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4311000391 入江崎水処理センター全窒素・全りん計修理工事 561,000 見積合わせ 機械 33641
化工機プラント環境エンジ　株
式会社

入江崎水処理センター

4311000397 長沢浄水場　標識等設置工事 790,097 見積合わせ とび・土工 13791 株式会社　笹久保建設 浄水課

4311000399 登戸ポンプ場室内排水ポンプ修理工事 770,000 見積合わせ 機械 105151 有限会社　シールＴＯＰ 等々力水処理センター

4311000402
麻生水処理センター管理棟エントランス側外装修
理工事

2,255,000 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

4311000405 細山配水塔　電線管修理工事 286,000 見積合わせ 電気 40801 島田電設工業　株式会社 水道施設管理課

4311000407 麻生水処理センター燃料移送ポンプ修理工事 2,398,000 見積合わせ 機械 4701 株式会社　大師鉄工所 麻生水処理センター

4311000408
加瀬水処理センター北系Ｎｏ．３初沈汚泥引抜ポ
ンプ修理工事

1,463,000 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

4311000420
麻生水処理センター管理棟・水処理棟扉建具修
理工事

2,437,600 見積合わせ 建築 36601 菅生建設　株式会社 麻生水処理センター

4311000421 長沢浄水場　外周フェンス修理工事 615,384 見積合わせ とび・土工 73651 小泉土木建設 浄水課

4311000426 細山高区配水流量計室　排水管補修工事 2,420,000 見積合わせ 水道施設 186191 株式会社　航建 水道施設管理課

4311000427 北部下水道管理事務所正門門扉等補修工事 2,497,000 見積合わせ 建築 16801 東生建設　株式会社 北部下水道管理事務所

4311000431
加瀬水処理センター自家発電設備室建具修理工
事

2,490,400 見積合わせ 建築 26671 藤光建設　株式会社 加瀬水処理センター
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4311000432 長沢浄水場　浄水本館電気室盤用屋根設置工事 1,617,000 見積合わせ 建築 6251 株式会社　春日建設 浄水課

4311000438 小向排水樋管手摺柵修理工事 1,727,000 見積合わせ とび・土工 133811 有限会社　喜有組 入江崎水処理センター

4311000439 古市場ポンプ場破砕機修理工事 2,255,000 随意契約 機械 20371
住友重機械エンバイロメント
株式会社　横浜営業所

入江崎水処理センター

4311000440 入江崎水処理センター西系№３送風機修理工事 875,600 随意契約 機械 20371
住友重機械エンバイロメント
株式会社　横浜営業所

入江崎水処理センター

4311000442
観音川№２雨水エンジン温度調整弁修理その他
工事

1,743,500 見積合わせ 機械 591 松崎鐵工　株式会社 入江崎水処理センター

4311000443
等々力水処理センターＮｏ．１江川系オゾン発生
装置冷却水ポンプ弁類修理工事

814,000 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

4311000444
加瀬水処理センター汚泥貯留槽排水配管修繕工
事

1,386,000 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

4311000445 長沢浄水場　構内道路修理工事 1,606,000 見積合わせ 舗装 73651 小泉土木建設 浄水課

4311000446
麻生水処理センター集塵装置逆洗配管ほか修理
工事

1,353,000 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

4311000448 麻生水処理センター管理棟電話設備修理工事 2,497,000 見積合わせ 通信 33121 川又電機工事　株式会社 麻生水処理センター

4311000449
中部サービスセンター　１階多目的トイレオストメ
イト設置工事

1,212,750 見積合わせ 空調・衛生 19891 株式会社　稲田水道工務店 中部サービスセンター

4311000450 加瀬水処理センター南系終沈覆蓋補修工事 1,760,000 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
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4311000452 長沢浄水場　浄水本館電気室空調設備設置工事 2,486,000 見積合わせ 空調・衛生 27261 有限会社　丹野電気商会 浄水課

4311000456 平間配水所　管理棟外壁修繕工事 1,019,700 見積合わせ 建築 192141 シィー・シィー・ビィー　株式会社 水道施設管理課

4311000459
入江崎総合スラッジセンター３系定量フィーダ用
減速機修理工事

1,995,400 見積合わせ 機械 4621 株式会社　川崎興産
入江崎総合スラッジセン
ター

4311000461
等々力水処理センター管理棟階段室壁面その他
補修工事

2,409,000 見積合わせ 塗装 12961 株式会社　コクサイテクノ 等々力水処理センター

4311000462 第３配水工事事務所　Ａ棟給湯設備修理工事 1,636,800 見積合わせ 空調・衛生 19891 株式会社　稲田水道工務店 第３配水工事事務所

4311000465
入江崎総合スラッジセンター３系№３ケーキコンベ
ヤベルト修理工事

2,475,000 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

4311000466
麻生水処理センター自家発電機室排気用ダクト
塗装補修工事

1,870,000 見積合わせ 塗装 14481 福吉塗装　株式会社 麻生水処理センター

4311000468
入江崎総合スラッジセンター１系ケーキ水分計修
理工事

836,000 随意契約 機械 6971
月島テクノメンテサービス　株
式会社　横浜支店

入江崎総合スラッジセン
ター

4311000469 水管理センター　軒天井一部補修工事 434,500 見積合わせ 屋根 210301 有限会社　橋本工業 水道施設管理課

4311000472
入江崎余熱利用プール　サブエントランス防水改
修工事

1,155,000 見積合わせ 防水 208651 株式会社　Ｉ＆Ｉ サービス推進課

4311000473 六郷ポンプ場ポンプ棟窓補修その他工事 286,000 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

