民間

山中8号源泉セイバ-システム修理工事 山中町役場

門前じんのびの湯揚湯管取替工事 門前町役場

H. 8 高山3号温泉 民間

3号源泉既存ポンプ整備工事 山中町役場

水位センサーケーブル延長 民間

湯涌温泉揚湯設備修繕工事 民間

内灘砂丘放水路温泉ポンプメンテナンス業務
（財）内灘町公共施
設等管理公社

伊自良温泉メンテナンス業務 美山町役場

羽馬温泉積算プリンタ点検修理費 民間

温泉施設点検 民間

河野村温泉ポンプ制御盤修繕費 河野村役場

河野村温泉施設メンテナンス業務 河野村役場

源泉ピット内機器交換 民間

源泉ポンプ入替及び揚湯量測定管取付 民間

今庄365温泉施設メンテナンス 今庄町役場

松任市民温泉源泉ポンプメンテナンス
（財）松任市
地域振興公社

新五箇山温泉設備保守点検業務 民間

新五箇山温泉揚湯ポンプ分解整備 民間



年度 温泉メンテナンス業務

大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務
（財）吉野谷村地域
振興公社

中島町源泉施設点検業務 中島町役場

内灘砂丘放水路温泉貯湯槽清掃
（財）内灘町公共施
設等管理公社

縄文真脇温泉源泉設備保守管理委託業務 能都町役場

縄文真脇温泉水位計避雷器交換業務 民間

平成9年度 杣山温泉メンテナンス業務
（財）南条町
公共施設管理公社

門前温泉地上機器メンテナンス業務委託
（財）日本海むら開
発公社

柳田2号源泉維持管理業務 柳田村役場

中島温泉原動機取替工事 中島町役場

3号源泉揚湯ポンプ取替工事 山中町役場

温泉井用水中モーターポンプ回収・分解・点検・調査及び入替え工
事

河野村役場

源泉ポンプ水中ケーブル交換 内灘町役場

柴山綜合開発源泉3号ポンプ修理費 民間

信開ダイナスティ浅野川源泉ピット内バルブ交換工事 民間

新五箇山温泉エア弁交換工事 民間

ユートピア加賀の郷制御盤修理 民間

H. 9 大和町温泉井水中ポンプ設備工事 民間

松任市民温泉源泉ポンプメンテナンス工事
（財）松任市
地域振興公社

松任市民温泉源泉ポンプメンテナンス業務
（財）松任市
地域振興公社

大門温泉センターポンプメンテナンス業務
（財）吉野谷村地域
振興公社

揚湯設備修繕業務(部品交換)
（財）吉野谷村地域
振興公社

大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務
（財）吉野谷村地域
振興公社

内灘砂丘放水路温泉貯湯槽清掃業務
（財）内灘町公共施
設等管理公社

内灘砂丘放水路温泉ポンプメンテナンス業務
（財）内灘町公共施
設等管理公社

受湯槽清掃及び電極棒点検業務 中島町役場

電極棒交換業務 中島町役場

平成10年度中島温泉揚湯施設点検業務 中島町役場

縄文真脇温泉源泉水中ポンプメンテナンス業務 能都町役場

縄文真脇温泉源泉保守管理委託業務 能都町役場

門前温泉地上機器メンテナンス業務委託
（財）日本海むら開
発公社

門前温泉ポンプメンテナンス
（財）日本海むら開
発公社

柳田2号源泉維持管理業務 柳田村役場



年度 温泉メンテナンス業務

かわだ温泉井保守点検業務
（財）鯖江市
施設管理公社

平成9年度 そまやま温泉予備ポンプ入替及びオーバーホール工事 南条町役場

平成10年度杣山温泉メンテナンス業務
（財）南条町
公共施設管理公社

今庄365温泉ポンプメンテナンス 今庄町役場

河野村温泉施設総合メンテナンス 河野村役場

温泉井用水中モーターポンプ回収・分解・点検・調査及び入替工事 河野村役場

みらくる亭温泉ポンプメンテナンスに伴う部品材料費 美山町役場

伊自良温泉メンテナンス業務 美山町役場

伊自良温泉ポンプメンテナンス 美山町役場

平成10年度夢創湯温泉メンテナンス業務 民間

リライム施設源泉ポンプメンテナンス 民間

温泉設備メンテナンス 民間

北潟湖畔荘温泉メンテナンス業務
国民年金健康保養セ
ンター北潟湖畔荘

破波リゾート開発温泉設備工事 民間

埋設配管補修 民間

8号源泉ポンプ入替工事 山中町役場

平成9年度みらくる亭温泉ポンプ取替工事 美山町役場

鯖江市かわだ温泉計装ケーブル修理工 民間

H.10 内灘砂丘放水路温泉ポンプ修繕工事(モーター交換)
（財）内灘町公共施
設等管理公社

上市町インバータ盤改造工事 民間

温泉井用水中モーターポンプ回収・分解・点検調査及び入替え工
事(新規ポンプ追加分)

河野村役場

テルメ金沢温泉ポンプメンテナンス工事 民間

漁仙洞温泉設備工事 民間

上市町保健福祉総合センター温泉設備保守点検業務
（財）上市町
健康文化振興財団

平成11年度かわだ温泉井保守点検業務 民間

柳田2号源泉維持管理業務 柳田村役場

平成11年度杣山温泉メンテナンス業務
（財）南条町
公共施設管理公社

ゆうばえ温泉施設メンテナンス河野村甲楽城 河野村役場

上市町保健福祉センター温泉設備保守点検業務
（財）上市町
健康文化振興財団

北潟湖畔荘温泉メンテナンス業務
国民年金健康保養セ
ンター北潟湖畔荘

門前温泉地上機器メンテナンス業務委託
（財）日本海むら開
発公社

縄文真脇温泉源泉設備保守管理委託業務 能都町役場

伊自良温泉メンテナンス業務 美山町役場

内灘砂丘放水路温泉貯湯槽清掃業務
（財）内灘町公共施
設等管理公社



年度 温泉メンテナンス業務

大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務
（財）吉野谷村地域
振興公社

今庄365温泉施設メンテナンス 今庄町役場

日本まん真ん中温泉メンテナンス業務 美並村役場

平成11年度夢創湯湯泉源泉メンテナンス 民間

松任市民温泉源泉ポンプ地上メンテナンス業務
（財）松任市
地域振興公社

制御盤・動力機器類修理 民間

温泉揚湯送湯設備メンテナンス 民間

平成11年度中島温泉揚湯施設点検業務 中島町役場

民宿磯波風ポンプ交換業務 民間

国民年金健康保養センター北潟湖畔荘温泉ポンプ入替工事
福井県福祉保健部
国民年金課

輪島温泉ポンプ入替え 民間

真和温泉エア管入替え及び販売 民間

落雷破損修繕業務 美並村役場

温泉送湯ポンプ修理 民間

今庄365温泉落雷被害修理作業 今庄町役場

日本まん真ん中温泉ボイラー修繕 美並村役場

尾口村瀬女温泉設備修繕 尾口村役場

水位センサー取り替え及び水中モーターポンプのオーバーホール
工事

井口村役場

勝山温泉センター「水芭蕉」源泉井戸水中モーターポンプ取替修
繕

勝山市役所

H.11 平成11年度みらくる亭温泉ポンプメンテナンス工事 美山町役場

９号源泉ポンプメンテナンス工事 山中町役場

縄文真脇温泉源泉水中ポンプメンテナンス業務 能都町役場

別府湾杵築リゾート温泉井孔内カメラ及びスケール除却工事 民間

武芸川町温泉揚湯設備メンテナンス業務 武芸川町役場

柳田2号源泉維持管理業務 柳田村役場

大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務
（財）吉野谷村地域
振興公社

伊自良温泉メンテナンス業務 美山町役場

松任市民温泉源泉ポンプ地上メンテナンス業務
（財）松任市
地域振興公社

今庄365温泉施設メンテナンス 今庄町役場

上市町保健福祉総合センター温泉設備保守点検業務
（財）上市町
健康文化振興財団

ゆうばえ温泉施設メンテナンス河野村甲楽城 河野村役場

平成12年度夢創湯温泉源泉メンテナンス 民間

門前温泉地上機器メンテナンス業務委託
（財）日本海むら開
発公社

北潟湖畔荘温泉メンテナンス業務
国民年金健康保養セ
ンター北潟湖畔荘

2号源泉送湯ポンプ仮設･レンタル費 白峰温泉組合



年度 温泉メンテナンス業務

2号源泉仮設スケール防止装置レンタル及び管理費 白峰温泉組合

平成12年度釼名水温泉メンテナンス業務
（財）厚生年金事業振
興団厚生年金ハート
ピア富山つるぎ

内灘砂丘放水路温泉貯湯槽清掃業務
（財）内灘町公共施
設等管理公社

平成12年度能登中島温泉揚湯施設点検業務 中島町役場

平成12年度かわだ温泉井保守点検業務 民間

日本まん真ん中温泉メンテナンス業務 美並村役場

温泉設備メンテナンス 民間

ラポーゼかわだ源泉メンテナンス委託 鯖江市役所

温泉設備メンテナンス 民間

縄文真脇温泉源泉設備保守管理委託 能都町役場

平成12年度門前温泉ポンプメンテナンス委託業務
（財）日本海むら開
発公社

伊自良温泉浴室洗浄業務 美山町役場

松任CCZ温泉引湯管取替工事
（財）松任市
地域振興公社

松任市民温泉源泉ポンプ入替工事
（財）松任市
地域振興公社

内灘砂丘放水路温泉源泉ポンプ制御盤修繕工事
（財）内灘町公共施
設等管理公社

リライム　温泉ポンプ入れ替え業務 民間

民宿磯波風揚湯施設改修工事 民間

内灘砂丘放水路温泉源泉ポンプ制御盤修繕工事
（財）内灘町公共施
設等管理公社

エクシブ琵琶湖落雷被害復旧工事 民間

ラポーゼかわだ送湯ポンプ修繕
（財）鯖江市
施設管理公社

籠川渓雲温泉温泉用水中ポンプ取替工事他 民間

ルネス金沢温泉ポンプ入替え 民間

じんのびの湯給湯管破損修理工事
（財）日本海むら開
発公社

輪島温泉揚湯ポンプ緊急処置工事 民間

温泉スタンド故障修繕 今庄町役場

砺波リゾート源泉ポンプ修繕工事 民間

じんのびの湯給湯管破損修理工事 民間

温泉スタンド故障修理 今庄町役場

温泉井用水中モーターポンプ点検、入れ替え 河野村役場

落雷破損修繕業務 美並村役場

丸岡温泉第２号井ポンプオーバーホール工事 丸岡町役場

H.12 珠洲鵜飼温泉揚湯試験業務 珠洲市役所

のと七見健康の湯源泉揚湯試験業務 能都町役場

白峰1号源泉ポンプ機械稼働状況調査 白峰村役場



年度 温泉メンテナンス業務

平成13年度釼名水温泉源泉ポンプオーバーホール業務
（財）厚生年金事業振
興団厚生年金ハート
ピア富山つるぎ

平成13年度国民宿舎小牧台温泉配管工事 中島町役場

丸岡温泉第2号井戸メンテナンス業務委託
（福）祉法人丸岡町
社会福祉協議会

大門温泉センターポンプメンテナンス業務 吉野谷村役場

藤橋村温泉タンク清掃業務 藤橋村役場

ゆうばえ温泉記録計修理 河野村役場

ゆうばえ温泉メンテナンス 河野村役場

今庄365温泉施設メンテナンス 今庄町役場

平成13年度かわだ温泉井保守点検業務 民間

内灘砂丘放水路温泉貯湯槽清掃業務
（財）内灘町公共施
設等管理公社

伊自良温泉メンテナンス業務 美山町役場

平成13年度釼名水温泉メンテナンス業務
（財）厚生年金事業振
興団厚生年金ハート
ピア富山つるぎ

大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務
（財）吉野谷村地域
振興公社

平成13年度杣山温泉メンテナンス業務
（財）南条町
公共施設管理公社

松任市民温泉源泉ポンプ地上メンテナンス業務
（財）松任市
地域振興公社

武芸川温泉揚湯設備メンテナンス業務 武芸川町役場

縄文真脇温泉源泉設備保守管理業務委託 能都町役場

温泉設備メンテナンス 民間

平成13年度夢創湯温泉源泉メンテナンス 民間

上市町保健福祉総合センター温泉設備保守点検業務
（財）上市町
健康文化振興財団

平成13年門前温泉地上機器メンテナンス委託業務
（財）日本海むら開
発公社

平成13年能登中島温泉揚湯施設点検業務 中島町役場

上市アルプスの湯記録計取替業務
（財）上市町
健康文化振興財団

北潟湖畔荘温泉メンテナンス業務
国民年金健康保養セ
ンター北潟湖畔荘

平成13年度北潟湖畔荘源泉ポンプメンテナンス
国民年金健康保養セ
ンター北潟湖畔荘

丸岡温泉第２号井戸メンテナンス業務委託
（福）丸岡町社会福
祉協議会

リライム源泉ポンプメンテナンス業務 民間

勝山温泉センター「水芭蕉」源泉水中ポンプ取替、点検及び揚湯管
取替整備業務委託

勝山市役所

杣山荘浴槽内スケール洗浄作業
（財）南条町
公共施設管理公社

アルプスの湯温泉スケール洗浄工
（財）上市町
健康文化振興財団



年度 温泉メンテナンス業務

白峰2号源泉貯湯タンク及び加圧ポンプ吸込管スケール洗浄工 白峰村役場

なまず温泉露天風呂スケール洗浄工事 民間

南白浜温泉埋設管スケール洗浄工事 民間

大山温泉「あさひ荘」洗い場洗浄 民間

松任市民温泉浴室内鏡洗浄工事
（財）松任市
地域振興公社

ラポーゼかわだ浴室鏡洗浄 民間

平成13年度ハートピアつるぎ浴槽・洗い場・浴室内鏡及びガラス洗
浄業務

（財）厚生年金事業振
興団厚生年金ハート
ピア富山つるぎ

芝峠温泉レストビレッジ峰浴室スケール洗浄工事 松代町役場

ゆうばえ温泉浴室洗浄業務 河野村役場

浴室ガラス等洗浄工事 民間

利賀天竺温泉の郷揚湯設備メンテナンス業務
（財）利賀ふるさと
財団

親谷の湯給水管改修工事 吉野谷村役場

武芸川温泉落雷復旧作業費 武芸川町役場

白峰１号源泉揚湯設備改修工事 白峰村役場

新五箇山温泉水中ポンプ交換工事 平村役場

(仮)平成の湯ラドン観測施設源泉引込管変更工事 岐阜大学

ハートピア富山つるぎ記録計点検調査修理
（財）厚生年金事業振
興団厚生年金ハート
ピア富山つるぎ

(仮)スキーJAM勝山温泉設備改造工事 民間

そまやま温泉記録計修理
（財）南条町
公共施設管理公社

松任市民温泉源泉配管修繕工事
（財）松任市
地域振興公社

今庄365温泉改修作業 今庄町役場

白峰2号源泉引湯配管修繕業務 白峰村役場

縄文真脇温泉源泉改修工事 能都町役場

みらくる亭制御盤修理 美山町役場

今庄365温泉ケーブル断線調査、補修 民間

池田温泉貯湯槽源泉分析調査及びスケール制御剤投入試験 民間

ルネス金沢水中モーターポンプ入替工事(３号源泉） 民間

花つばき温泉流量計測取付工事 民間

桜ヶ池温泉送湯ポンプ改修工事 城端町役場

門前温泉送湯ポンプ№2修繕業務
（財）日本海むら開
発公社

上之保村温泉スタンド修理 上之保村役場

柳田2号源泉維持管理業務 柳田村役場

上市町保健福祉総合センター温泉露天送湯ポンプ取替業務
（財）上市町
健康文化振興財団

平成13年度ゆうばえ温泉積算流量計設置工事 河野村役場

内灘砂丘放水路温泉水位センサー取替
（財）内灘町公共施
設等管理公社

(仮称)白峰3号源泉オーバーフロー処理業務 白峰村役場



年度 温泉メンテナンス業務

伊自良温泉揚湯水中ポンプ交換業務 美山町役場

池田温泉一般用温泉スタンド修繕 池田町役場

藤橋村温泉ポンプ購入及びオーバーホール工事 藤橋村役場

H.13 平成13年度なかじま猿田彦温泉源泉揚湯試験委託業務 中島町役場

白峰2号源泉コンプレッサーオーバーホール業務委託 白峰村役場

利賀天竺温泉の郷揚湯設備メンテナンス業務
（財）利賀ふるさと
財団

藤橋村揚湯設備メンテナンス業務 藤橋村役場

源泉水中ポンプ点検業務委託 武生市役所

ＡＰＡガーデンプレイス臼井駅前温泉設備保守点検業務 民間

温泉施設機械保守委託業務 上之保村役場

平成13年度なかじま猿田彦温泉揚配湯施設管理委託業務 中島町役場

縄文真脇温泉源泉地上機メンテナンス業務委託 能都町役場

平成14年度夢創湯温泉設備メンテナンス 民間

松任市民温泉源泉ポンプ地上メンテナンス業務
（財）松任市
地域振興公社

上市町保健福祉総合センター温泉施設保守点検業務
（財）上市町
健康文化振興財団

温泉設備メンテナンス 民間

温泉施設維持管理業務委託 民間

柳田２号源泉維持管理業務 柳田村役場

北潟湖畔荘温泉メンテナンス業務
国民年金健康保養セ
ンター北潟湖畔荘

平成14年度内灘砂丘放水路温泉貯湯槽清掃業務
（財）内灘町公共施
設等管理公社

平成14年度門前温泉地上機器メンテナンス業務
（財）日本海むら開
発公社

平成14年度門前温泉ポンプメンテナンス委託業務
（財）日本海むら開
発公社

桜ヶ池温泉管理委託業務 城端町役場

ゆうばえ温泉メンテナンス 河野村役場

丸岡温泉第２号井戸メンテナンス業務委託 丸岡町役場

大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務
（財）吉野谷村地域
振興公社

平成14年度杣山温泉メンテナンス業務
（財）南条町
公共施設管理公社

温泉揚湯設備メンテナンス 民間

藤橋村揚湯設備メンテナンス業務 藤橋村役場

平成14年度釼名水温泉メンテナンス業務
（財）厚生年金事業振
興団厚生年金ハート
ピア富山つるぎ

武芸川温泉揚湯設備メンテナンス業務 武芸川町役場

伊自良温泉メンテナンス業務 美山町役場

今庄365温泉施設メンテナンス 今庄町役場

縄文真脇温泉源泉ポンプメンテナンス業務委託 能都町役場

平成14年度なかじま猿田彦温泉揚配湯施設管理委託業務 中島町役場



年度 温泉メンテナンス業務

籠川渓雲温泉温泉用水中ポンプ分解点検整備工事 民間

ラポーゼかわだ源泉メンテナンス委託 鯖江市役所

かわだ温泉井保守点検業務委託 鯖江市役所

アルプスの湯女子浴槽スケール洗浄
（財）上市町
健康文化振興財団

遠刈田温泉貯湯槽スケール除去工事 民間

亀谷温泉白樺ハイツ浴室スケール洗浄 民間

アルプスの湯 圧注浴･寝湯 浴室スケール洗浄
（財）上市町
健康文化振興財団

アルプスの湯循環系統配管洗浄業務
（財）上市町
健康文化振興財団

ラポーゼかわだ送湯配管洗浄業務委託 鯖江市役所

湯の島温泉浴室内温泉スケール除去洗浄工事 富山村役場

山代温泉循環送湯配管殺菌洗浄工事
山代温泉配湯事業
協同組合

花はす温泉そまやま温泉ポンプ入替工事 南条町役場

松任市民温泉積算体積計取替工事
（財）松任市
地域振興公社

丸岡温泉第2号井戸温泉用水中モーターポンプ入替工事 丸岡町役場

夢創湯源泉水位センサー取替え 民間

2号源泉コンプレッサー設備等整備工事 白峰村役場

山中町ゆーゆー館制御盤改修工事 民間

輪島温泉緊急源泉ポンプ修繕工事 民間

松任市民温泉源泉ポンプ緊急入替工事 松任市役所

白峰1号源泉機械室設備改修工事(電気設備) 白峰村役場

松任市民温泉塩素注入弁交換業務
（財）松任市
地域振興公社

民宿磯波風エア管及び地上配管取替工事 民間

丸岡温泉第2号井戸温泉用水中モーターポンプ入替及び修繕業務 丸岡町役場

上市アルプスの湯インバータ取替修繕
（財）上市町
健康文化振興財団

松任市民温泉源泉ポンプ入替・揚湯管交換工事 松任市役所

松任市民温泉源泉ポンプオーバーホール業務
（財）松任市
地域振興公社

ハートピア富山つるぎ記録計点検調査・修理
（財）厚生年金事業振
興団厚生年金ハート
ピア富山つるぎ

松任市民温泉インバータ盤故障修理
（財）松任市
地域振興公社

送湯・除鉄ポンプ、除鉄槽砂交換作業 民間

新五箇山温泉通信機器部品交換工事 平村役場

新五箇山温泉水位センサー取替工事 平村役場

温泉スタンドコインチェッカー取替修理 武芸川町役場

温泉ポンプ落雷復旧工事 民間

エクシブ琵琶湖制御盤修繕 民間

山中3号源泉流量計及び配管修繕 山中町役場

籠川渓雲温泉温泉用水中ポンプ取替工事 民間



年度 温泉メンテナンス業務

平成13年度門前じんのびの湯電磁流量計部品交換 民間

エクシブ琵琶湖温泉ろ過ポンプ取替 民間

内灘砂丘放水路温泉監視システム･水位センサー修繕工事
（財）内灘町公共施
設等管理公社

平成14年度温泉井用水中ポンプ入替工事 河野村役場

スキーJAM勝山温泉源泉ポンプ入替作業 民間

(仮)砺波リゾート源泉ポンプ修繕工事 民間

ラポーゼかわだ送湯ポンプ交換工事 鯖江市役所

芝峠温泉施設ろ過装置改修工事 松代町役場

大門温泉センター源泉ポンプ改修工事 吉野谷村役場

H.14 池田温泉揚湯試験解析調査業務 池田町役場

上之保温泉ほほえみの湯源泉ポンプオーバーホール業務 上之保村役場

新五箇山温泉メンテナンス 平村役場

アルプスの湯男子全身浴系統配管洗浄工
（財）上市町
健康文化振興財団

アルプスの湯浴室スケール洗浄工(女子)
（財）上市町
健康文化振興財団

上之保村温泉ほほえみの湯揚湯設備メンテナンス業務 上之保村役場

日本まん真ん中温泉子宝の湯揚湯設備メンテナンス業務委託 美並村役場

大門温泉センターポンプメンテナンス業務
（財）吉野谷村地域
振興公社

真和温泉源泉メンテナンス工事 民間

厚生年金ハートピア富山つるぎ記録計修繕業務
（財）厚生年金事業振
興団厚生年金ハート
ピア富山つるぎ

平成15年度夢創湯温泉設備メンテナンス 民間

白鷺の湯ろ過循環系統洗浄作業及び貯湯槽清掃作業
金沢市湯涌温泉観
光事業協同組合

桜ヶ池温泉地上ポンプ仕様改造工事 城端町役場

天竺温泉の郷水中モーターポンプ入替オーバーホール工事 利賀村役場

アルプスの湯源泉ポンプ入替工事 上市町役場

村単独事業体験交流センター源泉ポンプ入替工事 井口村役場

丸岡温泉第2号井戸温泉用水中モーターポンプ入替及び修繕工事 丸岡町役場

8号源泉揚湯ポンプ取替工事 山中町役場

源泉ポンプ入替業務 池田町役場

源泉ポンプ制御盤修理
（財）内灘町公共施
設等管理公社

輪島温泉ポンプ入替工事 民間

白峰2号源泉加圧ポンプ修繕工 白峰村役場

平成14年度能登中島温泉休止業務委託 中島町役場

志賀の郷１号源泉揚湯･送湯設備修繕工事 民間

山代温泉源泉観測機器修理費 民間

片山津温泉源泉ポンプ制御盤修理 民間

内灘砂丘放水路温泉温泉設備(制御盤インバータ)緊急修繕工事
（財）内灘町公共施
設等管理公社

民宿磯波風コンプレッサー修繕(業務) 民間



年度 温泉メンテナンス業務

白山菖蒲亭ろ過循環配管清掃業務 民間

池田温泉一般用温泉スタンド専用コイン取付業務 池田町役場

アルプスの湯女子全身浴系統配管洗浄工
（財）上市町
健康文化振興財団

八尾ゆめの森ゆうゆう館配管洗浄作業 民間

水晶の湯温泉引湯配管洗浄メンテナンス業務 南濃町役場

五箇山温泉源泉元調査及び測量業務委託 平村役場

五箇山荘配管洗浄作業 民間

砺波ロイヤルホテル循環洗浄作業 民間

新山村振興等農林漁業特別対策事業角間温泉引湯施設測量設計
業務委託

八尾町役場

新中宮温泉センター源泉洗浄工事
（財）吉野谷村
地域振興公社

山代温泉循環送湯配管殺菌洗浄工事 民間

平成15年度万博温泉おゆば源泉設備メンテナンス(スポット作業) 民間

縄文真脇温泉源泉地上機器メンテナンス業務 能都町役場

APAガーデンプレイス臼井駅前温泉設備保守点検業務 民間

リライム源泉ポンプメンテナンス業務 民間

APAガーデンプレイス臼井駅前温泉設備保守点検業務(H13追加
作業分)

民間

白峰２号源泉貯湯タンク及び配管洗浄工事 白峰村役場

民宿磯波風エア管取替工事 民間

縄文真脇温泉送湯管洗浄用中間排水施設設置及び修繕 能都町役場

桜ヶ池温泉水位センサー修繕工事 城端町役場

松任市民温泉源泉ポンプ地上メンテナンス業務
（財）松任市
地域振興公社

アルプスの湯送湯ポンプ補修
（財）上市町
健康文化振興財団

平成15年度桜ヶ池温泉管理委託業務 城端町役場

水晶の湯温泉源泉･給水設備メンテナンス業務 南濃町役場

大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務
（財）吉野谷村
地域振興公社

池田温泉薬注装置取替修繕 池田町役場

上市町保健福祉総合センター温泉設備保守点検業務
（財）上市町
健康文化振興財団

平成15年度釼名水温泉メンテナンス業務
（財）厚生年金事業振
興団厚生年金ハート
ピア富山つるぎ

平成15年度釼名水温泉源泉ポンプオーバーホール業務
（財）厚生年金事業振
興団厚生年金ハート
ピア富山つるぎ

内灘砂丘放水路温泉貯湯槽清掃業務
（財）内灘町公
共施設等管理公社

柳田2号源泉維持管理業務 柳田村役場

日本まん真ん中温泉子宝の湯揚湯設備メンテナンス業務委託 美並村役場

温泉設備メンテナンス 民間

能登温泉メンテナンス業務 民間



年度 温泉メンテナンス業務

平成15年度柳田2号源泉設備修繕工事(送湯ポンプ国民宿舎№2
号機)

