
福井県元気企業ものづくり商談会2019 発注企業・発注案件　一覧表
開催日：令和元年9月6日（金）　開催場所：福井県中小企業産業大学校［福井市下六条町16-15］

№ 所在地 事業概要および発注品の概要 加工内容 主な加工材質 必要設備 協力企業に求める内容

1 岐阜県
（発注品）
食品・医療品関係装置・搬送装置の部
品加工及び装置組立

・加工部品及びフレーム（製缶）
・NC.M/C.フライス等の機械加工とその溶接

SUS、SS、アルミ
レーザー切断機・ブレーキプレス・溶接設備・旋盤・フラ
イス盤・マシニング等

コスト競争力
品質

2 滋賀県
（発注品）
小型エンジン配管継手部品・各種板金
製品・プレス製品

板金・パイプ加工、切削、溶接（CO2、Tig、ロー付
け）、プレス加工（単発・順送）

SS、SUS

各種切削加工機（NC旋盤、マシニング等）
各種溶接機（CO2、Tig、ロー付け）、パイプベンダー、プ
レス機械（45ｔ～300ｔ）、レーザー複合機、タレパン、ブ
レーキ

多種小ロット対応（板金・プレス）
大ロット切削部品対応、単加工だけでなく各
種複合加工で部品・完成品対応が出来る

3 石川県

（取扱品）
産業向けの特殊鋼および各種加工製
品
（発注品）
機械加工品・溶接・製缶品・装置

工作機械による加工（右記記載設備）
鉄、ステンレス、アルミ、
銅、チタン他

旋盤、マシニングセンター、5軸加工機、溶接設備他
技術力のある企業
現在新規取引を求めている企業

4 岐阜県

（事業概要）
ホテル・レストラン向けの調理道具と器
や消耗品、組立式什器や屋台等の物
販什器・内装設備の他、和雑貨や天然
素材生活用品の企画・製造・販売

キッチンウェア、テーブルウェアの製造
天然素材
（木、竹、石、陶、硝子、金
属、紙、布ほか）

特になし
ホテルレストラン向けの業務用商品の開発
にご協力いただける先様との出会いを期待
しています

5 滋賀県

（取扱品）
製造ラインにおける自動化・省力化装
置
（発注品）
自動化、省力化装置用の部品

板金加工、製缶、フライス、旋盤、樹脂、塗装等表
面処理

鉄、ステンレス、アルミ、
PET、MCナイロン等

製作できれば外注でも可能です

多品種小ロットでの製作をお願いします。
製作部品の検査が必要です。
製作から組立まで対応をお願いする場合も
あります。

6 愛知県

（発注品）
１．食品・医薬品・化粧品向け自動包
装システムラインの機械部品
２．自動車部品業界向け各種専用機
の機械部品

フライス、旋盤、製缶加工、板金加工 鉄、SUS、アルミ
マシニングセンタ（手の平サイズ～大物まで）
NC旋盤（同上）
板金部品製作における設備

一品一様、小ロット対応が可能
納期（発注までのスパンは平均2週間）

7 神奈川県

（会社概要）
自動車をはじめとした各種産業向けネ
ジおよび部品の商社
（発注品）
自動車部品、電力部品、建機部品、建
築部品、産業機械部品　サイズは小物
から手のひらサイズ程度。数量は小
ロット（１個～10個）、中ロット（100個～
1,000個）、万単位と様々。

切削加工、ブレス・板金加工、鍛造加工、鋳造加
工、樹脂加工　等

材質は全般（鉄、SUS、真
鍮、銅、アルミ、樹脂、難
切削材　等）

左記加工内容に必要な設備、その加工の品質保証に必
要な検査器具

自社にて納期品質管理ができ、前向きに協
力してくれるメーカー。また、様々な提案をし
てくれるメーカー。
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8 千葉県

（事業概要）
ゴムローラー、スポンジローラー、樹脂
ローラー及び各種単体製品
（発注品）
・シャフト（外径φ20～80X長さL600～
2,000位の範囲内）
・ゴム又は樹脂の切削加工品

