
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

4311000263
等々力水処理センター管理棟２階低圧電気室Ｎ
ｏ．１空調機その他修理工事

2,057,000 見積合わせ 空調・衛生 14451 富士工業　株式会社 等々力水処理センター

4311000268 渡田ポンプ場№２汚水ポンプ修理その他工事 1,210,000 随意契約 機械 6801
荏原実業　株式会社　神奈川
支社

入江崎水処理センター

4311000277 細山送水ポンプ所　空調設備改良工事 1,848,000 見積合わせ 空調・衛生 4461 三田調温工業　株式会社 水道施設管理課

4311000286 長沢浄水場　浄水本館火災報知受信機移設工事 1,014,200 見積合わせ 消防 45311 有限会社　城南防災電気工業 浄水課

4311000287 ２号細山送水ポンプベアリング交換修理工事 2,200,000 見積合わせ 機械 17761 株式会社　笠倉工業 水道施設管理課

4311000291
丸子ポンプ場沈砂・スクリーンかす洗浄機修理工
事

2,310,000 見積合わせ 機械 51391
株式会社　日立プラントサービ
ス　横浜支店

加瀬水処理センター

4311000296
等々力水処理センター管理棟次亜注入設備修理
工事

2,497,000 見積合わせ 機械 17761 株式会社　笠倉工業 等々力水処理センター

4311000297 北部下水道管理事務所車庫天井・内壁塗装工事 660,000 見積合わせ 塗装 16801 東生建設　株式会社 北部下水道管理事務所

4311000301
加瀬水処理センター北系Ｎｏ．４初沈汚泥引抜ポ
ンプ修理工事

1,430,000 見積合わせ 機械 591 松崎鐵工　株式会社 加瀬水処理センター

4311000304
鷺沼ふれあい広場　水辺のテラスパネルデッキほ
か修繕工事

1,056,000 見積合わせ 建築 22091 榎本工務店 サービス推進課

4311000308
入江崎水処理センター沈砂池管理棟浴室窓補修
その他工事

564,300 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

4311000310
長沢浄水場　第３沈でん池２号池汚泥掻き寄せ機
減速機修理工事

2,029,500 見積合わせ 機械 4621 株式会社　川崎興産 浄水課
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4311000313 平間会館外灯撤去工事 130,900 見積合わせ 電気 115021 板橋電気工事　株式会社 労務課

4311000317
入江崎総合スラッジセンター１系分離液返送ポン
プ修理工事

1,617,000 見積合わせ 機械 591 松崎鐵工　株式会社
入江崎総合スラッジセン
ター

4311000318
加瀬水処理センター北系№１予備処理注入ポン
プ修理工事

1,450,240 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

4311000320
大師河原ポンプ場圧力水ポンプ逆止弁修理その
他工事

1,001,000 見積合わせ 機械 4701 株式会社　大師鉄工所 入江崎水処理センター

4311000326 長沢浄水場　管理棟雨水排水管修理工事 343,200 見積合わせ 建築 192141 シィー・シィー・ビィー　株式会社 浄水課

4311000327 麻生水処理センター管理棟消防設備修理工事 1,480,050 見積合わせ 消防 3021 有限会社　日東商会 麻生水処理センター

4311000328 大島ポンプ場低段冷却塔修理工事 2,037,200 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

4311000329 宮前区馬絹４丁目水道用地フェンス等設置工事 2,288,000 見積合わせ 土木 20361 藤和建興　株式会社 第２配水工事事務所

4311000332
加瀬水処理センター北２系初沈池排水配管バル
ブ修理工事

467,500 見積合わせ 機械 4701 株式会社　大師鉄工所 加瀬水処理センター

4311000333
入江崎総合スラッジセンター外部受入ホッパ室床
排水ポンプ修理工事

698,500 見積合わせ 機械 105151 有限会社　シールＴＯＰ
入江崎総合スラッジセン
ター

4311000334
麻生水処理センター市民開放施設防球ネット修理
工事

2,464,000 見積合わせ 土木 125091 株式会社　今村建設 麻生水処理センター

4311000336
入江崎余熱利用プール事務所・ロビー下ピット塗
装改修工事

1,522,928 見積合わせ 塗装 208651 株式会社　Ｉ＆Ｉ サービス推進課
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4311000337
加瀬水処理センター雨量情報端末その他監視装
置修理工事