柳田村役場

平成15年度なかじま猿田彦温泉揚配湯施設管理委託業務 中島町役場

かわだ温泉井保守点検業務委託 鯖江市役所

平成15年度ゆうばえ温泉メンテナンス 河野村役場

平成15年度杣山温泉メンテナンス業務
（財）南条町
公共施設管理公社

南濃温泉「水晶の湯」ポンプメンテナンス工事 南濃町役場

美並村温泉備品(源泉予備ポンプ) 美並村役場

平成15年度門前温泉地上機器メンテナンス業務委託
（財）日本海
むら開発公社

武芸川温泉揚湯設備メンテナンス業務 武芸川町役場

武芸川温泉源泉ポンプオーバーホール工事 武芸川町役場

松任市民温泉源泉ポンプ入替工事 松任市役所

松任市民温泉源泉インバータ装置取替工事 松任市役所

松任市民温泉源泉井戸等点検調査業務 松任市役所

アルプスの湯源泉ポンプ入替工事 上市町役場

温泉揚湯ポンプ引上作業委託 宮崎村役場

温泉圧送ポンプオーバーホール工事 宮崎村役場

平成15年度丸岡温泉第2号井戸メンテナンス業務委託 丸岡町役場

温泉施設メンテナンス業務 今庄町役場

北潟湖畔荘温泉メンテナンス業務
国民年金健康保養セ
ンター北潟湖畔荘

伊自良温泉メンテナンス業務 美山町役場

大門温泉センターシーケンサー取替作業
（財）吉野谷村
地域振興公社

新五箇山温泉メンテナンス業務委託 平村役場

池田温泉薬注口移設工事 池田町役場

勝山温泉センター「水芭蕉」源泉水中ポンプ交換及びオーバー
ホール業務委託

勝山市役所

縄文真脇温泉送湯ポンプ機械室内配管修理 能都町役場

志賀の郷3号源泉№2送湯ポンプ修繕工事 民間

藤橋村揚湯設備メンテナンス業務 藤橋村役場

受水槽清掃作業 民間

H.15 平成15年度上之保温泉ほほえみの湯揚湯設備メンテナンス業務 上之保村役場

平成15年度上之保温泉ほほえみの湯機械設備メンテナンス業務 上之保村役場

新五箇山温泉エアー弁修繕工 民間

輪島温泉ポンプ入替工事 民間

ほっとらんどＮＡＮＡＯポンプ回収作業 民間

利賀天竺温泉送湯ポンプ修繕業務(施設側)
（財）利賀ふるさと
財団

平成15年度内灘砂丘放水路温泉ポンプメンテナンス業務
（財）内灘町公
共施設等管理公社

上之保温泉ほほえみの湯機械設備メンテナンス業務 上之保村役場



年度 温泉メンテナンス業務

平成15年度みらくる亭温泉ポンプメンテナンス工事 美山町役場

機械室機器定期メンテナンス及び源泉槽清掃作業 民間

スキーJAM勝山源泉設備機器修繕業務 民間

アルプスの湯露天配管交換作業
（財）上市町
健康文化振興財団

湯の島温泉浴槽循環配管洗浄工事 富山村役場

アルプスの湯男子全身浴系統配管洗浄工
（財）上市町
健康文化振興財団

平成15年度露天風呂配湯管洗浄消毒業務 上之保村役場

Ｄ’グラフォート金沢源泉運用試験 民間

温泉揚湯ポンプオーバーホール工事 宮崎村役場

志賀の郷１号源泉バルブ交換 民間

小牧台送湯ポンプ交換 中島町役場

小海町温泉用水中モーターポンプ回収分解点検調査及び挿入作
業

（社）小海町
開発公社

砺波リゾートポンプ薬注器 民間

ぼたん荘レジオネラ対策配管洗浄作業
（財）古座川町ふる
さと振興公社

美女湯温泉メンテナンス 古座川町役場

ジェームス山温泉「月の湯舟」温泉設備年間メンテナンス（第１次） 民間

敦賀きらめき温泉リラ・ポート温泉揚湯設備保守点検業務 民間

のと七見健康福祉の郷温泉揚湯・引湯設備設計業務 民間

白峰２号源泉加圧ポンプ修理 白峰村役場

松任市民温泉記録計故障修理
（財）松任市
地域振興公社

（仮称）みづほ温泉揚湯試験解析調査業務（４段階）
（株）東部町
振興公社

志賀の郷№１貯湯槽電流表示計交換 民間

南濃温泉「水晶の湯」脱脂処理委託業務 南濃町役場

志賀の郷１号源泉コンプレッサー用冷却ポンプ修繕工事 民間

高木第２源湯４号井源湯調査委託業務 下諏訪町役場

富山簡易保険保養センター源泉ポンプ新規購入及びオーバー
ホール

民間

内灘砂丘放水路温泉貯湯槽清掃業務
（財）内灘町公共施
設等管理公社

柳田２号源泉維持管理業務 柳田村役場

松任市民温泉源泉ポンプ地上メンテナンス業務
（財）松任市
地域振興公社

平成１６年度　仕第５号　南濃温泉「水晶の湯」　温泉引湯配管洗浄
メンテナンス委託業務

南濃町役場

平成１６年度　仕第６号　南濃温泉「水晶の湯」　源泉ポンプメンテナ
ンス委託業務

南濃町役場

平成１６年度　仕第７号　南濃温泉「水晶の湯」　温泉設備・給水設
備メンテナンス委託業務

南濃町役場

アルプスの湯女子全身浴系統配管洗浄工
（財）上市町
健康文化振興財団



年度 温泉メンテナンス業務

平成１６年度杣山温泉メンテナンス業務
（財）南条町
公共施設管理公社

縄文真脇温泉源泉ポンプメンテナンス業務委託 能都町役場

縄文真脇温泉源泉地上機メンテナンス業務委託 能都町役場

上市町保健福祉総合センター温泉設備保守点検業務
（財）上市町
健康文化振興財団

温泉設備メンテナンス 民間

平成１６年度　釼名水温泉メンテナンス業務
（財）厚生年金事業振
興団厚生年金ハート
ピア富山つるぎ

かわだ温泉井保守点検業務委託 鯖江市役所

大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務
（財）吉野谷村地域
振興公社

能登温泉メンテナンス業務 民間

村単独事業　体験交流センター源泉ポンプ入替工事 井口村役場

桜ヶ池温泉管理業務委託 城端町役場

和良温泉揚湯設備保守管理業務
郡上市役所　和良
地域振興事務所

ラポーゼかわだ温泉ポンプメンテナンス業務委託 鯖江市役所

伊自良温泉メンテナンス業務 美山町役場

平成１６年度　なかじま猿田彦温泉揚配湯施設管理委託業務 中島町役場

温泉揚湯設備メンテナンス 民間

平成１６年度　門前温泉地上機器メンテナンス業務
（財）日本海むら開
発公社

温泉井用水中モーターポンプ回収・分解・点検調査及び入れ換え
及び温泉井孔内調査

河野村役場

敦賀きらめき温泉リラ・ポート温泉メンテナンス業務 民間

温泉施設メンテナンス業務 今庄町役場

くろば温泉女子浴場配管洗浄工事 上平村役場

花みずき温泉設備保守点検業務委託 宮崎村役場

平成１６年度　瀬女温泉地上機器保守点検業務委託 尾口村役場

H.16 平成１６年度　温泉揚湯設備メンテナンス業務 上之保村役場

平成１６年度　温泉機械設備メンテナンス業務 上之保村役場

平成１６年度　伊自良温泉水中ポンプ交換業務委託 美山町役場

平成１６年度　なかじま猿田彦温泉除鉄除マンガンろ過装置修繕工
事

中島町役場

ルネスかなざわ二重管工事 民間

平成１６年度　丸岡温泉第２号井戸メンテナンス業務委託 丸岡町役場

平成１６年度　ゆうばえ温泉メンテナンス 河野村役場

アルプスの湯男子全身浴系統配管洗浄工
（財）上市町
健康文化振興財団

アルプスの湯香湯・歩行浴・水風呂連通管洗浄作業
（財）上市町
健康文化振興財団

源泉ポンプオーバーホール
郡上市役所　美並
地域振興事務所



年度 温泉メンテナンス業務

温泉　源泉保守管理業務
郡上市役所　美並
地域振興事務所

源泉ポンプ水中ケーブル 武芸川町役場

圧力計交換作業 民間

みづほ温泉源泉改修工事 東御市役所

平成１６年度　配湯管洗浄消毒業務 上之保村役場

社会福祉法人富山城南会ふるさと温泉設備メンテナンス業務 民間

片山津ホテルアローレ落雷復旧費 民間

花はす温泉そまやま温泉予備ポンプ入替工事 南条町役場

大門温泉センターポンプメンテナンス業務
（財）吉野谷村地域
振興公社

百峰閣源泉揚湯試験 山中町役場

（仮称）そばの郷温泉ポンプ回収作業 民間

神戸市摩耶「HATなぎさの湯」温泉・井水設備工事 民間

平成１６年度社会福祉法人篤豊会温泉揚湯設備メンテナンス業務 民間

温泉センターエアリフト揚湯設備設置工事 河野村役場

温泉センター源泉二重管工事 河野村役場

新五箇山温泉水位センサー新規購入 平村役場

花つばき温泉揚湯試験 民間

（仮称）刈谷ハイウェイオアシススポーツ健康増進センター新築工事 民間

一里野温泉集湯槽整備工事（源泉仮設配管） 民間

スキーJAM勝山温泉源泉ポンプ入替作業 民間

平成１６年度瀬女温泉源泉ポンプ改修工事 尾口村役場

リラ・ポート源泉ポンプ入替及びオーバーホール工事 敦賀市役所

ポンプ入替業務 池田町役場

鵜飼４号源泉現状調査業務 民間

大国ハイツ貯水槽清掃業務 民間

海水ろ過器改造 民間

平成１６年度源気温泉万博おゆば温泉・水井戸設備年間メンテナン
ス

民間

４号源泉揚湯ポンプ取替工事 山中町役場

源泉水中ポンプ点検業務委託 武生市役所

鹿部リゾート第１，４源泉施設工事 民間

温泉設備改修工事 民間

テルメ金沢源泉ポンプメンテナンス工事 民間

保健福祉総合センターアルプスの湯温泉用水位センサー取付工事 上市町役場

ジェームス山温泉「月の湯舟」温泉設備年間メンテナンス 民間

北潟湖畔荘温泉メンテナンス業務
国民年金健康保養セ
ンター北潟湖畔荘

池田温泉源泉ポンプ修繕 池田町役場

温泉スタンド専用コイン取替 池田町役場

オータム天然温泉しあわせの湯源泉ポンプオーバーホール 民間

丸岡温泉第２号井温泉用水中モーターポンプ入替及び修繕業務 丸岡町役場

片山津ゴルフクラブ揚湯試験 民間

八尾ゆめの森ゆうゆう館源泉井戸調査業務委託 八尾町役場



年度 温泉メンテナンス業務

平成１６年度奥伊勢宮川温泉ストロー管設置工事 宮川村役場

新五箇山温泉インバーター修繕工 南砺市役所

氷見市神代温泉源泉診断業務（源泉井戸湧出試験） 民間

平成１６年度　なかじま猿田彦温泉源泉ポンプ入替工事
七尾市役所
中島支所

こおろぎ分湯槽配管修繕工事 山中町役場

東金沢WEST既存源泉の温泉井戸揚湯試験 民間

平成１６年度なかじま猿田彦温泉源泉ポンプ水位センサー修繕工
事

七尾市役所
中島支所

白山里受湯槽内堆積物調査 民間

瀬女温泉地上機器保守点検業務委託
白山市役所
尾口支所

北潟湖畔荘温泉メンテナンス業務
国民年金健康保養セ
ンター北潟湖畔荘

白峰２号源泉加圧ポンプ修繕工
白山市役所
白峰支所

内灘砂丘放水路温泉貯湯槽清掃業務
（財）内灘町公共施
設等管理公社

松任海浜温泉源泉ポンプ地上メンテナンス業務
（財）白山市
地域振興公社

アルプスの湯女子全身浴系統配管洗浄工
（財）上市町
健康文化振興財団

上市町保険福祉総合センター温泉設備保守点検業務
（財）上市町
健康文化振興財団

平成１７年度　水晶の湯温泉引湯配管洗浄メンテナンス業務
海津市役所
平田庁舎

平成１７年度　水晶の湯源泉ポンプメンテナンス
海津市役所
平田庁舎

平成１７年度　水晶の湯温泉設備・給水設備メンテナンス業務
海津市役所
平田庁舎

平成１７年度　杣山温泉メンテナンス業務
（財）南越前町公共
施設管理公社

今庄３６５温泉施設やすらぎ温泉施設メンテナンス業務
（財）南越前町公共
施設管理公社

平成１７年度　河野温泉施設総合メンテナンス
（財）南越前町公共
施設管理公社

二本木温泉源泉ポンプ入れ替え工事 木曽福島町役場

やすらぎの湯温泉設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

特殊浴室系統温泉設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

やすらぎの湯温泉引湯配管洗浄委託業務
海津市役所
南濃庁舎

やすらぎの湯源泉ポンプ保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

やすらぎ会館機械設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎



年度 温泉メンテナンス業務

保健福祉総合センターアルプスの湯源泉ポンプオーバーホール工
事

上市町役場

大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務
（財）白山市
地域振興公社
吉野谷事務所

温泉源泉保守管理業務
郡上市役所　美並
地域振興事務所

平成１７年度釼名水温泉メンテナンス業務
（財）厚生年金事業振
興団厚生年金ハート
ピア富山つるぎ

釼名水温泉源泉ポンプオーバーホール事業
（財）厚生年金事業振
興団厚生年金ハート
ピア富山つるぎ

スキーJAM温泉設備メンテナンス 民間

民宿磯波風エア管取替工事 民間

小舞子温泉保守メンテナンス業務
白山市役所
美川支所

きぬの湯源泉ポンプ交換 民間

関市武芸川温泉揚湯設備保守点検業務
関市役所
武芸川事務所

能登温泉メンテナンス業務 民間

白峰２号源泉加圧ポンプ分解点検洗浄工
白山市役所
白峰支所

ラポーゼかわだ温泉井保守点検業務委託 鯖江市役所

平成１７年度上之保温泉揚湯設備メンテナンス業務
関市役所
上之保事務所

平成１７年度上之保温泉機械設備メンテナンス業務
関市役所
上之保事務所

敦賀きらめき温泉リラ・ポート温泉揚湯設備保守点検業務委託 民間

美川温泉ほんだ揚湯試験 民間

平成１７年度上之保温泉配管消毒業務
関市役所
上之保事務所

ジェームス山温泉「月の湯舟」ろ過ポンプ交換 民間

白雲楼温泉(５号源泉)現況調査 金沢市役所

藤橋温泉揚湯設備メンテナンス業務
揖斐川町役場
藤橋振興事務所

ラポーゼかわだ源泉改修工事業務委託 鯖江市役所

桜ヶ池温泉源泉中継ボックス修繕
南砺市役所
城端庁舎

平成１７年度　源泉給湯施設管理業務委託 美浜町役場

花みずき温泉給湯施設保守点検業務委託
越前町役場
宮崎総合事務所

桜ヶ池温泉メンテナンス業務委託
南砺市役所
城端庁舎

平成１７年度　丸岡温泉第２号井戸メンテナンス業務委託 丸岡町役場

アルプスの湯男子全身浴系統配管洗浄工
（財）上市町
健康文化振興財団

(仮称)老人ホーム二上万葉苑水中ポンプ回収作業 民間



年度 温泉メンテナンス業務

平成１７年度　門前温泉地上機器メンテナンス業務
（財）日本海むら開
発公社

平成１７年度　伊自良温泉メンテナンス業務 美山町役場

平成１７年度　みらくる亭温泉ポンプメンテナンス業務 美山町役場

白山里源泉ポンプ地上点検 民間

和良温泉揚湯設備保守管理業務
郡上市役所　和良
地域振興事務所

新五箇山温泉メンテナンス業務委託
南砺市役所
平行政センター

勝山温泉センター「水芭蕉」源泉水中ポンプ交換及びオーバー
ホール業務委託

勝山市役所

湯涌簡易水道接続工事
金沢市湯涌温泉配
湯事業協同組合

H.17 瀬女温泉揚湯施設修繕工事
白山市役所
尾口支所

新中宮温泉センター源泉洗浄工事
白山市役所
吉野谷支所

白山温泉２号源泉現状調査 民間

鹿部リゾート温泉補修工事 民間

藤橋温泉ポンプオーバーホール業務
揖斐川町役場
藤橋振興事務所

APAガーデンプレイス臼井駅前温泉設備保守点検業務 民間

金沢リハビリテーション病院熱交換器洗浄工 民間

HATなぎさの湯　温泉・水井戸設備年間メンテナンス 民間

八尾ゆめの森ゆうゆう館配管洗浄作業 民間

あやめ源湯改良工事（ケーシング入替工事） 民間

きぬの湯源泉流量計修繕 民間

エクシブ琵琶湖温泉源泉ポンプ入替及び物理検層 民間

平成１７年度ささやま温泉揚湯設備・処理設備点検業務 勢和村役場

白峰２号源泉加圧ポンプ分解点検洗浄工
白山市役所
白峰支所

松任海浜温泉源泉改修工事①源泉ポンプ回収・調査・設置工事 白山市役所

能登リゾート温泉受湯・貯湯槽清掃業務 民間

健康福祉の郷「なごみ」源泉保守管理業務委託 能登町役場

レジャーランド加賀店温泉水中ポンプ 民間

磯波風コンプレッサー修繕作業 民間

金沢リハビリテーション病院浴槽循環配管薬品洗浄 民間

尾山レジデンス保守点検 民間

ファボーレの湯源泉メンテナンス 民間

社会福祉法人富山城南会ふるさと温泉設備メンテナンス業務 民間

温泉設備　籠川渓雲温泉揚湯ポンプ入替工事 民間

水位センサー及び低水位電極取付工事 民間

広島ほの湯源泉予備ポンプ 民間

エクシブ琵琶湖制御・計器機器交換作業 民間

マキノ白谷温泉泉源ポンプ取替工事 高島市役所



年度 温泉メンテナンス業務

加圧ポンプユニット仮設工事 民間

H.M.C施設建設工事浄水設備点検 民間

徳山会館水源地開発工事 民間

輪島温泉配湯車内設備修繕工事 民間

松任海浜温泉改修工事②源泉ポンプオーバーホール工事 白山市役所

アルプスの湯温泉制御盤修繕
（財）上市町
健康文化振興財団

平成１７年度社会福祉法人篤豊会温泉揚湯設備メンテナンス業務 民間

みらくる亭源泉ポンプ制御盤修繕業務 美山町役場

武芸川・上之保温泉源泉ポンプオーバーホール 関市役所

ごぜんやま温泉保養センター温泉及び水井戸設備保守点検業務 民間

平成１７年度なかじま猿田彦温泉源泉ポンプ水位センサー修繕工
事

七尾市役所
中島支所

山中温泉８号源泉システム制御盤等取替工事
加賀市役所
山中温泉支所

内灘砂丘放水路温泉監視システム修繕 民間

白峰温泉２号源泉コンプレッサーオーバーホール等点検整備業務
白山市役所
白峰支所

ホテルアローレ１号井戸ポンプ及び流量計交換工事 民間

平成１８年度ごぜんやま温泉保養センター温泉及び水井戸設備保
守点検業務

（財）ごぜんやま振
興公社

平成１８年度なかじま猿田彦温泉除鉄除マンガンろ過装置修繕工
事

七尾市役所
中島支所

エア注入式水位計設置工事
（財）内灘町公共施
設等管理公社

平成１８年度杣山温泉メンテナンス業務
（財）南越前町公共
施設管理公社

今庄３６５温泉施設やすらぎ温泉施設メンテナンス業務
（財）南越前町公共
施設管理公社

上市町保健福祉総合センター温泉設備保守点検業務
（財）上市町健康文
化振興財団

平成１８年度丸岡温泉第２号井源泉ポンプメンテナンス業務委託
坂井市役所
丸岡総合事務所

平成１８年度河野温泉施設総合メンテナンス
（財）南越前町公共
施設管理公社

松任海浜温泉源泉ポンプ地上メンテナンス業務
（財）白山市地域振
興公社

瀬女温泉地上機器保守点検業務委託
白山市役所
尾口支所

湊健康増進センター温泉揚湯設備保守点検業務
白山市役所
美川支所

上市アルプスの湯女子全身浴系統配管洗浄工
（財）上市町健康文
化振興財団

（仮称）庄川源泉復旧工事 民間

大山田温泉さるびの源泉設備年間定期メンテナンス
大山田温泉福祉公
社

平成１８年度　源泉給湯施設管理業務委託 美浜町役場



年度 温泉メンテナンス業務

８号源泉タイマー盤及び電動弁取付修繕工事
加賀市役所
山中温泉支所

湯涌温泉源泉設備メンテナンス業務
金沢市湯涌温泉配
湯事業協同組合

温泉　源泉保守管理業務
郡上市役所　美並
地域振興事務所

源泉ポンプオーバーホール業務
郡上市役所　美並
地域振興事務所

柳田温泉コンプレッサーオーバーホール 民間

和良温泉揚湯設備保守管理業務
郡上市役所　和良
地域振興事務所

上石津温泉揚湯設備定期メンテナンス業務
大垣市役所
上石津地域振興事務
所

平成１８年度水晶の湯温泉設備・給水設備メンテナンス業務
海津市役所
平田庁舎

平成１８年度水晶の湯ポンプメンテナンス業務
海津市役所
平田庁舎

平成１８年度水晶の湯温泉引湯配管洗浄メンテナンス業務
海津市役所
平田庁舎

温泉設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

会館機械設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

特殊浴室系統温泉設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

藤橋温泉揚湯設備メンテナンス業務
揖斐川町役場
藤橋振興事務所

花みずき温泉給湯施設保守点検業務委託
越前町役場
宮崎総合支所

みらくる亭温泉源泉メンテナンス 福井市役所

源泉貯湯槽清掃委託業務 内灘町役場

能登温泉メンテナンス業務 民間

平成１８年度柳田２号源泉維持管理業務 能登町役場

平成１８年度　のと七見健康福祉の郷「なごみ」薬液注入装置設置 能登町役場

平成１８年度　なかじま猿田彦温泉揚配湯施設管理委託業務
七尾市役所
中島支所

敦賀きらめき温泉リラ・ポート温泉揚湯設備保守点検業務委託 民間

尾山レジデンス保守点検 民間

平成１８年度白峰２号源泉加圧ポンプ修繕
白山市役所
白峰支所

HATなぎさの湯　温泉・水井戸設備年間メンテナンス 民間

大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務
（財）白山市地域振
興公社

伊自良館温泉タンク清掃業務委託 福井市役所

伊自良館源泉メンテナンス業務委託 福井市役所

関市武芸川温泉　ゆとりの湯　揚湯設備保守管理 民間

ラポーゼかわだ源泉改修工事業務委託 鯖江市役所



年度 温泉メンテナンス業務

ささやま温泉　１８年度揚湯設備・処理設備点検業務 多気町役場

平成１８年度　のと七見健康福祉の郷「なごみ」源泉保守管理業務
委託

能登町役場

ジェームス山温泉「月の湯舟」温泉設備年間メンテナンス 民間

（仮称）老人ホーム二上万葉苑水中ポンプ回収作業 民間

縄文真脇温泉貯湯槽修繕 能登町役場

平成18年度　縄文真脇温泉源泉設備保守管理委託（地上機メンテ
ナンス）

能登町役場

平成18年度　縄文真脇温泉源泉設備保守管理委託（ポンプメンテ
ナンス）

能登町役場

平成18年度　門前温泉地上機器メンテナンス業務
（財）日本海むら開
発公社

平成18年度上之保温泉揚湯設備メンテナンス業務 民間

平成18年度上之保温泉配管消毒業務 民間

極楽湯金沢野々市店水位センサー取替工事 民間

ゆ～ゆうランド源泉ポンプ入換え工事 南砺市役所

桜ヶ池温泉メンテナンス（平成18年度） 民間

新五箇山温泉メンテナンス業務委託 南砺市役所

平成18年度釼名水温泉メンテナンス業務
（財）厚生年金事業振
興団厚生年金ハート
ピア富山つるぎ

銭がめ源泉ポンプ地上部機器修繕 民間

白峰2号源泉エア管回収点検整備業務
白山市役所
白峰支所

H.18 郡上市総合スポーツセンター井戸洗浄工事 民間

湯涌５号源泉仮設工事（揚湯テスト）
金沢市湯涌温泉観
光事業協同組合

平成18年度北潟湖畔荘源泉ポンプオーバーホール業務
国民年金健康保養セ
ンター北潟湖畔荘

アルプスの湯男子全身浴系統配管洗浄工
（財）上市町健康文
化振興財団

保健福祉総合センターアルプスの湯源泉ポンプオーバーホール工
事

上市町役場

「白井の湯」井戸揚水ポンプ設備メンテナンス 民間

ルネスかなざわ３号源泉水中モーターポンプ入替工事 民間

大門温泉センター源泉ポンプ維持管理工事
白山市役所
吉野谷支所

白山町グランドハイツ源泉ポンプ回収設置作業 民間

ラポーゼかわだ送湯配管洗浄及び送湯ポンプ修繕工事 鯖江市役所

老人ホーム二上万葉苑水中ポンプ設置作業 民間

源泉ポンプメンテナンス業務
（財）南越前町公共
施設管理公社

温泉揚湯ポンプ引上交換委託業務
越前町役場
宮崎総合事務所

白山里受湯槽清掃・配管洗浄 民間

高岡カントリー温泉用深井戸ポンプ取替作業 民間



年度 温泉メンテナンス業務

源泉ポンプメンテナンス・簡易揚湯試験委託業務 内灘町役場

平成１８年度温泉制御盤整備工事 美浜町役場

藤橋井戸揚水試験・水質分析業務 民間

片山津温泉記録計・センサー設置工事 民間

池田温泉 源泉ポンプ入替委託業務 池田町役場

磯波風コンプレッサー修繕 民間

牧歌の里温泉　機器メンテナンス 民間

八尾ゆめの森ゆうゆう館配管洗浄作業 民間

新五箇山温泉ゆ～楽源泉ポンプ入換え工事 南砺市役所

ホテルアンバー温泉薬注設備改造工事 民間

上之保温泉空調機アルミフィン薬品洗浄作業 民間

河野シーサイド温泉ゆうばえ源泉ポンプメンテナンス業務
（財）南越前町公共
施設管理公社

やすらぎ会館特殊浴室薬注ポンプ設置工事
海津市役所
南濃庁舎

アパガーデンパレス〈佐倉駅前〉温泉復旧工事 民間

三河安城店温泉源泉ポンプ回収及び挿入作業 民間

和良温泉流量計交換作業 民間

平成18年度能登七見健康福祉の郷「なごみ」揚湯ポンプメンテナン
ス業務

能登町役場
内浦庁舎

平成18年度金沢リハビリテーション病院浴槽配管薬品洗浄 民間

伊賀の湯揚水処理設備年間メンテナンス 民間

上市町アルプスの湯露天送湯ポンプモーター部修繕
（財）上市町健康文
化振興財団

津幡町領家地内揚水ポンプ設置工事 民間

そまやま温泉圧力センサー取替作業 南越前町役場

武芸川温泉引湯管薬品洗浄 関市役所

白峰2号源泉コンプレッサーオーバーホール等整備作業業務
白山市役所
白峰支所

平成18年度なかじま猿田彦温泉ろ過ポンプ修繕工事
七尾市役所
中島支所

花みずき温泉揚湯ポンプ調査・修繕作業
越前町役場
宮崎総合事務所

平成18年度能登リゾート温泉設備修繕 民間

社会福祉法人富山城南会ふるさと温泉設備メンテナンス業務 民間

源気温泉万博おゆば水井戸配管洗浄業務 民間

山中温泉7号源泉ポンプ取替及び源泉ピット改修工事
加賀市役所
山中温泉支所

岩井病院温泉設備メンテナンス業務 民間

四季彩館送湯ポンプ交換修繕工事 常陸大宮市役所

関市武芸川温泉積算プリンター更新 民間

加賀ゆめの湯水位センサー取替 民間

和良温泉電磁流量計更新
郡上市役所　和良
地域振興事務所

平成18年度温泉ポンプ保守点検業務 美浜町役場



年度 温泉メンテナンス業務

関市武芸川温泉運用試験
関市役所
武芸川事務所

そまやま温泉予備ポンプ入替及び既設ポンプメンテナンス業務 民間

平成18年度社会福祉法人篤豊会温泉揚湯設備メンテナンス業務 民間