切削加工他
※させて頂く際は、図面を持参する予定でございま
す

・シャフト；快削鋼＋無電解
ニッケルメッキ、SUS、アル
ミ、真鍮等
・ゴム；CR、EPDM、シリ
コーン、ウレタン、NBR等

左記加工に必要な設備 小ロット多品種のご対応が叶う企業様

9 京都府
各種ギヤ製品の旋盤加工　ギヤ加工
及び鍛造品など

鍛造品、旋盤加工、ギヤ加工（ホブ・ブローチ・ギヤ
シェーパー・シェービング・歯車研削）、研磨加工等

鉄（SCM415・SCM420・
SCR420）が主

NC旋盤、ホブ盤、ブローチ盤、転造盤、ギヤシェー
パー、歯車研削盤、各種研磨機など

少ロット～量産対応が可能な企業を希望しま
す。（但し、試作対応・少量のみでも可）色々
ご提案頂ければ有難いです。また、品質体
制（測定器保有必須）もアピールして頂けま
すと幸いです。

10 愛知県

（事業概要）
FA・ロボットシステムの製造販売
（発注品）
・製缶+機械加工部品 ・切削加工品
（角・丸物） ・板金加工品 ・精密加工
（研磨品含む）
・産業機械の機械設計業務（構想設
計、組図、部品図の作図） ・産業用ﾛ
ﾎﾞｯﾄのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成
　及び教示業務｡　・ｼｰｹﾝｻｿﾌﾄ作成業
務 ・制御盤ﾊｰﾄﾞ設計業務。
・専用機の機械組付～機内配線まで
のユニット製作。

・溶接加工　・フライス加工　・旋盤加工　・研磨加工
（平研・円筒・内研）
・Solid　Works<３次元）　AUTO　CAD（２次元）

・鉄、SUS、アルミ
・加工：MC加工機　門型五面加工機　NC旋盤　溶接機
中ぐり盤　板金加工機　等
・Solid　Works<３次元）　AUTO　CAD（２次元）

・多品種少量生産の加工が得意な業者を募
集しています。
・部品製作（特に製缶加工）と組立・配線まで
の一貫生産が可能な業者を募集していま
す。
・産業機械の設計（ﾒｶ・電気・ｿﾌﾄ）が対応可
能な業者。

11 愛知県 包装機械部品の製作及び設計
旋盤・フライス・マシニング加工、機械設計、制御設
計

・鉄、SUS、アルミ 左記加工に必要な設備 QCDについて積極的な提案が可能な企業

12 福井市

（事業概要）
病院・福祉施設などの軽量建具、学校
などのスチールパーテーション
（発注品）
上記の部材、部品等

板金加工（シャーリング、タレパン、ブレーキプレス、
溶接加工等）

亜鉛メッキ鋼板
（ｔ1.2、1.6、2.3、3.2）

シャーリング、タレパン、レーザー加工機、ブレーキプレ
ス、半自動溶接機

建材関係（軽量ドアやスチールパーティショ
ン）の商品を受注生産しているため、年間を
通して繁閑の差が激しく、時には短納期でも
のづくりを依頼することがあると思います。

13 愛知県

（事業概要）
特殊鋼材の販売、機械加工
各種プラントの製作・施工
（発注品）
SUS304精密加工品　12Φ程度　ﾛｯﾄ
/100-200個　定期発注品
丸物（～φ150まで）旋盤・MC・研磨（内
外径）、角物（～300角）MC・研磨　1個
からでも製作対応可能

外内径切削及び不動態化処理　面粗度及び内径ﾊﾞ
ﾘが特に注意される加工品となります

SUS304、鉄、AL
機種名ですと、ｵｰｸﾏLT200等の対向主軸機のお待ちで
ある加工業者様を希望します

品質対応及び、工程管理、自主検査対応が
可能な外注様を希望致します
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14 大阪府

（事業概要）
高機能・光学用巻取機、スリッター、包
装機の製造販売
（発注品）
①溶接・ショット・機械加工の一貫生産
部品
②中型～大型の旋盤加工品
③樹脂・歯切り関係の加工品

①溶接・ショットブラスト・フライス・マシニング加工
（1000mm程度まで）

②丸物加工 径（φ150～300mm程度） 長さ（150～
6,000mm程度）

ＳＳ450、Ｓ25Ｃ、Ｓ45Ｃ、Ｓ
ＵＳ304、ＭＣナイロン

溶接機・フライス盤、マシニング、五面加工機、横中大型
旋盤（芯間6,000程度）、ＮＣ旋盤

品質（クレームが少ない）の良い業者様
（もちろん価格と納期もですが）

15 愛知県

（事業概要）
特注金型パーツの専門商社
（発注品）
樹脂射出成型精密金型・精密プレス金
型特注パーツ/各種専用機械部品及
び消耗工具/周辺機器及び治具・ゲー
ジ/プレス試作品・樹脂・アルミ・ＳＵＳ
部品製作/　その他多種多様なニーズ
に対し、単工程または材料入手から最
終工程の表面処理及びLAPまで