935,000 見積合わせ 電気 20121 三協電機　株式会社 加瀬水処理センター

4311000338 加瀬水処理センター監視制御装置端末修理工事 495,000 見積合わせ 電気 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

4311000340 潮見台配水所　高区ポンプ室屋根修理工事 1,320,000 見積合わせ 防水 19051 千代田建工　株式会社 水道施設管理課

4311000341 百合ヶ丘配水ポンプ所　受変電設備修理工事 2,497,000 随意契約 電気 109561
メタウォーター　株式会社　横浜
営業所

水道施設管理課

4311000342 生田浄水場　トラックスケール指示計修理工事 825,000 随意契約 機械 2301 株式会社　メジャーテックツルミ 生田浄水場

4311000343
等々力水処理センター麻生汚泥流量調節弁修理
工事

1,485,000 見積合わせ 機械 6801
荏原実業　株式会社　神奈川
支社

等々力水処理センター

4311000347
加瀬水処理センター管理棟３階テラス手摺り修理
工事

1,650,000 見積合わせ 土木 12581 長栄興業　株式会社 加瀬水処理センター

4311000348 加瀬水処理センター主ポンプ用エンジン修理工事 2,178,000 見積合わせ 機械 22531 株式会社　ハタノシステム 加瀬水処理センター

4311000350
加瀬水処理センター南系最初沈殿池シャッター修
理工事

2,497,000 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

4311000351 丸子ポンプ場排水樋門安全柵等補修工事 2,475,000 見積合わせ 土木 30091 株式会社　銚子塚建設 加瀬水処理センター

4311000353
入江崎水処理センター西系№１－１返送汚泥引
抜弁その他修理工事

2,486,000 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

4311000354
入江崎総合スラッジセンター２系脱水機凝集混和
槽修理工事

2,112,000 見積合わせ 機械 4701 株式会社　大師鉄工所
入江崎総合スラッジセン
ター
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4311000358
長沢浄水場　排水処理施設　濃縮槽汚泥移送配
管修理工事

792,000 見積合わせ 機械 44541 株式会社　ユニ機工 浄水課

4311000359
古市場ポンプ場Ｎｏ．１，２汚水除じん機修理その
他工事

1,872,750 見積合わせ 機械 13881 上田動力工業　株式会社 入江崎水処理センター

4311000360 大師河原ポンプ場フェンス補修工事 1,562,000 見積合わせ 機械 4701 株式会社　大師鉄工所 入江崎水処理センター

4311000366
渋川雨水貯留管発電機用始動装置配管修理工
事

440,000 見積合わせ 機械 22531 株式会社　ハタノシステム 加瀬水処理センター

4311000367
等々力水処理センターＮｏ．６洗浄排水弁修理工
事

2,420,000 見積合わせ 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

4311000368
入江崎水処理センター西系初沈№２スカム移送
ポンプ電動機修理工事

1,815,000 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

4311000369
等々力水処理センター５系初沈通路覆蓋補修工
事

2,112,000 見積合わせ 土木 203461 門部興業　株式会社 等々力水処理センター

4311000371 潮見台配水所　配水池扉その他補修工事 1,618,980 見積合わせ 建具 51851 寺尾サッシ工業　株式会社 水道施設管理課

4311000373
加瀬水処理センター北系№１初沈汚泥引抜ポン
プ修理工事

1,518,000 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

4311000375
加瀬水処理センター北系無停電電源装置修理工
事

2,446,730 見積合わせ 電気 50741 甲信電気　株式会社 加瀬水処理センター

4311000376 潮見台配水所　着水井スクリーン撤去工事 792,000 見積合わせ 水道施設 220901 株式会社　ケンリョー 水道施設管理課

4311000377
長沢浄水場　排水処理施設　濃縮槽・返送水槽ポ
ンプ室屋根防水工事

2,145,000 見積合わせ 防水 27871 松村塗装工業　株式会社 浄水課
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4311000379 麻生水処理センター自家発不具合対応修理工事 2,486,000 見積合わせ 機械 22531 株式会社　ハタノシステム 麻生水処理センター