源気温泉万博おゆば水井戸配管洗浄業務 民間

徳山会館保守点検工事 民間

能登リゾート温泉№1貯湯槽加圧ポンプ修繕 民間

能登リゾート温泉受湯・貯湯槽清掃業務 民間

能登リゾート温泉ロイヤル2号源泉中分析業務 民間

山中温泉財産区9号源泉機械室内配管修繕工事 山中温泉財産区

藤橋温泉給水ポンプ整備
揖斐川町役場
藤橋振興事務所

源気温泉万博おゆば井水設備作業 民間

瀬女温泉地上機器保守点検業務
白山市役所
尾口支所

湊健康増進センター温泉揚湯設備保守点検業務
白山市役所
美川支所

きぬの湯源泉ポンプピット内バルブ取替 民間

平成１９年度ごぜんやま温泉保養センター温泉及び水井戸設備保
守点検業務

（財）ごぜんやま振
興公社

平成19年度上市町保健福祉センター温泉設備保守点検業務
（財）上市町健康文
化振興財団

大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務
（財）白山市地域振
興公社

ゆ～ゆうランド花椿落雷による水位センサー取替え工事 南砺市役所

和良温泉揚湯施設保守管理業務
郡上市役所　美並
地域振興事務所

温泉源泉保守管理業務
郡上市役所　美並
地域振興事務所

湯涌温泉温泉設備修繕
湯涌温泉観光事業
協同組合

会館機械設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

特殊浴室検討温泉設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

温泉設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

源泉ポンプ保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

平成19年度水晶の湯温泉引湯配管洗浄メンテナンス業務
海津市役所
平田庁舎

平成19年度水晶の湯温泉設備・給水設備メンテナンス業務
海津市役所
平田庁舎

関市武芸川温泉ゆとりの湯揚湯設備保守管理 民間

松任海浜温泉源泉ポンプ地上メンテナンス業務
（財）白山市地域振
興公社



年度 温泉メンテナンス業務

平成19年度親谷の湯保守管理業務委託
白山市役所
吉野谷支所

平成19年度河野温泉施設総合メンテナンス
（財）南越前町公共
施設管理公社

北潟湖畔荘温泉メンテナンス業務
国民年金健康保養セ
ンター北潟湖畔荘

みらくる亭温泉源泉メンテナンス業務 福井市役所

花みずき温泉給湯施設保守点検業務委託
越前町役場
宮崎総合事務所

源気温泉万博おゆば新規ポンプ設置作業 民間

平成19年度柳田2号源泉維持管理業務 能登町役場

能登温泉メンテナンス業務 民間

平成19年度なかじま猿田彦温泉揚配湯施設管理委託業務
七尾市役所
中島支所

山中温泉7号源泉情報ケーブル修繕工事 山中温泉財産区

武芸川温泉滅菌装置設置業務委託
関市役所
武芸川事務所

桜ヶ池温泉メンテナンス 民間

ゆ～ゆうランド源泉ポンプ水中ケーブル取替工事 南砺市役所

伊自良館源泉メンテナンス業務委託 福井市役所

源泉貯湯槽清掃委託業務 内灘町役場

アルプスの湯女子全身浴系統配管洗浄工
（財）上市町健康文
化振興財団

伊自良館温泉タンク清掃業務委託 福井市役所

平成19年度ささやま温泉揚湯設備・処理施設点検業務 多気町役場

平成19年度スキーJAM温泉設備メンテナンス 民間

尾山レジデンス保守点検 民間

ゆけむり温泉「ゆ～遊」温泉用水中ポンプオーバーホール業務 民間

平成19年度縄文真脇温泉源泉設備保守管理委託 能登町役場

敦賀きらめき温泉リラ・ポート温泉揚湯設備保守点検業務 民間

今庄365温泉施設やすらぎ温泉施設メンテナンス業務
（財）南越前町公共
施設管理公社

大山田温泉さるびの源泉設備年間定期メンテナンス
大山田温泉福祉公
社

平成19年度釼名水温泉メンテナンス業務
（財）厚生年金事業振
興団厚生年金ハート
ピア富山つるぎ

釼名水温泉源泉ポンプオーバーホール業務(平成19年度)
（財）厚生年金事業振
興団厚生年金ハート
ピア富山つるぎ

上石津温泉揚湯設備定期メンテナンス業務
大垣市役所(上石
津地域事務所)

平成19年度門前温泉地上機器メンテナンス業務
（財）日本海むら開
発公社

風の湯河内長野店井水ポンプ入替工事 民間

ラポーゼかわだ源泉井保守点検業務委託 鯖江市役所

かわだ温泉スケール抑制装置配管等工事 鯖江市役所



年度 温泉メンテナンス業務

丸岡温泉第２号井源泉ポンプ保守点検業務
坂井市役所
丸岡総合事務所

平成19年度源泉給湯施設管理業務委託 美浜町役場

桜ヶ池温泉送湯ポンプ取替業務 南砺市役所

源気温泉八尾おゆば温泉・井水設備年間メンテナンス 民間

源気温泉藤井寺おゆば温泉・水処理設備年間メンテナンス 民間

HATなぎさの湯温泉・水井戸設備年間メンテナンス 民間

HATなぎさの湯温泉・井水設備機器修繕 民間

HATなぎさの湯　井水ピット嵩上げ工事 民間

源気温泉万博おゆば、温泉・井水設備年間メンテナンス 民間

H.19 丸岡温泉2号井源泉ポンプ入替修繕
坂井市役所
丸岡総合事務所

平成19年度上之保温泉揚湯設備メンテナンス業務 民間

平成19年度上之保温泉配管消毒業務 民間

ホテルアローレ2号井戸ポンプ交換工事 民間

平成19年度山中温泉9号源泉ポンプ入替工事
加賀市役所
山中温泉支所

勝山温泉センター「水芭蕉」源泉ポンプ交換、オーバーホール業務
委託

勝山市役所

勝山温泉センター「水芭蕉」計測器修繕工事 勝山市役所

勝山温泉センター「水芭蕉」源泉調査業務 勝山市役所

ラポーゼかわだ温泉送湯管修繕洗浄工事 鯖江市役所

ホテルセイリュウガス濃度点検作業 民間

源泉槽可燃性ガス対策工事
海津市役所
南濃庁舎

健康福祉の郷「なごみ」源泉保守管理業務委託 能登町役場

ホテルサン浦島ポンプ設置工事 民間

ルネスかなざわ2号源泉ポンプメンテナンス工事 民間

源泉貯湯槽通気管改修工事 民間

上之保温泉60ｔパネルタンク修繕作業
関市役所
上之保事務所

新中宮温泉センター源泉洗浄工事
白山市役所
吉野谷支所

東御市みづほ温泉水中モーターポンプ回収分解点検調査及び挿
入作業

民間

平成19年度そまやま温泉メンテナンス業務 民間

アルプスの湯男子全身浴系統配管洗浄工
（財）上市町健康文
化振興財団

蓮沼高感度地震観測施設における天然ガス測定作業
独立行政法人
防災科学技術研究所

リラ・ポート源泉ポンプ入替及びオーバーホール工事 敦賀市役所

平成19年度山中温泉11号源泉ポンプ入替工事
加賀市役所
山中温泉支所

きぬの湯薬注ポンプ販売 民間

白山里温泉設備メンテナンス業務 民間



年度 温泉メンテナンス業務

今庄365温泉やすらぎ電磁流量計取替修繕 南越前町役場

金沢ゆめのゆ温泉揚湯調査 民間

清流温泉・泉源揚湯管取替修繕工事 民間

花みずき温泉給湯施設機能強化業務
越前町役場
宮崎総合事務所

奥伊勢フォレストピア宮川山荘温泉配管洗浄・温泉成分分析業務 民間

(仮)ホテルイン金沢揚湯試験 民間

(仮称)株式会社山崎屋太田温泉廃坑作業 民間

桜ヶ池温泉源泉ポンプ入替等工事
南砺市役所
城端庁舎

大山田さるびの温泉送湯ポンプ交換作業
大山田温泉福祉公
社

平成19年度白峰2号源泉送湯ポンプメカニカルシール取替修繕工
事

白山市役所
白峰支所

平成19年度白峰2号源泉コンプレッサーバルブ点検
白山市役所
白峰支所

平成19年度白峰1号源泉エア管回収点検作業
白山市役所
白峰支所

平成19年度白峰2号源泉コンプレッサーオーバーホール
白山市役所
白峰支所

上荒屋クリニック浴槽配管薬品洗浄 民間

志賀リゾートロイヤルシティー1号源泉圧力タンク補修 民間

アパガーデンコート<綾瀬>配管洗浄 民間

坑内エアリフト揚湯設備回収設置工事 民間

いび川温泉揚湯設備メンテナンス業務
揖斐川町役場
藤橋振興事務所

源泉設備除鉄ポンプ交換 民間

しきぶ温泉湯楽里源泉ポンプメンテナンス等業務委託
越前市役所
旧武生市役所

桜ヶ池温泉送湯ポンプ修繕工事
南砺市役所
城端庁舎

平成19年度山代7号源泉源泉ポンプ入替工事
山代温泉配湯事業
協同組合

奥伊勢フォレストピア宮川山荘源泉ポンプメンテナンス業務 民間

勝山温泉センター「水芭蕉」源泉逆止弁修繕工事 勝山市役所

平成19年度水晶の湯源泉ポンプメンテナンス
海津市役所
平田庁舎

平成20年度桜ヶ池温泉メンテナンス業務 民間

ダイヤモンドライフ湘南平成20年度源泉設備メンテナンス 民間

極楽湯堺泉北店制御盤内故障機器交換作業 民間

いび川温泉源泉ポンプ入替工事
揖斐川町役場
藤橋振興事務所

奥伊勢フォレストピア宮川山荘源泉機械室ガス検知器取り付け及び
換気扇追加工事

民間

やすらぎの湯給湯循環ポンプ修繕
海津市役所
南濃庁舎



年度 温泉メンテナンス業務

加子母温泉温泉スタンド修繕
中津川市役所
加子母総合事務所

上之保温泉シャワー系統給水改修修繕
関市役所
上之保事務所

民宿磯波風エア管取替え工事 民間

白谷温泉送湯ポンプ取替及び補給槽修繕工事 高島市役所

加賀屋宝生亭No.2井戸ポンプ設置工事 民間

エクシブ琵琶湖ろ過装置修繕工事 民間

エクシブ琵琶湖源泉ポンプ制御盤修繕工事 民間

上之保温泉機械設備修繕作業
関市役所
上之保事務所

奥伊勢フォレストピア宮川山荘記録計修理 民間

特殊浴室系統温泉設備修繕
海津市役所
平田庁舎

源気温泉万博おゆば源泉ポンプ入替工事 民間

松任海浜温泉源泉ポンプ地上メンテナンス業務
（財）白山市地域振
興公社

源泉貯水槽オーバーフロー管改修工事 内灘町役場

源泉ポンプ制御盤修繕 内灘町役場

リラ・ポート源泉ポンプ修繕工事 敦賀市役所

新五箇山温泉送湯設備緊急点検調査 民間

H19年度なかじま猿田彦温泉除鉄除マンガンろ過装置等修繕工事
七尾市役所
中島支所

伊自良温泉源泉ポンプ入替業務 民間

花みずき温泉制御盤機器内増設修繕工事
越前町役場
宮崎総合事務所

万博おゆば増改築工事 民間

（仮）白山温泉２号源泉揚湯試験 民間

H20年度ごぜんやま温泉保養センター温泉及び水井戸設備保守点
検業務

民間

平成19年度常陸大宮市公営温泉施設現状調査業務委託 常陸大宮市役所

平成20年度水晶の湯温泉設備・給水設備メンテナンス業務
海津市役所
平田庁舎

平成20年度水晶の湯温泉引湯配管洗浄メンテナンス業務
海津市役所
平田庁舎

温泉設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

特殊浴室系統温泉設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

会館機械設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

浴槽循環系統配管洗浄委託業務
海津市役所
南濃庁舎

上市町保健福祉総合センター温泉設備保守点検業務
（財）上市町健康文
化振興財団

湊健康増進センター温泉揚湯設備保守点検業務
白山市役所
美川支所



年度 温泉メンテナンス業務

ラポーゼかわだ温泉送湯管修繕業務(第1区間、第3区間) 鯖江市役所

丸岡温泉2号井源泉メンテナンス業務 民間

伊賀の国大山田温泉「さるびの」送湯ポンプ修繕工事 伊賀市大山田支所

藤橋温泉揚湯設備メンテナンス業務
揖斐川町役場
藤橋振興事務所

花みずき温泉給湯施設保守点検業務
越前町役場
宮崎総合事務所

湯涌温泉5号源泉揚湯設備改修工事 民間

平成20年度なかじま猿田彦温泉揚配湯施設管理委託業務
七尾市役所
中島支所

社会福祉法人篤豊会温泉揚湯設備メンテナンス業務 民間

柴山温泉3号源泉揚湯能力事前調査業務 民間

源泉貯湯槽清掃委託業務 内灘町役場

アパガーデンズ＜駅西けやき通り＞源泉ポンプ制御盤改造工事 民間

瀬女温泉地上機器保守点検業務
白山市役所
尾口支所

和良温泉揚湯設備保守管理業務
郡上市役所
和良地域振興事務
所

アルプスの湯女子全身浴系統配管洗浄工
（財）上市町健康文
化振興財団

いび川温泉源泉ポンプ緊急入替工事
揖斐川町役場
藤橋振興事務所

日本まん真ん中温泉子宝の湯揚湯設備メンテナンス業務
郡上市役所
美並地域振興事務
所

平成20年度海津温泉源泉保守管理 民間

平成20年度関市武芸川温泉ゆとりの湯揚湯設備保守管理 民間

ほの湯源泉ポンプ入れ替え工事 民間

平成20年度ささやま温泉揚湯設備・処理施設点検業務 多気町役場

松任海浜温泉ポンプメンテナンス工事 白山市役所

ゆけむり温泉ゆー遊源泉メンテナンス業務 民間

尾山レジデンス保守点検 民間

平成20年度つるぎ恋月温泉設備保守点検業務 民間

保健福祉総合センター2号井ポンプ購入及びオーバーホール工事 上市町役場

大山田温泉さるびの源泉設備定期メンテナンス業務
大山田温泉福祉公
社

平成20年度門前温泉メンテナンス業務委託
（財）日本海むら開
発公社

APAホテル＜京都駅堀川通＞専用水道保守サービス 民間

オータム天然温泉しあわせの湯源泉ポンプ点検 民間

きぬの湯1号井温泉用水中ポンプ回収作業及び挿入作業 民間

みらくる亭源泉メンテナンス業務委託 福井市役所

伊自良館源泉メンテナンス業務
伊自良の里振興協
会

敦賀きらめき温泉リラ・ポート温泉揚湯設備保守点検業務(4月～9
月)

民間

ホテルアローレ3号井戸揚水設備改修工事 民間



年度 温泉メンテナンス業務

ラポーゼかわだ温泉井保守点検業務委託 鯖江市役所

平成20年度スキーJAM温泉設備メンテナンス 民間

平成20年度そまやま温泉メンテナンス業務 民間

平成20年度源泉給湯施設管理業務委託 美浜町役場

花みずき温泉給湯施設機能強化業務
越前町役場
宮崎総合事務所

白山里温泉設備メンテナンス業務 民間

H20年度湯涌温泉メンテナンス業務 民間

平成20年度上之保温泉機械設備メンテナンス業務 民間

定期（隔年）源泉ポンプオーバーホール業務
郡上市役所
美並地域振興事務
所

上石津温泉揚湯設備定期メンテナンス業務
大垣市役所
上石津地域事務所

和良温泉ボイラー腐食修繕
郡上市役所
和良地域振興事務
所

山中温泉3号源泉ポンプ取替工事 加賀市役所

レイクサイド北潟湖畔荘源泉メンテナンス及び水質検査業務委託 民間

ラポーゼかわだ温泉薬注器修繕 鯖江市役所

源気温泉藤井寺おゆば温泉・井戸設備メンテナンス（前期） 民間

源気温泉八尾おゆば温泉・井戸設備メンテナンス（前期） 民間

ジェームス山温泉「月の湯舟」温泉設備年間メンテナンス 民間

平成20年度大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務
（財）白山市地域振
興公社

平成20年度　第　号　白谷温泉電極制御修繕業務 高島市役所

今庄365温泉施設やすらぎ温泉メンテナンス業務
（財）南越前町公共
施設管理公社

「水晶の湯」給水設備給水ポンプモータ交換
海津市役所
平田庁舎

ゆ～ゆうランド新規源泉ポンプ入替等工事
南砺市役所
城端庁舎

平成20年度柳田2号源泉維持管理業務
（財）能都町
ふるさと創生公社

健康福祉の郷「なごみ」源泉保守管理業務委託
（財）能都町
ふるさと創生公社

源気温泉万博おゆば温泉・水井戸設備年間メンテナンス 民間

温泉設備保守点検業務 民間

H.20 伊賀の湯揚水・水処理設備年間メンテナンス 民間

湯涌温泉源泉設備復旧工事
金沢市湯涌温泉観
光事業協同組合

源気温泉八尾おゆば 温泉・井戸設備メンテナンス 民間

源気温泉藤井寺おゆば温泉・水処理設備メンテナンス 民間

源気温泉万博おゆば温泉・水井戸設備メンテナンス 民間

徳山会館給水施設保守点検業務 民間

源泉ろ過装置整備（ろ材交換・除鉄槽整備他） 民間

門真市石原東・幸福北地区温泉配湯事業メンテナンス 民間



年度 温泉メンテナンス業務

上之保温泉揚湯設備修繕
関市役所
上之保事務所

社会福祉法人富山城南会ふるさと温泉設備メンテナンス業務 民間

源泉ポンプ制御盤修繕 内灘町役場

池田温泉本館深井戸用水中ポンプ・水中ケーブル購入事業 池田町役場

松任海岸温泉源泉ポンプ（5号機）設備工事 白山市役所

源泉モーターポンプ取替修繕工事 内灘町役場

武芸川温泉源泉ポンプ入替修繕 関市役所

鹿部リゾート温泉施設改修工事 民間

上之保温泉ほほえみの湯源泉ポンプ入替修繕 関市役所

三重県鳥羽市神代温泉既設ポンプ回収工事 民間

内灘砂丘放水路温泉落雷復旧工事 内灘町役場

太閤天然温泉湯吉郎源泉保守管理業務 民間

天竺温泉源泉ポンプ入替等工事 民間

ゆ～楽源泉ポンプ入替等工事 民間

平成20年度HATなぎさの湯温泉・井水設備年間メンテナンス 民間

アパガーデンコート＜綾瀬＞二次薬注装置用給水配管工事 民間

平成20年度上之保温泉揚湯設備メンテナンス業務 民間

平成20年度ささやま温泉揚湯設備・処理施設点検業務 多気町役場

伊自良館源泉ポンプ基盤等修繕工事 福井市役所

ふれあい温泉センター「ゆ～楽」災害復旧工事
南砺市役所
城端庁舎

揚湯設備定期メンテナンス 民間

源泉センター水芭蕉源泉ポンプ修繕工事 勝山市役所

武芸川温泉制御盤機器取替修繕 関市役所

白山温泉温泉源改修工事 民間

池田温泉源泉ポンプ入替工事 池田町役場

長島・温泉設備現地調査 民間

山中温泉8号源泉ポンプ取替工事
加賀市役所
山中温泉支所

いび川温泉源泉ポンプ購入業務
揖斐川町役場
藤橋振興事務所

温泉施設維持管理業務委託 民間

山代篤寿温泉源泉ポンプ入替工事 民間

四季彩館源泉・水井戸制御盤落雷修繕工事
（財）ごぜんやま振
興公社

温泉源泉等調査委託 池田町役場

能登リゾートいこいの村系統メータ設置及びポンプ制御改修工事 民間

揚水設備塩素剤注入ポンプ修繕
海津市役所
南濃庁舎

源泉ポンプメンテナンス業務
（財）南越前町公共
施設管理公社



年度 温泉メンテナンス業務

(仮称)ドーミー鶴見新築工事井戸埋坑工事 民間

温泉井戸ポンプ機材撤去工事 民間

H・M・C施設車庫棟概設井戸洗浄作業及びポンプ設置工事 民間

H.2１ 湊健康増進センター温泉揚湯設備保守点検業務
白山市役所
美川支所

瀬女温泉地上機器保守点検業務
白山市役所
尾口支所

源泉貯湯槽清掃業務委託 内灘町役場

庄川清流温泉年間設備メンテナンス 民間

平成21年度ごぜんやま温泉保養センター温泉及び水井戸設備保
守点検業務

（財）ごぜんやま振
興公社

ラポーゼかわだ送湯流量計取替修繕 鯖江市役所

機械設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

特殊浴室系統温泉設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

温泉設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

浴槽循環系統配管洗浄委託業務
海津市役所
南濃庁舎

いび川温泉揚湯設備保守管理 民間

海津温泉源泉保守管理 民間

関市武芸川温泉ゆとりの湯揚湯設備保守管理 民間

平成21年度桜ヶ池温泉メンテナンス業務 民間

上市町保健福祉総合センター温泉設備保守点検業務
（財）上市町　　健
康文化振興財団

平成21年度花みずき温泉給湯施設保守点検業務
越前町役場
宮崎総合事務所

和良温泉揚湯設備保守管理業務
郡上市役所　和良
地域振興事務所

APAホテル＜京都駅堀川通＞専用水道保守サービス 民間

平成21年度門前温泉メンテナンス業務
（財）日本海むら開
発公社

平成21年度上市アルプスの湯女子全身浴系統配管清掃工
（財）上市町　　健
康文化振興財団

平成21年度河野温泉施設総合メンテナンス
（財）南越前町公共
施設管理公社

敦賀きらめき温泉リラ・ポート温泉揚湯設備保守点検業務委託 民間

徳山会館給水施設保守点検 民間

温泉源泉保守管理業務
郡上市役所　美並
地域振興事務所

タイガーリースかほく営業所井戸洗浄工事 民間

平成21年度親谷の湯スケール除去工事
白山市役所
吉野谷支所

伊賀の湯揚水・水処理設備年間メンテナンス 民間

美山森林温泉みらくる亭源泉ポンプ保守点検業務 福井市役所



年度 温泉メンテナンス業務

国民宿舎鷹巣荘温泉ポンプ保守点検業務 福井市役所

平成21年度柳田2号源泉維持管理業務
（財）能登町ふれあ
い公社

平成21年度能登七見健康福祉の郷｢なごみ｣源泉保守管理業務委
託

（財）能登町ふれあ
い公社

二本木温泉温泉スタンド修繕工事
木曽町役場
木曾福島支社

ラポーゼかわだ温泉井保守点検業務委託 鯖江市役所

平成21年度源泉給湯施設管理業務委託 美浜町役場

平成21年度ささやま温泉揚湯設備・処理施設点検業務 多気町役場

大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務
（財）白山市地域振
興公社

松任海浜温泉源泉ポンプ地上メンテナンス業務
（財）白山市地域振
興公社

蒸気井管理委託 箱根町役場

平成21年度なかじま猿田彦温泉揚配湯施設管理委託業務 七尾市役所

勝山温泉センター｢水芭蕉｣年間保守点検業務委託 勝山市役所

やすらぎ会館温泉施設改修工事
海津市役所
南濃庁舎

平成21年度水晶の湯温泉設備メンテナンス 民間

新中宮温泉センター源泉ポンプ改修工事
白山市役所
吉野谷支所

極楽湯大和橿原店温泉水中ポンプ改修・点検工事 民間

山代7号源泉ポンプ入替工事 民間

大門温泉センター源泉ポンプ改修工事
白山市役所
吉野谷支所

井戸ポンプ入替作業 民間

平成21年度ごぜんやま温泉保養センター源泉ポンプ修繕
（財）ごぜんやま振
興公社

山中温泉旧６号源泉水中ポンプ取替工事
加賀市役所
山中温泉支所

亀の湯源泉対策工事 民間

鹿部リゾート第4源泉予備ポンプ納入他 民間

門真市石原東・幸福北地区温泉配湯事業機器修繕 民間

丸岡温泉2号井源泉メンテナンス業務 民間

今庄365温泉やすらぎ温泉施設メンテナンス業務
（財）南越前町公共
施設管理公社

温泉設備保守点検業務 民間

源気温泉おゆば温泉・井水設備年間メンテナンス 民間

なかじま猿田彦温泉ろ過ポンプ修繕工事 七尾市役所

温泉関連機器年間メンテナンス(D'グラフォート金沢尾山レジデンス) 民間

平成21年度そまやま温泉メンテナンス業務
花はす温泉そまや
ま

伊自良館源泉メンテナンス業務委託
伊自良の里振興協
会

アパガーデンプレイス臼井駅前温泉設備保守点検業務 民間



年度 温泉メンテナンス業務

(仮)L.M金沢犀川薬液注入装置修繕 民間

ﾚｲｸｻｲﾄﾞ北潟湖畔荘源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ及び水質検査業務委託 民間

なかじま猿田彦温泉除鉄装置修繕 七尾市役所

やすらぎ会館排水設備修繕工事
海津市役所
南濃庁舎

ささやま温泉処理施設臨時点検 多気町役場

能登志賀の郷R 源泉廃孔･第2受湯槽改修 民間

大山田温泉さるびの源泉設備定期ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務
大山田温泉福祉公
社

からまつの湯源泉送湯ポンプ計装盤故障原因調査 小海町役場

平成21年度上之保温泉揚湯設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

平成21年度上之保温泉機械設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

平成21年度上之保温泉配管消毒業務 民間

温泉送湯ポンプ修繕
（財）日本海むら開
発公社

極楽湯堺泉北店流量計交換工事 民間

平成21年度上市アルプスの湯男子全身浴系統配管洗浄工
（財）上市町健康文
化振興財団

上荒屋クリニック浴槽配管薬品洗浄 民間

新中宮温泉センター源泉ポンプ改修工事
白山市役所
吉野谷支所

極楽湯大和橿原店温泉水中ポンプ設置工事 民間

丸岡温泉2号井源泉ポンプ購入
坂井市役所
丸岡総合事務所

花みずき温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ購入事業
越前町役場
宮崎総合事務所

藤井寺おゆば井水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事 民間

河内千丈温泉1号源泉井戸エアー管整備工事
白山市役所
河内支所

市道大崎21号線外1路線消雪井戸改修工事 かほく市役所

お宿磯波風源泉コンプレッサー入替え工事 民間

平成21年度親谷の湯スケール除去工事
白山市役所
吉野谷支所

伊賀の湯揚水･処理設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

白山里温泉設備メンテナンス業務 民間

三条市しらさぎ荘揚湯設備機器メンテナンス業務 民間

ﾛｲﾔﾙｼﾃｨ能登ﾘｿﾞｰﾄ能登温泉健康村温泉施設維持管理業務委託 民間

エクシブ琵琶湖温泉電磁流量計取替え 民間

揚水ポンプ取替え工事 民間

いび川温泉「藤橋の湯」源泉送湯ポンプ修繕工事 揖斐川町役場

ジェームス山天然温泉｢月の湯舟｣除鉄･除マンガン処理装置ろ材
交換作業

民間

平成21年度ジェームス山天然温泉｢月の湯舟｣温泉設備メンテナン
ス

民間

上之保温泉機械設備修繕
関市役所
上之保事務所



年度 温泉メンテナンス業務

源気温泉おゆば温泉･井水設備年間メンテナンス(八尾おゆば他1
施設)

