
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

4311000130
長沢浄水場　排水処理施設給排気ダクト修理工
事

1,695,600 見積合わせ 空調・衛生 20811 有限会社　エムワイ 水道管理課

4311000133 蟹ヶ谷仮排水所配管等塗装その他修理工事 1,298,000 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

4311000134 麻生水処理センター沈砂洗浄水ポンプ修理工事 1,870,000 見積合わせ 機械 44541 株式会社　ユニ機工 麻生水処理センター

4311000143
入江崎総合スラッジセンター№３混合槽汚泥引抜
弁修理工事

2,497,000 見積合わせ 機械 19581
株式会社　栗本鐵工所　東京
支社

入江崎総合スラッジセン
ター

4311000152
入江崎水処理センター東系№２汚泥圧送ポンプ
修理工事

1,709,400 見積合わせ 機械 21021
株式会社　エンドーエンジニア
リング

入江崎水処理センター

4311000158
入江崎水処理センター西系１、２系終沈池排水ポ
ンプ修理工事

2,420,000 見積合わせ 機械 105151 有限会社　シールＴＯＰ 入江崎水処理センター

4311000189
入江崎総合スラッジセンター№１雑用水ポンプ修
理工事

2,376,000 見積合わせ 機械 6801
荏原実業　株式会社　神奈川
支社

入江崎総合スラッジセン
ター

4311000191 渡田管理公舎防水塗装補修工事 1,232,000 見積合わせ 塗装 13831 株式会社　神奈川商会 入江崎水処理センター

4311000192
入江崎総合スラッジセンター３系№３ケーキコンベ
ヤベントプーリ修理工事

2,420,000 見積合わせ 機械 49861
ＪＦＥエンジニアリング　株式会
社

入江崎総合スラッジセン
ター

4311000200 麻生水処理センター管理棟階段補修工事 1,339,800 見積合わせ 建築 16801 東生建設　株式会社 麻生水処理センター

4311000201
南部サービスセンター旧量水器棟電動シャッター
取替工事

543,950 見積合わせ 建具 51851 寺尾サッシ工業　株式会社 サービス推進課

4311000203
第２配水工事事務所高圧交流気中開閉器（ＰＡ
Ｓ）修理工事

737,000 見積合わせ 電気 115021 板橋電気工事　株式会社 水道管理課

軽　易　工　事　執　行　状　況　報　告　書

第２四半期のみ
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4311000205 古市場ポンプ場№２冷却塔修理工事 1,078,000 見積合わせ 機械 21021
株式会社　エンドーエンジニア
リング

入江崎水処理センター

4311000211
江川雨水貯留管中間マンホール用トイレ排水管
修理工事

528,000 見積合わせ 空調・衛生 17761 株式会社　笠倉工業 加瀬水処理センター

4311000219 生田浄水場　上澄水槽返送ポンプ２号更新工事 2,200,000 見積合わせ 機械 13881 上田動力工業　株式会社 水道管理課

4311000220
麻生水処理センター管理棟自動制御室空調設備
補修工事

157,300 見積合わせ 空調・衛生 4461 三田調温工業　株式会社 麻生水処理センター

4311000224
加瀬水処理センター消火ポンプ用呼水槽修理工
事

550,000 見積合わせ 機械 17761 株式会社　笠倉工業 加瀬水処理センター

4311000225
京町連絡管５００㎜漏水に伴う管製作及び現場接
合工事

2,200,000 見積合わせ 鋼構造物 25571
須藤工業　株式会社　川崎工
事事務所

水道管理課

4311000226
長沢浄水場　活性炭注入設備定量供給装置２－
１修理工事

2,497,000 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

水道管理課

4311000228 長沢浄水場　管理棟　空調設備修理工事 525,910 見積合わせ 空調・衛生 27261 有限会社　丹野電気商会 水道管理課

4311000234
入江崎総合スラッジセンター１系№２脱水機重力
脱水部修理工事

2,475,000 随意契約 機械 49861
ＪＦＥエンジニアリング　株式会
社

入江崎総合スラッジセン
ター

4311000135
西部下水道管理事務所　施設銘板制作設置修繕
工事

388,800 見積合わせ 鋼構造物 20361 藤和建興　株式会社 西部下水道管理事務所

4311000136 麻生水処理センター管理棟用水配管修理工事 2,008,800 見積合わせ 機械 21021
株式会社　エンドーエンジニア
リング

麻生水処理センター

4311000138
等々力水処理センター５系反応タンクサンプリン
グポンプ修理工事

2,052,000 見積合わせ 機械 44541 株式会社　ユニ機工 等々力水処理センター
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4311000139 渋川２号雨水幹線取水ゲート修理工事 291,600 随意契約 鋼構造物 20171
株式会社　前澤エンジニアリン
グサービス　横浜営業所