4311000381
等々力水処理センター４系反応タンクサンプリン
グポンプ修理工事

660,000 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

4311000383
入江崎総合スラッジセンター４系№３定量フィーダ
ＶＳモータ修理工事

2,200,000 見積合わせ 機械 44541 株式会社　ユニ機工
入江崎総合スラッジセン
ター

4311000384 諏訪仮排水所制御盤修理工事 2,475,000 見積合わせ 電気 6801
荏原実業　株式会社　神奈川
支社

等々力水処理センター

4311000386 加瀬水処理センター電話設備修理工事 526,900 見積合わせ 通信 33161 アイ通信工事　株式会社 加瀬水処理センター

4311000388
加瀬水処理センター北１系風量分配弁用電油操
作器修理工事

2,420,000 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

4311000392 入江崎水処理センター西系外灯修理工事 2,178,000 見積合わせ 電気 33121 川又電機工事　株式会社 入江崎水処理センター

4311000305
長沢浄水場水管理センター外階段フェンス修理工
事

1,518,000 見積合わせ とび・土工 20471 株式会社　美栄工業 浄水課

4311000235 渋川雨水貯留管監視制御室空調機修理工事 1,573,000 見積合わせ 空調・衛生 14451 富士工業　株式会社 加瀬水処理センター

4311000237 北部下水道管理事務所１階男子トイレ補修工事 644,600 見積合わせ 空調・衛生 19891 株式会社　稲田水道工務店 北部下水道管理事務所

4311000242 第１配水工事事務所　防排煙用感知器補修工事 68,585 随意契約 消防 40281 株式会社　綜合防災 水道整備課

4311000246
入江崎総合スラッジセンター１系№１薬品溶解槽
攪拌機修理工事

1,408,000 見積合わせ 機械 17761 株式会社　笠倉工業
入江崎総合スラッジセン
ター
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4311000252 江川ポンプ場電気室空調機その他修理工事 1,303,500 見積合わせ 空調・衛生 33121 川又電機工事　株式会社 加瀬水処理センター

4311000254 末吉配水所　構内１号柱傾斜緊急補修工事 473,000 随意契約 電気 40801 島田電設工業　株式会社 水道施設管理課

4311000267 大島ポンプ場電気チェーンブロック修理工事 999,900 見積合わせ 機械 13881 上田動力工業　株式会社 入江崎水処理センター

4311000269 大師河原ポンプ場屋上防水補修工事 1,089,000 見積合わせ 防水 17151 若井工業　株式会社 入江崎水処理センター

4311000270
入江崎水処理センター西系初沈№２スカム移送
ポンプ修理工事

352,000 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

4311000276 千代ヶ丘送水ポンプ室照明設備修理工事 990,000 見積合わせ 電気 50741 甲信電気　株式会社 水道施設管理課

4311000279 第２配水工事事務所　建具修理工事 99,000 随意契約 建具 43441 関東サッシサービス　株式会社 第２配水工事事務所

4311000284
入江崎水処理センター東系№７反応タンク空気ド
レン配管修理工事

561,000 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

4311000288 丸子ポンプ場雨水スクリーン修理工事 1,760,000 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

加瀬水処理センター

4311000293 丸子ポンプ場スクリーンかすかき揚げ機修理工事 2,420,000 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

4311000294
大島ポンプ場№８コンベアテールプーリー軸受修
理工事

302,500 見積合わせ 機械 4701 株式会社　大師鉄工所 入江崎水処理センター

4311000298 大島ポンプ場電話設備修理工事 858,000 見積合わせ 通信 33161 アイ通信工事　株式会社 入江崎水処理センター
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4311000302 旧中原営業所車庫シャッター補修工事 214,500 見積合わせ 建具 51851 寺尾サッシ工業　株式会社 南部サービスセンター

4311000307
入江崎水処理センター西系№２最終沈殿池汚泥
かき寄せ機修理工事

2,442,000 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

入江崎水処理センター

4311000311 麻生水処理センター自家発用通気配管修理工事 1,342,000 見積合わせ 機械 21021
株式会社　エンドーエンジニア
リング

麻生水処理センター

4311000325 麻生水処理センター管理棟放送設備修理工事 440,000 見積合わせ 通信 10111 トヨオカ電気　株式会社 麻生水処理センター

4311000339 入江崎水処理センター上水給水管修理工事 2,497,000 見積合わせ 空調・衛生 17761 株式会社　笠倉工業 入江崎水処理センター

4311000346
加瀬水処理センター水質試験室ほか空調設備修
理工事

723,800 見積合わせ 空調・衛生 14451 富士工業　株式会社 加瀬水処理センター

4311000352 丸子ポンプ場しさ洗浄機駆動部修理工事 2,475,000 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