民間

｢みなと温泉波葉の湯｣温泉揚湯設備維持管理業務委託 民間

白峰2号源泉設備機器修繕工事
白山市役所
白峰支所

平成21年度なかじま猿田彦温泉除鉄除マンガンろ過装置修繕工事 七尾市役所

平成21年度蒸気井エネルギー測定 箱根町役場

上之保温泉60tパネルタンク修繕
関市役所
上之保事務所

敦賀きらめき温泉ﾘﾗﾎﾟｰﾄ源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事 敦賀市役所

山中温泉10号源泉水中ポンプ取替工事
加賀市役所
山中温泉支所

井戸ポンプ入替工事 民間

能登七見健康福祉の郷｢なごみ｣ポンプメンテナンス業務委託
（財）能登町ふれあ
い公社

いび川温泉｢藤橋の湯｣源泉ポンプ入替工事 揖斐川町役場

かほく市消雪井戸(新規ポンプ) 民間

いび川温泉｢藤橋の湯｣源泉揚湯ポンプ購入業務 揖斐川町役場

いび川温泉｢藤橋の湯｣源泉施設予備ポンプ用資材購入業務 揖斐川町役場

山中温泉11号源泉ポンプ取替工事
加賀市役所
山中温泉支所

平成21年度ごぜんやま温泉保養センター 源泉ポンプ修繕 常陸大宮市役所

みらくる亭源泉ポンプ入替業務 福井市役所

井戸ポンプ取替工事 民間

祖父江ふれあいの郷源泉揚湯設備取替修繕 稲沢市役所

敦賀きらめき温泉リラ･ポート源泉ポンプオーバーホール工事 敦賀市役所

1号,2号井戸ポンプ制御盤落雷修繕 民間

白峰温泉2号源泉コンプレッサーオーバーホール業務
白山市役所
白峰支所

源泉の水位センサーの更新 民間

ダイヤモンドライフ湘南平成22年度源泉設備メンテナンス 民間

井戸水塩素注入装置修繕 民間

花みずき温泉スタンド修繕
越前町役場
宮崎総合事務所

花みずき温泉温泉スタンド循環ポンプ修繕
越前町役場
宮崎総合事務所

たかすみの里様向け源泉ポンプ関連機器 民間

敦賀きらめき温泉リラ･ポート井戸元修繕 敦賀市役所

ささやま温泉揚湯設備･タンク清掃及び修繕 多気町役場

池田温泉薬注系統改修工 池田町役場

縄文真脇温泉送湯ﾎﾟﾝﾌﾟ配管修繕工事
（財）能登町ふれあ
い公社

佐野川温泉竹林の湯源泉ポンプ設置深度変更工事
千曲市役所
更埴庁舎

湯涌温泉5号源泉ポンプ入替工事
金沢市湯涌温泉観
光事業協同組合



年度 温泉メンテナンス業務

平成21年度二本木温泉源泉ポンプ入替工事
木曽町役場
木曾福島支社

水中ポンプ入替工事 民間

ゆ～ゆうランド・花椿源泉ポンプ・ケーブル等入替工事
南砺市役所
城端庁舎

みろく温泉元湯源泉ポンプメンテナンス業務 民間

H.22 瀬女温泉地上機器保守点検業務委託
白山市役所
美川支所

松任海兵温泉源泉ポンプ地上メンテナンス業務
（財）白山市地域振
興公社

大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務
（財）白山市地域振
興公社

平成22年度桜ヶ池温泉設メンテナンス業務 民間

平成22年度内灘砂丘放水路温泉貯湯槽清掃業務 内灘町役場

平成22年度湊健康増進センター温泉揚湯設備保守点検業務
白山市役所
美川支所

平成22年4月伊賀の湯揚水･処理設備メンテナンス 民間

浴槽循環系統配管洗浄委託業務
海津市役所
南濃庁舎

会館機械設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

温泉設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

特殊浴室系統温泉設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

和良温泉揚湯設備保守点検管理業務
郡上市役所　和良
地域振興事務所

平成22年度柳田2号源泉維持管理業務
（財）能登町ふれあ
い公社

平成22年度門前温泉メンテナンス業務委託
（財）日本海むら開
発公社

平成22年度上市町保健福祉総合センター温泉設備保守点検業務
（財）上市町健康文
化振興財団

庄川清流温泉年間設備メンテナンス業務 民間

ホテルバレンタイン井水送水配管洗浄工事 民間

平成22年度なかじま猿田彦温泉揚配湯施設管理委託業務 七尾市役所

揚湯設備メンテナンス業務
郡上市役所　美並
地域振興事務所

平成22年度ささやま温泉揚湯設備･処理設備施設点検業務 多気町役場

徳山会館給水施設保守点検 民間

平成22年度関市武芸川温泉ゆとりの湯揚湯設備保守管理 民間

平成22年度いび川温泉揚湯設備保守管理 民間

平成22年度海津温泉源泉保守管理 民間

平成22年度水晶の湯温泉設備メンテナンス 民間

平成22年度花みずき温泉給湯施設保守管理業務
越前町役場
宮崎総合事務所



年度 温泉メンテナンス業務

平成22年度上之保温泉機械設備メンテナンス業務 民間

平成22年度上之保温泉揚湯設備メンテナンス業務 民間

平成22年度上之保温泉配管消毒業務 民間

平成22年度蒸気井管理業務 箱根町役場

平成22年度河野温泉施設総合メンテナンス
（財）南越前町公共
施設管理公社

ジェームス山天然温泉「月の湯舟」温泉設備メンテナンス 民間

HATなぎさの湯温泉･井水設備年間メンテナンス 民間

平成22年度上市アルプスの湯女子全身浴系統配管洗浄工
（財）上市町健康文
化振興財団

｢ほの湯｣源泉ポンプ入替 民間

平成22年度池田温泉ポンプ入替工事 池田町役場

温泉源泉ポンプ入替修繕工事
南越前町役場
旧河野村役場

フジイプレス跡地既設井戸揚水ポンプ設置工事 民間

｢湯の華アイランド｣源泉修繕業務 民間

ジェームス山天然温泉「月の湯舟」温泉設備メンテナンス 民間

平成22年度上市アルプスの湯女子全身浴系統配管洗浄工
（財）上市町健康文
化振興財団

ラポーゼかわだ温泉井保守点検業務委託 鯖江市役所

温泉関連機器年間メンテナンス 民間

金沢神社井水給水ポンプユニット交換 民間

源泉ポンプ保守点検業務 福井市役所

勝山温泉センター「水芭蕉」年間保守点検業務 勝山市役所

日本まん真ん中温泉子宝の湯源泉ポンプオーバーホール業務
郡上市役所美並地
域振興事務所

平成22年度源泉給湯施設管理業務委託 美浜町役場

平成22年度アパガーデンプレイス臼井駅前温泉設備保守点検業
務

民間

平成22年度そまやま温泉メンテナンス業務 民間

越前町幸若文化情報センター空調設備保守点検業務
越前町役場
朝日庁舎

伊自良館源泉メンテナンス業務委託 民間

APAホテル<京都駅堀川通>専用水道保守サービス 民間

平成22年度ごぜんやま温泉保養センター温泉及び水井戸設備保
守点検業務

民間

湯涌温泉源泉設備メンテナンス業務 民間

平成22年度花みずき温泉源泉ポンプ取替工事
越前町役場
宮崎総合事務所

ゆけむり温泉ゆ～遊源泉ポンプ取替工 民間

敦賀きらめき温泉リラ･ポート温泉揚湯設備保守点検業務 民間

温泉設備メンテナンス 民間

今庄365温泉やすらぎ温泉施設メンテナンス業務
（財）南越前町公共
施設管理公社

きぬの湯2号井温泉揚湯設備点検 民間

デイサービスゆめ温泉メンテナンス業務 民間



年度 温泉メンテナンス業務

井戸水塩素注入装置電源改造工事 民間

コンプレッサー修繕電磁弁交換 民間

かみいしづ温泉揚湯設備定期メンテナンス業務 大垣市役所

上之保温泉機械設備修繕
関市役所
上之保事務所

上市町健康福祉総合センター源泉ポンプオーバーホール業務委
託

上市町役場

極楽湯柏店温泉付随ガス圧対策調査 民間

ﾚｲｸｻｲﾄﾞ北潟湖畔荘源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ及び水質検査業務委託 民間

｢宮崎デイサービス｣保守点検業務
（福）越前町社会福
祉協議会

大山田温泉さるびの源泉設備点検業務
大山田温泉福祉公
社

アパホテル(京都駅前堀川通)不具合揚水ポンプ入替工事 民間

丸岡温泉2号井源泉メンテナンス業務 民間

山代7号源泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ緊急入替 民間

能登ﾘｿﾞｰﾄ圧力ﾀﾝｸ修理工事 民間

平成22年度なかじま猿田彦温泉除鉄除マンガンろ過装置修繕工事
七尾市役所
中島支所

平成22年度なかじま猿田彦温泉ろ過ポンプ修繕工事
七尾市役所
中島支所

上之保温泉｢ほほえみの湯｣源泉予備ポンプの購入
関市役所
上之保事務所

武芸川温泉｢ゆとりの湯｣源泉予備ポンプの購入
関市役所
武芸川事務所

源泉薬注装置修繕 民間

ダイヤモンドライフ湘南温泉揚湯設備雷災害復旧作業 民間

平成22年度上市アルプスの湯男子全身浴系統配管洗浄工
（財）上市町健康文
化振興財団

伊賀の湯揚水･処理設備メンテナンス 民間

温泉施設維持管理業務委託 民間

瀬女温泉源泉ポンプ運転記録計修繕工
白山市役所
尾口支所

つるぎ恋月温泉設備保守点検業務 民間

門真市石原東･幸福北地区配湯事業ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

多摩センター店源泉ポンプ自動運転不具合修繕 民間

尾山レジデンス温泉スケール抑制剤注入装置修繕 民間

白山里温泉設備メンテナンス業務 民間

源泉ポンプ自動運転不具合対応 民間

｢湯の華アイランド｣源泉揚湯設備保守点検業務 民間

浴槽系統及びﾌﾟｰﾙ系統循環配管薬品洗浄 民間

花はす温泉そまやま源泉制御用ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ交換修繕工事
南越前町役場
旧南条町役場

ｼﾞｪｰﾑｽ山天然温泉｢月の湯舟｣温泉設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

さしま健康交流センター遊楽里源泉ポンプメンテナンス
さしま環境管理組
合

勝山温泉センター｢水芭蕉」源泉ポンプ交換、オーバーホール業務
委託

勝山市役所



年度 温泉メンテナンス業務

揚水ポンプ入替工事 民間

山中温泉9号源泉ポンプ取替工事 加賀市役所

平成21年度地域活性化･きめ細かな臨時交付金事業縄文真脇温
泉源泉ポンプ取替工事

能登町役場
旧能都町役場

白山里温泉ポンプ入替工事 民間

平成22年度なかじま猿田彦温泉薬注器注入点変更工事 七尾市役所

平成22年度なかじま猿田彦温泉送湯ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕工事 七尾市役所

しあわせの湯野々市店揚湯設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

温泉井戸水位ｾﾝｻｰ取替 民間

ホタル荘機械設備等修繕
（福）越前町社会福
祉協議会

大国ハイツ貯水槽清掃業務 民間

朝日町デイサービスセンター濾過器タイマー修繕
（福）越前町社会福
祉協議会

源泉棟送湯ポンプ入替工事 民間

白峰温泉2号源泉ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ業務 白山市役所

にかほ市象潟老人福祉ｾﾝﾀｰ源泉付随ｶﾞｽ測定及び湧出量測定 にかほ市役所

ユメリア設備管理業務 民間

水井戸水中ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕工事 民間

2号井揚水管～僧院棟原水配管設備洗浄 民間

武芸川温泉｢ゆとりの湯｣引湯管薬品洗浄修繕
関市役所
武芸川事務所

いび川温泉藤橋の湯送湯ﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 揖斐川町役場

ﾎﾃﾙ季の座様向け源泉ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ交換 民間

岩井病院温泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

上之保温泉機械設備修繕作業
関市役所
上之保事務所

ホタル荘給湯設備修繕
（福）越前町社会福
祉協議会

能登志賀の郷ﾘｿﾞｰﾄ温泉受湯･貯湯槽清掃業務 民間

白峰2号源泉薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕工事
白山市役所
白峰支所

三条市しらさぎ荘揚湯設備機器ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

子宝の湯修繕工事 民間

ｱｯﾌﾟﾙﾀﾜｰｽﾞ<仙台>1次側温泉施設点検、清掃、調整、不具合部分
交換

民間

ｱｯﾌﾟﾙﾀﾜｰｽﾞ<仙台>ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ部品交換工事 民間

温泉送湯配管ｽｹｰﾙ洗浄 民間

芝浦温泉設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

社会福祉法人富山城南会ふるさと温泉設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

緊急点検作業 民間

平成23年度H.M.C揚水･揚湯設備点検費 民間

｢極楽湯｣温泉･水井戸保守管理業務 民間

アパホテル<京都堀川通>専用水道保守サービス 民間

極楽湯柏店温泉付随ガス圧対策調査 民間



年度 温泉メンテナンス業務

丸岡総合福祉保健ｾﾝﾀｰ丸岡温泉2号井源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事
坂井市役所
丸岡総合事務所

伊賀の湯1号井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ取替･配管洗浄工事 民間

平成22年度なかじま猿田彦温泉源泉予備ポンプ設置工事 七尾市役所

源泉ポンプ等点検整備業務委託
越前市役所
旧武生市役所

奥伊勢ﾌｫﾚｽﾄﾋﾟｱ宮川山荘源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事 民間

平成22年度池田温泉本館源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備施設修繕 池田町役場

源泉棟水位ｾﾝｻｰ及び予備ﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｰﾂ(ﾎﾟﾝﾌﾟ部)購入 民間

平成22年度水晶の湯源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ中間ﾁｬﾝﾊﾞｰ交換
海津市役所
平田庁舎

山中温泉11号源泉ポンプ修繕 加賀市役所

越前水仙の里温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ取替業務 福井市役所

永源寺温泉八風の湯揚湯設備点検工事 民間

日産ﾌﾟﾘﾝｽ野々市店ﾎﾟﾝﾌﾟ交換 民間

金沢市駅西消防署小坂出張所(仮称)工事用水取水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事 民間

ｽｷｰｼﾞｬﾑ勝山源泉設備修繕業務 民間

子宝の湯水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ購入
郡上市役所  美並
地域振興事務所

HOTELAMBER源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事 民間

永源寺温泉八風の湯揚湯設備点検工事(既設ﾎﾟﾝﾌﾟ分解点検) 民間

H.23 浴槽循環系統配管洗浄委託業務
海津市役所
海津庁舎

温泉設備保守点検委託業務
海津市役所
海津庁舎

会館機械設備保守点検委託業務
海津市役所
海津庁舎

特殊浴室系統温泉設備保守点検委託業務
海津市役所
南濃庁舎

平成23年度和良温泉揚湯設備保守点検管理業務
郡上市役所 和良
地域振興事務所

平成23年度桜ヶ池温泉設備保守点検業務 民間

平成23年度花みずき温泉給湯施設保守点検業務
越前町役場
宮崎総合事務所

平成23年度大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務
（財）白山市地域振
興公社

湊健康増進センター温泉揚湯設備保守点検業務
白山市役所
美川支所

平成23年度松任市民温泉源泉ポンプ地上メンテナンス業務
（財）白山市地域振
興公社

平成23年度内灘砂丘放水路温泉貯湯槽清掃業務 内灘町役場

平成23年度能登七見健康福祉の郷｢なごみ」源泉保守管理業務委
託

（財）能登町ふれあ
い公社

平成23年4月伊賀の湯揚水･処理設備メンテナンス 民間



年度 温泉メンテナンス業務

庄川清流温泉年間設備メンテナンス業務 民間

平成23年度上市町保健福祉総合センター温泉設備保守点検業務
（財）上市町健康文
化振興財団

平成23年度上市アルプスの湯男女全身浴系統配管洗浄工
（財）上市町健康文
化振興財団

揚湯設備メンテナンス業務
郡上市役所　美並
地域振興事務所

蒸気井管理委託 箱根町役場

いび川温泉引湯管薬品洗浄 民間

平成23年度門前温泉メンテナンス業務
（財）日本海むら開
発公社

平成23年度白峰2号源泉送湯ポンプ修繕業務
白山市役所
白峰支所

今庄365温泉施設やすらぎ温泉施設メンテナンス業務
（財）南越前町公共
施設管理公社

平成23年度河野温泉施設総合メンテナンス
（財）南越前町公共
施設管理公社

平成23年度なかじま猿田彦温泉揚配湯施設管理委託業務
七尾市役所
中島支所

柳田2号源泉維持管理業務
（財）能登町ふれあ
い公社

平成23年度源泉給湯施設管理業務委託 美浜町役場

海津温泉源泉保守管理 民間

いび川温泉揚湯設備保守管理 民間

関市武芸川温泉ゆとりの湯揚湯設備保守管理 民間

平成23年度ジェームス山天然温泉｢月の湯舟｣温泉設備メンテナン
ス

民間

平成23年度水晶の湯温泉設備メンテナンス 民間

男子･女子大浴槽循環系統配管洗浄 民間

ダイヤモンドライフ湘南温泉設備定期メンテ 民間

平成23年度ごぜんやま温泉保養センター温泉及び水井戸設備保
守点検業務

民間

すし食いねえ高柳店井水設備定期点検 民間

すし食いねえ、大戸屋3店舗井水設備定期点検 民間

平成23年度温泉設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

源泉ポンプ保守点検業務 福井市役所

温泉設備保守点検業務 民間

揚湯設備修繕工事 民間

平成23年度ささやま温泉揚湯設備･処理設備点検業務 多気町役場

平成23年度瀬女温泉地上機器保守点検業務
白山市役所
尾口支所

ろ過機ろ材交換 民間

宮崎ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰﾎﾀﾙ荘保守点検業務
（福）越前町社会福
祉協議会

平成23年度花みずき温泉温泉ﾎﾞｲﾗｰ修繕業務
越前町役場
宮崎総合事務所

伊自良温泉源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務委託 民間



年度 温泉メンテナンス業務

越前町幸若文化情報ｾﾝﾀｰ空調設備保守委託業務
越前町役場
旧朝日庁舎

ﾚｲｸｻｲﾄﾞ北潟湖畔荘源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ及び水質検査業務委託 民間

白谷温泉泉源点検管理業務委託
高島市役所
マキノ支所

ﾗﾎﾟｰｾﾞかわだ温泉井保守点検業務委託 鯖江市役所

越前水仙の里温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ保守点検業務 福井市役所

水中ポンプ取替工事 民間

永源寺温泉八風の湯揚湯設備点検工事 民間

源泉ポンプ入替工事 民間

温泉用深井戸水中ポンプ交換工事 民間

極楽湯宇都宮店温泉水中ポンプ回収工事 民間

極楽湯柏店温泉水中ポンプ回収･設置工事 民間

ビューサンセット揚湯ポンプ入替え業務 民間

ごぜんやま温泉保養ｾﾝﾀｰ「四季彩館」水井戸揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 常陸大宮市役所

ふれあい温泉センター｢ゆ～楽｣源泉ポンプ入替工事
南砺市役所
平行政センター

蘭亭ﾎﾟﾝﾌﾟ回収工事 民間

ｳｨﾝｽﾞ･ﾗｼﾞｬ戸塚源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ交換作業 民間

朝日ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｼｬﾜｶﾗﾝ交換修繕
（福）越前町社会福
祉協議会

平成23年度上之保温泉揚湯設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

平成23年度上之保温泉機械設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

平成23年度上之保温泉配管消毒業務 民間

HATなぎさの湯井戸洗浄作業 民間

かみいしづ温泉揚湯設備定期ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務
大垣市役所
上石津地域事務所

朝日ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ朝寿苑配管洗浄
（福）越前町社会福
祉協議会

越前地域福祉ｾﾝﾀｰ配管洗浄
（福）越前町社会福
祉協議会

ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰほたる荘空調機修繕
（福）越前町社会福
祉協議会

敦賀きらめき温泉ﾘﾗ･ﾎﾟｰﾄ温泉揚湯設備保守点検業務 民間

勝山温泉ｾﾝﾀｰ｢水芭蕉｣源泉ﾒﾝﾃ 民間

ｱﾊﾟｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽ臼井駅前温泉設備保守点検業務 民間

ﾕｰﾌｫ-ﾘｱ千里浜温泉配管洗浄 民間

関市上之保温泉機械設備修繕
関市役所
上之保事務所

越前町社会福祉ｾﾝﾀｰ空調設備等保守点検業務委託
（福）越前町社会福
祉協議会

源泉設備機器緊急点検 民間

｢湯の華ｱｲﾗﾝﾄﾞ｣源泉揚湯設備緊急点検業務 民間

南濃温泉水晶の湯揚湯設備修繕
海津市役所
平田庁舎

配管洗浄等作業 民間



年度 温泉メンテナンス業務

｢ゆ～ゆうﾗﾝﾄﾞ･花椿｣源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤取替工事
南砺市役所
井口行政センター

徳山会館給水施設保守点検 民間

平成23年度宮崎ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰﾎﾀﾙ荘空調機電気部品交換修繕
工事

（福）越前町社会福
祉協議会

勝山温泉ｾﾝﾀｰ｢水芭蕉｣源泉ﾎﾟﾝﾌﾟﾒﾝﾃ 民間

極楽湯宇都宮店温泉水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事 民間

平成23年度白峰2号源泉ｴｱ管回収点検作業
白山市役所
白峰支所

白山市福留町地内水井戸調査新規ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 民間

八尾おゆば井水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事 民間

｢三草二木西圓寺｣源泉揚湯設備保守点検業務 民間

磯はなび井戸洗浄 民間

平成23年度花はす温泉そまやま源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

丸岡温泉2号井源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

大安寺温泉泉源ﾎﾟﾝﾌﾟ設備等保守点検業務 福井市役所

伊賀の湯揚水･処理設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

平成23年度越前町織田保健福祉ｾﾝﾀｰ空調設備等修繕工事
越前町役場
織田総合事務所

湯涌温泉旅館側送湯配管洗浄工事 民間

温泉施設維持管理業務 民間

平成23年度二本木温泉揚湯設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務
木曽町役場
木曾福島支社

今庄365温泉やすらぎ源泉送湯ﾎﾟﾝﾌﾟ取替修繕
南越前町役場
旧今庄町役場

今庄365温泉やすらぎ源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤緊急修繕
南越前町役場
旧今庄町役場