旋削／切削／研削／研磨（平面・成形・内径・外
径・ジグ研ほか）／型彫放電／ワイヤー放電／LAP
／ショットブラスト／溶接／レーザー肉盛／その他
加工全般

特殊鋼全般／超硬・セラ
ミック／鉄／ステンレス／
アルミ／銅／難削材（イン
コネル等）／樹脂／焼結
材／その他

上記　【加工内容】および【主な加工材質】　に対応する
ための設備全般

一芸に秀でたメーカー様、材料～仕上げまで
全加工対応が得意なメーカー様、オンリーワ
ンな得意分野をお持ちのメーカー様　との出
会いを期待しております。

16 福井市

（事業概要）
ＮＣフライス加工系専用機械メーカー
（発注品）
工作機器の運搬、設置
ギヤ・歯車、旋盤加工品

シャフト、フランジの加工 ＳＳ400、Ｓ45Ｃ、Ｓ50Ｃ 左記加工に必要な設備 納期、価格

17 富山県

（事業概要）
銑鉄・合金鉄・可鍛鋳鉄製品の鋳造及
び加工［建設用機械、産業用機械］
（発注品）
鋳鉄鋳物の加工

完成品加工
（少ロット発注への対応…毎月ではない）

ＦＣ250～300、
ＦＣＤ450～700

門型３次元測定機、形状測定器、面粗度計測機
安定した品質、コストパフォーマンス、納期対
応力

18 大阪府

（事業概要）
アルミ二ウム合金の販売および加工
（発注品）
半導体、液晶、その他産業用設備に使
用される金属部品加工品

材物・丸物・ブロック形状など、様々な形状の穴開
けから精度加工まで

アルミ、ＳＵＳ、鉄、伸銅品
など

5軸加工機・複合旋盤など、客先により引合のある形状
は様々なため、特に指定は無く、都度ご相談させてくだ
さい。

納期、品質管理重視です
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19 愛知県

（発注品）
自動車のエンジン動弁系部品､燃料系
部品､その他
※片手から両手のサイズ

素形材関係(鋳造､鍛造、ダイカスト､プレス)､精密加
工､熱処理､表面処理

アルミ、鉄
鋳造機､鍛造機､ダイカスト、プレス、ホーマー、切削加工
機                                                              熱処理
設備､表面処理設備

ISO9001､ISO14001は､取得している事が望
ましいが､必須ではない｡

20 大阪府

（取扱品）
衛生用品［生理用品・紙おむつ］製造
機
（発注品）
樹脂加工部品、オーダーメイドのシリコ
ン、ウレタンロール
金属旋盤加工

MCナイロン、ジュラコン、ベークライト、FRP等樹脂
材料の削り出し加工
シリコン、ウレタンゴムライニング加工（金属性の中
芯も調達できれば尚良し）

MCナイロン、ジュラコン、
ベークライト、FRP、シリコ
ンゴム、ウレタンゴム、鉄、
SUS、アルミ等

樹脂：マシニングセンター等
複雑な形をしたプラスチック製品に対応できる多軸加工
機　(ワーク寸法　100　～　800程)
ゴム：自社でゴムロールのライニングが可能。(ワーク寸
法　40　～　300程)
旋盤：汎用旋盤　研磨機もあればより○

見積や納期回答のレスポンスが良い
樹脂と金属を組み合わせた加工も対応可
新しい案件にも積極的にチャレンジしていた
だける。

21 滋賀県

（発注品）
舶用発電用ディーゼルエンジン、舶用
推進用ディーゼルエンジン、陸非常用
ガスタービンの組立部品
鋳物・板金・配管・製缶等ディーゼルエ
ンジン部品、ガスタービン部品