4311000474
加瀬ポンプ場№１雨水ポンプほか電気設備修理
工事

1,444,300 随意契約 電気 109561
メタウォーター　株式会社　横浜
営業所

加瀬水処理センター
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4311000475 第２配水工事事務所　給湯設備等改修工事 2,447,500 見積合わせ 空調・衛生 24651 株式会社　エーケン 第２配水工事事務所

4311000478 災害時応急給水拠点ベンチ式格納庫修理工事 1,094,500 随意契約 建築 17771 グロリア・アーツ　株式会社 第２配水工事事務所

4311000479
麻生水処理センター２系反応タンク設備モイス
チャーブロー修理工事

1,518,000 見積合わせ 機械 17761 株式会社　笠倉工業 麻生水処理センター

4311000480 入江崎余熱利用プール　オストメイト取付工事 946,000 見積合わせ 空調・衛生 46851 株式会社　伸栄工事 サービス推進課

4311000481 丸子ポンプ場ほか電灯設備修理工事 860,200 見積合わせ 電気 22051 辰野電設　株式会社 加瀬水処理センター

4311000482 等々力水処理センター管理棟自動ドア修理工事 825,000 見積合わせ 建具 43441 関東サッシサービス　株式会社 等々力水処理センター

4311000483
加瀬水処理センター管理棟３階事務所ほか修理
工事

1,540,000 見積合わせ 建築 6251 株式会社　春日建設 加瀬水処理センター

4311000485
入江崎水処理センターＮｏ．３消泡水ストレーナ修
理工事

1,859,000 見積合わせ 機械 591 松崎鐵工　株式会社 入江崎水処理センター

4311000486 第１配水工事事務所　３階男子トイレ修繕工事 165,000 見積合わせ 空調・衛生 19551 大同産業　株式会社 水道整備課

4311000487 登戸排水樋管転落防止柵その他補修工事 1,659,900 見積合わせ 土木 169401 株式会社　マルカエステート 等々力水処理センター

4311000488
入江崎水処理センター東系№１～№４終沈手摺
補修工事

2,118,160 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

4311000489 加瀬水処理センター№２ブロワ修理工事 118,800 見積合わせ 電気 10111 トヨオカ電気　株式会社 加瀬水処理センター
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4311000490
入江崎総合スラッジセンター２系№３ケーキコンベ
ヤベントプーリ修理工事

1,188,000 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

4311000491
入江崎水処理センター西系№２汚泥貯留槽撹拌
機修理工事

478,500 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

4311000387
第３配水工事事務所　Ａ棟　笠木及び外壁目地補
修工事

1,452,000 見積合わせ 防水 14481 福吉塗装　株式会社 第３配水工事事務所

4311000396
等々力水処理センター３系終沈汚泥かき寄せ機
主務チェーン修理工事

2,178,000 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

4311000398
加瀬水処理センター北系終沈№６－１汚泥かき寄
せ機修理工事

325,600 見積合わせ 機械 4621 株式会社　川崎興産 加瀬水処理センター

4311000400
等々力ポンプ場ほか建屋南側通路補修その他工
事

1,540,000 見積合わせ 舗装 17671 加藤土建　株式会社 等々力水処理センター

4311000401 大島ポンプ場高段電気室№１空調機修理工事 1,144,000 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

4311000403 大師河原ポンプ場電気室空調機修理工事 1,419,000 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

4311000411 加瀬水処理センター排水樋門補修工事 220,000 見積合わせ 土木 11191 株式会社　重田組 加瀬水処理センター

4311000413 大島ポンプ場機材庫屋根補修工事 1,804,000 見積合わせ 建築 12631 大川原建設　株式会社 入江崎水処理センター

4311000414 丸子ポンプ場事務室空調機修理工事 1,268,300 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

4311000433 麻生水処理センター管理棟階段室漏水補修工事 1,320,000 見積合わせ 建築 14281 清宮建築　株式会社 麻生水処理センター
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4311000434 麻生水処理センター冷温水槽排水管修理工事 1,870,000 見積合わせ 機械 105151 有限会社　シールＴＯＰ 麻生水処理センター

4311000437
丸子ポンプ場№１雨水ポンプ用エンジンその他修
理工事

1,225,400 見積合わせ 機械 21021
株式会社　エンドーエンジニア
リング

加瀬水処理センター

4311000441
等々力水処理センターＮｏ．２生物脱臭塔給水ポ
ンプ逆止弁その他修理工事

1,519,100 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

4311000457
入江崎水処理センター沈砂池管理棟電話設備補
修その他工事

429,000 見積合わせ 電気 10111 トヨオカ電気　株式会社 入江崎水処理センター

4311000458
入江崎水処理センター西系初沈電気室他空調機
修理工事

1,046,100 見積合わせ 空調・衛生 13881 上田動力工業　株式会社 入江崎水処理センター

4311000460 戸手ポンプ場中央監視室照明修理工事 1,078,000 見積合わせ 電気 10111 トヨオカ電気　株式会社 入江崎水処理センター

4311000464
西部下水道管理事務所　誘導灯バッテリー交換
修繕工事

11,000 随意契約 消防 3631 株式会社　中山防災 西部下水道管理事務所

4311000470 麻生水処理センター給湯器修理工事 41,800 随意契約 空調・衛生 4461 三田調温工業　株式会社 麻生水処理センター

4311000471
等々力水処理センター管理棟１階放流ポンプＶＶ
ＶＦ室空調機修理工事

1,210,000 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

4311000476 第３配水工事事務所　屋外灯補修工事 236,500 見積合わせ 電気 19271 横堀電機工業　株式会社 第３配水工事事務所

4311000484
加瀬水処理センター管理棟３階空調設備修理工
事

394,900 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