｢湯の華ｱｲﾗﾝﾄﾞ｣源泉揚湯設備保守点検業務 民間

湯の華ｱｲﾗﾝﾄﾞ源泉流量計交換 民間

小舞子温泉源泉槽･ｶﾞｽｾﾊﾟ清掃、配管洗浄 白山市役所

美山森林温泉みらくる亭源泉予備ﾎﾟﾝﾌﾟ 民間

さくらんど温泉揚湯ﾎﾟﾝﾌﾟ整備工事 五泉市役所

海津温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事
海津市役所
南濃庁舎

平成23年度越前町織田保健福祉ｾﾝﾀｰ循環式浴槽配管殺菌清掃
業務委託

越前町役場
織田総合事務所

ｴｸｼﾌﾞ琵琶湖源泉設備制御盤点検 民間

湯快爽快みさとｶﾞｽｾﾊﾟﾚｰﾀ点検清掃 民間

三条しらさぎの荘揚湯設備機器ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

白山里温泉設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

ﾎﾃﾙ季の座様源泉ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ交換 民間

平成23年度縄文真脇温泉地上機器メンテナンス業務
能登町役場
旧能都町役場

極楽湯宇都宮店揚湯設備点検 民間

ｼﾞｪｰﾑｽ山天然温泉｢月の湯舟｣温泉設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間
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しきぶ温泉温泉排水調査点検業務
越前市役所
旧武生市役所

流量計及び記録計交換作業 民間

永源寺温泉『八風の湯』揚湯設備改修工事 民間

給湯配管漏水修理
（福）越前町社会福
祉協議会

蒸気井ｴﾈﾙｷﾞｰ測定手数料 箱根町役場

水位ｾﾝｻｰ取替工事 民間

ﾄﾞｰﾐｰｲﾝ梅田東揚湯設備点検業務 民間

敦賀きらめき温泉ﾘﾗ･ﾎﾟｰﾄ地下貯湯槽水位ｾﾝｻｰ 敦賀市役所

いび川温泉引湯管薬品洗浄 民間

松任海浜温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤修繕工事 民間

HATなぎさの湯温泉･井水設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

水井戸水中ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤改造、水井戸水中ﾎﾟﾝﾌﾟ点検修理 民間

ﾃﾞｨｰｸﾞﾗﾌｫｰﾄ金沢･尾山ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 民間

水位計取付工 民間

山代温泉ヴィラ源泉緊急点検 民間

北御牧1号源泉調査業務
信州東御市振興公
社

内灘砂丘放水路温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ地上点検 内灘町役場

平成23年度なかじま猿田彦温泉除鉄除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置修繕工事 七尾市役所

奥伊勢ﾌｫﾚｽﾄﾋﾟｱ宮川山荘温泉設備点検業務 宮川観光振興公社

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ修理 民間

上之保温泉掛け湯調整弁修繕
関市役所
上之保事務所

温泉ﾒｰﾀｰ交換作業 民間

和良温泉ｽﾀﾝﾄﾞ修繕
郡上市役所
和良地域振興事務
所

排水最終槽ばっき攪拌改造工事 民間

内灘砂丘放水路温泉源泉水位測定装置修繕 内灘町役場

内灘砂丘放水路温泉ｶﾞｽｾﾊﾟﾚｰﾀ送風機修繕 内灘町役場

浴槽系統及びﾌﾟｰﾙ系統循環配管薬品洗浄 民間

｢家族風呂｣循環系統配管洗浄(高濃度塩素洗浄) 民間

越前町幸若文化情報ｾﾝﾀｰ空調設備ﾁﾗｰ修繕業務
越前町役場
旧朝日庁舎

ｵｰﾀﾑ天然温泉しあわせの湯(野々市)源泉揚湯量改善のためのｶﾞｽ
ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ改良確認作業

民間

白峰温泉2号源泉ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ業務
白山市役所
白峰支所

ﾃﾞｨｰｸﾞﾗﾌｫｰﾄ金沢･尾山ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 民間

やすらぎ会館昇温循環ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕
海津市役所
南濃庁舎

極楽湯宮崎店揚湯設備点検業務 民間

ﾃﾞｨｰｸﾞﾗﾌｫｰﾄ金沢･尾山ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 民間

いび川温泉藤橋の湯源泉揚湯設備制御盤ｲﾝﾊﾞｰﾀ修繕
揖斐川町役場
藤橋振興事務所
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温泉ｽﾀﾝﾄﾞ設備点検 野々市市役所

ﾃﾞｨｰｸﾞﾗﾌｫｰﾄ金沢･尾山ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ各住戸温泉蛇口ｽﾄﾚｰﾅｰ清掃 民間

勝山温泉ｾﾝﾀｰ｢水芭蕉｣源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ整備費 民間

ごぜんやま振興公社｢四季彩館｣水井戸揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ入替業務
ごぜんやま振興公
社

大安寺温泉泉源予備ﾎﾟﾝﾌﾟ 民間

いきいき長寿村温泉水揚水設備工事 おおい町役場

保健福祉総合ｾﾝﾀｰｱﾙﾌﾟｽの湯源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事 上市町役場

平成23年度温泉ﾎﾟﾝﾌﾟ保守点検業務 美浜町役場

丸岡温泉2号井源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ一式購入
坂井市役所
丸岡総合事務所

源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事 民間

源泉エア管及び揚湯管入替 民間

いび川温泉源泉揚湯ﾎﾟﾝﾌﾟ入替･整備工事 揖斐川町役場

みずほ二丁目地内消雪設備改修工事 白山市役所

平成23年度能登七見健康福祉の郷｢なごみ｣源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入れ替え業
務

能登町役場

地下埋設源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ更新(緊急) 民間

｢ゆ～ゆうランド･花椿｣源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事
南砺市役所
井口行政センター

｢美山森林温泉みらくる亭源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ取替及び水位ｾﾝｻｰ等設置｣ 福井市役所

｢蔵の湯東松山店｣温泉･水井戸修繕工事 民間

既存井戸揚水量調査 民間

内灘砂丘放水路温泉予備ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 内灘町役場

大安寺温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事 福井市役所

ｵｰﾀﾑ天然温泉しあわせの湯源泉予備ﾎﾟﾝﾌﾟ納入 民間

花つばき源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事 民間

H.24 和良温泉揚湯設備保守点検管理業務 郡上市役所

会館機械設備保守点検委託業務 海津市役所

温泉設備保守点検委託業務 海津市役所

特殊浴室系統温泉設備保守点検委託業務 海津市役所

浴槽循環系統配管洗浄委託業務 海津市役所

子宝の湯揚湯設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

アパホテル<京都堀川通>専用水道保守サービス 民間

平成24年度花みずき温泉給湯施設保守点検業務 越前町役場

伊賀の湯揚水･処理設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

平成24年度なかじま猿田彦温泉揚配湯施設管理委託業務
七尾市役所
中島支所

平成24年度門前温泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

源泉貯湯槽清掃業務委託 内灘町役場

松任海浜温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ地上ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務
（財）白山市地域振
興公社

平成24年度ささやま温泉揚湯設備･処理設備点検業務 多気町役場

健康福祉の郷｢なごみ｣源泉保守管理業務委託 民間

柳田2号源泉維持管理業務 民間



年度 温泉メンテナンス業務

岩井病院温泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

男女全身浴系統配管洗浄業務
（財）上市町健康文
化振興財団

上市町保健福祉総合ｾﾝﾀｰ温泉設備保守点検業務
（財）上市町健康文
化振興財団

平成24年度河野温泉施設総合ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
南越前町公共施設
管理公社

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ交換作業 民間

ｼﾞｪｰﾑｽ山天然温泉｢月の湯舟｣温泉設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

海津温泉源泉保守管理 民間

極楽湯柏店温泉水中ポンプ回収･設置工事 民間

ほっとらんどNANAO源泉ポンプ取替工事 民間

源泉ポンプ入替工事 池田町役場

宇品天然温泉ほの湯源泉揚湯ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事 民間

天竺温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ･ｹｰﾌﾞﾙ等入替工事 南砺市役所

(仮称)二上万葉苑温泉用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ取替作業 民間

温泉設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

関市武芸川温泉ゆとりの湯揚湯設備保守管理 民間

大門温泉ｾﾝﾀｰ揚湯設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務
（財）白山市地域振
興公社

平成24年度水晶の湯温泉設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

いび川温泉揚湯設備保守管理 民間

ﾚｲｸｻｲﾄﾞ北潟湖畔荘源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ及び水質検査業務委託 民間

ﾗﾎﾟｰｾﾞかわだ温泉井保守点検業務委託 鯖江市役所

かみいしづ温泉揚湯設備定期ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務
大垣市役所
上石津地域事務所

蒸気井管理委託 箱根町役場

敦賀きらめき温泉ﾘﾗ･ﾎﾟｰﾄ温泉揚湯設備保守点検業務 民間

平成24年度美浜町源泉給湯施設管理業務委託 美浜町役場

徳山会館給水施設保守点検 民間

丸岡温泉2号井源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

源泉揚湯設備 ｶﾞｽｾﾊﾟﾚｰﾀの水位ｾﾝｻ交換･ﾀﾝｸ清掃工事 民間

越前水仙の里温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ保守点検業務 福井市役所

鷹巣温泉､美山森林温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ保守点検業務 福井市役所

子宝の湯源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替業務
郡上市役所
美並地域振興事務
所

ﾎﾃﾙ季の座様向け源泉ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ購入 民間

手押しポンプ更新 民間

ｺﾞｰｺﾞｰｶﾚｰ金沢工場既設井戸揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事 民間

平成24年度桜ヶ池温泉設備保守点検業務 民間

源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ点検及び更新ﾎﾟﾝﾌﾟ選定業務委託
越前市役所
旧武生市役所

宮崎ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰﾎﾀﾙ荘空調及び温水設備保守点検業務
（福）越前町社会福
祉協議会

自吸式ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ等修繕業務
坂井市役所
丸岡総合事務所



年度 温泉メンテナンス業務

｢金沢ゆめのゆ｣源泉揚湯設備点検 民間

極楽湯佐鳴台店揚湯設備点検業務 民間

｢ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ｣揚湯設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

湊健康増進ｾﾝﾀｰ温泉揚湯設備保守点検業務
白山市役所
美川支所

平成24年度花はす温泉そまやま源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

すし食いねぇ2店舗井水設備定期点検 民間

｢すし食いねぇ高柳店｣水井戸揚水･処理設備保守点検業務 民間

伊自良温泉源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務委託
伊自良の里振興協
会

平成24年度越前町幸若文化情報ｾﾝﾀｰ空調設備保守委託業務
越前町役場
越前総合事務所

千丈温泉1号源泉井戸調査業務
白山市役所
河内支所

大戸屋金沢松村店井水設備定期点検 民間

平成24年度上之保温泉機械設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

平成24年度上之保温泉配管消毒業務 民間

平成24年度上之保温泉揚湯設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

平成24年度ごぜんやま温泉保養ｾﾝﾀｰ温泉及び水井戸設備保守
点検業務

民間

朝日ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ朝寿苑空調設備等保守点検業務委託
（福）越前町社会福
祉協議会

白谷温泉泉源点検管理業務委託 高島市役所

越前町社会福祉協議会朝日保健ｾﾝﾀｰ空調設備等保守点検業務
委託

（福）越前町社会福
祉協議会

平成24年度越前町幸若文化情報ｾﾝﾀｰ空調設備No.1ﾁﾗｰ修繕
越前町役場
越前総合事務所

次亜塩素薬注器取付工 民間

源泉配湯場機器点検 民間

温泉ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 民間

源泉可燃性ｶﾞｽ分離装置分解清掃 民間

上之保温泉送湯管薬品洗浄
関市役所
上之保事務所

｢湯来楽内灘店｣源泉流量計交換作業 民間

平成24年度瀬女温泉地上機器保守点検業務委託
白山市役所
尾口支所

瀬女温泉制御盤修繕
白山市役所
尾口支所

湯楽里館源泉落雷調査及び現場復旧費
信州東御市振興公
社

アパガーデンプレイス臼井駅前温泉設備保守点検業務 民間

ドーミーイン梅田東酸化剤注入装置レベル計交換業務 民間

平成24年度温泉ｽﾀﾝﾄﾞ年間ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 野々市市役所

湯楽里館源泉･みずほ温泉落雷被害修繕
東御市役所
北御牧庁舎

今庄365温泉やすらぎ温泉施設ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務
（財）南越前町公共
施設管理公社



年度 温泉メンテナンス業務

平成24年度宮崎ディサービスセンターホタル荘空調機修繕工事
（福）越前町社会福
祉協議会

(仮称)プレミア東金沢源泉揚湯設備･住居棟温泉設備初年度メンテ
ナンス費

民間

｢アパタワーズ神戸三宮｣揚湯設備点検業務 民間

千丈温泉1号源泉漏洩調査業務
白山市役所
河内支所

(宗)念佛宗三寶山無量壽寺総本山揚水･揚湯設備点検作業 民間

平成24年度縄文真脇温泉地上機器メンテナンス業務
能登町役場
旧能都町役場

三国温泉ゆあぽーとろ過器5方弁取替修繕工事 民間

｢ｱｯﾌﾟﾙﾀﾜｰｽﾞ八千代緑が丘｣ｶﾞｽｾﾊﾟﾚｰﾀ清掃･源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ地上点検 民間

HATなぎさの湯温泉･井水設備年間ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

勝山温泉ｾﾝﾀｰ｢水芭蕉｣源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

小舞子温泉ガスセパレーター清掃 白山市役所

白峰1号源泉ｴｱ管回収点検業務
白山市役所
白峰支所

森田2号源泉調査業務
信州東御市振興公
社

H24｢湯の華ｱｲﾗﾝﾄﾞ｣源泉揚湯設備保守点検業務 民間

白山里ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

温泉施設維持管理業務 民間

大安寺温泉泉源ﾎﾟﾝﾌﾟ設備等保守点検業務 福井市役所

ジェームス山天然温泉｢月の湯舟｣温泉設備メンテナンス 民間

平成24年度蒸気井ｴﾈﾙｷﾞｰ測定手数料 箱根町役場

しあわせの湯野々市水位センサー交換 民間

源泉水位センサー交換 民間

湯吉郎源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ点検調査 民間

三条しらさぎ荘揚湯設備機器メンテナンス業務 民間

すし食いねえ県庁前店次亜塩素注入弁交換 民間

温泉受湯槽･貯湯槽清掃業務 民間

千丈温泉1号源泉井戸ｴｱ管修繕工事
白山市役所
河内支所

温泉設備点検･清掃 民間

源泉揚湯設備落雷故障修理 民間

ﾎﾃﾙﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ井水送水配管洗浄工事 民間

東吉野村やはた温泉源泉ポンプ分解点検 民間

和良温泉長寿の湯ボイラー漏水修繕
郡上市役所　和良
地域振興事務所

ガスセパレーター点検調整 民間

ｼｰｻｲﾄﾞ松任送湯ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕工事 民間

松任海浜温泉送湯ﾎﾟﾝﾌﾟ交換修繕
白山市地域振興公
社

まめだ歯科井戸簡易揚水試験 民間

山中温泉11号源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事 加賀市役所

保健福祉総合ｾﾝﾀｰｱﾙﾌﾟｽの湯源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替等工事 上市町役場



年度 温泉メンテナンス業務

御牧乃湯源泉修繕工事
東御市役所
北御牧庁舎

蔵王ﾘｿﾞｰﾄⅡ期第二源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事 民間

いび川温泉源泉揚湯ポンプ緊急入替工事 揖斐川町役場

山代篤寿温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事 民間

仮称ｽｷﾞﾖ北陸工場揚水設備更新 民間

ｽﾊﾟﾘｿﾞｰﾄ雄琴あがりゃんせ2号源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事 民間

ｵｰﾀﾑ天然温泉しあわせの湯野々市店源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事 民間

南越前町温泉施設源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替え工事
南越前町役場
旧今庄町役場

神代温泉ポンプ入替工事(新設ポンプ及び制御盤設置） 民間

池田温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備修繕 池田町役場

源泉･給水ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕
海津市役所
平田庁舎

芸北ﾘｿﾞｰﾄ源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事 民間

山中温泉7号源泉ポンプ取替工事
加賀市役所
旧山中町役場

いび川温泉源泉揚湯予備ポンプ修繕工事 揖斐川町役場

｢金沢ゆめのゆ｣源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事 民間

平成24年度なかじま猿田彦温泉除鉄除マンガンろ過装置修繕工事 七尾市役所

エクシブ琵琶湖源泉設備制御盤点検 民間

ディーグラフォート金沢・尾山レジデンス温泉設備点検清掃 民間

丸岡温泉2号井源泉関連設備修繕
坂井市役所
丸岡総合事務所

温泉循環ポンプ交換作業(NO.1) 民間

平成24年度越前町幸若文化情報センターチラー自動制御機器修
繕業務

越前町役場
旧朝日庁舎

石川県能美郡川北町内南様邸揚水設備修繕業務 民間

アパガーデンズ駅西けやき通り温泉設備保守点検業務 民間

三国温泉ゆあぽーとボイラー点検業務 民間

内灘砂丘放水路温泉可燃性ｶﾞｽ分離装置分解清掃 内灘町役場

花はす温泉そまやま源泉制御関連等機器緊急取替修繕
南越前町役場
旧南条町役場

いび川温泉スケール分散剤注入装置設置工事 揖斐川町役場

極楽湯多摩センター店揚湯設備臨時点検 民間

海津市やすらぎ会館設備修繕工事
海津市役所
平田庁舎

ディーグラフォート金沢･尾山レジデンス 源泉ポンプ点検 民間

2号井戸ポンプ盤落雷故障修理 民間

今庄365温泉｢やすらぎ｣源泉ポンプインバーター･シーケンサー取
替え修繕工事

南越前町役場
旧今庄町役場

｢すし食いねえ小松沖店｣水井戸揚水保守点検業務 民間

内灘放水路温泉源泉ポンプ点検 内灘町役場

｢湯の華ｱｲﾗﾝﾄﾞ｣源泉流量計交換業務 民間

デジタル記録計取付工 民間

池田温泉販売用源泉スタンド基盤修繕 池田町役場

｢蔵の湯東松山店｣源泉流量計移設工事 民間



年度 温泉メンテナンス業務

東洋病院揚湯設備調査業務 民間

井水圧力ﾀﾝｸ圧力計･ﾒｰﾄﾙｺｯｸ交換 民間

さくらんど温泉源泉揚湯流量計修繕 五泉市役所

花みずき温泉スタンド修繕
越前町役場
宮崎総合事務所

平成24年度越前地域福祉ｾﾝﾀｰ配管洗浄業務委託
（福）越前町社会福
祉協議会

ﾚｲｸｻｲﾄﾞ北潟湖畔荘浴槽温度表示器取付工 民間

給湯･ろ過昇温ﾎﾟﾝﾌﾟ部品交換整備
（福）越前町社会福
祉協議会

平成24年度白峰2号源泉送湯ﾎﾟﾝﾌﾟ点検業務
白山市役所
白峰支所

2号･3号井戸回収ﾎﾟﾝﾌﾟの分解点検･整備業務 民間

水晶の湯ｽｹｰﾙ抑制剤器修理 民間

ﾚｲｸｻｲﾄﾞ北潟湖畔荘浴槽内泉質分析業務委託 民間

｢すし食いねぇ松任本店｣井水ﾎﾟﾝﾌﾟ交換及び受水槽清掃 民間

平成24年度なかじま猿田彦温泉小牧の湯源泉ポンプ入れ替え工事 七尾市役所

平成24年度泰澄の杜源泉ポンプ取替工事
越前町役場
越前総合事務所

越前水仙の里温泉源泉ポンプ取替等業務 福井市役所

2号･3号井戸洗浄及びポンプ回収･設置作業 民間

平成24年度中島源泉予備ポンプ設置及び水位センサー取替工事 七尾市役所

2号･3号井戸洗浄及びﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事 民間

北陸新幹線富山駅東部消雪基地外4箇所機械設備 民間

四季彩館源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事 民間

小松ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ引上作業 民間

主要地方道小松鶴来線雪寒工事(消雪井戸修繕工)
石川県南加賀土木
総合事務所

極楽湯多摩ｾﾝﾀｰ店温泉水中ﾎﾟﾝﾌﾟ回収･設置工事 民間

すし食いねえ松任本店井水ﾎﾟﾝﾌﾟ交換作業 民間

㈱ﾌｧｰｽﾄﾄﾞﾘｰﾑ源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ作業 民間

Ｈ.25 平成25年度やすらぎ会館浴槽循環系統配管洗浄業務
海津市役所
南濃庁舎

平成25年度やすらぎ会館機械設備保守点検
海津市役所
南濃庁舎

平成25年度やすらぎ会館温泉設備保守点検
海津市役所
南濃庁舎

平成25年度特殊浴室系統温泉設備保守点検
海津市役所
南濃庁舎

子宝の湯揚湯設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

源泉貯湯槽等清掃業務委託 内灘町役場

平成25年度松任海浜温泉源泉ポンプ地上メンテナンス業務
（一財）白山市地域
振興公社

平成25年度大門温泉センター揚湯設備メンテナンス業務
（一財）白山市地域
振興公社



年度 温泉メンテナンス業務

平成25年度蒸気井管理委託 箱根町役場

平成25年度花みずき温泉給湯施設保守点検業務
越前町役場
宮崎総合事務所

平成25年度河野温泉施設総合メンテナンス
（財）南越前町公共
施設管理公社

源泉設備保守点検業務
(財)上市町健康文
化振興財団

男女全身浴系統配管洗浄業務
(財)上市町健康文
化振興財団

平成25年4月伊賀の湯揚水･処理設備メンテナンス 民間

奥伊勢フォレストピア宮川山荘温泉設備点検業務 宮川観光振興公社

源泉棟ろ材及び部品交換工事 民間

平成25年度水晶の湯温泉設備メンテナンス 民間

平成25年度ささやま温泉揚湯設備･処理設備点検業務 多気町役場

和良温泉揚湯設備保守点検管理業務
郡上市役所　和良
地域振興事務所

平成25年度瀬女温泉地上機器保守点検業務
白山市役所
尾口支所

CCZ水槽緊急点検
（一財）白山市地域
振興公社

平成25年度いび川温泉揚湯設備保守管理 民間

湊健康増進ｾﾝﾀｰ温泉揚湯設備保守点検業務
白山市役所
美川支所

平成25年度桜ヶ池温泉設備保守点検業務 民間

安八温泉源泉揚湯設備保守管理 安八町役場

平成25年度花はす温泉そまやま源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

越前町幸若文化情報センター空調設備保守点検委託業務
越前町役場
越前総合事務所

ラポーゼかわだ温泉井保守点検業務委託 鯖江市役所

平成25年度なかじま猿田彦温泉揚配湯施設管理業務委託
七尾市役所
中島支所

温泉設備契約(年間契約) 民間

温泉設備メンテナンス 民間

伊自良温泉源泉メンテナンス業務委託
伊自良の里振興協
会

(仮称)ホテル季の座温泉ポンプ点検作業 民間

平成25年度関市武芸川温泉ゆとりの湯揚湯設備保守管理(年間) 民間

平成25年度海津温泉源泉保守管理 民間

徳山会館給水施設保守点検 民間

ジェームス山天然温泉｢月の湯舟｣温泉設備メンテナンス 民間

いび川温泉源泉ピット逆止弁修理 民間

アパガーデンプレイス臼井駅前温泉設備保守点検業務 民間

平成25年度ごぜんやま温泉保養センター温泉及び水井戸設備保
守点検業務

民間

湯快爽快みさとガスセパレーター点検清掃業務 民間

白峰2号源泉コンプレッサーオーバーホール業務
白山市役所(白峰
支所)



年度 温泉メンテナンス業務

福井市美山森林温泉みらくる亭源泉ポンプ保守点検業務 福井市役所

レイクサイド北潟湖畔荘源泉メンテナンス及び水質検査業務委託 民間

｢すし食いねぇ高柳店｣水井戸揚水･処理設備保守点検業務 民間

すし食いねぇ2店舗井水設備定期点検 民間

大戸屋金沢松村店井水設備定期点検 民間

平成25年度かみいしづ温泉揚湯設備定期メンテナンス業務
大垣市役所(上石
津地域事務所)

平成25年度上之保温泉揚湯設備メンテナンス業務 民間

平成25年度上之保温泉配管消毒業務 民間

平成25年度美浜町源泉給湯施設管理業務委託 美浜町役場

柳田2号源泉維持管理業務 民間

平成25年度門前温泉メンテナンス業務委託
(一財)日本海むら
開発公社

健康福祉の郷｢なごみ｣源泉保守管理業務委託 民間

越前水仙の里温泉源泉ポンプ保守点検業務 福井市役所

揚湯設備点検業務 民間

敦賀きらめき温泉リラ･ポート温泉揚湯設備保守点検業務 民間

平成25年度上之保温泉機械設備メンテナンス業務 民間

HATなぎさの湯温泉･井水設備年間メンテナンス 民間

流量計清掃点検及び地上機器点検 民間

伊自良温泉源泉メンテナンス業務委託
伊自良の里振興協
会

揚湯設備点検業務 民間

天然温泉しあわせの湯野々市店修繕 民間

御牧乃湯ガスセパレータ定期点検清掃
信州東御市振興公
社

源泉ポンプ点検業務委託 越前市役所

越前町社会福祉センター空調設備等保守点検業務委託
(福)越前町社会福
祉協議会

｢蔵の湯東松山店｣温泉修繕工事 民間

源泉(丸岡2号井)ポンプ保守点検業務 民間

子宝の湯制御変更工事 民間

平成25年度なかじま猿田彦温泉ろ過装置薬液注入ポンプ修繕工
事

七尾市役所(中島
支所)

ほほえみの湯冷温水発生機修理 民間

白谷温泉泉源点検管理業務委託 高島市役所

温泉スタンド撤去工事 湊財産区管理者

上之保温泉電動混合3方ボール弁交換
関市役所(上之保
事務所)

アパタワーズ神戸三宮除鉄装置ろ材交換作業 民間

熊野の郷ガスセパレータ 民間

プレミア東金沢源泉揚湯設備･住宅棟温泉設備H25年度メンテナン
ス

民間

宮崎デイサービスセンターホタル荘空調及び温水設備保守点検業
務

(福)越前町社会福
祉協議会



年度 温泉メンテナンス業務

藤江魚屋さん揚水設備緊急改修 民間

ガスセパレーター点検 民間

小舞子温泉ガスセパレータ清掃
白山市役所(美川
支所)

温泉施設メンテナンス業務
南越前町公共施設
管理公社

すし食いねえ松任本店次亜塩素ポンプ修理 民間

源泉棟揚湯管購入 民間

大安寺温泉泉源ポンプ設備等保守点検業務 福井市役所

ゆ～ゆうランド花椿揚湯設備点検業務 民間

アパガーデンズ駅西けやき通り温泉設備保守点検業務 民間

温泉施設維持管理業務 民間

伊賀の湯揚水･処理設備メンテナンス 民間

上之保温泉水位計制御盤修理 民間

ホテル季の座薬注器修理 民間

神代地区水文調査作業(2013年度10～3月)
(公財)中央温泉研
究所

池田温泉温泉スタンド修理 池田町役場

門前温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替業務
(一財)日本海むら
開発公社

ホテルアンバー源泉ポンプ更新工事 民間

三国温泉ゆあぽーと1号井源泉ポンプ入替工事 坂井市役所

平成25年度水晶の湯温泉揚湯設備メンテナンス
海津市役所(平田
庁舎)