材共全工事（発注部品により多種多様）
鋳物、鍛造、SS,FC、FCD、
インコネル（一部）等

部品により異なりますが、
旋盤・5面加工機・NC中ぐり盤・5軸加工機・溶断・溶接・
測定器等

調達品を材共納入できるサプライヤー様を
希望

22 大阪府

（事業概要）
自動車、産業機械、重機械、建設機
械、光学精密機器、総合電機、 航空
宇宙、造船、情報通信機器などの生産
工場への工具、用品、 部品、治具、設
備・装置等の製造販売

製造業メーカー様工場内にて使用される自動機・治
具等の設計～製作～組立～現地工事～立上げ
一式施工

　　－ 左記記載に必要な設備
設計－立上げまで一貫施工を希望。
（３Ｄ対応可能であれば尚可。）

23 兵庫県

（事業概要）
油圧機器・油圧装置の製造
（発注品）
１．鋳物加工品（数量1～20pc/月程
度）
２．削り出し加工品

150～200角サイズ
加工精度　10μ程度
タテ・横・斜め穴有り

１．FC、FCD、FCV
２．S45C 他

旋盤、マシニング、ホーニングなど 多品種少量に対応可能なメーカー

24 滋賀県

・工作機械（歯車加工機、五面加工機）
の中・小の角物・丸物部品
　全仕上加工または、荒加工工程のみ
のご対応（仕上工程のみも可）

・丸物　　旋削→小穴等の加工→外形研磨・内径研
磨・両端面研磨
・角物　　荒加工→基準面研磨（平面研磨）→ボーリ
ング仕上げ加工

・小物　　Ｓ４５Ｃ、ＳＣＭ４１
５等
・角物　　ＦＣ２５０、ＦＣＤ３
００等

・小物　　旋盤(φ400以下)、縦・横マシニング、内径・外
形・ロータリー・平面研削盤
・角物　　縦・横マシニング、平面研削盤、横中ぐり盤(□
630～1000)
・全般　　３次元測定器

品質第一で納期を守っていただける企業
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25 滋賀県

（事業概要）
制御機器・FAシステムの製造
（発注品）
①架台：自動機用のベース。天板上に
ロボットやレールを設置して、生産用自
動機とする。
②溶接(スタンド、イケール)：スカラロ
ボットなどの高さ調節や、直進ロボット
取り付けの為に設置する溶接品。並行
度、直角度の精度が厳しい加工品で
す。

①製缶加工、溶接、５面加工機での水平だし、弊社
指定色に塗装
②溶接、マシニング加工による並行度、水平度だ
し、めっき

①ＳＳ４００
②ＳＳ４００＋ユニクロメッ
キ

①溶接設備、門型５面加工機
②溶接設備、マシニング

◆①②とも、自動機製造を目的とした加工品
ですので、建築向けの加工業者さまでは精
度対応難しいと思います。精度を出せる企業
様とのマッチングをお願いします。
◆生産ラインの開発を目的とした自動機のた
め、一品一葉の加工品の対応が可能なこと
(量産品の加工品ではありません)
◆不具合発生時には、弊社に来ていただい
て現状確認や不良品の引取り対応をして頂
けること。

26 岐阜県

（事業概要）
オフセット印刷機及びスクリ－ン印刷
機、関連機器の製造販売
（発注品）
①鉄の小物加工
②小物鋳物加工

フライス、マシニング、旋盤、溶接 鉄、鋳物（FCD、FC） NC旋盤、複合旋盤、マシニングセンター QCDに積極的な企業

27 富山県

（事業概要）
高圧ジェット洗浄装置、超高圧水切断
装置、原子力発電所検査保守用機器
の製造販売
（発注品）
精密機械部品、原子力保守部品、工
作機械用搬送装置（設計・製作）

精密機械部品加工、原子力対応の製缶と機械加
工、搬送装置の設計と製作

ＳＳ400、ＳＵＳ304、ＳＵＳ
630、ＡＬ

旋盤（ＮＣ旋盤、複合加工機）
マシニングセンタ（横形、立形、門形）
レーザー切断機（加工複合機、ＣＯ2レーザー、ファイ
バーレーザー）
溶接機（半自動、Ｔｉｇ、ＹＡＧ）、プレスブレーキ、タレパ
ン、塗装ブース

多品種少量・短納期に対応でき、定められた
品質・納期を遵守し、安定的に資材を供給で
きる企業との取引を希望します。

（事業概要）
ポンプなど産業機械の製造販売
（発注品）全てポンプの部品

①機械加工品
シャフト（主軸）、スリーブ、リング類（2
つ割、外径300以上肉薄）、減圧オリ
フィス（溶接構造）、ガイドベン（削り出
し）
スクープチューブ（バタリング、窒化、ノ
ズル溶接含む）
水中カップリング（長尺キー溝または深
溝構造あり）、閉止板、中胴