加瀬水処理センター

4311000140
等々力水処理センター固液分離装置ガイドロー
ラー修理工事

2,430,000 見積合わせ 機械 591 松崎鐵工　株式会社 等々力水処理センター

4311000141 鷺沼配水所　施設整備課照明設備修理工事 1,458,000 見積合わせ 電気 5941 昌栄電設　株式会社 水道管理課

4311000145 鷺沼配水所　玄関ホール窓ガラス修繕工事 1,965,600 見積合わせ ガラス 4081 有限会社　渡辺ガラス店 水道管理課

4311000146 高津小学校増築工事に伴う格納庫等移設工事 2,451,600 見積合わせ 土木 20361 藤和建興　株式会社 水道管理課

4311000150 量水器棟軽易工事 298,080 見積合わせ 内装 82671 有限会社　総合インテリア創伸 サービス推進課

4311000157
入江崎水処理センター東系初沈電気室空調機修
理工事

1,773,360 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

4311000159 古市場管理公舎内装補修工事 2,019,600 見積合わせ 建築 35491 三王建設　株式会社 入江崎水処理センター

4311000160 古市場ポンプ場ほか汚水ポンプ設備修理工事 1,080,000 随意契約 機械 24241
株式会社　鶴見製作所　横浜
営業所

入江崎水処理センター

4311000161
等々力水処理センターＮｏ．５－３－２曝気機修理
工事

1,188,000 見積合わせ 機械 4701 株式会社　大師鉄工所 等々力水処理センター

4311000162
等々力水処理センター３系終沈Ｎｏ．３－２汚泥か
き寄せ機テンショナー部修理工事

360,720 見積合わせ 機械 13881 上田動力工業　株式会社 等々力水処理センター

4311000167
入江崎水処理センター西系水処理棟中央管廊出
入口シャッター補修その他工事

567,864 見積合わせ 建具 51851 寺尾サッシ工業　株式会社 入江崎水処理センター
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4311000169 鷺沼配水所ほか１箇所　衛星通信設備修理工事 339,120 随意契約 通信 90691 株式会社　衛星ネットワーク 水道管理課

4311000174 第３配水工事事務所　Ａ棟自動ドア修理工事 405,000 随意契約 軽微　 30661 ケイジーケイ　株式会社 水道管理課

4311000175 大師河原ポンプ場№１燃料移送ポンプ修理工事 972,000 見積合わせ 機械 44541 株式会社　ユニ機工 入江崎水処理センター

4311000178
入江崎水処理センター東系№３汚泥貯留槽攪拌
機修理工事

2,451,600 見積合わせ 機械 105151 有限会社　シールＴＯＰ 入江崎水処理センター

4311000188
観音川ポンプ場汚水ポンプ棟階段その他補修工
事

2,451,600 見積合わせ 塗装 12961 株式会社　コクサイテクノ 入江崎水処理センター

4311000190 加瀬水処理センター管理棟ブラインド修理工事 577,584 見積合わせ 建具 100621 株式会社　クオリティー開発 加瀬水処理センター

4311000195 鷺沼配水所　消防設備修理工事 220,104 見積合わせ 消防 17171 高橋防災　株式会社 水道管理課

4311000202 加瀬水処理センター№６主ポンプ修理工事 626,400 見積合わせ 機械 44541 株式会社　ユニ機工 加瀬水処理センター

4311000204 渡田管理公舎１０３号室水道蛇口修理工事 73,440 随意契約 空調・衛生 5231 八巧機電設備　株式会社 入江崎水処理センター

4311000236
令和元年度　２号配水本管１２００㎜漏水に伴う鋼
管製作及び現場接合工事

903,960 随意契約 鋼構造物 25571
須藤工業　株式会社　川崎工
事事務所

水道管理課