国民宿舎鷹巣荘源泉ポンプ引上及び調査業務 福井市役所

極楽湯福井店水中ポンプ入替工事 民間

武芸川温泉源泉ポンプ入替修繕
関市役所(武芸川
事務所)

湯楽里館みづほ温泉源泉水中ポンプ等修繕工事 民間

水晶の湯源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ
海津市役所(南濃
庁舎)

山中温泉9号源泉ポンプ取替工事 加賀市役所

湯来楽内灘店源泉ポンプ点検 民間

湯涌3号源泉源泉ポンプ設置工事 民間

伊賀の湯3号井戸洗浄、ポンプ取替工事 民間

中島猿田彦温泉源泉ポンプ緊急交換点検業務
七尾市役所(中島
支所)

｢蔵の湯東松山店｣温泉ポンプ交換工事(緊急) 民間

ホテルアローレ1号井戸ポンプ交換工事 民間

ホテルアローレ2号井戸ポンプ交換工事 民間

やすらぎの湯源泉ポンプメンテナンス
海津市役所(平田
庁舎)

縄文真脇温泉源泉ポンプ回収および設置 民間

温泉用深井戸水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ
海津市役所(南濃
庁舎)

さくらんど温泉源泉井揚湯ポンプ修繕工事 五泉市役所



年度 温泉メンテナンス業務

小松グランドホテル源泉井戸ポンプ回収作業再実施 民間

湯の平温泉源泉ポンプ入替工事 郡上市役所(高鷲
地域振興事務所）

上之保温泉源泉ポンプ入替修繕 関市役所(上之保
事務所)

湯来楽内灘店水中ポンプ入替工事 民間

井水ポンプ点検及び交換 民間

さしま健康交流センター源泉ポンプ入替工事 さしま環境管理事
務組合

山中温泉8号源泉ポンプ取替工事 加賀市役所

加子母温泉スタンド修繕工事 中津川市役所(加
子母総合事務所)

小海町からまつの湯ポンプメンテナンス業務 民間

湯吉郎源泉ポンプ制御盤改造 民間

電動三方ボールバルブTポート交換修繕
(財)上市町健康文
化振興財団

龍リゾート&スパ追加工事 民間

一里野温泉源泉孔スケール除去業務
白山市役所(尾口
支所)

かみいしづ温泉引湯管薬品洗浄 大垣市役所

門真市石原東･幸福北地区温泉配湯事業メンテナンス

門真市石原東･幸
福北地区共同整備
事業組合

上之保温泉内風呂ろ過装置ろ過材交換修繕
関市役所(上之保
事務所)

ジェームス山天然温泉｢月の湯舟｣温泉設備メンテナンス 民間

源泉可燃性ガス分離装置分解清掃 民間

極楽湯野々市店揚湯設備点検業務 民間

(三条しらさぎ荘)揚湯設備機器メンテナンス業務 民間

平成25年度越前地域福祉センター配管洗浄業務
越前町社会福祉協
議

源泉可燃性ガス分離装置分解清掃 民間

夕日丘温泉塩素注入装置点検 民間

極楽湯浜松佐鳴台店揚湯設備点検業務 民間

湯快爽快みさとガスセパレーター点検清掃業務 民間

勝山温泉センター｢水芭蕉｣源泉メンテ 民間

武芸川温泉ゆとりの湯揚湯設備記録計更新
関市役所(武芸川
事務所)

関市武芸川温泉源泉機械室滅菌装置修繕
関市役所(武芸川
事務所)

上之保温泉昇温循環ポンプ取替修繕
関市役所(上之保
事務所)

平成25年｢湯の華アイランド｣源泉揚湯設備保守点検業務 民間

温泉配管洗浄業務委託
越前市役所(旧武
生市役所)

ボールバルブ弁交換 民間

極楽湯野々市店エアー抜き弁等交換工事 民間

蔵の湯東松山店源泉可燃性ガス分離装置分解清掃 民間

アパホテル<京都駅前堀川通>井水利用電動バタフライ弁交換工事 民間



年度 温泉メンテナンス業務

小江戸はつかり温泉ガスセパレーター排気ファン交換工事 民間

ディーグラフォート金沢･尾山レジデンス温泉設備点検清掃 民間

内灘放水路温泉源泉ポンプ制御盤シーケンサー交換 内灘町役場

アパホテル<京都駅堀川通>パルス式水道メーター交換工事 民間

上之保温泉内風呂ろ過ポンプ取替修繕
関市役所(上之保
事務所)

上之保温泉露天風呂ろ過装置ろ過材交換修繕
関市役所(上之保
事務所)

白山里メンテナンス 民間

ディーグラフォート金沢･尾山レジデンス源泉ポンプ点検 民間

温泉スタンド電動弁修繕 内灘町役場

極楽湯福井店循環ポンプメンテ 民間

花みずき温泉温泉スタンド用流量計取替修繕
越前町役場(旧朝
日庁舎)

湯涌温泉白鷺の湯タッチパネルの落雷復旧取替工事 湯涌温泉観光事業
平成25年度越前町朝日デイサービスセンター朝寿苑浴槽配管洗浄
業務

越前町社会福祉協
議

小江戸はつかり温泉貯湯槽清掃業務 民間

丸中山荘源泉ﾀﾝｸ凍結修繕 民間

極楽湯大和橿原店緊急対応 民間

蔵の湯鶴ヶ島店井水タンク清掃業務 民間

大門温泉源泉ポンプ制御盤ブレーカー交換
白山市役所(吉野
谷支所)

天竺温泉の郷温泉管理システム修繕工事 南砺市役所

岩井病院温泉メンテナンス業務 民間

蔵の湯東松山店温泉貯湯槽清掃業務 民間

源泉塩素注入ポンプ取替え 民間

極楽湯宮崎店流量計点検業務 民間

湊健康増進センター温泉揚湯設備保守点検業務(フェンス修繕) 湊財産区管理者

伊賀の湯揚水･処理設備メンテナンス 民間

平成25年度花みずき温泉スタンド熱交換器洗浄業
越前町役場(越前
総合事務所)

極楽湯多摩センター店水道メーター取替工事 民間

能登ロイヤルシティ2号源泉送湯電磁流量計清掃業務 民間

能登志賀の郷リゾート温泉受湯･貯湯槽清掃 民間

御牧乃湯制御盤取替工事 民間

田中実邸薬注ポンプ修理 民間

平成25年度縄文真脇温泉配管洗浄 民間

平成25年度縄文真脇温泉地上機器メンテナンス業務
能登町役場(旧能
都町役場)

ガスセパレーター及び温泉タンク清掃 民間

プレミア直江津駅前レジデンス新築工事 民間

内灘放水路温泉源泉ポンプ点検 内灘町役場

ﾎﾃﾙｱﾝﾊﾞｰ回収源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ分解･点検業務 民間

武石温泉うつくしの湯源泉配管洗浄 民間

源泉ポンプ制御盤雷対策工事 内灘町役場

温泉設備契約(年間契約) 民間

温泉スタンド設備点検 野々市市役所



年度 温泉メンテナンス業務

桜ヶ池温泉源泉ポンプ引上工事
南砺市役所(城端
庁舎)

丸岡温泉2号井源泉ポンプ等入替工事
坂井市役所(丸岡
総合事務所)

勝山温泉センター｢水芭蕉｣源泉ポンプメンテ 民間

湯楽里館源泉みづほ温泉源泉揚湯水中ポンプ購入 民間

御牧乃湯ガスセパレーター内ポンプ交換 民間

平成25年度花みずき温泉送湯ポンプ予備部品購入業務
越前町役場(旧朝
日庁舎)

やはた温泉源泉水中ポンプ納品 民間

あみーシャン大飯改修工事(ろ材･揚水ポンプ入替) おおい町役場

御牧乃湯緊急ポンプ取替工事 民間

子宝の湯源泉ポンプ購入
郡上市役所(美並
地域振興事務所

平成25年度さしま健康交流センター 源泉ポンプ入替工事予備機購
入

さしま環境管理事
務組合

上之保温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替及び揚湯管入替修繕
関市役所(上之保
事務所)

湯の平温泉源泉ポンプ修繕工事
郡上市役所(高鷲
地域振興事務所)

湯涌温泉5号源泉緊急ポンプ取替工事 民間

北本温泉湯花楽源泉対策工事 民間

ロイヤルシティ宮城蔵王リゾートⅠ期2号源泉ポンプ交換工事 民間

｢湯郷白寿の湯｣温泉ポンプ緊急入替工事 民間

平成25年度なかじま猿田彦温泉源泉ポンプ入替工事
七尾市役所(中島
支所)

平成25年度宮崎デイサービスセンターホタル荘給湯設備配管改修
工事

越前町社会福祉協
議

湯涌温泉白鷺の湯温度制御設備の落雷故障復旧工事 民間

湯吉郎源泉ポンプ制御盤改造 民間

5号源泉温泉漏水復旧緊急工事 民間

村谷機械製作所内井水配管漏水修理 民間

名張の湯三方弁取付工事 民間

平成25年度泰澄の杜温泉インバータ修繕工事 民間

Ｈ.26 子宝の湯揚湯設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

特殊浴室系統温泉設備保守点検委託業務
海津市役所(平田
庁舎)

浴槽循環系統配管洗浄業務
海津市役所(平田
庁舎)

やすらぎ会館機械設備保守点検委託業務
海津市役所(平田
庁舎)

温泉設備保守点検委託業務
海津市役所(平田
庁舎)

和良温泉揚湯設備保守点検管理業務
郡上市役所(和良
地域振興事務所

神代地区水文調査作業(2014年度4月)
(公財)中央温泉研
究所

温泉揚湯設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
海津市役所(南濃
庁舎)

平成26年度河野温泉施設総合メンテナンス
南越前町公共施設
管理公社



年度 温泉メンテナンス業務

源泉設備保守点検業務
上市町健康文化振
興財団

内灘放水路温泉水質分析 内灘町役場

極楽湯浜松佐鳴台店源泉ポンプ定期点検 民間

平成26年度花みずき温泉給湯施設保守管理業務
越前町役場(宮崎
総合事務所)

平成26年度ごぜんやま温泉保養センター温泉及び水井戸設備保
守点検業務

常陸大宮市温泉事
業㈱

平成26年海津温泉源泉保守管理 民間

平成26年度水晶の湯温泉設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

平成26年度いび川温泉揚湯設備保守管理 民間

安八温泉源泉揚湯設備保守点検委託業務 安八町役場

御牧乃湯ガスセパレータ定期点検清掃
信州東御市振興公
社

敦賀きらめき温泉リラ･ポート温泉揚湯設備保守点検業務 民間

APAホテル京都駅前堀川通り維持管理費(年間) 民間

平成26年度上之保温泉揚湯設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

平成26年度上之保温泉機械設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

平成26年度上之保温泉配管消毒業務 民間

関市武芸川温泉ゆとりの湯揚湯設備保守管理 民間

温泉設備メンテナンス 民間

レイクサイド北潟湖畔荘源泉メンテナンス及び水質検査業務委託 民間

平成26年度美浜町源泉給湯施設管理業務委託 美浜町役場

平成26年度ささやま温泉揚湯設備･処理設備点検業務 多気町役場

平成26年度かみいしづ温泉揚湯設備定期メンテナンス業務 大垣市役所

空調設備等保守点検業務委託
越前町社会福祉協
議会

極楽湯宮崎店揚湯設備点検業務 民間

平成26年度なかじま猿田彦温泉揚配湯施設管理業務委託
七尾市役所(中島
支所)

越前水仙の里温泉源泉ポンプ保守点検業務 福井市役所

平成26年度瀬女温泉地上機器保守点検業務
白山市役所(尾口
支所)

宮崎デイサービスセンターホタル荘空調及び温水設備保守点検業
務

越前町社会福祉協
議

極楽湯野々市店揚湯設備点検業務 民間

ジェームス山天然温泉｢月の湯舟｣温泉設備メンテナンス 民間

神代地区水文調査作業(2014年度5～3月)
(公財)中央温泉研
究所

極楽湯彦根店揚水設備点検業務 民間

ラポーゼかわだ温泉井保守点検業務委託 鯖江市役所

福井市美山森林温泉みらくる亭源泉ポンプ保守点検業務 福井市役所

宇品ほの湯源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替 民間

コージュ高鷲ポンプ入替工事 民間

湯の平温泉緊急ポンプ入替工事
郡上市役所(高鷲
地域振興事務所

｢湯郷白寿の湯｣引上げポンプ調査費 民間

ふれあい温泉センター｢ゆ～楽｣源泉ポンプ取替工事 南砺市役所

龍リゾート&スパ温泉源泉ポンプ不具合対応 民間



年度 温泉メンテナンス業務

男女全身浴系統配管洗浄業務
上市町健康文化振
興財団

送湯ポンプ取替修繕作業費 民間

瀬長島ホテルガスセパレータ洗浄作業 民間

貯湯槽清掃業務 民間

可燃性ガス測定業務 民間

温泉送湯配管洗浄業務委託 内灘町役場

極楽湯多摩センター店流量計取替工事 民間

一次側給湯ポンプ修理 民間

ディーグラフォート金沢･尾山レジデンス温泉メーター不具合対応 民間

源泉配湯機器点検 民間

湯快爽快大宮店ガスセパレーター点検清掃業務 民間

湯快爽快みさと店ガスセパレーター点検清掃業務 民間

源泉配管過酸化水素循環洗浄 内灘町役場

柳田2号源泉維持管理業務委託 民間

平成26年度門前温泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務委託
(一財)日本海むら
開発公社

｢すし食いねぇ高柳店｣水井戸揚水･処理設備保守点検業務 民間

大戸屋金沢松村店井水設備定期点検 民間

すし食いねぇ2店舗井水設備定期点検 民間

HATなぎさの湯温泉･井水設備年間メンテナンス 民間

平成26年度健康福祉の郷｢なごみ｣源泉保守管理業務委託 民間

平成26年度花はす温泉そまやま源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

白谷温泉泉源点検管理業務委託 高島市役所

株式会社ﾎﾃﾙまつや電気設備緊急点検業務 民間

越前町幸若文化情報センター空調設備保守委託業務 越前町役場

極楽湯柏店揚水設備点検業務 民間

芝浦源泉揚湯設備点検 民間

京湯元ハトヤ瑞鳳閣温泉揚湯設備メンテナンス 民間

橿原ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ揚湯設備緊急点検業務 民間

徳山会館給水設備保守点検 民間

伊自良温泉源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務委託 民間

アパガーデンプレイス臼井駅前温泉設備保守点検業務 民間

温泉施設ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務
南越前町公共施設
管理公社

丸岡温泉2号井源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ点検業務委託 越前町役場

揚湯設備点検業務 民間

極楽湯福井店揚湯設備緊急点検業務 民間

つるぎ恋月揚湯設備緊急点検業務 民間

越前町社会福祉協議会給湯設備緊急点検業務
越前町社会福祉協
議

伊賀の湯4号井戸点検作業 民間

ﾌﾟﾚﾐｱ東金沢源泉揚湯設備･住居棟温泉設備H26年度ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

門真市石原東・幸福北地区温泉配湯事業ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

平成26年度湊健康増進センター温泉揚湯設備保守点検業務 民間

大安寺温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ調査業務委託 福井市役所



年度 温泉メンテナンス業務

「ｱﾊﾟﾀﾜｰｽﾞ神戸三宮」揚湯設備緊急点検 民間

H26(宗)念佛宗三寶山無量壽寺総本山揚水･揚湯設備点検作業 民間

信開ドムス三社温泉設備不具合緊急対応 民間

勝山温泉ｾﾝﾀｰ｢水芭蕉｣源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

平成26年10月伊賀の湯揚水･処理設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

平成26年度蒸気井管理委託 箱根町役場

平成26年度水晶の湯源泉ポンプ購入
海津市役所(南濃
庁舎)

山中温泉11号源泉ポンプ入替工事
加賀市役所(旧山
中町役場)

保健福祉総合ｾﾝﾀｰｱﾙﾌﾟｽの湯1号井ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕工事 上市町役場

子宝の湯水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事
郡上市役所(美並
地域振興事務所)

平成26年度花みずき温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ購入業務
越前町役場(越前
総合事務所)

蔵の湯東松山店水中ポンプ等入替工事 民間

鷹巣荘温泉源泉ポンプ取替等業務 福井市役所

伊自良温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替業務 福井市役所

源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ機能向上工事 池田町役場

三国温泉ゆあぽーと1号井源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ点検業務 坂井市役所(本庁)

極楽湯彦根店1号･2号井戸ポンプ入替工事 民間

伊賀の湯4号井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事 民間

武芸川温泉ろ過循環ポンプ修繕
関市役所(武芸川
事務所)

たかすみの里ガスセパレーター点検清掃 民間

松任本店井水受水槽清掃 民間

湯涌温泉旅館系統改善作業 民間

源泉制御盤ﾌｧﾝ取替 民間

やすらぎ会館温泉設備修繕工事
海津市役所(平田
庁舎)

幸若文化情報ｾﾝﾀｰﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊﾞｯﾃﾘｰ交換修繕
越前町役場(越前
総合事務所)

平成26年度なかじま猿田彦温泉除鉄除マンガン装置修繕
七尾市役所(中島
支所)

源泉貯湯槽等清掃業務委託 内灘町役場

配管漏水改修工事 民間

ｼｰｻｲﾄﾞ温泉ゆうばえ制御盤記録計取替工事
南越前町役場(旧
河野村役場)

既存塩素注入装置整備工事 民間

温泉ｽﾀﾝﾄﾞ修繕 民間

井水ﾀﾝｸ清掃業務 民間

配管補修 民間

上之保温泉ﾎﾞｲﾗｰ着火部品交換修繕
関市役所(上之保
事務所)

ｼﾞｪｰﾑｽ山天然温泉「月の湯舟」ろ過装置ｴｱ抜き弁取替 民間

山中9号源泉無停電装置取替工事 加賀市役所

内灘砂丘放水路温泉ガスセパレーター送風機修繕 内灘町役場

平成26年度越前町幸若文化情報ｾﾝﾀｰ空調機器修繕工事
越前町役場(越前
総合事務所)

すし食いねえ小松沖店砂こし器設置 民間



年度 温泉メンテナンス業務

内灘砂丘放水路温泉源泉貯湯槽次亜塩素注入装置設置工事 内灘町役場

送湯ポンプ緊急修理 民間

送湯ﾎﾟﾝﾌﾟ整備及び配管補修、ﾊﾞﾙﾌﾞ取替 民間

湯の平温泉減圧弁取替工事 民間

白峰2号源泉配湯タイマー制御改造工事費 白山市役所

飲泉送湯配管薬品洗浄 民間

薬注器修繕 民間

「蔵の湯東松山店」水井戸修繕工事 民間

湯快爽快みさと店ｶﾞｽｾﾊﾟﾚｰﾀｰ点検清掃 民間

蔵の湯東松山店ﾒﾝﾃﾅﾝｽ及び修繕 民間

八峰の湯　送湯ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事 民間

しあわせの湯野々市店制御盤換気ファン交換 民間

やすらぎ会館　膨張ﾀﾝｸ交換 海津市役所

白峰2号源泉コンプレッサーオーバーホール業務 白山市役所

彩菓工場井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 民間

武芸川温泉引湯管薬品洗浄修繕 関市役所

信開ﾄﾞﾑｽ三社　温泉設備不具合　緊急対応 民間

可燃性天然ｶﾞｽ分離装置清掃業務 民間

極楽湯金沢野々市店ﾊﾞﾙﾌﾞ交換作業 民間

平成26年度 縄文真脇温泉 源泉インバーター改修工事 能登町役場

上之保温泉　JETﾎﾟﾝﾌﾟ交換 民間

蔵の湯鶴ヶ島店温泉関連等業務 民間

温泉循環系統ﾊﾞﾙﾌﾞ交換工事 民間

健康福祉ｾﾝﾀｰ(多世代交流棟)ｶﾞｽｾﾊﾟﾚｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事 民間

極楽湯金沢野々市店電動ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ交換作業 民間

源泉棟送湯管洗浄工事 民間

武芸川温泉　源泉ﾀﾝｸ清掃 民間

やすらぎ会館塩素注入ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 海津市役所

花みずき温泉電気機器緊急交換業務 越前町役場

湯涌温泉 白鷺の湯給湯温調系統緊急修繕 民間

和倉温泉加賀屋ﾎﾞｲﾗｰ緊急点検（1台） 民間

上之保温泉　露天風呂ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ取替修繕 関市役所

いび川温泉藤橋の湯　引湯管送湯ﾎﾟﾝﾌﾟ・電動弁修繕工事 揖斐川町役場

すし食いねえ松任本店　加圧給水ポンプ交換工事 民間

花みずき温泉落雷災害復旧対応業務 越前町役場

上之保温泉　温泉ｽﾀﾝﾄﾞ修理 民間

小舞子温泉ｶﾞｽｾﾊﾟﾚｰﾀ清掃 ぴぃすく美川

上之保温泉　設備制御監視盤取替修繕 関市役所

神代温泉ｶﾞｽｾﾊﾟﾚｰﾀｰ清掃 民間

上之保温泉　薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ交換 民間

平成26年度　越前地域福祉ｾﾝﾀｰ配管洗浄業務
越前町社会福祉協
議会

内灘砂丘放水路温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ部品交換 内灘町役場

能登志賀の郷ﾘｿﾞｰﾄ  ﾛｲﾔﾙｼﾃｨ2号源泉送湯電磁流量計配管清掃 民間



年度 温泉メンテナンス業務

能登志賀の郷ﾘｿﾞｰﾄ　温泉受湯・貯湯槽清掃 民間

平成26年度宮崎ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰﾎﾀﾙ荘室内機(ﾄｲﾚ)ｶﾞｽ管ｻｰﾐｽﾀ
交換業務

越前町社会福祉協
議会

湯涌温泉白鷺の湯　源泉送湯系統修繕 民間

温泉ｽﾀﾝﾄﾞ設備点検業務 野々市市役所

ｴｸｼﾌﾞ琵琶湖源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ更新工事 民間

和良温泉ｽﾀﾝﾄﾞ電磁流量計修繕工事 郡上市役所

平成26年度花みずき温泉ｽﾀﾝﾄﾞ給湯配管改修業務 越前町役場

平成26年度花みずき温泉ｽﾀﾝﾄﾞ温度調節計交換業務 越前町役場

ﾘﾗ･ﾎﾟｰﾄ源泉記録計取替修繕 敦賀市役所

南様邸　既設ﾕﾆｯﾄ部品交換作業(H27.2.23実施分) 民間

あみーｼｬﾝ大飯　ｶﾞｽｾﾊﾟﾚｰﾀｰ点検・清掃 民間

いび川温泉藤橋の湯送湯ﾎﾟﾝﾌﾟ清掃・1次配管取替工事に伴う送湯
ﾎﾟﾝﾌﾟ分解清掃

民間

瀬長島ﾎﾃﾙ温泉自噴復旧作業 民間

大安寺温泉泉源ﾎﾟﾝﾌﾟ設備等保守点検業務 福井市役所

夕景浜源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ点検業務 民間

白寿の湯年間ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

大安寺温泉仮設排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置委託業務 福井市役所

温泉施設維持管理業務 民間

ｱﾊﾟｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ駅西けやき通り　温泉設備保守点検業務 民間

極楽湯野々市店揚湯設備点検業務 民間

平成26年度泰澄の杜温泉給湯施設保守点検業務委託 越前町役場

三条しらさぎ荘　揚湯設備機器ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

ｼﾞｪｰﾑｽ山天然温泉「月の湯舟」温泉設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

極楽湯浜松佐鳴台店源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ定期点検 民間

平成26年度 湯癒館 温泉設備メンテナンス 民間

極楽湯大和橿原店 揚湯設備緊急点検業務 民間

白山里設備メンテナンス 民間

極楽湯大和橿原店　揚水設備点検業務 民間

ﾃﾞｨｰｸﾞﾗﾌｫｰﾄ金沢・尾山ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ温泉設備点検清掃 民間

揚湯設備点検 民間

越前町社会福祉協議会空調機器緊急点検業務その2
越前町社会福祉協
議会

ﾃﾞｨｰｸﾞﾗﾌｫｰﾄ金沢･尾山ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 民間

上之保温泉　冷温水発生機点検 民間

砺波ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ緊急対応 民間

極楽湯　大和橿原店　12月緊急点検業務 民間

平成26年度　松任海浜温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ地上ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

内灘放水路温泉　源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ地上点検 内灘町役場

湯の平温泉　機械設備調査業務 郡上市役所

平成26年度縄文真脇温泉地上機器ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 能登町役場

緊急点検 民間

門真市石原東・幸福北地区温泉可燃性ｶﾞｽ測定現場管理 民間



年度 温泉メンテナンス業務

温泉設備保守点検（年間契約） 民間

庄内温泉源泉送湯ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 民間

蔵の湯東松山店　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ等入替工事 民間

平成27年4月　伊賀の湯揚水・処理設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

Ｈ.27 温泉設備保守点検委託業務 海津市役所

やすらぎ会館機械設備保守点検委託業務 海津市役所

特殊浴室系統温泉設備保守点検委託業務 海津市役所

浴槽循環系統配管洗浄委託業務 海津市役所

和良温泉揚湯設備保守点検管理業務 郡上市役所

子宝の湯揚湯設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

APAﾎﾃﾙ京都駅前堀川通り維持管理費（年間） 民間

平成27年度越前町幸若文化情報ｾﾝﾀｰ空調設備保守点検業務 越前町役場

源泉設備保守点検業務
上市町健康文化振
興財団

平成27年度河野温泉施設総合ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
南越前町公共施設
管理公社