機械加工
【加工品の大きさ】
・口径50～4500mm
・1500mmまでのシャフト（主軸）加工が急務
【発注ロット】
1～5個（1回の注文につき）

ＦＣ、ＦＣＤ、ＳＣ（ＳＣＰＨ）、
420Ｊ2、304、ＳＣＭ440、
403、316

旋盤、マシニング、スロッタ（2条ネジ、4条ネジ）、ターニ
ング、ガンドリル、5軸加工機

材料持ちを希望
ＱＣオプション（ＰＴ、ＵＴ可否）
材質-ＺＺ（硬度指定）
高周波焼き入れ

②製缶品　（加工サイズ　単位：mm）
・ポンプケーシング
（口径200～800　L500～2000）
・ベースプレート
（幅1500～3000　L3000～7000　H500
～1500）
・架台（L2000）
・カップリングガード、モータ台、試験用
配管、カバー類（特にアルミ薄物）

製缶

【発注ロット】
1～2台（1回の注文につき）

2相ステンレス、炭素鋼、ス
テンレス、アルミ

ＴＩＧ、アーク、半自動、ＡＵＴＯ ＴＩＧ 材料持ち、加工完を希望
28 千葉県
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③鋳造品
・ポンプケーシング
・軸受胴体、羽根車、吐出しボウル、吸
込みベル、吊り下げ管、インデューサ、
軸受カバー、小物部品（100φ前後）ほ
か

鋳造
【加工サイズ】
大型ポンプの場合：口径1500～1800mm
中型ポンプの場合：口径600～1350mm
小型ポンプの場合：口径50～500mm
【発注ロット】
1～2台（1回の注文につき）

ＦＣ、ＦＣＤ、ＳＣ（ＳＣＰＨ）、
ハイクロ、2ＳＮｉ、ＳＣＳ、2
相ステンレス

木型メーカーとの関係
ターニング、5軸加工機、中ぐり盤（小型ポンプの場合：
ターニング、マシニングセンタ）

材料持ち、加工完を希望

④配管施工 ＬＯユニット、プレハブ配管 ＳＵＳ、炭素鋼 ＴＩＧ、酸洗、耐圧
【施工場所】
弊社富津工場内

29 大阪府

・塔槽類などの製作と現地までの輸
送。（図面支給）
・歩廊・点検ステージ・手摺などの製缶
加工。（図面支給）
・ＭＣ・ＮＣ旋盤等を使用した機械加
工・組立作業。
・機器類・製缶品の据付および配管工
事等。

・タンク類の製作、現地までの輸送。（一体物、現地
組立物）
・図面支給による機械加工品の製作・組立。

・ＳＳ材、ＳＵＳ材
・ベンディング、プレス機、天井クレーン
・各種工作機械（五面加工機、ＮＣ旋盤、ＭＣ旋盤等）
・据付・配管工事等に係る機材および資格

・仕様書に基く設計製作、または図面支給に
よる部品製作をして指定場所までの輸送が
できること
・据付・配管工事で必要な資格を有すること

30 愛知県

（事業概要）
エネルギー/パイプライン/都市環境
（発注品）
角または丸タンク（ポリエチレンライニ
ング）、コンベア、伸縮継手、プラント内
の制御盤・受配電設備および電気工
事

製缶、ライニング、機械加工、板金、盤製作、電気
工事

鉄、SUSなど 左記記載で製作（工事）可能な設備および人員

プロジェクト受注ごとの発注のため、時期は
未定です。また、都度設計するため一品一様
であり、小ロットとなります。
上記ご理解いただき、ご対応可能な業者を
お待ちしております。

31 東京都

（発注品）
１．水処理プラント用の製缶、ゴムライ
ニング、FRPライニング
２．水処理プラント用のプレファブ配管
ユニット
３．水処理プラント用の動力制御盤とそ
れに付随する計装工事

