
1 項

上下水道局 （単位　　　　円）

契約番号 件名 金額 契約方法 業種 業者コード 業者名 予算執行課

4311000049 黒川配水池高区送水１号ポンプ吐出弁修理工事 1,566,000 随意契約 機械 20171
株式会社　前澤エンジニアリン
グサービス　横浜営業所

水道管理課

4311000055
麻生水処理センターＮｏ．１汚泥貯留槽設備修理
工事

2,486,000 見積合わせ 機械 19581
株式会社　栗本鐵工所　東京
支社

麻生水処理センター

4311000069
長沢浄水場　ろ過池流出渠内後次亜注入設備修
理工事

2,160,000 随意契約 水道施設 12811
水道機工　株式会社　東京支
店

水道管理課

4311000072
令和元年度　第１配水工事事務所　出入口門扉
改修工事

2,468,880 見積合わせ 建築 17421 株式会社　喜美代建設 水道管理課

4311000074 京町雨水滞水池玄関出入口扉修理工事 810,000 見積合わせ 建具 43441 関東サッシサービス　株式会社 入江崎水処理センター

4311000084
加瀬水処理センター南系№２高級処理薬注ポン
プ修理工事

1,254,000 見積合わせ 機械 21021
株式会社　エンドーエンジニア
リング

加瀬水処理センター

4311000085
等々力水処理センターＮｏ．１４洗浄排水弁修理
工事

2,447,500 随意契約 機械 218431
水ｉｎｇエンジニアリング　株式会
社　横浜営業所

等々力水処理センター

4311000088
西部下水道管理事務所　直結直圧式切替修繕工
事

1,112,400 見積合わせ 空調・衛生 187471 宝建工業　株式会社 西部下水道管理事務所

4311000089
西部下水道管理事務所　トイレ・窓等サッシ及び
車庫シャッター修繕工事

634,392 見積合わせ 建具 4081 有限会社　渡辺ガラス店 西部下水道管理事務所

4311000090 西部下水道管理事務所　引戸門扉取替修繕工事 2,322,000 見積合わせ 鋼構造物 201361 株式会社　チョウエイ 西部下水道管理事務所

4311000091
西部下水道管理事務所　所内住宅設備機器等取
替修繕工事

604,800 見積合わせ 空調・衛生 23561 河合土木　株式会社 西部下水道管理事務所

4311000092
西部下水道管理事務所　玄関灯取替その他修繕
工事

635,040 見積合わせ 電気 186191 株式会社　航建 西部下水道管理事務所

軽　易　工　事　執　行　状　況　報　告　書

第１四半期のみ
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4311000093 西部下水道管理事務所　ガラスフィルム修繕工事 442,800 見積合わせ ガラス 40251 株式会社　総商 西部下水道管理事務所

4311000100 西生田路上局盤移設工事 2,484,000 随意契約 電気 117531 株式会社　ティエスジー 水道管理課

4311000101 潮見台配水所　グレーチング蓋取付工事 777,600 見積合わせ 鋼構造物 4701 株式会社　大師鉄工所 水道管理課

4311000103
第１配水工事事務所　自動火災報知設備改良工
事

1,372,507 見積合わせ 消防 40281 株式会社　綜合防災 水道管理課

4311000104 水道水質課　水質自動測定装置外柵設置工事 682,560 見積合わせ 土木 35491 三王建設　株式会社 水道管理課

4311000105 鷺沼配水所　土橋選択排流器修理工事 2,268,000 随意契約 電気 19691
日本防蝕工業　株式会社　東
京支店

水道管理課

4311000106
水道水質課　水質自動測定装置給排水設備設置
工事

759,812 見積合わせ 舗装 24831 有限会社　菱沼工業所 水道管理課

4311000107
水道水質課　水質自動測定装置電気設備設置工
事

626,400 見積合わせ 電気 12831
有限会社　サイトウエレクトリッ
ク商会

水道管理課

4311000108
麻生水処理センターＮｏ．１沈砂池入口ゲート修理
工事

2,497,000 見積合わせ 機械 8002 クボタ環境サービス　株式会社 麻生水処理センター

4311000114
稲田取水所　正面玄関庇及び入口タイル修理工
事

1,899,936 見積合わせ 建築 51851 寺尾サッシ工業　株式会社 水道管理課

4311000115 加瀬水処理センター管理棟３階窓補修工事 2,494,800 見積合わせ 建具 43441 関東サッシサービス　株式会社 加瀬水処理センター

4311000116 古市場管理公舎防水修理工事 2,484,000 見積合わせ 塗装 17151 若井工業　株式会社 入江崎水処理センター
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4311000117
令和元年度　第１配水工事事務所　コンセント設
備等修繕工事

894,240 見積合わせ 電気 16591 株式会社　丸井電設 水道管理課

4311000119 大島ポンプ場中央監視室用空調機修理工事 1,127,520 見積合わせ 空調・衛生 17911 東都熱工業　株式会社 入江崎水処理センター

4311000120
令和元年度　第１配水工事事務所　少量危険物
倉庫改修工事

1,339,200 見積合わせ 建築 17421 株式会社　喜美代建設 水道管理課

4311000122 加瀬水処理センター南系自動給水装置修理工事 1,123,200 見積合わせ 機械 6801
荏原実業　株式会社　神奈川
支社

加瀬水処理センター

4311000123 久末ポンプ場№２流入ゲート修理工事 1,307,880 見積合わせ 機械 73601
日本ギア工業　株式会社　京浜
事業所

加瀬水処理センター

4311000042
平成３１年度　第１配水工事事務所３階トイレ電気
設備等修繕工事

200,880 見積合わせ 電気 63141 有限会社　平間電気設備 水道管理課

4311000048 京町ポンプ場トイレ修理工事 1,812,240 見積合わせ 空調・衛生 33121 川又電機工事　株式会社 入江崎水処理センター

4311000050
入江崎水処理センター西系スクリーンかすホッ
パー修理工事

1,220,400 見積合わせ 機械 17761 株式会社　笠倉工業 入江崎水処理センター

4311000054
加瀬水処理センター南系エアタン終沈２階屋内天
井その他補修工事

2,496,960 見積合わせ 建築 13741 シンヨー　株式会社 加瀬水処理センター

4311000058
等々力水処理センター高度処理施設床排水管補
修工事

1,404,000 見積合わせ 空調・衛生 14841 株式会社　ミカセ 等々力水処理センター

4311000059 第１配水工事事務所　内線電話移設等工事 105,840 見積合わせ 通信 5161
都築電気　株式会社　川崎営
業所

水道管理課

4311000061 渡田ポンプ場№５雨水エンジン修理工事 99,360 随意契約 機械 22531 株式会社　ハタノシステム 入江崎水処理センター
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4311000062
入江崎水処理センター事務室内電話設備修理工
事

97,200 随意契約 通信 10111 トヨオカ電気　株式会社 入江崎水処理センター

4311000065 戸手ポンプ場中央監視室用空調機補修工事 1,992,600 見積合わせ 空調・衛生 14451 富士工業　株式会社 入江崎水処理センター

4311000076 加瀬水処理センター誘導灯修理工事 272,916 見積合わせ 消防 17171 高橋防災　株式会社 加瀬水処理センター