平成27年度　花はす温泉そまやま源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

敦賀きらめき温泉ﾘﾗ･ﾎﾟｰﾄ温泉揚湯設備保守点検業務 民間

ﾗﾎﾟｰｾﾞかわだ温泉井保守点検業務委託 鯖江市役所

平成27年度ごぜんやま温泉保養ｾﾝﾀｰ温泉及び水井戸設備保守
点検業務

民間

平成27年度　水晶の湯　温泉設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

平成27年度　いび川温泉揚湯設備保守管理 民間

関市武芸川温泉ゆとりの湯揚湯設備保守管理 民間

ﾚｲｸｻｲﾄﾞ北潟湖畔荘源泉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ及び水質検査業務委託 民間

平成27年 度泰澄の杜温泉給湯施設保守点検業務委託 越前町役場

温泉設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 民間

温泉揚湯設備メンテナンス委託 海津市役所

平成27年度美浜町源泉給湯設備管理業務委託 美浜町役場

平成27年度　門前温泉メンテナンス業務 民間

松任CCZ温泉源泉ポンプ等保守業務 白山市役所

平成27年度　湊健康増進ｾﾝﾀｰ温泉揚湯設備保守点検業務 ぴぃすく美川

安八温泉　源泉揚湯設備保守管理業務 安八町役場

越前水仙の里温泉源泉ポンプ保守点検業務 民間

平成27年度　なかじま猿田彦温泉揚配湯施設管理業務委託 七尾市役所

今庄365温泉施設やすらぎ　温泉施設メンテナンス業務
南越前町公共施設
管理公社

平成27年度　蒸気井管理委託 箱根町役場

伊自良館源泉メンテナンス業務委託 民間

ほほえみの湯　源泉ポンプ緊急点検 民間

ベストライフ金沢　温浴用ろ過機点検 民間

平成27年度　上之保温泉揚湯設備メンテナンス業務 民間

平成27年度　上之保温泉機械設備メンテナンス業務 民間

まいもん寿司　金沢駅西本店　次亜塩素補充 民間

福井市美山森林温泉みらくる亭源泉ポンプ保守点検業務 福井市役所



年度 温泉メンテナンス業務

国民宿舎鷹巣荘源泉ポンプ保守点検業務 福井市役所

源泉（丸岡2号井）ポンプ保守点検業務 民間

雑排水用水中ポンプ賃貸借 福井市役所

平成27年度瀬女温泉地上機器保守点検業務 白山市役所

平成27年度　湯癒館温泉設備メンテナンス 民間

大戸屋　金沢松村店井水設備定期点検 民間

すし食いねぇ2店舗井水設備定期点検 民間

「すし食いねぇ　高柳店」水井戸揚水・処理設備保守点検業務 民間

源泉貯湯槽等清掃業務委託 内灘町

海津温泉源泉保守管理 民間

ジェームス山天然温泉「月の湯舟」温泉設備メンテナンス 民間

かみいしづ温泉揚湯設備定期メンテナンス業務 大垣市役所

平成27年度　ささやま温泉揚湯設備・処理設備点検業務 多気町役場

源泉ポンプ点検業務委託 越前市役所

キャナルリゾート温泉設備保守点検業務 民間

徳山会館給水施設保守点検業務 民間

平成27年度花みずき温泉給湯施設保守管理業務 民間

源泉配湯機器点検 民間

アパガーデンプレイス臼井駅前温泉設備保守点検業務 民間

岩井病院温泉メンテナンス業務 民間

京湯元ハトヤ瑞鳳閣温泉揚湯設備メンテナンス 民間

白谷温泉源泉点検管理業務委託 高島市役所

雑排水用水中ポンプ 福井市役所

健康福祉の郷「なごみ」源泉保守管理業務委託 民間

温泉スタンド点検 民間

ホテル穂高温泉井戸モニタリング機器点検･採水分析作業 民間

源泉ポンプ緊急点検 民間

大安寺温泉泉源ポンプ設備等保守点検業務 福井市役所

プレミア東金沢源泉揚湯設備・住居棟温泉設備H27年度メンテナン
ス

民間

まいもん寿司金沢駅西本店井戸水塩素注入装置維持管理 民間

しあわせの湯　源泉設備保守点検業務 民間

極楽湯津店　揚湯設備点検業務 民間

松竹温泉天風の湯点検・復旧作業費 民間

平成27年10月伊賀の湯揚水・処理設備メンテナンス 民間

ダイワロイヤル志賀温泉施設維持管理業務 民間

小松市西圓寺温泉設備保守点検業務 民間

勝山温泉センター「水芭蕉」源泉メンテナンス 民間

善田邸既設井戸点検業務 民間

ＨＡＴなぎさの湯　温泉・井水設備年間メンテナンス 民間

三条しらさぎ荘　揚湯設備機器メンテナンス業務 民間

すし食いねぇ小松沖店井水設備定期点検 民間

越前水仙の里温泉　源泉設備緊急点検業務 民間

温泉設備保守点検業務 民間

ホテル穂高温泉井戸モニタリングﾞ機器点検・採水分析作業 民間



年度 温泉メンテナンス業務

白寿の湯年間ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務 民間

芝浦源泉揚湯設備点検 民間

コージュ高鷲　揚湯設備保守管理 民間

まいもん寿司金沢駅西本店井戸水塩素注入装置維持管理 民間

平成27年度縄文真脇温泉地上機器メンテナンス業務 能登町役場

小松市役所　消雪井戸点検業務 小松市役所

小江戸はつかり温泉年間メンテナンス業務 民間

ディーグラフォート金沢・尾山レジデンス　温泉設備点検清掃 民間

ディーグラフォート金沢・尾山レジデンス源泉ポンプ点検 民間

極楽湯福井店揚湯設備緊急点検業務 民間

浴槽温泉濁り復旧 民間

河原工場井戸点検作業 民間

平成28年度なかじま猿田彦温泉揚配湯施設管理業務 七尾市役所

平成28年3月　伊賀の湯　揚水・処理設備メンテナンス 民間

白峰1号源泉エア管回収点検清掃業務 白山市役所

名張の湯温泉・井水揚湯設備年間メンテナンス 民間

極楽湯柏店　源泉ポンプ等点検 民間

極楽湯浜松佐鳴台店　源泉ポンプ定期点検 民間

アパガーデンプレイス臼井駅前温泉設備保守点検業務 民間

金沢まいもん寿司金沢駅西本店井戸水塩素注入装置維持管理 民間

三草二木行善寺温泉薬品補充作業 民間

男女全身浴系統配管洗浄業務
上市町健康文化振
興財団

花みずき温泉ボイラー配管改修業務 越前町役場

海津温泉　源泉ポンプ制御変更 民間

勝山温泉ｾﾝﾀｰ水芭蕉制御盤部品取替修繕 民間

保健福祉総合センターアルプスの湯2号井井戸元計測機器取替工
事

上市町役場

湯快爽快大宮店ガスセパレーター点検清掃業務 民間

可燃性天然ガス分離装置清掃業務 民間

湯快爽快みさと店ガスセパレーター点検清掃 民間

温泉設備改修工事 民間

伊自良館記録計交換業務 民間

平成27年度　上之保温泉配管消毒業務 民間

御牧乃湯ガスセパレータ定期点検清掃 民間

リラ･ポートガスセパ点検・清掃 民間

松任本店　井水受水槽清掃 民間

上之保温泉　ボイラーヘッター交換修繕 関市役所

CF-20型水処理装置ろ材入替工事 民間

（仮称）相模原市内井戸対策工事 民間

やすらぎ会館温泉設備修繕 海津市役所

送湯ポンプ部品取替修繕 民間

瀬長島温泉配管洗浄工事 民間

アルプスの湯2号井流量調節計・温度調節計交換 民間



年度 温泉メンテナンス業務

平成27年度越前町幸若文化情報センター　空調設備逆止弁修繕
業務

民間

武芸川温泉ジェットバスろ過ポンプ修繕 関市役所

今庄365温泉源泉電極棒等交換
南越前町公共施設
管理公社

温泉源泉槽清掃 民間

平成27年度　なかじま猿田彦温泉源泉機器修繕工事 七尾市役所

アパガーデンコート綾瀬　配管閉塞対策調査 民間

可燃性天然ｶﾞｽ分離装置用部品交換 民間

光湖温泉源泉関連業務 民間

武芸川温泉制御盤タッチパネル修繕 関市役所

武芸川温泉　薬注ポンプ交換 民間

源泉・水井戸ポンプ修繕 民間

源泉送湯ポンプ修繕 民間

蔵の湯鶴ヶ島店　温泉関連等業務 民間

しきぶ温泉温泉スタンドコインセレクター修理 民間

ホテル季の座揚湯設備改造工事 民間

川合田温泉井水槽清掃及び配管殺菌作業 民間

小海町八峰の湯源泉設備落雷被害修繕 小海町役場

ほほえみの湯漏水点検作業 民間

上之保温泉源泉ポンプインバータ取替工事 関市役所

源泉塩素注入装置修繕 民間

源泉制御盤修繕 民間

送湯ポンプボール弁修繕 民間

森田2号源泉修繕工事 東御市役所

温泉分析対応 民間

白峰2号源泉送湯ポンプ分解点検清掃業務 白山市役所

ガスセパ清掃及び井水タンク清掃 民間

すし食いねぇ小松沖店　散水用配管改修工事 民間

蔵の湯鶴ヶ島店　井水タンク清掃業務及びガスセパＶベルト交換 民間

湯快爽快みさと店ｶﾞｽｾﾊﾟﾚｰﾀｰ点検清掃業務 民間

やまと温泉やすらぎ館　露天風呂A配管修繕工事 郡上市役所

温泉ｽﾀﾝﾄﾞ設備点検業務 野々市市役所

ほほえみの湯　露天風呂系統ﾎﾞｰﾙﾁｬｯｷ交換 民間

やまと温泉やすらぎ館　露天風呂B配管修繕工事 郡上市役所

山代温泉7号源泉　源泉ポンプ制御盤落雷修繕 民間

ディーグラフォート金沢・尾山レジデンス　水路塩素注入弁交換作業 民間

南　明子　様邸　井戸ポンプ制御盤交換工事 民間

にながわ敬寿苑ガスセパファン交換作業 民間

かみいしづ温泉　揚湯設備修繕 大垣市役所

浜庄運輸西部配送センターポンプ交換工事 民間

ホテル穂高　温泉井モニタリング源泉流量計移設工事 民間

かんなの湯ポンプ点検及びタンク清掃等業務 民間

武芸川温泉送湯ポンプ制御盤修繕 関市役所

あみ－シャン大飯ガスセパ点検・清掃 民間



年度 温泉メンテナンス業務

越前町玉川温泉揚湯改善工事 越前町役場

上之保温泉プレート式熱交換器取替修繕 関市役所

武芸川温泉　給水ポンプ修繕 関市役所

ガスセパレータ排気ファン交換工事 民間

能登ロイヤルシティ2号源泉　送湯電磁流量計清掃業務 民間

能登志賀の郷リゾート　温泉受湯・貯湯槽清掃業務 民間

平成27年度越前地域福祉センター配管洗浄業務
越前町社会福祉協
議会

御牧乃湯源泉接続工事（第2期工事） 民間

伊賀の湯　ろ過ポンプ更新 民間

2号水井戸制御盤取替工事 民間

蔵の湯東松山店ストレージタンク清掃業務 民間

にながわ敬寿苑ガスセパ清掃作業 民間

ディーグラフォート金沢・尾山レジデンス　温泉設備改修工事 民間

ディーグラフォート金沢・尾山レジデンス　温泉設備流量計交換作業 民間

西圓寺温泉　源泉送湯配管薬品洗浄業務 民間

平成27年度　中島源泉施設除鉄ろ過タンク塗装修繕工事 七尾市役所

アパ東三条源泉関連業務 民間

彩菓工場井戸ポンプ取替 民間

池田温泉本館源泉ポンプ入替工事 池田町役場

ポンプ交換及び配管修繕 民間

保健福祉総合センターアルプスの湯2号井ポンプ修繕工事 上市町役場

湯の平温泉緊急ポンプ緊急入替工事
郡上市役所(高鷲
地域振興事務所)

ホテルアンバー温泉ポンプ取替工事 民間

㈲下出工業所ポンプ取替工事 民間

山中温泉3号源泉ポンプ入替工事
加賀市役所(旧山
中町役場)

源泉エア管及び揚湯管入替 民間

コージュ高鷲源泉ポンプ点検業務 民間

石川日産自動車販売㈱水井戸ポンプ設置工事 民間

平成27年度温泉源泉・中継予備ポンプ購入
能登町役場(旧能
都町役場)

源泉ポンプ入替工事
海津市役所（海津
庁舎）

大門温泉　源泉ポンプ設置工事 白山市役所

平成27年度門前じんのびの湯温泉機器及び揚湯ポンプ取替工事 民間

予備源泉モーターポンプ点検業務委託 内灘町役場

さくらんど温泉源泉井揚湯ポンプ修繕工事 五泉市役所

能登志賀の郷リゾート送湯ポンプ更新他工事 民間

リラ・ポート源泉ポンプ入替及び揚湯管更新工事 敦賀市役所

源泉井戸調査及び緊急対応 民間

水井戸水中ポンプ入替工事 民間

源泉モーターポンプ取替工事 内灘町役場

ラポーゼかわだ源泉ポンプ購入 鯖江市役所



年度 温泉メンテナンス業務

平成27年度能登七見健康福祉の郷｢なごみ｣源泉ポンプ交換業務
能登町役場(旧能
都町役場)

さしま健康交流センター　源泉ポンプ入替工事 民間

平成27年度　花みずき温泉源泉ポンプ取替工事 越前町役場

山代3号源泉（旧ＫＫＲ山代荘源泉）調査業務 加賀市役所

湯の平温泉　源泉ポンプ予備機購入 郡上市役所

水井戸ポンプ入替工事 民間

いきいき長寿村温泉ポンプ更新工事 民間

山中温泉10号源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事 民間

岐阜中央病院源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事 民間

ｺﾛﾅﾜｰﾙﾄﾞ安城店　水井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ引上げ設置作業 民間

源泉棟揚湯ポンプ引上げ点検 民間

水井戸緊急対応作業 民間

コロナ大垣　温泉中分析対応（ポンプ入替） 民間

門前じんのびの湯　温泉水中ポンプ整備業務 民間

武芸川温泉源泉ポンプ修繕 関市役所

オータム天然温泉しあわせの湯野々市店源泉予備ポンプ購入 民間

東海健康センター温泉ポンプ入替工事 民間

奥伊勢フォレストピア宮川山荘温泉ポンプ交換工事 大台町役場

明神館　源泉ポンプ入替交換等修繕工事 民間

中川コロナワールド　水井戸ポンプ緊急点検及び水井戸ポンプ交換 民間

夕景浜源泉ポンプ機能向上工事 民間

源泉モーターポンプ分解整備工事 内灘町役場

極楽湯福井店井戸ポンプ回収・設置工事 民間

極楽湯野々市店源泉ポンプ交換工事 民間

飛騨古川桃源郷温泉源泉ポンプ等取替工事 民間

勝山温泉センター水芭蕉源泉ポンプ入替作業 民間

西圓寺温泉　源泉予備ポンプ購入 民間

湯花楽厚木店　既設ポンプ回収、新規ポンプ設置及びＩＮＶ盤増設
工事

民間

H.28 温泉設備保守点検委託業務 海津市役所

やすらぎ会館機械設備保守点検委託業務 海津市役所

特殊浴室系統温泉設備保守点検委託業務 海津市役所

浴槽循環系統配管洗浄委託業務 海津市役所

温泉揚湯設備メンテナンス委託業務 海津市役所

子宝の湯揚湯設備メンテナンス業務 民間

かみいしづ温泉揚湯設備定期メンテナンス業務 大垣市役所

平成28年度安八温泉源泉揚湯設備保守管理業務 安八町役場

平成28年度　いび川温泉揚湯設備保守管理 民間

ラポーゼかわだ温泉井保守点検業務委託 鯖江市役所

平成28年度越前町幸若文化情報センター空調設備保守点検委託
業務

越前町役場

平成28年度　花みずき温泉給湯施設保守点検業務 越前町役場

越前水仙の里温泉源泉揚湯設備メンテナンス 民間

今庄３６５温泉　揚湯設備メンテナンス業務 民間



年度 温泉メンテナンス業務

丸岡温泉２号井源泉メンテナンス業務 民間

松任ＣＣＺ温泉源泉ポンプ等保守業務 白山市役所

金沢まいもん寿司金沢駅西本店井戸水塩素注入装置年間メンテナ
ンス

民間

温泉設備メンテナンス 民間

平成28年度河野温泉施設総合メンテナンス
南越前町公共施設
管理公社

平成28年度　源泉給湯施設管理業務委託 美浜町役場

揚湯設備メンテナンス 民間

平成28年度　花はす温泉そまやま源泉メンテナンス業務 民間

敦賀きらめき温泉リラ・ポート温泉揚湯設備保守点検業務 民間

海津温泉源泉保守管理 民間

平成28年度「極楽湯」温泉･水井戸保守管理業務 民間

温泉ポンプ地上点検業務 民間

平成28年度　上之保温泉揚湯設備メンテナンス業務 民間

平成28年度　上之保温泉機械設備メンテナンス業務 民間

平成28年度　水晶の湯温泉設備メンテナンス 民間

APAホテル京都駅前堀川通り維持管理費(年間) 民間

平成28年度　和良温泉揚湯設備保守管理業務
郡上市和良振興事
務所

平成28年度　泰澄の杜温泉給湯施設保守点検業務委託
越前町役場(越前
総合事務所)

平成28年度　湯癒館温泉設備メンテナンス 民間

国民宿舎鷹巣荘源泉ポンプ保守点検業務 福井市役所

福井市美山森林温泉みらくる亭源泉ポンプ保守点検業務 福井市役所

レイクサイド北潟湖畔荘源泉メンテナンス及び水質検査業務委託 民間

コージュ高鷲　揚湯設備保守管理 民間

伊自良温泉源泉メンテナンス業務委託 民間

新穂高渓流保全工その4工事(ホテル穂高点検) 民間

平成28年度瀬女温泉地上機器保守点検業務
白山市役所(尾口
支所)