左記内容 SS、SUS、塩ビ ５ｔクレーン 法令・社会規範遵守

32 大阪府

（発注品）
①　都市ごみ焼却場の製缶・鉄骨・盤
関係・工事など
②　リサイクル施設の製缶・鉄骨・盤関
係・工事など

①　製缶品（SS、厚さ3.2～9.0mm程度）
②　機械鉄骨（Mｸﾞﾚｰﾄﾞ以上が望ましい）
③　高圧・低圧盤（高圧：6,600V、低圧：100～
440V、設計･製作が可能）
④　現地据付工事（一式）
⑤　電気工事（一式）

SS 左記記載に必要な設備
①　仕様書通りに、見積が迅速に対応でき
る。
②　品質・納期が厳守できる。

28 千葉県
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（生産品目）
上水道施設・し尿処理施設・清掃施
設：リサイクル施設及び廃棄物処理施
設等の設計・施エ・補修工事・改修工
事・改造工事

（発注品目）
①各種環境プラント機器の設計・製作
（製缶・機械加工）
シュートホッパー架台類・ダクト・ダン
パー・タンク・コンべア．トロンメル・ロー
タリーバルブ・貯留ホッパー・掻寄機・
除塵機等
②各種環境プラントの配管据付工事及
び点検整備業務（上水道施設・し尿処
理施設・清掃施設：リサイクル施設及
び廃棄物処理施設等の設計・施エ・補
修工事・改修工事・改造工事）

＊プラント基礎・据付工事
＊補修工事
＊プラント配管工事
＊電気・計装工事
＊ポンプ・ブロワ―
＊ポンプ・ファン・減速機・電動機等の回転機器等
のオーバーホール
＊築炉工事
＊ＦＲＰライニング工事
＊保湿工事
＊油圧機器整備等

ＳＳ，ＳＵＳ等

＊工場設備
　溶接機、ガス溶断機、シャーリング、プレス機、汎用旋
盤、ＮＣ旋盤等

＊現地工事道工具
　発電機、吊り具、ユニック、フォークリフト、溶接機、ガ
ス溶断機他

③破砕機部品
（1）ロータ【φ800*2800Ｌ 約3.2ｔon】
（2）ロータハウジング
【1300*3100*1400Ｈ 約2.5ｔ】
（3）ハウジング【150*700*520Ｈ 約
200kg】
（4）ライナレール・ライナプレー
【700*1500*t30 約20kg】
（5）コテイハダイ【200*300*t80 約
20kg】
（6）主軸【φ260*2000 約600kg】
（7）べースフレーム【2300*3400*1200
Ｈ 約3ton】
（8）スクリーン【∮12*980*1255 約
70kg】

（1）ロータ：製缶、機械加工、丸物
（2）ロータハウジング：製缶、機械加工、箱物
（3）ハウジング：機械加工、角物
（4）ライナレール・ライナプレー：機械加工、角物
（5）コテイハダイ：機械加工、角物
（6）主軸：機械加工、熱処理、軸物
（7）べースフレーム：製缶、機械加工、熱処理
（8）スクリーン：パンチング、機械加工、曲げ加工

（1）ロータ：S35C SCM440
（2）ロータハウジング：
SS400
（3）ハウジング：S45C調質
（4）ライナレール・ライナプ
レート：SS400
（5）コテイハダイ：SS400
（6）主軸：SCM440
（7）べースフレーム：
SS400
（8）スクリーン：SS400.、
HT60

旋盤、マシニング、五軸加工機、横中ぐり盤

34 兵庫県

（事業概要）
各種ボイラ、機械設備、公害防止プラ
ント、環境設備プラント
（発注品）
・ホッパー、コンベアなど
・製缶品、ポンプ、ファン、モーター等の
メンテナンス

発注品により多岐にわたるので、商談会時にご説
明します

同左 左記メンテナンスに必要な設備 　　　　－

33 兵庫県

環境プラント施設に対する現地補修工事、機
器据付、配管工事を主としているので下記の
項目について対応可能な業者を開拓してい
ます。
①品質（高品質・優れた技術）
②納期（納期厳守・突発対応可）
③コスト（見積積算能カ・コスト競争カ）
④製缶～加エ～現地工事（一部外注可）
⑤破砕機、粉砕機、焼却炉、し尿処理及び上
下水道施設の現地工事（新設、補修）
主要部品は原則支給。施工場所は近郊が主
ですが場合により全国対応もあります。

必要設備についてはすべて満たす必要はあ
りませんが、建設業の許可を取得している企
業が必要です。（管工事、清掃施設、機械器
具設置等水道施設等）
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