平成28年度ごぜんやま温泉保養センター温泉及び水井戸設備保
守点検業務

民間

平成28年度　湊健康増進センター温泉揚湯設備保守点検業務 ぴぃすく美川

神戸みなと温泉　蓮　井水設備緊急点検業務 民間

徳山会館給水設備保守点検 民間

平成28年度　ささやま温泉揚湯設備･処理設備点検業務 多気町役場

源泉貯湯槽等清掃業務委託 内灘町役場

三草二木行善寺温泉薬品補充作業 民間

飛騨古川桃源郷温泉揚湯設備メンテナンス 民間

健康福祉の郷「なごみ」源泉保守管理業務委託 民間

平成28年度　柳田3号源泉維持管理業務委託 民間

すし食いねぇ　2店舗井水設備定期点検 民間

「すし食いねぇ　高柳店」水井戸揚水・処理設備保守点検業務 民間

大戸屋金沢松村店井水設備定期点検 民間

ジェームス山天然温泉「月の湯舟」温泉設備メンテナンス 民間

新穂高渓流保全工その4工事(ホテル穂高点検) 民間



年度 温泉メンテナンス業務

平成28年度　門前温泉メンテナンス業務 民間

HATなぎさの湯　温泉・井水設備年間メンテナンス 民間

京湯元ハトヤ瑞鳳閣温泉揚湯設備メンテナンス 民間

勝山温泉センター｢水芭蕉」源泉メンテナンス 民間

片山津　柴山温泉配湯場機械点検 民間

厨地区ポンプ施設　水中ポンプ点検作業 越前町役場

源泉揚湯設備・住居棟温泉設備メンテナンス 民間

白谷温泉泉源点検管理業務委託 高島市役所

岩井病院温泉メンテナンス業務 民間

水井戸ポンプの保守点検 民間

温泉汲上げ設備保守点検Ｈ28年度分 民間

金城温泉　源泉ポンプ緊急点検 民間

夕日寺温泉源泉揚湯設備点検 民間

湯癒館　ボイラースケール洗浄 民間

金沢ゆめのゆ店　揚湯設備点検業務 民間

天竺温泉　温泉ポンプ点検業務 民間

志賀の郷3号源泉濁り復旧作業 民間

極楽湯福井店揚湯設備点検業務 民間

極楽湯金沢野々市店揚湯設備点検業務 民間

大安寺温泉泉源ポンプ設備等保守点検業務 福井市役所

温泉設備保守点検業務 民間

武芸川温泉　温泉オープニングメンテナンス 民間

白山里温泉設備メンテナンス業務 民間

極楽湯宇都宮店　揚水設備機器点検業務 民間

極楽湯柏店　制御系統点検業務 民間

三条しらさぎ荘　揚湯設備機器メンテナンス業務 民間

極楽湯彦根店　揚水設備点検業務 民間

温泉施設維持管理業務（10月分） 民間

伊賀の湯　揚水・処理設備メンテナンス業務 民間

温泉施設維持管理業務（11月分） 民間

芝浦　源泉揚湯設備点検整備 民間

極楽湯宮崎店揚湯設備点検業務 民間

白山市北安田温泉設備保守点検業務 民間

白寿の湯年間メンテナンス業務 民間

湯の平温泉　揚湯設備メンテナンス 郡上市役所

ディーグラフォート金沢・尾山レジデンス温泉設備点検清掃 民間

ディーグラフォート金沢・尾山レジデンス源泉ポンプ点検 民間

アップルタワー東京キャナルコート源泉ポンプ点検業務 民間

あみ－シャン大飯　揚湯設備メンテナンス業務 民間

温泉施設維持管理業務(12月分) 民間

玉川温泉　温泉ポンプ点検業務 民間

平成28年度縄文真脇温泉　地上機器メンテナンス業務 能登町役場

小江戸はつかり温泉年間メンテナンス業務 民間

エクシブ京都八瀬離宮　水井戸調査業務 民間

温泉施設維持管理業務(1月分) 民間



年度 温泉メンテナンス業務

綱島温泉　湯けむりの庄温泉設備保守点検業務 民間

平成29年金沢駅前温泉年間定期メンテナンス業務（試運転調整
費含む）

民間

門真市石原東・幸福北地区温泉配湯事業メンテナンス 民間

みらいの湯揚湯設備年間メンテナンス 民間

平尾温泉みはらしの湯　定期メンテナンス 民間

温泉施設維持管理業務(2月分) 民間

アパガーデンプレイス臼井駅前温泉設備保守点検業務 民間

蔵の湯鶴ヶ島店　年間メンテナンス 民間

温泉施設維持管理業務(3月分) 民間

水井戸点検業務 民間

内灘放水路温泉　源泉ポンプ地上点検 内灘町役場

蔵の湯東松山店2号井水中ポンプ等入替工事 民間

レイクサイド北潟湖畔荘予備源泉ポンプ点検業務 民間

ゆけむり温泉ゆ～遊源泉ポンプメンテナンス 民間

温泉(源泉)ポンプ交換 民間

オータム天然温泉しあわせの湯野々市店源泉ポンプ取替工事 民間

兼六温泉源泉ポンプ交換 民間

丸岡温泉2号井源泉ポンプ等入替工事 坂井市市役所

子宝の湯源泉水中モータポンプ入替工事 郡上市役所

保健福祉総合センターアルプスの湯1号井ポンプ修繕工事 上市町役場

湯楽里館　みずほ温泉源泉ポンプ交換等修繕工事 民間

名張の湯源泉ポンプ入替工事 民間

珠洲見付温泉　源泉揚湯ポンプ引上工事 民間

ゆのくに天祥　予備ポンプ購入･ポンプ設置工事 民間

源泉予備ポンプ購入業務 内灘町役場

山中温泉9号源泉ポンプ入替工事 加賀市役所

イオンもりの里　ポンプ入替工事 民間

宇品天然温泉ほの湯源泉ポンプ入替工事 民間

池田温泉源泉ポンプ購入 池田町役場

珠洲温泉鵜飼4号源泉ポンプ設置工事 民間

ほっとらんどＮＡＮＡＯポンプ入替工事 民間

白山菖蒲亭井戸ポンプ入替作業 民間

平成28年度　縄文真脇温泉　源泉ポンプ改修工事 民間

伊賀の湯　4号井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事 民間

平成28年度　八峰の湯源泉予備ﾎﾟﾝﾌﾟ更新事業 小海町役場

コロナの湯半田店水井戸ポンプ修繕 民間

エクシブ京都八瀬離宮　源泉予備ポンプ購入 民間

レイクサイド北潟湖畔荘源泉ポンプメンテナンス業務 民間

今庄365温泉やすらぎ源泉ポンプ入替修繕工事 南越前町役場

上之保温泉源泉ポンプ購入 関市役所

海水用水中ポンプ選定・購入 民間

平成28年度　花みずき温泉源泉ポンプ修繕工事 民間

蔵の湯鶴ヶ島店　新規ポンプ購入及びポンプ入替工事 民間

白寿の湯源泉ポンプ取替工事(水中ケーブル再利用） 民間



年度 温泉メンテナンス業務

山中温泉4号源泉ポンプ入替工事 加賀市役所

平成28年度　八峰の湯源泉送湯ポンプ更新事業 小海町役場

名張の湯スケール抑制剤薬注装置設置工事 民間

西圓寺源泉ポンプ入替工事 民間

温泉用循環ポンプ交換 民間

給湯ポンプNo.1、No.2修理及び昇温用循環ポンプ交換 民間

プレミア直江津駅前ポンプ分解点検調査 民間

金沢ゆめのゆ店　源泉予備ポンプ購入業務 民間

蔵の湯鶴ヶ島店　引上げ温泉ポンプオーバーホール費 民間

プレミア直江津駅前源泉ポンプ新規設置工事 民間

金沢南店　井戸ポンプ入替工事 民間

平成28年度　八峰の湯源泉揚湯ポンプ取替工事 民間

エクシブ京都八瀬離宮　温泉ガスセパレータ点検清掃業務 民間

御牧乃湯ガスセパレータ定期点検清掃 民間

送湯ポンプ取替修繕 民間

平成28年度　上之保温泉配管消毒業務 民間

蔵の湯鶴ヶ島店　温泉関連等業務 民間

海津市　海津温泉設備修繕 海津市役所

平成28年度白峰2号源泉送湯ポンプ分解点検清掃業務 白山市役所

圧力タンク給水用ラインポンプ取替工事 民間

湯快爽快大宮店ガスセパレーター点検清掃業務 民間

湯快爽快みさと店ガスセパレーター点検清掃業務 民間

山中11号源泉制御盤修繕工事 加賀市役所

平成28年度　なごみ源泉タンクフランジ取付差圧伝送器取替修繕
工事

能登町役場

ゆのくに天祥　源泉設備点検業務 民間

給水ポンプチャッキ弁取替 民間

ＵＦ膜処理装置電動弁交換 民間

片山津ゴルフ倶楽部水位電極設置業務 民間

記録計取替修繕 民間

平成28年度越前町幸若文化情報センター　空調機器室内機修繕
業務

越前町役場

蔵の湯　東松山店　可燃性天然ガス分離装置清掃業務 民間

いび川温泉　温泉スタンド修繕 民間

保健福祉総合センターアルプスの湯露天送湯ポンプ1台取替工事 上市町役場

すし食いねぇ松任本店　給水ユニットバルブ取替工事 民間

片山津　柴山温泉源泉機械室内送湯配管洗浄工事 民間

すし食いねぇ高柳店様修繕工事 民間

やすらぎ会館温泉設備修繕 海津市役所

山中11号源泉監視システムＰＬＣ交換工事 加賀市役所

平成28年度　厨温泉配湯管洗浄 越前町役場

渓流温泉冠荘　ろ過装置維持管理委託業務 池田町役場

明神館源泉井戸蓋等修繕工事 東御市役所

内灘温泉　ピット内配管漏水　緊急対応 内灘町役場

安八温泉スケール対策修繕 安八町役場



年度 温泉メンテナンス業務

ディーグラフォート金沢・尾山レジデンス　温泉設備改修工事 民間

蔵の湯鶴ヶ島店　ガスセパ清掃業務 民間

内灘砂丘放水路温泉源泉ピット内配管修繕工事 内灘町役場

善田邸既設井戸配管修繕 民間

塩素注入用電磁定量ポンプ取替 民間

保健福祉総合センターアルプスの湯2号井インバーター取替工事 上市町役場

名張の湯記録計更新工事 民間

白峰2号源泉送湯ポンプ分解清掃業務 白山市役所

天竺温泉　温泉揚湯設備緊急対応 民間

スキージャム勝山インバーター取替修繕 民間

温泉源泉設備清掃及び配管洗浄作業 民間

しあわせの湯野々市店ガスセパレーター清掃業務 民間

自吸ポンプ用フート弁取替工事 民間

信開ドムス三社源泉槽清掃業務 民間

上之保温泉ほほえみの湯　機械設備等修繕 関市役所

加子母温泉スタンド源泉ポンプ制御記録計修繕工事 中津川市役所

湯快爽快みさと店ガスセパレーター点検清掃 民間

にいざ温泉水井戸井戸元修繕業務 民間

ジェームス山天然温泉「月の湯舟」除鉄除マンガン装置電動弁
交換

民間

蔵の湯鶴ヶ島店メンテナンス業務 民間

レークさがわガスセパファン交換 民間

健康福祉総合センターアルプスの湯　源泉ポンプ制御盤シーケ
ンサ交換工事

上市町役場

健康福祉総合センターアルプスの湯　源泉ポンプ制御盤記録
計・ディストリビュータ交換工事

上市町役場

極楽湯宇都宮店　井戸元修繕作業 民間

温泉スタンド設備点検業務 野々市市役所

いび川温泉藤橋の湯　ポンプ・記録計修繕工事に伴う制御盤改
造工事

民間

上之保温泉　露天風呂系統昇温用バルブモータ取替修繕 関市役所

白鷺の湯　源泉昇温温度調節弁修理 民間

山代7号源泉　源泉ポンプインバータ取替修繕 民間

Ｄグラ・尾山レジデンス温泉循環系統減圧弁・バルブ取替 民間

瀬長島温泉配管洗浄工事（温泉貯湯槽～1階客室横引き配管） 民間

アップルタワー東京キャナルコート修繕業務 民間

小江戸はつかり温泉　ガスセパレーター排気ファン交換工事 民間

ドーミーイン梅田東　電磁式ダイヤフラムポンプ取替修繕 民間

かんなの湯ポンプ点検及びタンク清掃業務 民間

蔵の湯東松山店　可燃性天然ガス分離装置清掃業務 民間

浅井戸給水不良修繕 民間

なだうら温泉元湯　磯波風　配管洗浄作業 民間

上之保温泉　配湯ポンプ取替修繕 関市役所

温泉源泉塩素異常消費点検 民間

吉原温泉ディサービスセンター魁　配管洗浄及び機器修繕 民間

温泉源泉ポンプ制御盤改造工事 民間

アップルタワー東京キャナルコートPAC注入ポンプ取替修繕 民間



年度 温泉メンテナンス業務

ディーグラフォート金沢･尾山レジデンス　地下機械室排水ポ
ンプ取替

民間

敦賀トンネル温泉　温泉スタンド修繕 敦賀市役所

金沢ゆめのゆ店　揚湯配管交換業務 民間

蔵の湯鶴ヶ島店　ストレージタンク清掃及びガスセパ清掃業務 民間

平成28年度　越前地域福祉センター　循環式浴槽配管洗浄
越前町社会福祉協
議会

アルプスの湯タンク清掃及びガスセパレーター清掃業務
上市町健康文化振
興財団

山代7号源泉　DC電源交換、ランプ交換工事 民間

ロイヤルシティ大山リゾート　第3源泉制御盤改修工事 民間

ＲＡＫＵ　ＳＰＡ　ｃａｆｅ浜松店　源泉設備点検・源泉ピッ
ト内配管修繕業務

民間

蔵の湯東松山店　スケール抑制剤系統修繕 民間

湯癒館　金沢・問屋町機器修繕 民間

白峰1号源泉コンプレッサー緊急修繕工事 白山市役所

温泉送湯配管過酸化水素洗浄業務委託 内灘町役場

平成28年度　中島源泉ろ過ポンプ修繕工事 七尾市役所

内灘砂丘放水路温泉　ガスセパレーター送風機修繕 内灘町役場

排水口配管取付工事 内灘町役場

しあわせの湯薬注装置設置工事 民間

水風呂ヘアキャッチャー不具合対応 民間

能登志賀の郷リゾート　温泉受湯・貯湯槽清掃 民間

能登志賀の郷リゾート　ロイヤルシティ2号源泉送湯電磁流量計配
管清掃

民間

かんなの湯　送湯ポンプ取替及びタンク清掃等業務 民間

上之保温泉　昇温循環ポンプ部品取替修繕 関市役所

地下源泉加圧ポンプ異常停止による緊急対応 民間

白峰1号源泉薬注ポンプ取替修繕 白山市役所

ゆけむり温泉ゆ～遊　インバータ盤改造工事及び井戸元修繕 民間

H.29 温泉設備保守点検委託業務 海津市役所

やすらぎ会館機械設備保守点検委託業務 海津市役所

特殊浴室系統温泉設備保守点検委託業務 海津市役所

浴槽循環系統配管洗浄委託業務 海津市役所

温泉揚湯設備メンテナンス委託業務 海津市役所

温泉揚湯設備メンテナンス委託業務 海津市役所

子宝の湯揚湯設備メンテナンス業務 民間

平成29年度武芸川温泉揚湯設備メンテナンス 民間

丸岡温泉２号井源泉メンテナンス業務 民間

ＡＰＡホテル京都駅堀川通り維持管理費(年間) 民間

和良温泉揚湯設備　保守点検業務 郡上市役所

片山津　柴山温泉配湯場機器点検整備 民間

大垣天然温泉湯の城温泉設備保守点検業務 民間

伊自良館源泉メンテナンス業務委託 民間

平成29年度安八温泉源泉揚湯設備保守管理業務 安八町役場

平成29年度なかじま猿田彦温泉揚配湯施設管理業務 七尾市役所

越前町幸若文化情報センター空調設備保守点検業務 越前町役場

三草二木行善寺温泉薬品補充作業 民間



年度 温泉メンテナンス業務

コージュ高鷲　揚湯設備保守管理 民間

平成29年度　水晶の湯温泉設備メンテナンス 民間

平成29年度　いび川温泉揚湯設備保守管理 民間

海津温泉源泉保守管理 民間

敦賀きらめき温泉ﾘﾗ･ﾎﾟｰﾄ温泉揚湯設備保守点検業務温泉 民間

今庄365温泉　揚湯設備メンテナンス業務 民間

松任CCZ温泉源泉ポンプ等保守業務 白山市役所

レイクサイド北潟湖畔荘源泉メンテナンス及び水質検査業務委託 民間

金沢まいもん寿司金沢駅西本店井戸水塩素注入装置年間メンテ 民間

越前水仙の里源泉揚湯設備メンテナンス業務 民間

平成29年　泰澄の杜温泉給湯施設保守点検業務委託 越前町役場

平成29年度　柳田3号源泉維持管理業務 民間

平成29年度　門前温泉メンテナンス業務
(一財)日本海むら
開発公社

平成29年度花みずき温泉給湯施設保守点検業務 越前町役場

キャナルリゾート温泉設備保守点検業務 民間

福井市美山森林温泉みらくる亭源泉ポンプ保守点検業務 福井市役所

国民宿舎鷹巣荘源泉ポンプ保守点検業務 福井市役所

コロナの湯半田店　温泉分析対応調査 民間

平成29年度河野温泉施設総合メンテナンス
南越前町公共施設
管理公社

徳山会館給水設備保守点検 民間

温泉設備メンテナンス 民間

勝山温泉センター「水芭蕉」源泉メンテナンス 民間

源泉ポンプ点検業務委託
越前市役所(旧武
生市役所)

平成29年度ごぜんやま温泉保養センター温泉及び水井戸設備保
守点検業務

民間

「極楽湯」温泉・水井戸保守管理業務 民間

名張の湯 温泉･井水揚湯設備メンテナンス業務 民間

温泉施設維持管理業務(6ヶ月分) 民間

ゆのくに天祥　源泉設備点検業務 民間

平成29年度　縄文真脇温泉　源泉機器メンテナンス業務 能登町役場

社会福祉法人松寿園　温泉設備保守点検業務 民間

HATなぎさの湯　温泉・井水設備年間メンテナンス 民間

健康福祉の郷「なごみ」源泉保守管理業務委託 民間

神戸みなと温泉　蓮　温泉・井水設備年間保守点検業務 民間

平成29年度　珠洲見付温泉送湯設備管理に係る保守点検業務 民間

平成29年度　上之保温泉揚湯設備メンテナンス業務 民間

平成29年度　上之保温泉機械設備メンテナンス業務 民間

池田温泉緊急点検作業 池田町役場

信開ドムス三社温泉設備不具合緊急対応 民間

湊健康増進センター温泉揚湯設備保守点検業務　湊健康増進セ
ンター貯湯槽及びガスセパレータ清掃業務

（特非）ぴぃすく美
川

瀬女温泉地上機器保守点検業務 白山市役所

平成29年度　美浜町源泉給湯施設管理業務委託 美浜町役場

上之保温泉B-1ボイラー調査業務 民間

京王高尾山温泉揚湯設備メンテナンス 民間

源泉貯湯槽等清掃業務委託 内灘町役場



年度 温泉メンテナンス業務

すし食いねぇ　2店舗井水設備定期点検 民間

「すし食いねぇ　高柳店」水井戸揚水・処理設備保守点検業務 民間

大戸屋　金沢松村店井水設備定期点検 民間

伊賀の湯　揚水・処理設備メンテナンス業務 民間

ラポーゼかわだ温泉井保守点検業務委託 鯖江市役所

松竹温泉天風の湯温泉設備点検 民間

平成29年度　花はす温泉そまやま源泉メンテナンス業務 民間

ジェームス山天然温泉「月の湯舟」温泉設備メンテナンス 民間

芝浦アイランド緊急対応 民間

飛騨古川桃源郷温泉揚湯設備メンテナンス 民間

アルプスの湯　露天送湯ポンプ点検及びレジオネラ属菌対策
上市町健康文化振
興財団

湯の平温泉　揚湯設備メンテナンス業務 郡上市役所

極楽湯堺泉北店源泉・井戸ポンプ点検業務 民間

芝浦源泉揚湯設備点検 民間

京湯元ハトヤ瑞鳳閣温泉揚湯設備年間メンテナンス 民間

白谷温泉泉源点検管理業務委託 高島市役所

極楽湯和光店　温泉ポンプ点検業務 民間

平成29年度　湯癒館温泉設備点検業務 民間

極楽湯宇都宮店　温泉ポンプ緊急点検 民間

ゆけむり温泉ゆ～遊　温泉年間保守契約 民間

天竺温泉　温泉ポンプ点検業務 利賀ふるさと財団

源泉揚湯設備・住居棟温泉設備メンテナンス 民間

白整舎　松村店　水中ポンプ点検 民間

ダイヤモンドライフ森の里ヒルズ温泉設備保守点検業務 民間

敦賀きらめき温泉リラ・ポート温泉揚湯設備保守点検業務 民間

源泉ポンプ点検調査業務 民間

なだうら温泉元湯　磯波風　年間メンテナンス等業務 民間

極楽湯幸手店　温泉・水井戸ポンプ点検業務 民間

白山菖蒲亭水井戸点検業務 民間

温泉設備保守点検業務 民間

極楽湯金沢野々市店　揚湯設備点検業務 民間

水中ポンプ点検業務 民間

極楽湯福井店　揚湯設備点検業務 民間

大友町地内消雪設備点検業務 民間

伊賀の湯・揚水設備点検業務 民間

温泉施設維持管理業務（6ヶ月分） 民間

永源寺温泉八風の湯設備定期メンテナンス 民間

三条しらさぎ荘　揚湯設備機器メンテナンス業務 民間

温泉設備点検清掃作業 民間

平成29年度　いきいき長寿村　あみーシャン大飯　揚湯設備メンテ
ナンス業務

民間

ディーグラフォート金沢・尾山レジデンス源泉ポンプ点検 民間

温泉設備点検業務 民間

綱島源泉湯けむりの庄温泉設備保守点検業務 民間

白山市北安田温泉設備保守点検業務 民間

伊賀の湯・揚水設備調査業務 民間

大安寺温泉源泉ポンプ設備等保守点検委託業務 福井市役所



年度 温泉メンテナンス業務

柏葉の湯揚湯設備年間メンテナンス 民間

みらいの湯揚湯設備年間メンテナンス 民間

ダイヤモンドライフ森の里ヒルズ温泉設備保守点検業務 民間

本館系統冷温水発生機不具合調査費 民間

アパガーデンプレイス臼井駅前温泉設備保守点検業務 民間

平成30年度平尾温泉みはらしの湯定期メンテナンス 民間

小江戸はつかり温泉年間メンテナンス業務 民間

蔵の湯鶴ヶ島店　年間メンテナンス業務 民間

蔵の湯東松山店　年間メンテナンス 民間

かんなの湯　年間メンテナンス 民間

Share金沢　温泉設備保守点検業務 民間

コロナの湯安城店　水井戸点検業務 民間

信開グランドハイツ小松　源泉ポンプ点検及び温泉分析業務 民間

センター南温泉「湯もみの湯」温泉設備保守点検業務 民間

平成30年度　上之保温泉揚湯設備メンテナンス業務 関市役所

HATなぎさの湯温泉・井水設備年間メンテナンス 民間

門真市石原東･幸福北地区温泉配湯事業メンテナンス 民間

内灘放水路温泉　源泉ポンプ地上点検 内灘町役場

永源寺温泉八風の湯揚湯設備改修工事 民間

神戸みなと温泉蓮　予備ポンプ購入 民間

金沢市高岡町地内消雪用水中ポンプ取替工事 民間

蔵の湯東山店源泉ポンプ入替及びガスセパレータ取替工事 民間

金沢市板ヶ谷町地内源泉調査 民間

ふれあい温泉センター「ゆ～楽」源泉ポンプ取替工事 南砺市役所

ヤマサン食品工業㈱9号・10号井水中ポンプ交換工事 民間

保健福祉総合センターアルプスの湯　2号井ポンプ修繕工事 上市町役場

平成29年度　縄文真脇温泉　源泉ポンプ改修工事 能登町役場

米沢電気第4倉庫　消雪用水中ポンプ取替工事 民間

片山津保養所『北稜』温泉水中ポンプ取替工事 民間

神戸みなと温泉蓮ポンプ回収・設置工事 民間

山中温泉11号源泉ポンプ入替工事 加賀市役所

極楽湯宇都宮店　2号井戸ポンプ回収調査 民間

平成29年度　中島源泉ポンプ入替等修繕工事 七尾市役所

伊賀の湯2号井戸調査業務（新規ポンプ設置） 民間

平成29年度八峰の湯源泉揚湯予備ポンプ購入事業 小海町役場

柴山温泉源泉ポンプ入替工事 民間

天然温泉アーバンクア源泉ポンプ入替工事 民間

みらくる亭源泉ポンプ取替業務 福井市役所

さくらんど温泉揚湯ポンプ修繕工事 五泉市役所

ホテルアンバー温泉ポンプ取替工事 民間

ゆうばえ　源泉ポンプ入替修繕工事 南越前町

石川日産自動車販売㈱小松店水中ポンプ取替工事 民間

久瀬温泉水中ポンプ交換工事 揖斐川町役場

おふろの王様町田店既設ポンプ回収及び新規ポンプ設置工事 民間

松竹温泉天風の湯源泉ポンプ入替工事 民間

綱島源泉湯けむりの庄源泉予備ポンプ、送湯予備ポンプ購入 民間

大安寺温泉源泉ポンプ入替工事 福井市役所



年度 温泉メンテナンス業務

キグナス　今江SS水中ポンプ取替工事 民間

ホテルジ・アース新規ポンプ設置工事 民間

蔵の湯東松山店2号井水中ポンプ入替工事 民間

明神館　源泉ポンプ入替工事 東御市役所

アパ金沢中央　水井戸汲み上げポンプ取替え工事 民間

伊自良温泉予備ポンプ入替業務 福井市役所

消雪用水中ポンプ取替工 民間

すし食いねぇ県庁前店井水ポンプ交換工事 民間

金沢ゆめのゆ　井戸ポンプ緊急交換 民間

山代7号源泉　源泉ポンプ緊急入替工事 民間

『北稜』予備温泉水中ポンプ購入業務 民間

京王高尾山温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替及び新規ﾎﾟﾝﾌﾟ購入 民間

京王高尾山温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替及び新規ﾎﾟﾝﾌﾟ購入 民間

井戸ポンプ取替修理 民間

小海町八峰の湯制御盤修繕業務 小海町役場

塩素注入機交換・調整作業 民間

平成29年度　上之保温泉配管消毒業務 民間

プレミア直江津ガスセパレーター清掃業務 民間

湯快爽快みさとガスセパレーター点検清掃 民間

なだうら温泉元湯　磯波風　揚湯管入替・計装機器取付・配管洗浄 民間

給水ホース購入・設置 民間

玉川温泉　源泉ポンプ用トランス交換 民間

古墳の湯温泉昇温自動制御機器取替工事 宝達志水町

山代3号源泉コンプレッサー取替工事 加賀市役所

9号源泉　温度測定ユニット修繕 加賀市役所

かんなの湯　井水タンク清掃業務 民間

白鷺の湯　露天風呂補給水電動弁取替 民間

湯快爽快大宮店ガスセパレーター点検清掃業務 民間

つるぎ恋月　源泉槽清掃業務 民間

名張の湯　電磁流量計他交換作業 民間

平成29年度　厨温泉配湯管洗浄作業 越前町役場

湯来楽内灘店　測温抵抗体取換業務 民間

神戸みなと温泉蓮井水メーター交換業務 民間

能登志賀の郷リゾート　RC2号源泉送湯ポンプオーバーホール他工
事

民間

平成29年度　中島源泉送湯ポンプ修繕工事 七尾市役所

平成29年度　中島源泉次亜塩素注入ポンプ修繕工事 七尾市役所

やすらぎ会館設備修繕 海津市役所

総合枡清掃点検（ばっき槽洗浄等）作業 民間

吉原温泉デイサービスセンター魁　ボールバルブ交換 民間

温泉配管流量計取替修繕工事 海津市役所

湯の華アイランド落雷故障による点検及び修理 民間

蔵の湯鶴ヶ島店　水道メーター取替 民間

ナーランダ僧院地内水井戸電磁流量計交換 民間

蔵の湯　東松山店　源泉関連修繕業務 民間

放水路温泉　ガスセパレータの点検清掃用足場 内灘町役場

鷹巣温泉井戸元バルブ交換業務 民間



年度 温泉メンテナンス業務

温泉スタンド再稼働 民間

アパガーデンプレイス臼井駅前　ガスセパレータ復旧工事 民間

蔵の湯東松山店ストレージタンク清掃業務 民間

かんなの湯　ストレージタンク清掃業務 民間

蔵の湯　東松山店　ドレンバルブ取付作業 民間

送湯ポンプ薬品洗浄及び配管高圧洗浄業務 民間

菊南温泉送湯ポンプ修繕 民間

越前町玉川温泉揚湯改善業務 越前町役場

信開ドムス三社源泉槽清掃業務 民間

ほほえみの湯　冷温水発生装置修繕 民間

松任CCZ温泉　緊急点検及びタンク復旧作業 白山市役所

白鷺の湯　内風呂補給水電動弁取替 民間

湯快爽快みさと店ガスセパレーター関連業務 民間

ふるさとの湯　現地状況調査 民間

温泉スタンド設備点検業務 野々市市役所

7号源泉ポンプ制御盤修繕 加賀市役所

いび川温泉藤橋の湯源泉流量計修繕工事に伴う流量計取替工事 民間

かんなの湯　タンク清掃業務 民間

山中温泉源泉監視装置修繕 加賀市役所

上之保温泉送湯管薬品洗浄業務委託 関市役所

排水ポンプ交換作業 民間

アパホテル富山　源泉元修繕業務 民間

源泉ポンプインバータ取替 民間

小江戸はつかり温泉ガスセパレータ排気口修繕 民間

コロナ大垣　井戸元修繕 民間

ディーグラフォート金沢・尾山レジデンス　温泉水栓ストレーナー清
掃業務

民間

平成29年能登志賀の郷リゾート温泉受湯・貯湯槽清掃業務 民間

平成29年能登ロイヤルシティ2号源泉　送湯電磁流量計清掃業務 民間

シーサイド松任　送湯ポンプ修繕 民間

井戸ポンプ自動エア抜き弁交換工事 民間

平尾温泉みはらしの湯電動バルブ交換作業 民間

大戸屋野々市店　消雪交互散水電動弁取替 民間

ほほえみの湯露天風呂系統薬注ポンプ交換 民間

コロナの湯半田店　井水系統ろ過材交換 民間

北間町水井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ点検及び圧力スイッチ交換工事 民間

上之保温泉　電磁流量計取替修繕 関市役所

貯湯槽漏水調査 民間

吉原温泉デイサービスセンター　魁　源泉ろ過装置修繕工事 民間

小江戸はつかり温泉　井水井戸元地上部修繕作業 民間

三条しらさぎ荘　次亜塩素薬注器修繕業務 民間

エクシブ琵琶湖　スパ補給弁操作盤電源不良交換修理 民間

尾山レジデンス・日生ビル配管修理 民間

すし食いねぇ県庁前店　消雪電動弁交換 民間

地下受水槽　上水定水位弁交換工事 民間

上之保温泉ほほえみの湯貯湯槽水漏れ修繕 関市役所

無量寺井戸ポンプ地上部曲管交換工事 民間



年度 温泉メンテナンス業務

山代3号源泉(旧KKR山代荘源泉)調査業務 加賀市役所

にながわ敬寿苑ガスセパ清掃作業 民間

平成30年度　上之保温泉配管消毒業務 民間

H.30 温泉設備保守点検委託業務 海津市役所

子宝の湯揚湯設備メンテナンス業務 民間

大垣温泉湯の城温泉設備保守点検業務 民間

平成30年度ごぜんやま温泉保養センター温泉及び水井戸設備保
守点検業務

民間

平成30年度　泰澄の杜温泉給湯施設保守点検業務委託 越前町

平成30年度　花みずき温泉給湯施設保守管理業務委託 越前町

松任CCZ温泉源泉保守管理業務 白山市役所

平成30年度　越前町幸若文化情報センター空調設備保守点検委
託業務

越前町

APAホテル京都駅前堀川通り維持管理費(年間) 民間

温泉揚湯設備メンテナンス委託業務 海津市

安八温泉源泉揚湯設備保守点検委託 安八町役場

伊賀の湯・揚水設備メンテナンス業務（H30.年4月） 民間

レイクサイド北潟湖畔荘源泉メンテナンス及び水質検査業務委託 民間

平成30年度河野温泉施設総合メンテナンス
南越前町公共施設
管理公社

ゆのくに天祥　源泉設備点検業務 民間

海津温泉源泉保守管理 民間

健康福祉の郷「なごみ」源泉保守管理業務委託 民間

平成30年度　水晶の湯温泉設備メンテナンス 民間

平成30年度　いび川温泉揚湯設備保守管理 民間

コージュ高鷲　揚湯設備保守管理 民間

伊自良温泉源泉メンテナンス業務委託 民間

丸岡温泉2号井源泉メンテナンス業務 民間

和良温泉揚湯設備　保守点検業務 郡上市

源泉設備保守点検業務
上市町健康文化振
興財団

勝山温泉センター「水芭蕉」源泉メンテナンス 民間

平成30年度　上之保温泉機械設備メンテナンス業務 民間

福井市美山森林温泉みらくる亭源泉ポンプ保守点検業務 福井市役所

国民宿舎鷹巣荘源泉ポンプ保守点検業務 福井市役所

今庄365温泉揚湯設備メンテナンス 民間

神戸港温泉蓮温泉・井水設備年間メンテナンス 民間

三草二木行善寺温泉薬品補充作業 民間

社会福祉法人松寿園温泉設備保守点検業務 民間

白整舎幸明店　水中ポンプ点検 民間

温泉設備メンテナンス 民間

徳山会館給水設備保守点検業務 民間

越前水仙の里温泉揚湯設備保守点検業務 民間

ラポーゼかわだ温泉井保守点検業務委託 鯖江市役所

敦賀きらめき温泉リラ・ポート温泉揚湯設備保守点検業務 民間

平成30年度　花はす温泉そまやま源泉メンテナンス業務 民間

平成30年度　美浜町源泉給湯施設管理業務委託 美浜町役場

たかすみ温泉源泉ポンプ緊急点検 民間



年度 温泉メンテナンス業務

源泉ポンプ点検業務委託 越前市

源泉ポンプ点検 民間

大安寺温泉　泉源ポンプ設備等保守点検業務 福井市役所

プレミア直江津温泉揚湯設備メンテナンス 民間

平成30年度武芸川温泉揚湯設備メンテナンス業務 民間

源泉ポンプ入替及び制御盤修繕工事 海津市役所

源泉ポンプ(温泉用深井戸水中ポンプ） 海津市役所

保健福祉総合センターアルプスの湯1号井ポンプ修繕工事 上市町

池田温泉本館　源泉ポンプ入替工事 池田町

鳥羽本浦温泉サン浦島温泉ポンプ回収及び設置工事 民間

ゆけむり温泉ゆ～遊源泉ポンプメンテナンス 民間

キグナス　八日市SS水中ポンプ入替工事 民間

男女全身浴系統配管洗浄業務
上市町健康文化振
興財団

いび川温泉藤橋の湯揚湯設備制御盤モニター交換工事 民間

湯快爽快大宮店ガスセパレーター点検清掃業務 民間

武芸川温泉　送湯ポンプ修繕 民間


